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 ERMAKOVA   Liudmila 
教授  エルマコーワ・リュドミーラ  1945 生 
 
Ⅰ 学位 （Ph.D., D. of Lit.） 
 
Ⅱ 専門分野 ロシア文学、日本・ロシア比較文学と文化、日本古代文学と文化（「記紀」、古代信仰、和歌論） 
 
Ⅲ 略歴 

1968 年 6 月 モスクワ国立大学付属東洋語大学卒業 (日本語･日本文学士) 
1973 年 10 月 ソ連科学アカデミー東洋学研究所大学院修士課程修了 
1974 年 2 月 ソ連科学アカデミー東洋学研究所より文学修士号取得  
1991 年 12 月 ソ連科学アカデミー東洋学研究所より文学博士号取得 
1968 年 7 月— 1975 年 4 月 「フドージェストヴェンナヤ・リテラトゥーラ」出版社 東洋文学部編集者 ソ連科学ア

カデミー東洋学研究所在籍･研究 
1975 年 4 月— 1988 年 10 月  全ソ連国立世界諸国文学図書館東洋文学部 上級研究員 
1988 年 10 月— 1992 年 12 月  ソ連科学アカデミー東洋学研究所 上級研究員 
1992 年 12 月— 1998 年 2 月  ロシア (旧ソ連) 科学アカデミー東洋学研究所極東文学課長 
1994 年 9 月— 1995 年 12 月  国際日本文化研究センター (京都) 外国人来訪研究員 (国際交流基金にて) 
1996 年 1 月— 1997 年 1 月    国際日本文化研究センター客員教授 (文部省の IOE) 
1996 年 4 月− 1996 年 10 月  立命館大学非常勤講師 
1996 年 4 月— 1999 年 4 月     岡山大学文学部非常勤講師 
1997 年 4 月— 1999 年 4 月     龍谷大学文学部非常勤講師 
1999 年 4 月    神戸市外国語大学教授 現在に至る 

 
Ⅳ 研究活動 
１．著書 （統べてはロシア語による） 

『大和物語— ロシア語訳・注釈と研究』東洋古文献シリーズ LXX モスクワ、Nauka 社 1982  
『祝詞・宣命— ロシア語訳･注釈と研究』東洋古文献シリーズ XCVII.  モスクワ、Nauka 社 1991  
『日本の神々の言葉と人々の歌 古代和歌における神話と儀礼』 モスクワ、Nauka 社 1995  
『古事記 中巻』ロシア語訳・注釈と研究 日本古典文学シリーズ サンクト・ペテルブルグ Shar 社 1995  
『日本書紀』巻 1-16 ロシア語訳・注釈と研究 日本古典文学シリーズ Hyperion 社  サンクト・ペテルブルグ 1997 
『近世ロシアで書かれた‘ヤパン’島に関する情報』 モスクワ Yazyki slavyanskoi kultury 社 2005 

 
２．論文 （特別に記載のあるもの以外は原文ロシア語） 

「古代日本における神話的概念の文学的変容」 『東洋文学研究の理論的諸問題』所収 Nauka 社、モスクワ 1988 
「万葉集における儀礼」 『テキストの民族言語学的研究』所収 Nauka 社モスクワ 1989 
「古代日本の詩歌(和歌)における言葉と音楽」 『日本:思想・文化・文学』所収 Nauka モスクワ 1989 
「続日本紀の宣命」 『アジア・アフリカの諸民族』№５所収 モスクワ 1990 
「禅と生きる芸術」 『外国文学』№1 所収 モスクワ 1991 
「平安時代の和歌と物語における<見る>という神話的概念」  『一本の花の園』所収 Nauka 社、モスクワ 1991 
「和歌における<言霊>、＜心＞と＜物の名＞の概念」 『オリエント』№1 所収 モスクワ 1993 
「古代日本における儀礼書の三形態」 『東洋の宗教におけるテキストの機能』所収 Nauka 社、モスクワ 1995 
「和歌の起源— 神話と歴史— 」 (原文日本語) 『第 74 回日文研フォーラム講演論集』京都 1995（日本語による） 
“Mysteries of the Ancient Texts and Translator’ s Lamentations.” Transactions of the International Conference 

of Eastern Studies  №XL  Tokyo, Kyoto  1995 (英語による) 
「日本古代文学における<体>の概念」 『東洋の古代・中世における文体の理論』所収 Nauka 社 モスクワ 1996 
“Naming and Seeing Things in Early Japanese Poetry.” (原文英語) Proceedings of the 38 th Permanent 

Altaistic Conference (PIAC)  Wiesbaden  1996 (英語による) 
「民族学者としてのネフスキー教授の遺作研究と解釈」 『Peterburgskoye Vostokovedeniye』№８ サンクト・

ペテルブルグ 1996 
「日本書紀と古代日本文学」 (原文日本語) 『国際日本文学研究集会会議録(第 20 回)』 国文学研究資料館 東京 

1997 （日本語による） 
「ロシア文学における和歌の概念 翻訳の文化論的アスペクト」 Japanese Slavic and East European Studies 

Vol.18  Kyoto 1997 
古代日本文学における時間の概念」 『東洋文学における形象の意味』Vostochnaya Literatura 社、モスクワ 1998
（ロシア語による） 
「和歌における空間の渦巻と他界への架け橋」 『国際日本文学研究集会会議録(第 22 回)』 国文学研究資料館 1998
（日本語による） 
「ロシア/ソ連における日本文学の輪郭− １９世紀末期からエリセーエフまで」『神戸外大論叢』第 50 巻 第 3 号 
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1999 （日本語による） 
「ロシアと日本古典文学— 翻訳における文化の変容」『甲南大学文学部古代文学研究』 4 号 1999 年 （日本語によ

る） 
「日本文学の自覚と古代文章」 『甲南大学古代文学研究 松前健博士喜寿記念論集』5 号 1999 年（日本語による） 
「サムの運命— ロシアで 初に伝えられた日本についての話」『時代の虜』Nauka 社、モスクワ Vostochnaya 

Literatura 社 2000（ロシア語による） 
「文化の変容を表するテキストの境界— 和歌のロシア語訳の歴史」 『RGGU（ロシア国立人文科学大学）論叢』第

4 号− ２．RGGU 出版者 モスクワ 2000 年 
「ロシア人が日本人のことを初めて知った頃」『世界が日本を見る 日本文化における美学的・論理的価値観』Severo 

-Zapad 社 サンクト・ペテルブールグ 2000   
「ロシアにおける日本文学研究の展開とS.エリセーエフの役割」『S.エリセーエフと世界日本学』国際学会会議録 モ

スクワロシア科学アカデミー東洋学研究所・国際交流基金の出版 モスクワ 2000 
「17 世紀のロシア文化に於ける古代スラブ文字で書かれた日本の記述」 “Acta Slavica Iaponica. Tomus XVIII, 2001. 

Sapporo, Japan” 
「プレトネル先生とエリセエフ先生のある手紙について ロシア東洋学の歴史をめぐって」『日露交流文集』在日ロシ

ア人研究会 東京 2002 
「日本古代文化における崇拝と信仰」『日本の神々の道である神道』上巻 Hyperion 社 サンクト・ペテルブルグ 

2002 
「日本文化における先祖の崇拝」『日本の神々の道である神道』上巻 Hyperion 社 サンクト・ペテルブルグ 2002  
「出雲の信仰と文化」『日本の神々の道である神道』上巻  Hyperion 社 サンクト・ペテルブルグ 2002 
「中世神道論の問題について」『日本の神々の道である神道』上巻  Hyperion 社 サンクト・ペテルブルグ 2002 
「日本の古代歌謡と初期文学における魔術的と美学的」『日本の神々の道である神道』上巻 Hyperion 社 サンク

ト・ペテルブルグ 2002 
「伊勢大神宮と伊勢信仰」『日本の神々の道である神道』上巻 Hyperion 社 サンクト・ペテルブルグ 2002 
「現代の祝詞の機能について」『日本の神々の道である神道』上巻  サンクト・ペテルブルグ 2002 
「生きる勇気」 芥川龍之介短編小説集序  Hyperion 社 サンクト・ペテルブルグ 2002 
「アマテラスの崇拝と大和姫」『文化人類学 論文集』 Muravej 社 モスクワ 2002 
「谷崎潤一郎の未発表の書簡と来日ロシア人達。オレスト・プレトネル等」『国文学』東京 2002 年 8 月号（日本語に

よる） 
「XVI 世紀の日本とキリスト教のヨーロッパ」 ”Putyom kisti i mecha”誌 モスクワ 2002 N4 
「天正遣欧使節とポーランド— 隠された絆」『日本研究』第２７集 国際日本文化研究センター紀要 2003 3 月 
「古代儀礼におけるモノの概念」『日本文化におけるモノ』 モスクワ “Vostochnaya Literatura”社 2003  
「現代神道のあるテキストの戦術」 国際神道学会 2003 （日本語による） 
「谷崎潤一郎の“ロシアの書簡”」『谷崎潤一郎 陰影礼賛等のロシア語訳』 序文 “Severo-Zapad Press” ペテ

ルブルグ 2003 
「XVIII 世紀と XIX 世紀の前半におけるロシアと日本についての書物」 神戸外大論叢 54 巻 7 号 
「平安初期の和歌：登場人物とその発話」_ 『ロシアと日本— 文化と国民のダイアログ』 国際シンポジウムの会議

録モスクワ ナタリス社 2004 
「神と君主の年代記」（「古事記」「日本書紀」の話）『千羽鶴』（VIII-XIX 世紀の日本文学のアンソロジー）サンクト・

ペテルブルグ Azbuka-Klassika 社 2004 
「歌に関する話」（歌物語について）『千羽鶴』 （VIII-XIX 世紀の日本文学のアンソロジー）Azbuka-Klassika 社 サ

ンクト・ペテルブルグ 2004 
 
３．その他の研究活動 
（１）訳書 

中村雄二郎 「日本文化における悪と穢れ」 “Inostrannaya Literatura”（諸国文学）誌 1997 N8. 
山折哲雄 「現代意識の諸問題:宗教と無神論の間に立つ日本人」『哲学の諸問題』 モスクワ 1998.1  
「大和姫尊世紀」『日本の神々の道である神道』下巻 サンクト・ペテルブルグ “Hyperion”社, 2002  

（２）辞典 
[おしらさま]「住吉大明神」「むすび野神」「大物主の神」「カミムスビ」 「タカミムスビ」『世界神話大辞典』モス

クワ Sovetskaya Entsiklopediya 社 1990 
「東洋学」『ロシアを知る辞典 新版』東京 平凡社 2004 （日本語による） 

（３）その他 
 1999-2004 国際学会 4 回、日本国内、ロシア国内学会 9 回 

 
Ⅴ 教育活動 

ロシア語会話 （必須科目） 
ロシア語作文 （必須科目）翻訳論と実習のあらゆる問題 
ロシア文学特集講義 スラブのフォークロア・神話学 古代ロシア文学 （II-III-IV 階程） 
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ロシア語購読 ロシアのクラッシク・現代文学を対象とする 
研究指導 ロシア文化・文学の概要・ロシアにおける文学論の展開 
ロシア文学演習 （修士課程）ロシア文化の（テキスト的活動を中心とする）諸問題をめぐって 
アジア文化演習 III (ロシア文学研究)（博士課程）ロシア文学— 歴史と理論・比較文学論 

         
Ⅵ 学会活動 

ロシア文学： 日本ロシア文学会、ソヴィエト/ロシア文学会（むうざ）、 JSSEES （理事会委員） 
日本文学： 在日ロシア人研究会、 古代文学研究会、 古代談話会、 ロシア日本学者連盟 




