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現地報告 

モスクワ最新文献調査ガイド  

The latest guide for users of archives in Moscow 

  

見目  典隆 KEMMOKU Noritaka 

東京大学人文社会系研究科  

 

はじめに 

2014 年から 2017 年にかけて私は幾度かモスクワへ資料調査に赴いた。とりわけソ連期ロシア

を研究する者にとって，1990 年代初頭の文書館開放以降，モスクワでの史料調査は必須と言って

も過言ではない。すでに 1990 年代以降文書館情報についていくつかの文献が存在している 1。し

かし，史料調査の環境は水もので，条件はよく変わる。そのため，新たに文書館情報をまとめて

おくことも有益であると考え，私が訪れた文書館の情報をまとめて報告することにした。とりわ

け，今後はじめてモスクワの文書館・図書館を利用しようとする人を主な読者として想定して書

いたつもりである。彼ら，彼女らの参考になれば光栄である。  

これまで訪れた図書館・文書館はロシア国立図書館本館，ロシア国立図書館新聞部，国際メモ

リアル付属図書館，ロシア国立社会政治史文書館，ロシア連邦国立文書館，ロシア国立軍事文書

館の 6 つである。図書館と文書館は事情が異なるため，別に章立ててまとめる。主な情報として

は，場所・利用手続き・複写・その他利用した経験に基づく雑感である。また，図書館や文書館

は，概して一日のうち長時間滞在するものであるから，研究環境のみならず，食事やトイレ（男

性用トイレのみ）といった事情についても記載することとする。 

近年，図書館も文書館もインターネット上のサイトが充実しており，最新情報はすぐに載る。

訪問予定，あるいは，関心がある文書館についてはつねにインターネットを通して調べる方がい

いだろう。 

また，モスクワの複雑な公共交通機関（とりわけ，路面電車，バス，トロリーバス，マルシュ

ルートカ）を利用するにあたって，「Google マップ」や「ヤンデックス・メトロ」 (Яндекс метро) ，

「ヤンデックス・トランスポルト」 (Яндекс транспорт) は大変便利である。ヤンデックス・メト

ロは，メトロの臨時閉鎖の情報を通知してくれて便利である。また，ヤンデックス・トランスポ

ルトは Google マップのロシア版のような内容であり，バスの待ち時間や渋滞状況，ヤンデックス

タクシーの呼び出しなど，総合的な交通アプリケーションである。目的地に行くのにどのような

交通機関を利用するべきか，ということも提示してくれる。私もヤンデックス・トランスポルト

には幾度も助けられた。インターネットのインフラ整備についても日本以上に快適である。外国

                                                   
1
 富田武 (1995) 「モスクワ・アルヒーフ事情」『窓』第 3 号: 2-5, 島田顕 (2002) 「モスクワのコ

ミンテルン史料――スペイン内戦関連文書の現状」『大原社会問題研究所雑誌』第 525 号: 35-49。

その他インターネット上でもいくつかの報告が読める。  
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人は携帯電話会社（メガフォン Мегафон， エム・テ・エス МТС， ビーライン Билайн など）で

簡単に SIM カードを購入でき，利用料金も日本に比べてかなり割安である。あらかじめ日本で自

分の通信機器がロシアの携帯電話の周波数帯に合っているか確認した上で，SIM ロックを外して

いった方がいいだろう。こうした意味でも，モスクワ滞在は以前に比べて容易になったと言える。  

 

1. 図書館 

1-i) ロシア国立図書館本館2
  

ロシア国立図書館本館（Российская Государственная Библиотека, 旧称レーニン図書館）はモス

クワを代表する図書館である。場所はモスクワ・メトロ赤線のビブリオチェーカ・イミェーニ・

レーニナ (Библиотека имени Ленина) を出てすぐ，クレムリンの反対側に見える。  

入館するにはまず，利用者カードを作る必要がある。場所は本館の入り口とは別で，№2 の入

口から入る。所定の用紙に名前・身分等を記入する用紙があり，それを記入した上で，提出する。

2014 年の夏では，100 ルーブリとパスポートがあれば，その場での証明写真撮影の後，すぐに発

行してもらえる。利用者カードには利用者番号が書いてあり，最初の数字で利用出来る読書室 

(Читальный зал) が決定される。日曜日が休館日であり，月曜から土曜までは 9 時から 20 時まで

開いている。月の最終月曜日は清掃日となるため，休館となる。 

入室の際には，コートやその他手荷物を預けなければならない。辞書を含めた本は持ち込めな

いので，電子辞書などを用意しておいた方が良い。メモ用紙やパソコン，筆記用具の持ち込みは

可能である。所蔵されている本を借り出すことは出来ない。  

ロシア国立図書館の所蔵文献については，統一電子カタログがインターネット上で見ることが

出来る3。ロシア国立図書館は見たい書籍を注文してから到着するまでに 30 分以上かかる。この

ため，この電子カタログを利用してあらかじめ注文しておくことが出来るようである。注文する

には利用者カード番号とパスワード（既定は生年月日）が必要とされる。注文した本は自分が所

属する読書室付近で本を受け取る。図書館内は wifi が通っており，これも利用者カード番号とパ

スワード（既定は生年月日）を入力すれば利用出来る。ほとんどの書籍は読書室で読むことが出

来るが，地図など，まれに別館に所蔵があるものがある。これも事前に電子カタログで確認した

方がいいだろう。 

コピーは部屋番号 А-120, А-320, Г-115 で受け付けてくれる。支払いはクレジットカードで可能

である。しかし，2016 年 2 月より，ロシア国立図書館にて写真撮影が可能になったため，利用者

は少なくなったと思われる。ただし，規則によると（ロシア国立図書館利用規則 3.1.20），レンズ

の取り外しが出来るカメラや三脚の持ち込みは禁止されている。加えて，撮影時は，他の観光名

所と同様にフラッシュは厳禁であり，1830 年までに出版されたもの，マニュスクリプトの類はそ

                                                   
2
 http://www.rsl.ru/ （2017 年 5 月 1 日最終閲覧） 

3
 http://www.rsl.ru/ の Каталоги から Единый электронный каталог РГБ を開けば良い（2017 年 5 月

1 日最終閲覧）。 
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もそも撮影禁止である。地下には食堂やトイレがあり，利用が可能である。とりわけ，トイレは

ロシアの公共トイレにしては驚くほど綺麗である。便座はあり，紙も基本的には備え付けられて

いる。 

 

1-ii) ロシア国立図書館新聞部・学位論文部  

ロシアで発行された新聞，及び，学位論文はロシア国立図書館本館ではなく，別館に所蔵され

ている。新聞部・学位論文部はモスクワ郊外の衛星都市ヒムキに所在しており，モスクワ市内か

らはかなり時間がかかる。ヒムキに行くには，まずモスクワ・メトロ緑線の最北端の駅レチノイ・

バクザール  (Речной вокзал) に行く必要がある。駅を出て，フェスティバリナヤ通り 

(Фестивальная улица) を東に行くと，ショッピングセンターの先にバスが多く停まっている場所

がある。レチノイ・バクザールは郊外に行くバスのターミナルにもなっており，例えば，シェレ

メチェボ空港行きのバスやマルシュルートカもここから出ている。ヒムキに行くには，344 番の

マルシュルートカに乗らなければならない。加えて，マルシュルートカは停留所を通知しないた

め，現在どのあたりを走っているか把握していないと，そのまま通過してしまうおそれがある。

このため，常に地図アプリケーションで現在位置と新聞部の位置を確認しておくか，あらかじめ

運転手に図書館前で降りる旨を伝えておいた方が良い。ビブリオチェーチナヤ通り 

(Библиотечная улица) で降りることになるが，一見どの建物が図書館なのかわかりづらいため，

あらかじめ Google マップで写真を見ておくと良い。加えて，入り口が通りの反対側であるのも分

かりづらい。 

ロシア国立図書館のサイトによると，別館においても利用者カードを作ることが出来るようで

あるが，念のため，本館で準備しておいた方が良いかもしれない。開館時間は月曜から土曜日ま

での 9 時から 18 時までである。入口入って左側が学位論文部，右側が新聞部である。利用方法は

本館に準ずる。写真撮影も可能である。概して本館もヒムキも職員はとても丁寧で親切なため，

初めて利用する人でも快適に使えるだろう。  

ビブリオチェーチナヤ通り沿いには売店も多く，入館前に買っておいて，食事用の部屋で食べ

ることも出来る。トイレは本館ほど設備が整っているわけではなく，便座が無い。しかし，紙は

常備されているので，困ることはないだろう。 

 

1-iii) 国際メモリアル付属図書館  (Библиотека Международного Мемориала) 

グラーグ博物館の運営や，ソヴィエト期の弾圧に関する研究・調査を支援する団体メモリアル

Мемориал も，独自の図書館を持っている。メモリアルは環状線のサドヴァヤ通り  (Садовая 

улица) ，Б のバスの停留所カリェートヌイ・リャト  (Каретный ряд) 駅で降り，カリェートヌイ・

リャト通り (Улица Каретный ряд) を南に歩いていくと，右手側に見える。入り口はかなりわかり

にくいので，通行人など近くの人に聞いた方が早い。  

20 世紀ロシア，とりわけスターリンの弾圧関係の蔵書が充実しており，ロシア語にとどまらず，
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英語やフランス語と言った西欧言語の本もある。カタログはインターネット上で公開しているた

め，どのような資料が所蔵されているのか気になれば，チェックしてみるといいだろう4。 

本を借り出すことは出来ないが，職員はかなり親切で利用法などを丁寧に教えてくれる。

Мемориал はこの他研究会や講演会を組織したり，内務人民委員部の職員のリストを公開したり

している5。ソ連期のロシアを研究する者にとっては，注目すべき団体だ。  

 

2.文書館 

文書館の利用にあたっては，ロシア国立図書館と異なり，もうワンステップ手続きが必要であ

る。本項においては，3 つの文書館について報告するが，まず，文書館そのものに共通する問題

について報告した後，それぞれの文書館について報告する。  

先行研究の脚注などで明らかなように，ロシアの文書館では，フォンド（Фонд，Ф.と略記），

リスト（Опись Оп. と略記），ファイル（Дело Д. と略記），ページ（Лист Л. と略記）の順番で

管理されている。 

どの文書館を利用するにしても，臨時入館証 (Временный Пропуск) が必要であり，年内初回訪

問時には臨時入館証を作る必要がある。そのためには，所属する機関の紹介状あるいは，個人の

申請書 (Заявление) が必要である。紹介状に必ず付記しなければならない情報として，利用者の

氏名，職，学位，最終学歴，研究テーマ，対象となる時代，研究目的が挙げられる。基本的には，

さらに，身分事項を記載するアンケート用紙を記入することで，臨時入館証を発行してもらえる。  

文書館の史料を利用するには，史料保管室から史料を注文しなくてはならないが，一部の文書

館においては，史料を主体的に選ぶことは難しい。なぜならば，個々のファイルのリストは文書

館職員が管理しており，自由に閲覧することが出来ないところもあるからだ。つまり，文書館職

員が紹介状を読むことで利用者のテーマを把握し，それに対して適合するリストを準備するとい

う行程が経られる。このため，最初から目的のリストが渡されるとは限らない。まず，紹介状に

書く研究テーマの領域を広すぎず狭すぎず書かねばならない。私は当初「スターリンの大テロル」

というテーマを書き，農業分野に関する中央委員会の速記録を読もうと試みていた。しかし，文

書館の職員には，「中央委員会の史料を見ても，トハチェフスキーのことなんてわからない」と言

われて拒絶されてしまった。どうにか交渉して見せてもらえたが，あらかじめテーマを広げすぎ

ず，適切に絞っていればこうならないで済んだことは言うまでもない。もちろん，文書館職員と

の関係を良好に保っておくことも重要である。「贈り物」も用意しておくのもいいだろう。また，

繰り返しになるが，文書館のインターネットサイトは非常に有益であり，リストを公開している

ところもある。例えば，Архивы России というサイト6では，Путеводители по российским архивам

というページで，過去に出版され現在では絶版になってしまった文書館の利用手引がアップロー

                                                   
4
 http://lib.memo.ru/biblio/cat （2017 年 5 月 1 日最終閲覧） 

5
 http://nkvd.memo.ru/index.php/НКВД:Главная_страница （2017 年 5 月 1 日最終閲覧） 

6
 http://rusarchives.ru/ （2017 年 5 月 1 日最終閲覧） 
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ドされ，フォンドのリストや内容についても言及されている。また，各文書館のカタログへのリ

ンクもある。ロシア渡航前に活用する方が良いだろう。  

一度に注文出来る史料の数は限られているため，多くの史料に目を通すには，別の日に分けて

注文しなくてはならない。また，史料の保存も 1 ヶ月をこえて保存することは出来ない。1 ヶ月

後には断り無く，保管庫に戻されてしまう。また，注文してもすぐに閲覧出来るわけではなく，

出庫まで 3~4 日を要するため，短期滞在で文書館の史料を扱うことは困難である。交渉次第では

多少早めてもらうことが出来る。  

設備は概して日本の大学図書館と比較すると劣悪である。全く掃除されていないと思われるほ

どの傷だらけのマイクロフィルムリーダーを使うことになる。また，フィルムの扱いも素手で行

い，日本でのマイクロフィルムの取扱と比べると不安になるほど乱暴である。基本的には勝手に

写真撮影することは許可されていないので，多くの場合，メモをとるか，「写経」をすることにな

る。時々スマートフォンで史料を撮影しているロシア人を見かける。バレなければいいという考

えなのだろう。常に職員が直接監視しているというわけではないが，基本的に読書室には監視カ

メラが取り付けられているため，不用意な行動は謹んだ方がいいだろう。多くの文書館において

は，コンピュータの持ち込みは許されるので，近年ではコンピュータに打ち込む人も多い。コピ

ーも可能であるが，注文してから出来上がるまで大体 1 ヶ月ほどかかる。コピーを注文するには，

指定の様式にコピーしたいフォンド，リスト，ファイル，ページその他身分事項を記入して提出

する。大抵の場合，支払いはズベルバンクで行われる。ズベルバンクの口座を持っていない場合

は現金のみ受け付ける。ズベルバンクでは，クレジットカードでの支払いはできない。 

文書館の読書室が開いている時間も大体インターネット上で確認出来る。しかし，基本的に読

書室は 30 分前に閉館の準備を始めるので，開館時間きっかり作業することは出来ない。2016 年 3

月 28 日付けの最高裁判決により，文書館における写真撮影が現実味を帯び始め，文書館において，

写真撮影についての規則が少しずつ整えられ始めている。来訪した際には，文書館職員に確認し

ておいた方が良いだろう。  

 

2-i) ロシア連邦国立文書館  (Государственный Архив Российской Федерации , 略称 ГАРФ)
7
  

 ロシア連邦国立文書館は，モスクワ市内の南西部，最寄り駅はメトロ赤線のフルンゼンスカヤ

(Фрунзенская) である。ホリズノヴァ通りを道沿いに北北西へと向かっていくと，モスクワ教育

国立大学の先に，左手側に見える。ロシア連邦国立文書館は，ロシア国立経済文書館 (Российский 

Государственный Архив Экономики, 略称 РГАЭ) と同じ建物内にある。ロシア連邦国立文書館に

は，主要な国家機関の文書が保存されている。  

 臨時入館証を作るには，入ってすぐ右側の入館証事務局 (Пропуск бюро) にパスポートと紹介

状を提出する。翌日には入館証が出来ている。読書室に入るには，図書館と同様，コートを着た

                                                   
7
 http://statearchive.ru/ （2017 年 5 月 1 日最終閲覧） 
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ままでは入れない。また，大きすぎる荷物も預ける必要がある。コンピュータやメモ用紙等は持

ち込みが出来る（もちろん入館証事務局でコンピュータの持ち込みが可能か聞いておくべきであ

る）。 

読書室は入り口から入って正面にある階段を登った先にある。読書室の雰囲気は事務的で，皆，

黙々と作業をしている。概してロシア連邦国立文書館は利用しやすく，リストはインターネット

上で確認することが出来る（サイト上より Фонды→Электронные описи）。メールを送れば，あら

かじめ史料の注文をしておくことも可能である。史料の注文もコンピュータを通して行われる。

注文するにはコンピュータの自分のページにログインすることが必要で，ログインに必要なパス

ワードは入館証を受け取った直後，読書室で渡される。これがないとログインできなくなるため，

失くしてはならない。自分のページでは，これまでの注文を見ることが出来る。また，注意する

べき点としては，読書室は夕方には暗くなり，夜になると机に備え付けてあるライト以外光源が

ほとんど無くなる。ときには，電球が切れていることもあり，ライトが使える机を全て専有され

ている可能性がある。一つの机は 2 人隣り合って座り，一つのライトを 2 人で共有する形になる。

このため，ヘッドライトを持ち込んでいる研究者を見かけることもあるので，いざという時のた

めに準備しておくと良いかもしれない。  

 史料は，職員が管理し，臨時入館証と引き換えに受け取る。文書館から出る際には，史料を返

却しないと入館証を受け取れない仕組みだ。また，場合によっては，読書室に史料を出庫できな

い場合もある。その場合は，保管庫のある別の建物まで中庭を通って行かなければならない。保

管庫の営業時間は読書室と異なっており，もしも別の建物で作業することになったら，営業時間

を確認しておいた方がいいだろう。  

 フルンゼンスカヤ周辺にはファーストフード店や食堂形式のレストランも多く，食事に困るこ

とはない。トイレは，室内自体は汚いものの，便座はあり，紙も用意されている。また，詳細な

情報を得てはいないが，文書館内にホテルがあるようだ。  

 

2-ii) ロシア国立社会政治史文書館  (Российский Государственный Архив 

Социально-Политической Истории, 略称 РГАСПИ)
8
 

 ロシア国立社会政治史文書館はモスクワ市内の中心に位置している。最寄り駅はメトロ緑線の

テアトラーリナヤ (Театральная) かトヴェルスカーヤ (Тверская) である。場所はモスクワ市庁舎

からみて，ドルゴルーキー像の向こう側に見える建物である。ロシア国立社会政治史文書館は，

大本はマルクス・エンゲルス・レーニン研究所であり，入り口にマルクス，エンゲルス，レーニ

ンのレリーフが見える。その後党中央文書館となり，ソ連崩壊後はロシア現代史資料保存・研究

センター（Российского Центра Хранения и Изучения Документов Новейшей Истории，  略称

РЦХИДНИ。少し古い先行研究では，こちらの名前で表記されている時がある）を経て，ロシア

                                                   
8
 http://rgaspi.org/ (2017 年 5 月 1 日最終閲覧) 
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国立社会政治史文書館となった。このため，マルクス主義，共産党関係の文書，あるいは，スタ

ーリンをはじめとした共産党の個人アーカイブが保存されている。  

 ロシア国立社会政治史文書館の一階，入って右側には出版社ロスペン (РОССПЭН) の直営店

(Книжная Лавка Историка) があり，「スターリニズムの歴史」シリーズや「ロシア 20 世紀」シ

リーズなどが置いてある。価格も良心的だ。また，入口入って左側では，何らかの展覧会をやっ

ている（私が訪れた時はドイツ人捕虜やスペイン内戦などをやっていた）。 

 入館するには臨時入館証が必要ではあるが，その手続きを済ませるためには，一端 5 階の読書

室に入る必要がある。このため，入り口のクロークのところにある電話を使って，内線で 5 階の

読書室に電話し，許可をもらった上で入らなければならない。5 階で紹介状を手渡し，アンケー

トを記入して初めて臨時入館証を貰える。コンピュータやメモ用紙の持ち込みは可能だ。読書室

の雰囲気はアットホームで，職員と少々談笑することも出来るほどだ。  

 その後，史料を注文する必要があるが，自分でリストを選ぶことは出来ない。紹介状の内容と

交渉次第でどのリストを見ることが出来るか決まると言っても過言ではない。リストの題名まで

は，インターネット上で確認出来る（文書館サイト Фонды→Список фондов и описей）が，それ

ぞれのリストにどのようなフォンドがあるのかはわからない。  

 基本的には，一人ひとつのロッカーが割り当てられ，史料はそこに保存し，自分で管理する。

注文した史料が来たときと，史料を返却する時は，職員に記録してもらう必要がある。  

 コピーの支払いの際には，トヴェルスカーヤ沿いにズベルバンクがあり，簡単に支払いするこ

とが出来る。しかし，2016 年 11 月より，規則にはないが，写真撮影が可能になったようである。

方法としては，コピーと同様の様式に記入した上で，後日読書室が開く前の時間を利用して撮影

が出来るということである。無料であるようだ。  

 食事について，ロシア国立社会政治史文書館はモスクワの中心部にあるため，付近にレストラ

ンが多く，困ることはないだろう（尚，ドルゴルーキー像すぐ南側に内務人民委員部職員用レス

トランアラグヴィが復活した）。私は文書館に行く前にトヴェルスカーヤ駅の地下のキオスクでピ

ロシキを買って食べていたが，トヴェルスカーヤ地下のキオスクは 2016 年の終わりまでに殆どが

閉まることになるらしい。近年モスクワ市内で，キオスクがダイドーの自動販売機に置き換わっ

ているのをよく目にする。かつては文書館内にスタローバヤがあったようだが，閉店して久しい

ようだ。トイレは文書館の中ではかなり綺麗な方である。部屋もきれいで，ちゃんと便座があり，

紙も用意されている。また，読書室前にはウォーターサーバーが常備してあり，大量に持ち出す

ことさえしなければ，タダで利用出来る。  

 

2-iii) ロシア国立軍事文書館  (Российский Государственный Военный Архив , 略称 РГВА)
9
 

 ロシア国立軍事文書館はモスクワ郊外，北西に位置し，ヴォードヌイスタディオーン (Водный 

                                                   
9
 http://rgvarchive.ru/ （2017 年 5 月 1 日最終閲覧） 
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стадион) が最寄り駅である。駅を出て西側のアドミラル・マカロフ通り  (Улица адмирала 

Макарова) に沿って南に歩き，ヴィボルグスカヤ通り (Выборгская улица) との交差点手前，右手

側に見える。ロシア国立軍事文書館には，赤軍や国境警備隊の史料が保存されている。  

 臨時入館証は入ってすぐ右側の入館証事務局  (Пропуск бюро) に紹介状を提出することで貰え

る。注意するべき点は，ロシア国立軍事文書館は，読書室も入館証事務局も 13～14 時は昼食の休

憩が入り，その間に文書館に到着すると何もできなくなるという点である。効率的な作業をする

ためにも，この時間は避けた方が無難である。  

読書室は 3 階にある。初日はコンピュータを用いることが出来ない。利用するには申請書を書

く必要があり，その様式は読書室の奥の棚にある。それを書き写し，利用する期間，メーカー名

などを書かねばならない。こうしてはじめて，次回から読書室にコンピュータを持ち込むことが

出来るのである。読書室の職員は皆親切であり，ややアットホームな雰囲気があるが，効率は大

変悪い。Опись を注文するとなると，2～3 時間かかることがよくあり，最悪閉館間際に届いたり

する。リストは 5 日ほど保管出来るものの，これだけでは史料調査に差し障りが出てくる。また，

注文する際には，フォンドの表題も必要である。このため，あらかじめ，見たい史料のフォンド，

リスト，ファイルの番号に加えて，フォンドの表題を把握しておく方が良い。そのためには，イ

ンターネット上でカタログを確認しておいた方が良いだろう（トップページより，

Научно-справочный аппарат→Электронные описи）。 

文書の取り扱いは ГАРФ と同様，職員が管理する。史料を扱っているときには，臨時入館証を

預けるのも同様だ。コピーも写真撮影も可能であるが，有料であり，ズベルバンクに支払う必要

がある。しかし，РГВА は立地がかなり市内から離れたところにあり，近くにズベルバンクの支

店は見つからない。場合によっては，市内中心地に戻って支払うことを考えた方がいいだろう。  

少し遠くなるが，ショッピングセンターやレストランがあるため，食事に困るということはな

いだろう。トイレに関しては，絶望的に汚い。紙もなければ，便座もない。個々の職員はどうや

ってトイレの問題を解決しているのか気になるほどである。  

 

最後に 

本報告において，3 つの図書館，3 つの文書館を紹介した。この他にも多くの文書館や図書館が

存在しているのは言うまでもない。何よりも強調しておきたいのは，ロシアでも史料閲覧に関す

る様々な情報がインターネットを通して公開されており，その情報を確認した上で来訪するべき

であるということだ。逆に言えば，公開されている規則を確認した上で来訪すれば，問題もなか

なか生じない。今回紹介した文書館の他にも，各州の地方文書館もあり，それぞれが利用規則を

公開している。地方文書館のひとつであるハバロフスクの文書館では，写真撮影が可能になった。

しかし，当初は有料で，裁判を経て初めて有料の写真撮影は違法であるとの判断がくだされてい

る。こうした情報はインターネット上で集める他無い。  

私は今後行動範囲を広げ，更に多くの図書館・文書館を来訪するつもりである。本報告がロシ
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アでの史料調査の一助になれば，幸いである。 

（けんもく のりたか 東京大学人文社会系研究科）  

 

 




