高橋沙奈美『ソヴィエト・ロシアの聖なる景観』
受賞記念トークイベント講演録（2018 年 12 月 18 日）

博士論文を学術書にする
九州大学大学院人間環境学研究院人間科学部門 講師
（元 北海道スラブ・ユーラシア研究センター 助教）
高橋 沙奈美

本日は、大変貴重な機会を頂きましてありがとうございます。この場をご提供いただきました北海
道大学出版会および北海道大学附属図書館の方に心より感謝申し上げます。
本企画では、専門的な博士論文をいかにより広い読者をターゲットにした学術書へと展開するかと
いうことがテーマになっているかと存じます。最初から水を差すようで恐縮ですが、今回はそのこと
に関する私の失敗談をご紹介します。よく、「合格体験記」というのを目にしますが、ああいうもの
はあまり役に立ちません。他人の不合格、失敗、挫折といったエピソードこそ勉強になるかと存じま
す。今日のお話が何かの形でどなたかのお役に立ちましたら、望外の幸いです。

博士論文と学術書の違いとは？
料理にたとえると・・・

盛り付け

・材料調達＝テーマ決定、先行研究整理、

調理

資料・データ収集
・調

材料調達

理＝研究方法の確立・分析

・盛り付け、提供＝出版社・編集者との共同作業

博論執筆段階
学術書出版

『ソヴィエト・ロシアの聖なる景観』…「素材はよい」が「料理の方法がイマイチ」な本

まず、博士論文と学術書の相違点とは何か、ということについて考えてみたいと思います。
「博士論文（以下、博論）を執筆すること」を料理にたとえると、産地直送（現地での資料収集、
一次資料、自力で入手・分析）で、生きがよい（新鮮なあるいはアクチュアルなテーマ・視点）食材
を集め、調理する（ディシプリンに沿った研究をする）ことだと言えるでしょう。
これを「学術書として出版する」ときは、博士論文執筆までの作業に加えて「調理方法」と「盛り
付け」も大切になってきます。なるべく多くの人に食べてもらいやすいように意識して調理し（幅広
い読者層の獲得）、きれいに盛り付ける（体裁を整える）ことで、見てもよし食べてもよしの一品と
なるからです。
また、研究者には２つのタイプがあると思います。一つは「狩猟・採集の好きな人」で、実験やフ
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ィールドワークが好きというタイプ。もう一つは「調理の好きな人」。これは理論や分析が好きとい
うタイプです。
いい材料の集め方、そしてその調理方法を学び習得するのは博士課程までの段階であり、両方が得
意ならば、あるいはある程度習得できていれば問題はありません。博論執筆後は体裁を整えて（盛り
付けて）出版するだけです。
ところが、大学院での修学年限、学振ＰＤへの応募（のために博論を早めに書き上げる）、就職な
どといった事情で、こうした技術を十分に習得できていないままに博論を執筆し、受理されるという
こともあるのが現状です。あるいは博論を書き上げたとしても、調理方法が適切ではないために、多
くの人に食べてもらうのは難しい非常に特殊・専門的な“味”になっていることもあるでしょう（一
部の専門家に受けはいいが、内向的なものにとどまっている可能性）。
ちなみに私が執筆した『ソヴィエト・ロシアの聖なる景観』は、「素材はよい」が「調理の方法が
イマイチ」な本だと評されるかもしれません。

2017年のトークイベントの衝撃
橘 宗吾 氏……名古屋大学出版会での編集者としての
お仕事の紹介
『学術書の編集者』慶應義塾大学出版会、2016 年

情報

知識

 より広い読者層の獲得に向けて「学問のディシプリ
ンを大切にしつつ、それを超え出る」のが編集者の
仕事（26 頁）

即時性

体系性

 知の共同体への参画

断片的

全体性
身体性

⇒ そもそも選ばれない、「挑発」してもらえない私（たち）は？

ここで2017年に北海道大学出版会（以下、北大出版会）が主催したトークイベント「学術書を書く
ということ」のゲストスピーカーであった橘宗吾氏（名古屋大学出版会編集部長）の主張（問い）か
ら印象的だったものを紹介します。
【橘氏の主張】
・「情報爆発」：オンライン上で（安易・無料・即時に）読める電子ジャーナルの増加によって学知
の持つ情報としての側面が強調されているのではないかという懸念
・博士論文が、既出論文の束であるとすれば、それをわざわざ書籍化することにどんな意味があるの
か？
・断片化された情報を体系的にまとめ、近接・隣接するディシプリンの研究者にも興味を抱かせるよ
うな、知の共同体（アカデミア）に向けられた公開性をもった作品に作り上げることが、学術出
版の編集者と研究者の共同作業として行われるべき
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私は橘氏の講演を聞いて感動しました。しかし同時に疎外感を覚えました。どうしたら手持ちの博
士論文を学術書に仕上げるための積極的な介入をしてくれる編集者に会えるのか？

出版界に知己、

より卑近な言い方をすればコネを持たない若手研究者はこの時点ですでに限界なのではないか？

こ

ういう理想的な状況に入り込めない研究者はどうすればよいのだろうか？
私自身は博士課程を終えるまでに、優れた素材をそろえることができたという自負がありましたが、
それをどう料理（理論の応用・分析）して、一つの皿に盛り付けるのか、十分な知識を持っていませ
んでした。
さらに、出版社を選ぶのに、十分な情報と選択肢を持っていたとはいいがたい状況でした。「指導
教官がきちんと世話をしてくれなかった」、「編集者が親切ではなかった」と他人のせいにすること
は簡単です（私の場合、指導教官は望外に素晴らしい先生で、折に触れ適切な助言や機会をいただき
ましたし、編集者も大変協力的であったことを念のため申し添えます）。しかし残念ながら、それで
は研究者としては力量不足だとみなされてしまうでしょう。人文・社会科学に割り当てられる予算・
人員がどんどん削減されていく中で、自力でこうした能力を手に入れることが求められているのが現
状です。この窮地を救うのは、自分の能力や活動領域を広げていく過程で出会う先達・書籍というこ
とになります。

私の履歴①―ノマド化するディシプリン

北海道大学文学研究科地域社会文化論専修（2006-2011）
【ディシプリン】地域研究「地域のエキスパートたれ」

京都大学文学部現代文化学専攻 20 世紀学専修（1999-2003）
【ディシプリン】歴史社会学：「アナール学派」
、「既存の実証史学を超えろ」

ここで簡単に私の経歴を紹介します。
私は1999年、京都大学文学部に入学し、現代文化学専攻20世紀学専修に進みました。ディシプリン
は歴史社会学ともいうべきもので、研究対象の時代に関わるものを広く資料として用いることを重視
しました。私が学んでいたころは、「アナール学派」の学説史研究やＰ.ノラの『記憶の場』が邦訳
されて、従来の実証史学への対抗が意識されていました。しかし、近年ではサブカルチャーや映像資
料などを含めて、多様な視点から歴史を分析するという手法は、広く定着しているように思われます。
そもそも、歴史学には特定の方法論がありません。「歴史学とは何か」ということを論じた本は枚
挙に暇がありませんが、資料収集の方法やその分析方法について教えてくれるような教科書はありま
せん。どうすれば「歴史学」のディシプリンに属する論文になるのかは、まさに身体的なものとして
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習得するしかないように感じていました。
また、当時の京大周辺にはロシアの専門家が相対的に少なく、留学（とそのための資金獲得）に関
しての情報も乏しく、京都で研究をつづけることに限界を感じていました。
そこで2006年、北海道大学文学研究科地域社会文化論博士後期課程へ進学しました。
ここの博士課程は、スラブ研究センター（当時。現在、スラブ・ユーラシア研究センター。以下、
ＳＲＣ）の実質的な講座でもあり、地域研究のエキスパート養成所という性格も持ち合わせています。
私が在学していたころは大学院生も非常に多く、またＳＲＣがＣＯＥや新学術領域研究などの大型プ
ロジェクトを抱えていたこともあって、20－30代の優秀な若手研究者もたくさん集まる場所でした。
2008～2010年には、インターバルを挟みつつ、長期でロシア留学を果たし、多くの点で私は大変恵
まれた研究環境を手に入れることができました。しかしその一方で、私の研究がどんな学問分野に属
するのかは見えなくなっていきました。それは、2006年に初めて査読誌への投稿にチャレンジした際、
歴史系雑誌の査読でははねられ、ほぼ同じ内容のものが文化・文学系雑誌で高く評価されたというこ
とからすでに始まっていたと言えるでしょう。

研究方法（Methodology）の模索①―「記憶の場」
2003 年、異論派作家 A. ソルジェニーツィンに対する
関心から、ソロフキ島を訪問
Ｐ. ノラの「記憶の場」として語ることの可能性
➡記念＝顕彰 Commemorate される 15 世紀以来の
「正教」の修道院と忘却された強制収容所の記憶

極北のイェルサレム

現代につながる記憶を構築した博物館＝自然公園とし
ての旧「聖地」、映画とそのシナリオなどを資料として
収集、個別に分析、比較

2003年、私は修士課程に進学しようとしましたが、ロシア語ができず不合格になりました。そこで
語学力向上を目的に、大学卒業後半年間、ロシアで過ごすことにしました。その間、卒論で取り上げ
た異論派作家のソルジェニーツィンが描いたソロフキ島という場所に行きました。そこにある修道院
はかつて、ソ連政治犯を収容した強制収容所として有名な場所です。今ではロシア正教の「聖地」と
して知られているところなのですが、どういう経緯を経て、またいかにこの修道院が記念＝顕彰され
ることになったのかを調べてみたところ、結構面白い背景があることが分かりました。詳細について
は、拙著をご覧いただけますと幸いですが、ソ連時代に史跡に関心を持った文化人たち（強制収容所
の体験者やその遺族を含む）が、収容所としての過去には触れず、また正教の「聖地」としての歴史
の叙述も回避して、ロシアの大衆（ナロード）が自らの労働によって作り上げた「史跡・文化財」と
して、1960年代に修道院遺跡を博物館化して保護を始めたということが分かりました。文化遺産化さ
4

高橋沙奈美『ソヴィエト・ロシアの聖なる景観』
受賞記念トークイベント講演録（2018 年 12 月 18 日）

れた正教の建築や芸術は、当時の人びとの関心を惹きつけ、またその関心は正教という宗教の教義や
信仰にも向かっていったことも分かってきました。これらのことから私は、ペレストロイカ後のロシ
アの正教復興にも、こうしたことが関わっていたのではないかという新たな仮説を立てました。
ロシアでは、ソ連時代に否定されたロシア正教の聖地の事例は山ほどありましたから、うまい事例
研究の素材を見つけたと思ったものです。これをいくつも研究して比較すれば、ロシア正教の記憶と
いうテーマで何か書けるのではないか、と考えました。

研究方法の模索②―後期社会主義（1953-1985）論

社会主義体制下における

ロシア・ナショナリズム研究

「親密圏」
と
「公共圏」

権威言説論：A.Yurchak,
“Everything Was Forever,
Until It Was No More”
（Princeton Univ. Press,
2006)（半谷史郎訳『最後の
ソ連世代』みすず書房、2017
年）

しかし、問題はそんなに簡単には片付かないことが分かってきました。
ソロフキ島の事例では、社会主義時代の間に、学芸員たちの力によって、革命以前の宗教文化財の
すばらしさが再発見され、それを訪問者に伝えることで公的な言説に開かれていったことを明らかに
したわけです。これを社会主義体制下における「親密圏」と「公共圏」の概念に当てはめて論じるこ
とにしました。
次にソ連のナショナリズムについて論じる必要がありました。ソ連は無神論を推進し、ソ連解体に
つながりうるようなナショナリズムを抑制する体質を持っていました。つまり、本来であればロシア
正教の芸術を美しいと表現することも、ロシアの文化遺産を保護したり、鑑賞したりすることも、そ
のままではできないことだったのです。
そこで私は「どうしてそのようなことが可能になったのか」というプロセスを明らかにすることに
しました。そのために私が有効だと考えた分析概念が、アメリカの人類学者A.ユルチャクが提唱した
「権威言説論」です。単純化のそしりを恐れず説明すれば、「スターリン後のロシアの人々は（視覚
表現や儀礼的行為を含む）イデオロギー言説（視覚表現や儀礼的行為を含む）に参加し、その外部で
自分が本当に興味を持てる私的関心を追求した」というものです。ユルチャクの概念の新しい点は、
イデオロギー言説への儀礼的次元での参与と個人の関心の追求が、建前と本音のように二分されたも
のではなく、表裏一体のものだったと主張した点です。
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学芸員や知識人は、イデオロギー言説を自由自在に駆使し、繰り返すことで、宗教文化財の保護の
イデオロギー的重要性を訴え続けました。私はユルチャクの主張は彼らの活動を分析するのに有効な
概念だと思いました。

私の履歴②― 「村」の出方
新学術領域研究（2006 － 2011 年）地域大国（ロシア・インド・中国）の比較研究に学術研究員
として参加
●地域研究というディシプリンの恐ろしさ：「私の村」について知ること➡「私の村」を超える
こと
●超え方の可能性：帝国史（の比較研究）
・グローバル・ヒストリー（世界システム論）、比較政治（権
威主義体制論）、比較文学…
【私の選択】宗教概念論…宗教とは何か（ポスト・コロニアルの視座）
➡宗教社会学の可能性…筑波大学人文社会科学研究科 山中弘先生のもとへ（学振 PD）。「後期社
会主義時代のロシアにおける科学的無神論とロシア正教についての総合的研究」（2011 年 4 月
－ 2013 年 9 月）
有効と思える分析概念は見つけたものの、集めてきた素材を調理する方法＝ディシプリンは何か？
という問題は残ったままでした。
私はちょうどそのころ、指導教官の厚意でＳＲＣが基盤となった新学術領域研究に参加させていた
だくことになりました。ロシア・中国・インドを中心としたさまざまな研究者が集まった大型の比較
研究でした。そこで初めて理解したのは、地域研究というディシプリンは、地域のエキスパートにな
ることだけを意味するのではなく、地域を通して世界を見ることも重要なのだということです。
地域研究をしていると、自分が専門として研究する「村」の事例の深みにどんどんはまっていきま
す。それは醍醐味でもあり、恐ろしいことでもあります。「私の村では…」という話しかできなくな
ってしまえば、私の話に興味を持つ人は少なくなってしまうでしょう。視点を変えて、「あなたの村
は？」という対話ができるようになること、つまり「自分の村」について深く知ることによって、村
を超えて対話することこそ、重要でありまた面白いものだということが、ここへきて理解できたので
す。その方法として、それぞれのディシプリンで核となる概念を基盤に議論することが可能かつ有効
であることを、共同研究を通して学びました。
では、私の研究では何をもって他の研究者と議論することが可能となるのか？

そう考えたときに

見えてきたのが宗教概念論です。これは、「宗教」という一見普遍的な存在が、実は西洋近代化を通
じて形成された概念に過ぎず、さまざまな地域で「宗教」という概念が土着宗教とプロテスタント的
キリスト教的概念との軋轢の中で形成されているという考え方です。
私は社会主義という特殊な近代化を経験する中で、ロシアにおける宗教概念がどのように変化した
のかを明らかにすることで、地域研究者による比較研究に寄与することができないかということを考
え始めたのです。
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博士論文の内容
序

章

目的と方法論？？？

第１章

社会主義体制下ロシアにおける「宗教学」の可能性（比較宗教学、宗教社会学、美術史・
建築史など近接領域との接合）

第２章

映画『アンドレイ・ルブリョフ』から後期社会主義時代の矛盾したロシア・イメージを
分析

第３章

史跡・文化財保護運動

第４章

北ロシアにおける「記憶の場」比較

第５章

ウラジーミル州における無神論プロパガンダと宗教実践

終

？？？

章

今になれば「宗教概念の比較研究をロシアでやってみよう➡ロシアの特殊性としての権威言説を指
摘➡記憶の場の事例分析」という流れで進めればよかったと分かりますが、博論執筆過程ではそうし
た整理ができませんでした。そのため博論は、既に発表した研究事例を苦し紛れにまとめて提出する
はめになりました。とはいえ、実はこの時点で博論は国際宗教研究所の奨励賞をいただいています。
「素材はいい」と一定の評価はありましたが、「概念整理ができていない」という批判を受けました。
そのことは序章と終章の構成からも分かります。序章では、ソ連社会史・文化史研究の先行研究整
理をした後、ユルチャクの権威言説論についての説明が延々と続きました。本論の目的もごちゃごち
ゃしてはっきりせず、どんな資料をいかに分析するのかについても整理がされていませんでした。そ
のため１章から５章はそれぞれの事例を分析することに始終し、終章では本文で書いたことをまとめ
て羅列しているだけで、結論らしいものがありませんでした。

博士論文の欠陥
●これまでの研究成果の束…雑多な問題関心、よくも悪くも越境的なディシプリン・方法論、多
岐に渡る雑多な先行研究批判
＝体系性・全体性を欠く
●分析概念批判とディシプリンに沿った先行研究批判・研究方法の選択とを取り違えた
＝行き詰まり、絶望感、（研究協力者への）申し訳なさ
どうしたら、これらの欠陥を克服し、出版に値する学術書になるのかわからない…
概念整理ができていないと指摘され、私はいらだちとともに、「これ以上どうしたらいいのか？」
という絶望的なあきらめの境地にいました。というのも、私はディシプリンに沿った研究を行うこと
と、軸となる分析概念を確立することと取り違えており、まだこの時点ではそのことに気がついてい
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なかったからです。
ディシプリンに沿った研究とはいまさら言うまでもありませんが、これまでの学術的蓄積がどのよ
うにされていて、その中で本研究がどのような位置を占め、どのような貢献をすることができるのか
を明らかに述べることです。これは今でも私の苦手とするところです。
博論では権威言説論とは何か、また宗教概念論とは何かということについて、一生懸命説明しまし
たが、それらが学説史の中でどのような位置を占めているのか、既存の学説に対してどのような新し
い発見を指摘できるのかということを述べることはできませんでした。
つまり権威言説にこれは当てはまる、これはちょっと違う、と機械的に論じることはしてみたもの
の、既存の概念を新しい視点から検討すると何が言えるのかということには至らなかったのです。
一方で、「博論を本にしなくてはいけない」ということは強く感じていました。何より、私は博論
を書くのがとても楽しかったのです。一つ一つの事例を見直して、それらの事例に関わってきた現地
の知識人や学芸員の言動に感動したり、共感したりしていました。また社会主義体制下のロシアの宗
教について、権威言説論を用いて、宗教文化財という視点から分析している研究など、ロシアでも欧
米でもほとんどないという自負もありました。
それでも、博論を書き上げたとき、自分の研究の所属するディシプリンとは何なのか、つまりこの
学術書はどのような学説史の文脈の上に成り立ち、何を新しく提示するのかを、ほとんど理解してい
ませんでした。ノマドであるばかりに、これを「作品」すなわち学術書として出版できないことを自
覚していましたし、その解決法を見つけられなかったがために、出版に向けて活動を始めることもま
たできませんでした。

出版に向けての茨の道
2011 年 4 月

筑波大学大学院に学振 PD として移籍（つくばには居住せず）

2011 年 12 月

論文受理に伴い、博士号（学術）取得

2013 年 10 月

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター助教着任

（同年 11 月
～～～

第 1 子出産。2014 年 1 月まで産休取得）

周囲の出版経験者、北大出版会の編集者と話をする

2015 年 3 月
～～～

ＳＲＣのセミナーで櫻井義秀先生を招いて論評会

ぼんやりと出版助成申請書のための提出原稿を準備し始める

（2016 年 8 月

第 2 子出産。17 年 1 月まで育休取得）

2016 年 11 月

学振の出版助成に申請

2017 年 4 月

助成金採択決定

2017 年 11 月 -2018 年 1 月

6 月をめどに完成稿を出すように

完成稿の提出と校正、図表・写真の編集作業

「ところが私は素晴らしい編集者に出会って、すべてが変わったのです！」という話だといいので
すが、私の場合、そうはいきませんでした。
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2011年４月から私は日本学術振興会の特別研究員（ＰＤ）として筑波大学に移籍しました。しかし、
３月に東日本大震災があったこと、また博論を書き終えるまでは札幌を拠点にしようと考えていたた
め、つくば市には移りませんでした。さらに博論執筆中、私同様に博論を執筆していた札幌の院生と
結婚することが決まって、結局、つくばに移り住む機会を逸してしまいました。
何とか同年８月に博論を提出し、12月、私の博士論文は無事に受理され、北海道大学より博士号を
いただきました。その後、特別研究員の身分の間、将来の研究の方向性を見失ってもがき苦しむ時期
が２年半ほどありました。新しい研究を進めなくてはという思いと、それを私にとって新しいディシ
プリンである宗教社会学を学びながら、新しい研究を進めることが、うまくいかなかったのです。今
考えると、それは私がこの時点で宗教社会学がどんなものなのか、全く分かっていなかったからだと
思います。実はそのことは、日本の宗教社会学をけん引する櫻井義秀先生（北海道大学）にも指摘さ
れていました。櫻井先生と知り合うことができたのは、この時期、私が宗教社会学というディシプリ
ンに関心を移したからでした。
2013年10月に北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター（ＳＲＣ）に助教として着任し、ほぼ同
時に「母」としての仕事も始まりました。母になったことで朝型人間になり、９～18時までの時間に
集中して仕事をするという習慣をつけたことは、研究生活を続ける上でむしろプラスになりました。
しかし年を追うごとに助教としての仕事が次第に忙しくなり、出版に向けた作業はどんどん後回しに
なっていきました。ただ、「出版したい」という思いはあったので、周囲の出版経験者に話を聞くな
どの行動はしていました。また、ＳＲＣの学術研究員をしていた先輩が北大出版会に勤務されていた
時期があり、その時に出版助成申請書の準備の仕方や、出版社の選び方について話をうかがいました。
このとき私は身近で編集・校正作業がしやすく、手堅い北大出版会で出版しようと決めました。
その後、大いに苦労して序章部分を書き上げました。2015年３月の専任研究員セミナー（ＳＲＣ所
属の教員は年に一度研究内容を発表することが義務となっています）で、私はこの序章を取り上げ、
櫻井先生に講評をお願いしました。櫻井先生からは大変丁寧な批評をいただき、日本の宗教社会学会
がこの本に期待する役割を指摘してくださいました。その批評に応えるため原稿を加筆修正する作業
がこの後、始まっていきます。同時に、本にするためには章立てを変える必要があると思い、構成に
ついても再考し始めました。
2016年８月、第２子が誕生し育休を取得したことで、助教の仕事から一時的に解放されました。育
休前の助教の仕事はものすごく大変だったのに対し、わが子はよく寝る頑丈で育てやすい子でしたの
で、ここぞとばかり、学振の出版助成を得るための提出原稿を準備して、同年10月、何とか申請書を
提出しました。ただ、この時提出した原稿の章立ては博論のものをパズルのように組み替えただけで、
その後北大出版会に提出した完成稿からは程遠いものでした。
おそらくこれも素材の良さが評価されてのことだと思いますが、2017年４月、出版助成の申請は採
択され、出版に向けての準備が始まりました。同時期に育休から復帰しましたが、この時の私は出版
に向けた作業だけしかなかったわけではありません。ほかにもたくさんの学会報告や、学会誌の投稿
論文を抱えており、これら業務と並行して原稿を修正することになったため、死に物狂いで取り組み
ました。それでも、完成稿を北大出版会に提出したのは同年11月にずれ込みました。当初の予定では
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2017年６月に完成稿を提出し、翌2018年２月末までには納品することになっていました。納品時期を
変更することはできないため、その後は怒涛の編集作業となり、編集の今中さんには大いにご迷惑を
おかけすることになってしまいました。

出版助成獲得までの理想の道のり
助成金申請書を準備する前に準備しておけばよかったこと

学術書を出版
した周りの
若手研究者の
話を聞く

学術書の出版に
ついて書かれた
本を読む

指導教官以外
の専門家に
アドバイスを
もらう

重要性△
私の場合○

重要性◎
私の場合△

重要性◎
私の場合○

（複数の）
編集者に会う

重要性◎
私の場合△

編集者と
編集作業を行う

学部生相手の
授業で自分の
専 門 について
話す

重要性◎
私の場合×

重要性◎
私の場合○

そこで、もう少し余裕をもって出版準備をするためには、こうしておけばよかった…と振り返って
思うことを６つお伝えしたいと思います。
１点目の「周囲の経験者に話を聞く」ということは、出版を検討するにあたり多くの人がすること
だと思います。私の周囲にも、すでに博士論文を出版した経験のある若手研究者が多くいたので話を
聞いてみました。この経験はある程度役に立ちましたが、これだけでは不十分でした。なぜなら、博
論提出の時点ですでに出版に向けての体裁がある程度整っている場合、大幅な編集をする必要性がほ
とんどないからです。博論の完成度が高ければ、原稿修正に多くの時間を割くことなく、早く助成金
を得て、手近で評判のいい出版社から出版できます。また、どうやって出版社とコンタクトを取った
のかということについても、「知り合いがいた」とか「▲▲分野の学術書をよく扱っているから」と
いった説明にとどまることが多かったです。
２点目の「学術書の出版について書かれた本を読む」ということですが、これについては優れた本
がたくさん出版されています。冒頭で橘さんの本（『学術書の編集者』）を紹介させていただきまし
たが、もっと早くこの本を手にしていたら、私の本づくりは全然違ったものになったはずです。残念
ながら、この本との出会いは2017年の暮れで、手遅れだったことはすでにお話しした通りです。
３点目に、指導教官以外の研究者（専門家）に原稿のアドバイス（講評）をもっとたくさんいただ
いておけばよかったと思います。私の場合は、2015年に宗教社会学が専門の櫻井先生から講評をいた
だいたことが、大変有益でした。この時いただいた批判に応えるかたちで本づくりを進めましたが、
本当はもう一度講評をいただきたかったという思いがあります。
書籍刊行後は、隣接・近接分野の先生に献本して、書評を書いていただいたり、書評会でコメント
をいただいたりする機会が必ずあります。そう考えると、将来の書評依頼を見越して原稿の時点で講
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評をお願いすることは不可能ではありません。もちろん大変な仕事ですので、断られる可能性も大い
にあります。
本書の原稿に関しては、2015年の専任研究員セミナーにて櫻井先生にコメントをいただきました。
その後、原稿についてきちんと批評をいただく機会となったのは、2018年１月に入ってから、つまり
出版（2018年２月）直前での開催となった同セミナーでした。ソ連社会の公共性論を専門としている
松井康浩先生（九州大学）にコメントをお願いし批評いただきましたが、もう少し早くこうした機会
を作っていれば、本づくりに生かせたのに…と悔やんでいます。
私の場合、拙著の出版後、ソビエト史研究会という学会で書評会を開催していただきました。この
書評会には評者として松井先生にもご参加いただきました。松井先生は「（先のセミナーのために）
草稿に目を通していたので、批評を書くことはそれほど負担にならなかった」とおっしゃってくださ
いました。この書評会に加えて、別の歴史系の雑誌と宗教学会系の雑誌の書評欄でそれぞれ拙著を論
評いただけるともうかがっています。草稿段階でこれらの先生方の意見のわずかでもうかがうことが
できていたら、私の本はもっと完成度の高いものとなっただろうと悔やまれます。
また、指導教官の先生を含めて、出版の経験が豊富な先生に原稿を見ていただくことで、出版社に
ついてのアドバイスもいただける可能性があります。私の場合、北大出版会の方から事前に話を聞い
たことが、申請書類の準備と出版社選びを考える上では大変参考になりました。ただこの時、原稿に
も目を通してもらい、講評をいただけばよかったとも思っています。出版社によって事情は異なると
思いますが、構想段階の草稿であっても、編集者目線での具体的なアドバイスをいただける可能性が
あります。私のように問題ありの博論を抱えている場合（あるいはそうでなくても）、編集者と話を
しながら作業ができたら、どれだけ素晴らしかっただろうと橘さんの話をうかがって思いました。た
だ、私はそうした編集作業を想定せぬまま、ギリギリの時期で北大出版会に完成稿を持ち込むことに
なったため、編集者のアドバイスを踏まえた上で編集作業を進めることはできませんでした。
そして最後６点目に挙げたいのは、私の場合、学生を相手に「教える」という経験が原稿を執筆す
る上で大変役に立ったということです。私は2014年度から北大の全学向けのオムニバス講義を担当し
ているのですが、そこで自分の研究を題材として授業をする機会を得ています。講義することに段々
慣れてくると、さまざまな学生が関心を持ってくれるようにと、自分なりに工夫を重ねるようになっ
ていきました。このことは、私の本の読者層を広げるために重要な役割を果たしてくれたと思ってい
ます。
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出版助成申請に必要なもの・こと

出版する予定の原稿
＝完成稿が必要

採択＝出版準備始動

出版の目的、当該書
が果たす役割・意義
の説明

複数の出版社による
見積もり（出版にい
くら費用がかかるか）
が必要

出版準備＝校正作業、図版の編集と挿入、デザインなど

以上の話のまとめもかねて、出版助成を申請するために必要なもの・ことを整理しておきたいと思
います。
まず、何よりも重要なものとして、出版する予定の完成稿が必要です。これはすでにお話しした通
り、草稿ではなく、完成稿であることが望ましいです。出版助成が採用されれば、その後に残された
時間は限定されています。この限定された時間の中で自分を追い込むことも可能といえば可能でしょ
うが、私の例を見ても分かる通り、お勧めしません。むしろ助成申請の締め切りに向けて自分を追い
込んだ方がいいでしょう。
第２に申請書です。申請書では、出版の目的や当該書籍の出版が果たす役割や意義の説明をしなく
てはなりません。出版社の方から聞いたのですが、審査においては、申請書が最も重要だそうです。
当然ですが、審査の方は原稿よりもまず、申請書に目を通します。これが魅力的でなければ、原稿に
は手も触れられず、採用に至ることはありません。
さらに申請書には複数の出版社による出版費用の見積もりが必要です。見積書については出版社に
相談するとよいでしょう。
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出版までの道のり①―書名の変遷

助成金申請書に記載していた書名

最終的に決定した書名

ソヴィエト・ロシアの「聖」なる景観
―後期社会主義ロシアの文化状況に
おける正教的遺産の役割

ソヴィエト・ロシアの聖なる景観
―後期社会主義時代のツーリズム・
ナショナリズム・宗教文化財

文化状況？？？

扱っている事象：ツーリズム・宗教文化財

正教的遺産？？？

それを通底するロシア・ナショナリズム
（≒「ソ連愛国主義」
）

出版に向けての原稿の準備と助成金申請書の話をまとめたところで、僭越ながらまた私の本がどう
なったのかという話に戻りたいと思います。
振り返ってみれば、たくさんの反省点があるものの、元の博論よりもかなり論点を絞ることには何
とか成功したのではないかと思います。それはタイトルにも表れています。本のキーワードをサブタ
イトルとして前面に出したことがよかったかと思います。

出版までの道のり②―内容（構成）整理の結果
序

章

本書の目的

第１章

ソ連における対ロシア正教政策に関する研究史のまとめ

第２章

共産主義と宗教の比較

第３章

ソ連における学知としての宗教研究の過程と発展

第４章

史跡・文化財保護運動の展開

第５章

都市部・農村部の信者と科学的無神論

第６章

A. タルコフスキーという「60 年代人」と A. ルブリョフというシンボル

第７章

北ロシアの宗教文化財とツーリズム

終

あいまいなソ連愛国主義を体現するものとしての「聖なる景観」

章

また、本の構成も大幅に変更しました。ある先輩は、第３章までを理論編、第４章以降を事例編と
して整理してくださいました。理論の部分がまとまり切っていない感は否めません。また別の先生か
らは、導入というか理論の部分が長すぎるという批判もいただきました。それでも、大筋でこういう
整理が可能になったということ一つを取り上げても、本のまとまりがある程度できているといえるの
ではないかと思います。
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出版された書籍の改善点
問題関心を絞り、全体に反映させた
１．宗教と世俗の振り分け
２．ロシア・ナショナリズム／ソ連愛国主義の文脈から宗教文化財保護を考える
３．ソ連公衆（市民社会）論
➡後期社会主義時代の愛国主義の表現としての宗教文化財の保護と消費についての本である
という意識をもって編集した
ソ連宗教研究についての学説史の整理を行った
◆さらなる改善点
・本の主題である「愛国主義」「聖なる景観」の定義の明確化
・宗教社会学というディシプリンのメソッドを理解し、ロシア研究へ反映させる
反省点や不備はたくさんありますが、それでもこうした問題は「あとからの気付き」です。つまり、
出版という行為がなければ、もしかすると永遠に気が付くことのできなかった問題かもしれません。
そういう意味では、私は自分の未熟な出版を後悔してはいません。ただ一つ、出版のあり方について
考えさせられたことがあります。出版経験の乏しい多くの若手研究者は本の価格についてあまりこだ
わりません。私の友人の大変優秀な若手研究者は、先日、博論を単行本（ソフトカバー）と電子書籍
とで出版しました。双方ともに本体価格は2,000円台です。刊行形態を増やし、さらに本体価格をお
さえたことで、彼女は学術界を越えた多くの人々に自分の本を手に取ってもらう機会を作ろうと考え
たのです。これを知った時には度肝を抜かれました。学会誌はいざ知らず、アマゾンのレビューも好
評です。これは極端な例ですが、こういうことも可能なことを彼女が明らかにしてくれました。学術
出版をめぐる状況が芳しくない昨今、こうした出版のあり方も打開策のひとつかもしれません。
学術書の出版にしても、それ以前の研究にしても、つくづく思うことは「他者の力」です。人文研
究は、広い意味では、人間を研究対象にしていますから、他者の協力なしに研究はあり得ません。出
版も同じです。自分の誠実な努力の上で、他者からの協力をいかに最大限に引き出すか。いささか大
雑把な話ですが、出版の成功はこのことにかかっているように思います。

＊

＊

＊

最後に、この本（注：『ソヴィエト・ロシアの聖なる景観』）が、地域研究コンソーシアム賞登竜賞をい
ただけたのは、私自身の力ではなく、私の調査に協力してくださった学芸員をはじめとする皆さんの
おかげです。
本日はご清聴いただき、ありがとうございました。

※本原稿は、2018年12月18日に北海道大学附属図書館にて開催された「学術出版のすゝめ：高橋沙奈美『ソヴィエト・ロ
シアの聖なる景観』受賞記念講演」の講演録に加筆修正したものです。
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