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研究成果の概要（和文）：本研究の結果、第一次世界大戦期の日露軍事協力の様子と内実を日露英米諸国の膨大な資料
に基づいて解明し、同時代の国際政治・経済の特色に光を当て、軍事的なファクターが対外政策や国際政治に与える影
響を吟味した。さらに、武器・軍需品・軍用物資調達を通じた軍事的な活動は両国にとってどのような政治的・経済的
な意義を有していたかを詳しく検討するとともに、交渉現場における日露両国の文武官の関わり合いに注目しながら、
相互受容の在り方やその特色をより詳しく把握できた。この研究プロジェクトのおかげで、日本語、英語、ロシア語で
いくつかの学術論文等を発表することによって、日露関係史や国際関係史の研究に貢献した。

研究成果の概要（英文）：Thanks to this research project the applicant, using voluminous historical
sources of Russian, Japanese, American and British archives, managed to clarify the course of
Russo‑Japanese military cooperation during the First World War and to examine in detail an influence of
military factor on both foreign policies of 'Great Powers' and international politics in general. The
research demonstrated political and economic meaning of armaments purchasing/selling activities for
Russia and Japan, and investigated various issues relating to the societal and personal relationships
between Russians and Japanese people, characteristic features of their mutual perception. The results of
this research project, which undoubtedly deepens our understanding of this 'imperialistic epoch', have
been presented in several publications in Japanese, English and Russian.
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