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1．	はじめに

　筆者は、北海道大学スラブ研究センターが
主 催 す る2008年 度ITP（International Training 
Programme）フェローとして、米ワシントン
DCにあるジョージワシントン大学国際関係エ
リオット校ヨーロッパ・ロシア・ユーラシア研
究所（以下IERESと略す）にて客員研究員とし
て約10ヶ月にわたって滞在する機会を得た i。
　最初に、簡単に今回の派遣の背景と目的を述
べておきたい。ロシア経済を主たる研究対象と
する筆者がなぜ米国に渡ったのか、多くの方が
疑問に思うだろうし、実際、派遣の前にも後に
も多くの方に尋ねられたものである。このITP
という制度は日本学術振興会が平成19年度か
ら実施している学術支援の新しいプロジェクト
で、特に若手の研究者に外国で研究・研鑽する
機会を与え、そこで得られた知見、人脈に基づ
いて、帰国後、日本の研究者を含んだ国際的な
共同研究の中心的な役割を果たすことができ
るようにすることを目的としている。その仕組
みは、まず大学部局の応募により実施機関が選
定され、さらに当該実施機関が目的に沿った派
遣者を選考するというプロセスを経る。私の場
合、北大スラブ研究センターが「博士号取得後
のスラブ・ユーラシア研究者の能力高度化プロ
グラム：跨境的アプローチと比較分析」プログ
ラムの2008～ 2012年度実施組織として採択さ
れ、その第一期派遣者となることができたので
ある。

　こうした背景にあるから、ITPフェローは、
ただ漫然と外地で自分の研究に従事していれば
よいのではなく、そこで幅広く人脈を築き、今
後の国際的な共同研究の種を拾うことが要求さ
れる。幸い、ワシントンDCは所属機関である
ジョージワシントン大学の他に、ジョージタウ
ン大学やSAISとして名高いジョーンズ・ホプ
キンス大学高等国際問題研究院といった高名
な教育機関があり、さらにマサチューセッツ通
りには数々のシンクタンクが軒を連ねている。
思いつくままにあげても、ブルッキングス研究
所、カーネギー国際問題研究所、少し離れてケ
ナン研究所、ハドソン研究所、ニクソン研究所
など目白押しであり、これらの研究機関で開催
されるセミナー、ワークショップをハシゴして
いれば、IERESの研究室に閉じこもっている時
間はほとんど無くなってしまうぐらいである。
　また、DCの研究・教育機関は多くの研究者
のハブとしての役割も果たしている。IERESを
例にとっても、客員研究員は短い人は2週間か
ら、長い人は2年超の期間で滞在している。受
入機関側（IERES）は応募者の研究業績に関す
る簡単な審査をし、受け容れキャパシティーを
勘案した上で、ベンチ・フィーという名の滞在
費（研究施設利用料を含む）を徴収して滞在を
認める。個室を利用するには数に限りがある
が、オープンスペースでデスクとPC、それに
電話がつくだけで良いのなら、IERESだけで
も20名程度は滞在できる。従って、多くの外国
人研究者が滞在しており、その国籍も日本、中
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国、イギリス、スペイン、ノルウェー、ロシア、
ウクライナ等々多岐にわたる。このため同部門
の研究者とアメリカで知り合い親交を深めるこ
とが可能なのである。さらに客員研究員とは別
に、時宜に応じた研究者の講演会（ワークショッ
プ）が開催される。大抵の場合、ワークショッ
プは簡単な昼食がついたりコーヒーブレーク
があるから、参加者間の繋がりが自然と形成さ
れるようになる。近年のネットワーク理論研究
に明らかなように、ハブは大きければ大きいほ
ど魅力的となり、有力な研究者を惹きつける。
これがさらにハブを魅力的とするという正の
フィードバックが働くのである。DC自体がハ
ブそのものであるが、そのことが私のようなロ
シアを研究する者にとっても、非常に重大な意
味を持っていると感じた次第である。
　今回、この研究ノートをしたためた動機は二
つある。一つは本学に対するいわば出張報告で
ある。休職期間に自分がアメリカで獲得した知
見の一部なりとも本学の読者にお伝えしたいと
言うことだ。もう一つは他の日本人ロシア経済
研究者にとって参考になるように、アメリカに
おけるロシア研究の現況を伝えることである。
多くの読者が持つであろう「なぜロシアでな
く、アメリカでロシア経済を研究する必要があ
るのか」という疑問に対して、その利点や欠点
を整理しつつ答えたいと思う。

2．	10ヶ月で得られた主な知見

（1）	ガディーとの出会い

　まず、今回の滞在中の成果を幾つか整理して
みたい。私にとって最大の成果は、自分が博論
で力を入れて研究してきた分野（ロシアにおけ
る未払問題）の優れた研究者であるクリフォー
ド・ガディーと親交を結ぶことができたことで
ある。ガディーは大学に属さず、著名なブルッ
キングス研究所というシンクタンクでロシア
研究者として人生を送っている人だ。まさにワ

シントンDCという特殊な空間のなかで生きて
いる人なのである。シンクタンクで生きていく
ことは大学で研究者人生を歩むのとはかなり
違うのだと言うことを知ったのも、彼を通して
である。大学ではまずは教鞭をとることで地位
が保証されるが、シンクタンクでは（クライア
ント向けの）研究成果がすべてである。従って
アカデミアの学会に出席するよりも、メディア
の注目する広汎な聴衆を獲得できる討論会に
出る方が重要である。何か事件が起きたときに
は（そして今回、実際にグルジア紛争やリーマ
ン・ショックに端を発する世界的な金融危機な
ど事件が起こったのであるが）、大手メディア
のインタビューにきちんと応じて説得的な解
説をするのも重要な仕事だ。彼は1990年代後半
の混乱の極みにあったロシア経済の機能様式
を「ヴァーチャル・エコノミー」と名付けたが

（Gaddy = Ickes, 2002）、この様に複雑な事象を
誰もがイメージを抱けるようなキャッチーな用
語で説明できることも才能として必要とされる
ようだ。同時に大学の研究者との付き合いも並
みにしなければならない。残念ながらこちらか
ら提案した共同研究の申し出はやんわりと断ら
れてしまったが、それも多忙な彼自身のプライ
オリティーを忖度すれば当然かも知れない。驚
くべきことに、私が滞在していた10ヶ月の間に
さえ、彼は3回もワークショップにスピーカー
として参加していた。それぞれにTPOをわきま
えた報告をするのには、ほとほと感心したもの
である。
　
（2）	アメリカにおけるロシア研究者コミュニ

ティー

　二つ目の成果は、アメリカにおけるロシア研
究コミュニティーの層の厚さを実感したことで
ある。米ソ冷戦時代の「敵国」であったソ連が
ケナンの封じ込め政策以来、アメリカの指導層
にとって不可欠の研究対象であったことは当
然である。ソ連を引き継いだロシアの研究者に
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は、冷戦時代の生き残りと言っていいような人
もまだ多く、ロシアのやり方に懐疑的な、「愛国
者」の研究者も多い。一方、ポスト冷戦時代の
ロシア研究者は、ソ連崩壊後に開かれた壁の内
側に入って、地域研究のフィールド・ワークを
志す研究者が多いように感じる。同じIERESに
滞在していたマギーは、北オセチアの村落に長
期滞在しつつ、その地域コミュニティーにおけ
る政治的言説の推移を研究しているという。両
者は、要すれば世代が違うだけで、必ずしも対
立関係にあるわけではないかも知れないが、若
い世代が開かれたチャンスに果敢に挑戦してい
く進取の気概は、我が国の若手研究者のそれよ
りも高いように思えた。
　これに関連して、滞在中の2008年8月に勃発
したグルジア紛争直後のDCの研究コミュニ
ティーについて言及するのは、米国における研
究者コミュニティーを理解する上で非常に意味
あることだと思われる。このとき、DC中の研
究機関が紛争を素材にして様々なワークショッ
プを組織した。我がIERESでも同様の会議が複
数開かれたが、興味深かったのは、そこに参加
してきた老研究者達の立ち話の内容であった。
他愛ない会話であったが、彼らはソ連崩壊後、
ほとんど注目されなくなった自分たちの研究対
象ロシアが、「これを機会に再び脚光を浴びる
ときが来た!」と興奮していた。いわばロシア研
究者というよりは「ソ連（ロシア）屋」とでも名
付けたいような人たちもこのコミュニティーに
は存在しているのだ。それだけではない。多く
のワークショップで、「再び覇権主義的行動を
取り始めた大国ロシアは、小国で民主主義を目
指すグルジアを苛めており怪しからん」という
議論が一面的に横行していた。グルジアの度重
なる主張にもかかわらず、実際に先制攻撃を仕
掛けたのはグルジアであるのに ii、「グルジア＝
善、ロシア＝悪」の勧善懲悪型の議論が幅を利
かせており、客観的に事実を検証するという学
問的態度とはかけ離れた議論に、鼻白んだ覚え

がある。筆者はグルジア紛争の3週間後、モス
クワに学会報告のため訪れロシアの友人達と本
件について議論したが、ロシア人の方がよほど
正確な客観的事実に基づいて議論をしていた iii。
　こういった党派主義的、イデオロギー的見解
がはびこるのには、一つには研究者コミュニ
ティーの層の厚さに原因を求めることができ
る。すなわち、このコミュニティーには「愛国
主義的な」アメリカ人だけでなく、強い反ロ感
情を抱いている在米研究中のグルジア人研究者
も加わっており、国際政治の最前線から一種の
世論誘導が行われるのである。事実、紛争直後、
グルジア大統領サーカシビリはCNNやBBCな
どの英語メディアに頻繁に出演して流暢な英語
でグルジアの正当性とロシアの無法を主張して
いた iv。おそらくその背後には、米政府の意向
も反映されているだろう。こうした国際政治の
先端の状況がDCのコミュニティーを一時的と
はいえ支配していたのである。余談だが、当時
のIERES所長も、クリントン政権末期に国務省
でグルジア他を担当していたことがあり、この
紛争に関する見解は極めてグルジア寄りであっ
た v。ロシアからの帰国報告を兼ねて、所長室で
モスクワの友人達の反論を伝えると、真剣に再
反論されたのには呆れるしかなかった。多かれ
少なかれ人間は自己の立場や利害を計算しなが
ら生きていかねばならないから、その地位や職
業から状況判断・評価することがあるかも知れ
ないが、研究者の端くれとしてそれを意にかけ
ないアメリカ人のナイーブさに驚いたと言わざ
るを得ない。
　ただここで付け加えておきたいのは、やはり
コミュニティーの層の厚さは、そうした一時
のホットなリアクションを修正する働きも必
ず持っているということだ。やや旧聞に属す
るが、IERESの名誉教授でもある Reddaway
は、当時米国で流布されていた「改革派」＝
善玉説に対する極めて詳細な反論を行なった

（Reddaway = Glinski, 2001）。同様な反証は、今
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回の件でもきっと学問的に議論されていくと思
われる。
　ところでIERESには、もう一人、決して忘れ
てならない人物がいる。J. Millarだ。ソ連・ロ
シア研究の大御所であるミラー名誉教授は、自
身ソ連・ロシア研究の最前線で活躍したのみ
ならず、多くの後進を残した教育者としても
優 れ た 方 で あ っ た。さ ら にProblems of Post-
Communismなどの専門ジャーナルの運営にも
関わり、学会活動の活性化にも多大な労力を注
がれている。奇しくもミラー研究室は筆者の
隣室であり、筆者の客員受入れに際してホスト
役を快諾されていたのであるが、筆者の渡米直
後、膵臓癌に冒されていることが発覚し約半年
の闘病生活の末、2008年11月30日に逝去され
た。年が明けて1月23日にジョージワシントン
大学で執り行われたメモリアルセレモニーに
は200名近くの関係者が集い、一同ミラー先生
の冥福を祈った。DC中のロシア関係者がすべ
て集まったと言っても過言では無かろう。先生
は、IERESの所長時代に客員研究員の制度を充
実させることに努力されており、今回のITP制
度に関しても非常に熱心な支持者であったとい
う。いつもユーモアを忘れず、しかし客員研究
員にしっかり研究せよと常に叱咤激励されてい
たことが今でも思い起こされる。今回、ミラー
先生のような人物を失ったことは残念でなら
ないが、こうした篤志の研究指導者がいること
もまた、アメリカのロシア研究の層の厚さを物
語っているのではないだろうか。
　以上述べた、ロシア研究の層の厚さを具体的
に証明しているのが、ミラー先生も熱心に関与
さ れ たAAASS（American Association for the 
Advancement of Slavic Studies：米スラブ研究
促進学会）である。この学会はロシアだけでな
くスラブ民族・言語の分布領域を対象にした学
会であり、毎年全米各地で開催されているが、
その規模は膨大である。政治、文学、歴史、経済、
社会、あらゆる分野のこの地域に関わる研究者

が一堂に会して、議論される。事実上世界の学
術公用語である英語、スラブ圏出身の研究者も
多く滞在しているアメリカ、そして複数のディ
シプリンを横断しているだけに、規模が大きく
なるのは当然かも知れない。
　
（3）	経済学研究の立場から

　今回の滞在で得られた三つ目の貴重な経験
は、アメリカにおける経済学研究のコミュニ
ティーへの本格的な参入である。ASSA（Allied 
Social Science Associations：社会科学連合会）
という学会があり、これは社会科学と銘じて
いるが、事実上経済学研究者の集まりだ。上述
のAAASSが研究対象を軸に多数のディシプリ
ンを跨いで研究者が集うのと同様に、ASSA
は社会科学（経済学）というディシプリンを軸
に、多種多様な分野の研究者が集まる。有名な
AEA（American Economic Association：アメリ
カ経済学会）もその一つであるが、興味深いの
は、ASSAを構成する学会に一つでも入って
いれば、参加者はAEAなど他の学会にも等し
く参加できることである。参加者にとっては大
変効率的だし（複数の会場を掛け持ちするの
は場合によって難しいという欠点もあるが）、
AEAにくっついて開催する小規模学会にとっ
ても、もともと会員でないが、少しでもその分
野に関心のある人々を呼び込むことができる
ので、双方にとって利点があるということなの
であろう。筆者はこれまで、欧州比較経済学会
に参加してきたが、今回初めてアメリカにおけ
る 同 種 のACES（Association for Comparative 
Economic Studies：比較経済学会）に入って、そ
の恩恵に十分浴してきた。実に53もの経済学会
が同時に、同一地域で開催するだけに（今回は
三つの一流ホテルを貸し切っていた）、今をと
きめくスター経済学者も参加する非常に大規模
な学会なのだ。
　ACESでの議論を幾つか紹介すると、特に
目立ったものに「資源の呪い」に関する議論が
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あった。資源が豊富に存在することが却って、
その国の経済発展には障害になるという議論で
あり、2008年年央にかけて原油価格が高騰す
るのを受けて、資源保有国の経済発展に関心が
集まっていることがこの背景にある。なぜ、豊
富な資源の存在が経済発展を妨げるかという
と、その経路としては、資源輸出に伴う外貨の
流入がもたらす為替レートの増価が、競争力の
ない国内製造業部門の発展を阻害する「オラン
ダ病」の発生や、所得分配の不均衡に伴う中産
階級の欠如、またそれに伴う穏健な民主主義の
形成の困難、さらには資源部門から発生する利
得（レント）を巡って汚職が起こりやすいこと
など、様々である。ロシア経済を研究する者に
とって避けて通れない中心的な議論の一つであ
るが、「資源の呪い」が本当に発生するかしない
かを、計量経済学的に実証した報告が多く、大
変勉強になった。
　もう一つ、筆者にとって興味深かったのはガ
ディー氏と共同研究しているペンシルベニア大
のイケス教授の報告だ。ロシアの政治経済シス
テムはエリート間の権益の再分配を特徴として
いると述べたのに対して、討論者のロシア経済
学院のジュラフスカヤがガイダールの「社会契
約」説を根拠に議論していたのが目立った vi。ガ
ディ＝イケスの議論は、社会契約よりも利益の
再配分を重要視する。彼らは、ユコスがロスネ
フチに事実上払い下げられた点を、重要と見な
しており、経営効率の向上という観点からは全
く説明できない、プーチンの仲間内の利益再配
分なのだと主張する。近年のロシア経済の好調
と危機が、石油価格と連動していることを疑う
人はいないだろうが、我々が今日考えなければ
ならない問題は、この種の連関を歴史的に見た
ときに、どのような意味があるのかということ
である。ロシア経済の歴史的把握（少なくとも
1970年代から）が必要だと感じた次第である。
　ところで、ASSAに参加するには若干課題
もある。実は、この学会は毎回、正月早々から

開催されるのである。日本人経済学者にとって
松もとれぬうちから、家を抜け出してASSAに
参加するのはそれほど容易では無かろう。しか
し、既に説明したとおり、この学会ほどいくつ
もの異なる分野の学会報告を効率よく聞くこと
ができる機会は無い。またアメリカを中心に発
生している現下の経済問題について、著名な学
者達が議論し合う場所でもある。従って、我々
はこの学会に参加する方策を真剣に検討してい
くべきだと思う vii。

3．	ロシア研究者が米国で研究する意義

　今回の滞在期間中には、既述の通りグルジア
紛争が起こっただけでなく、他にもリーマン・
ショックに端を発し全世界を揺るがすことに
なった経済危機が発生し、さらに4年に一度の
米大統領選挙もあって初の黒人大統領が誕生
した。稀に見るほどの激動の時期にワシントン
DCで経験したことを総括してみると、次のよ
うにまとめることができよう。
　我々は、ロシアをはじめとする旧社会主義諸
国の体制移行プロセスには国際的な環境（グ
ローバリゼーション）が大きく関わっているか
らそうした大きな枠組みを研究しなければなら
ないと主張してきた（池本他、2008）。今回のア
メリカ滞在は、この方面の研究が、ロシア理解
に不可欠であることをますます強く確信するに
至った。グルジア紛争で見られた通り、国際世
論が強力に形成される舞台が、ワシントンDC
であるからだ。それ故、何らかの影響力を発揮
したいと望むのであれば、人はワシントンDC
にやってこざるを得ない。学術的な検証は当然
必要であるが、現実世界の動きは流動的だ。情
報の流れのなかで、何が起こっているかを敏感
に嗅ぎ分けながら進んでいく感覚が求められて
いる。
　この点をまた別の角度から論じれば、ワシン
トンで開かれるワークショップには、多くの外
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国要人がやってくるということである。ロシア
に即して言えば、ロシア国内で影響を持ってい
る人々が、政治家からビジネスマン、果てはロ
シア国内では自由に発言できない反体制派の
人々までもやってくる。つまり、ワシントンDC
で少しでも自分たちに有利なように影響力を発
揮しようという競争が行われているのだ。例え
ば、プーチン氏が大統領時代に顧問を務めたが
ユコス事件を非難して辞職したイラリオーノ
フもその一人だ。彼はリバータリアンで有名な
ケイトー研究所に在籍しており、様々なワーク
ショップで同席したし、そのアウトスポークン
な姿勢はどこにいても見られた。結局、ロシア
で発言できないのであればワシントンで発言
し続けることで初めてその重みが出て来るの
であり、沈黙すればそれは政治的な死を意味す
る。このような意味で皆、必死に様々なワーク
ショップに顔を出し、影響力を競い合っている
のだ viii。
　実は、筆者がこうした観点を獲得したのは、
ただグルジア紛争直後の動向からのみではな
い。アメリカに滞在しているなかで、自分が如
何にアメリカに無知であるか、国際政治の動向
に無知であるかに気づいて、視野を広げるため
に調査を行ったからである。特に挙げておきた
いのは、関岡（2004）と副島＝中田（2005）である。
彼らは、アメリカから日本を操作しようとする
試みに気づいてその事実を告発しようとしてき
た。
　しかしこのことは、まったく対ロシアでも当
てはまるのである。ロシアを親欧米の国に改造
し、欧米諸国にとってビジネスのやりやすい環
境を作り上げることが、ソ連崩壊直後からの米
政府の一貫した対ロシア政策であった。幸か不
幸か、ロシアの現政権幹部はそのアメリカの試
みに過剰すぎるほどに反発し、一種の新冷戦と
いう状況が作られている。しかし、よくよく考
えてみれば、アメリカの存在、もっと言えば、
アメリカを対ロシアや対日本で動かしている存

在にこそ、隈無く意識を集中しなければ、ロシ
アで起こっていることを真には理解できないこ
とに気づいたのである。ワシントンで活躍する
イラリオーノフも、そうした文脈においてみる
と米国の対ロ政策のメッセンジャーに過ぎな
い。この様な視点に立って研究を進めていくこ
とが、今回の滞在で与えられた筆者の使命では
ないかと考えている今日この頃である ix。
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注

i  今次派遣に関しては、休職を認め快く送り
出していただいた故冲永荘一学主、冲永佳
史学長、田邊裕経済学部長、および私に代
わって講義を受け持っていただいた本学
文学部教育学科の大嶽幸彦先生、一橋大学
の浅川あや子先生、佐藤嘉寿子先生に心よ
り謝意を表したい。また、私の担当授業を
履修した学生には、年度途中で交代すると
いう不便をかけた。改めてお詫びする。

ii EUが中心となりまとめた報告書を見よ。
 （http://www.ceiig.ch/Report.html）
iii  例えば、ロシアが紛争後、グルジアの承認

無くであるアプハジアと南オセチアの独
立を認めたが、その正当化の背景に、セル
ビアにおける未承認国家コソボの独立を
西側諸国が承認したことを挙げておきた
い。ロシアはセルビアが認めないコソボの
独立承認は、これまでの国際法の慣習を大
きく逸脱すると西側を批判したが、ロシア
はこの西側のロジックをそのままグルジ
アの未承認国家二国に適応しただけなの
だ。もしロシアがこの点で批判されるので
あれば、西側も同様の批判を受けなければ
ならないのは明らかである。

iv  彼はコロンビア大学で弁護士資格を取得
している。

v  アメリカには政府とビジネスの間に回転
扉があるとはよく言われていることだが、
政府と学界の間にも同様の関係がある。

vi  ガイダールは、「帝国の崩御」の中で、ソ連
のシステムは石油等、資源の切り売りで得
られた利益を消費財の購入に充てて大衆
の不満をそらすことで社会主義の体制を
維持するという、共産党と人民との間の暗

黙の「契約」によって保たれたシステムで
あったが、1980年代に入って石油価格が
下落して、大衆が必要とする消費生活を十
分に保証できなくなったが故に、ソ連は崩
壊しなければならなかったと主張してい
る（Гайдар, 2006）

vii  因みに2011年の学会はデンバーで1月７～
９日に開催予定。なお、2009年大会の中身
に池尾（2009）も触れている。

viii  同様の観点でいい加減な経済学説を説い
てまわる人々を批判したものにクルーグ
マン（2009）がある。

ix こうした観点に立ってものした小文に杉
浦（2009）がある。
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