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研究成果の概要（和文）： 研究期間前半では、近世ロシア国家最初の全国法典である『1649年会議法典』の翻訳・解
釈を行い、そこから得られた知見を基に前近代ロシア社会の問題を浮き彫りにした。研究期間後半では、ロマノフ朝成
立に至る過程を調べる上で欠かせない『聖三位一体修道院の包囲についてアヴラーミイ・パーリツィンの物語』の翻訳
・解釈を、16・17世紀ロシアの社会や法制度への影響についても研究することを視野に入れながら行った。なお、2013
年はロマノフ朝成立400周年に当たっており、ロシア国内では多くの研究成果が現れている。われわれの研究はまさに
そうした動きの延長線上にあるといえる。

研究成果の概要（英文）：
The aim of our study is to translate and explicate Sobornoe Ulozhenie of 1649
or the Low Code of 1649 and "The Tale of Avraamy Paritsyn about the siege of the Trinity St.Sergius monas
tery". Sobornoe Ulozhenie consolidated the Russian slaves and peasants into a new serf class and establish
ed the social order at the beginning of 17th century. "The Tale of Avraamy Paritsyn" described the siege o
f his monastery between 1608 and 1610 by Polish forces,
the liberation of Moscow, and the process of electing Mikhail Fedorovich
Romanov as tsar, the end of the conflict with Poles and so on. Bothe of two documents are important and ne
cessary to understand the arussian pre‑modern history around the Smuta or the Time of Troubles before the
rise of the Romanov dynasty. We already published the results of our research work inbulettin.
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