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裁判所に関する布告第 1号の制定と
司法の独立の可能性
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はじめに

ロシアをはじめとする旧社会主義諸国にとって、「司法の独立」1）は、
1991年の体制転換を経た今もなお司法改革の最重要課題として掲げられ
ている。1917年のロシア十月革命から 74年間に及ぶ社会主義体制のもと
で、近代的憲法原理とされる権力分立とは「相容れない」、「権力統合」の

1） ｢司法の独立｣ のほかに、これとよく似た ｢裁判所の独立｣ や ｢裁判官の独立｣
（または ｢裁判の独立｣）という用語法がある。前者が、権力分立原則（ロシア連
邦憲法第 10条）に基づき、国家権力相互の抑制・均衡メカニズムを採用するこ
とで専断的な権力濫用から個人の自由を保護することを目的とする近代立憲主義
的な統治原理だとすれば、後者は、司法を担う裁判官が、｢独立であり、憲法お
よび法律のみに従｣ い（同第 120条）、「何人にも従わずに裁判を行う」（ロシア
連邦裁判官地位法第 1条第 4項）ことを実質的に保障する点に力点が置かれてい
る。いずれの用語を用いるかは、論者や文脈によって様々であり、旧ソ連のよう
に ｢司法の独立｣ が統治原理において否定されていても、それとは別に ｢裁判の
独立｣（36年ソビエト社会主義共和国連邦憲法第 112条）が問題となり得ること
があり得る。十月革命の当初からボリシェビキの法律家として活躍し、1936年に
ソ連司法人民委員を務めたクルイレンコが、「司法の独立」をブルジョワ司法の
虚偽的原則と非難しながらも、｢裁判の独立｣（もっともクルイレンコの用語法に
従うならば ｢判決の独立｣ だが）については、ソビエト司法にとっても ｢絶対的
に必要であり義務的である｣ と指摘していたことが想起されてよい。См. 
Крыленко Н.В. «Суд и право в СССР»,Ч.1:Основы судоустройства,М;Л.,1927,С.43. 
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統治原理を採用し、その帰結として「司法の独立」を否定してきた過去 2）は、
それらの国々が社会主義体制を放棄した現在もなお、国家の統治システム
の内部において様々に作用し続け、何某かの機能不全をもたらし、この問
題の深遠さを強く印象づけている 3）。
ところで、このような「司法の独立の否定」は、社会主義体制にとって

必然だったのであろうか。もしそうだとしても、今日の社会主義の放棄が、
即座に「否定の否定」としての「司法の独立の復活」を帰結するものでは
ないことは明白であり、現在なお、多くの体制移行諸国においてこの問題
が司法改革の基本課題として取り組まれている現状を見れば、その原因の
一切を社会主義体制原理のみに帰すことができなということは、もはや言
うまでもないであろう。当然、そこには社会主義司法の理念と現実との間
の乖離が存在したであろうし、また我々が抱いている社会主義司法の観念
それ自体が、そもそも、歴史事実に即して「正確」に把握されてきたもの
なのかが疑われるということもありえよう 4）。

2） 森下敏男は、ロシア（ソ連）における「司法権の独立」を、中央権力機関にお
ける ｢他の権力機関からの独立｣、地方権力機関における ｢政治や利害関係者から
の独立｣、｢人民からの独立｣ という三つの側面で捉え、「初期ソビエト司法は、…
司法権の独立の否定を、司法権の勤労者大衆や基層ソビエトへの従属によって実
現しようとする志向から、それを中央権力機関へ従属させることによって達成し
ようとする志向への転換・移行の歴史であった」と述べる。森下敏男『ソビエト
憲法理論の研究』（創文社、1984）442頁。

3） 例えば、ロシアについては、小田博『ロシア法』（東京大学出版会、2015）
88-90頁、小森田秋夫 ｢ロシアにおける裁判の独立―裁判官自治と裁判官の身分保
障の視角から―｣『社会体制と法』第 8号（2007）2-25頁、阿曽正浩 ｢ロシアにお
ける通常裁判所の裁判官の選任過程―裁判官自治と外部統制の相克―｣『人間科學
研究』第 12号（2016） 15-47頁、ウズベキスタン、カザフスタンなど中央アジア
の旧社会主義諸国については、杉浦一孝 ｢中央アジア諸国における裁判の独立の
実態とその基本的特徴―ウズベキスタンおよびカザフスタンを例として―｣『社会
体制と法』第 8号（2007）26-47頁、大河内美紀 ｢『司法の独立』のグローバル化
とその困難――ウズベキスタンの事例から考える｣『法政論集』第 255号（2014） 
519-553頁、桑原尚子 ｢権威主義体制における『司法の独立』と法整備支援につい
ての一考察：ウズベキスタンを事例として｣『法政論集』第 272号（2017） 207-240
頁、グリナール・スレイメーノヴァ（中山顕訳）｢カザフスタン共和国に裁判統制
は存在するか？―一つの問題提起―｣『法政論集』第 263号（2015） 569-604頁を
参照。 

4） ｢歴史は時代とともに書き換えられる｣ という命題に関して、ソ連・ロシア現代
史家の溪内謙は、｢かつて真理性が承認された命題は、時代的諸条件の変化ととも
に真理性を喪失することがあ｣ り、｢歴史解釈の根本的見直しは、…歴史認識の基
礎を成すところの時代の基本的価値観にたいする懐疑、それを生む時代の変化か
ら生じる｣ と述べている。溪内謙『現代史を学ぶ』（岩波新書、1995）30-31頁。
このような観点から、我々が歴史に学ぶ意義として、｢時代の変化が提起する新し
い問題を、過去との緊張に満ちた対話を通して思考することによって、…状況を



27法政論集　279号（2018）

裁判所に関する布告第 1号の制定と司法の独立の可能性（中山）

いずれにせよ、今日、我々が旧社会主義諸国の現状に向き合う際に、
1917年以降の社会主義時代の評価を避けて通ることはできず、今日それ
があたかも体制転換によって全般的に精算されたものと片付けてしまう思
考はあまりにも短絡的で、また生産的とは言えない 5）。本稿は、このよう
な問題意識を端緒として、社会主義革命とソビエト司法制度との関係を、
原点となった十月革命の歴史過程のなかに求め、新たな視点からその意義
を問い直そうとする一つの試みである 6）。

1．ロシア革命の論理と司法の独立の否定

ロシア革命の指導者レーニンは、『国家と革命』のなかで、マルクス、
エンゲルスの思想に依拠して ｢階級対立の非和解性

4 4 4 4

の産物 7）｣（傍点は原文
イタリック、以下同じ。）とみなされる国家が、歴史法則にしたがって、｢
ついに実際に全社会の代表者となることよって、自分自身をよけいなもの
にする 8）｣ ことにより、すなわち、階級対立を克服することによって、「特
殊な抑圧力」としての国家が ｢死滅する｣ 展望を描きながら、そのような
国家の死滅に至る過渡期においては、ブルジョワ国家がプロレタリア革命

超えた未来への洞察に到達できる｣（同 113頁）とする溪内の視座を受容すること
が出来るだろう。ソ連邦崩壊という出来事は、同時代の人々にとって、未来への
不安と同時に過去への懐疑を抱かせたであろうことは疑いを入れず、それはまさ
しく ｢歴史との対話｣ の契機となる出来事だったのではないだろうか。

5） ロシアの学術界を襲った体制転換の影響について、溪内は、｢ソビエト期の経
験のトータルな否定が社会心理を支配｣ し、｢新しい歴史像を構築しようとする
建設的な雰囲気が、歴史家のあいだに育｣ たなかったことを指摘する一方、｢ロ
シアの現代史学が新史料を新しい歴史問題の発掘と解明、歴史の書き換えに十分
に活用することができるためには、いますこし時間が必要なのかも｣ しれないと
述べている。溪内・前掲書（4）、28-29頁参照。

6） ソビエト法史の「再検討」は、現段階で十分に行われているとは言い難いが、
皆無というわけでもない。1990年代にロシアの司法改革を牽引したパーシンも、
今日の視点から十月革命に繋がる種々の変革の起点を帝政ロシア時代の司法改革
まで遡って研究することの意義を認め、そのようなアプローチがソ連時代のイデ
オロギー的先入観を修正するためには有用であることを認めている。См.Пашин 
С.А. «Становление правосудия»,М.,2011,С.14.。十月革命以前の改革動向までも本
稿の対象とすることは、筆者の能力をこえて不可能であるが、十月革命における
変革過程は、当然、その前史と切り離して考えることができないとの認識は同じ
である。帝政ロシア時代の司法改革に関しては、差しあたり、高橋一彦『帝政ロ
シア司法制度史研究』（名古屋大学出版会、2001）を参照。

7） レーニン「国家と革命」『レーニン全集』第 25巻（大月書店、1957）417頁。
8） 同、427頁。本文は、エンゲルス ｢反デューリング論｣『マルクス＝エンゲル
ス選集』第 14巻（大月書店、1951）301-303頁からの引用。
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によって止揚され、過渡的形態としての ｢支配階級として組織されたプロ
レタリアート｣（プロレタリアートの独裁）へと転化することを説いた 9）。
このとき、革命により粉砕されるブルジョワ国家機構に代わりうる新たな
政治形態を、マルクスがパリ・コミューンの経験のなかに発見したことを
高く評価するレーニンは 10）、ロシアにおける類似の政治形態の萌芽を、現
に存在した「ソビエト」のなかに「再発見」し 11）、十月革命後の新国家建
設の基礎としたことはよく知られている。
その際、旧い国家機構の破壊は、常備軍を廃止し、すべての公務員を完

全な選挙制と解任制によっておきかえることが基本とされたが、この限り
では裁判官もまた他の官僚と同様にコミューンに対して責任を負い、通常
の労働者賃金で、読み書き出来る者なら誰にでも代替されうる一つの国家
機能へと転化することを余儀なくされると考えられた 12）。そこでは、｢司法
官は、あの虚偽の独立性を剥奪される 13）｣ ことになる。他方で、｢国民の統
一は破壊されるべきものではなく、反対に、コミュン制によって組織され
る 14）｣ と述べるレーニンは、｢同時に行政府でもあり立法府である一つの行

9） レーニン「国家と革命」434-437頁参照。
10） レーニン「国家と革命」464-466頁。レーニンは、ここでマルクスの名句「労
働の経済的解放をなしとげるための、ついに発見された政治形態」（マルクス ｢
フランスの内乱｣『マルクス＝エンゲルス選集』第 11巻 332頁）を引用しながら、
「われわれは、以下の叙述で、1905年と 1917年のロシア革命が、…コミューンの
事業を継承して、マルクスの天才的な歴史分析を確認したことを見るであろう」
（レーニン「国家と革命」466頁）と示唆していたが、「国家と革命」の第 7章
｢1905年と 1917年のロシア革命の経験｣ は、遂に執筆されることがなかった（同
533頁参照）。

11） ソビエトとは、「もともと『評議会』とか『会議』を意味する普通名詞であっ
たソビエト（совет,council）は、流産におわった 1905年革命のとき、各地で労働
者が政治ストや武装蜂起の指導機関として労働者代議員ソビエトをつくったとき
から、特別な意味を持つようになった」ものである。稲子恒夫『ソビエト国家組
織の歴史』（日本評論社、1964）3頁。レーニンは、労働者・兵士代表ソビエトが、
パリ・コミューンのつくりだした｢あの国家の型を再現している｣と述べながらも、
ロシアでは、それが上からの ｢導入｣ でなく、下からの ｢人民自身

4 4 4 4

による組織的
建設｣ に委ねられていることを強調している。『レーニン全集』第 24巻 52-53頁
参照。

12） レーニンは、「権力の基本的な任務が、軍事的弾圧ではなくて、管理になるに
したがって､ 弾圧と強制との典型的な現れ方は、現場での銃殺ではなくて、裁判
となるであろう」と述べ、「貧民をひとりのこらず国家管理にひきいれる機構」
としての裁判所が、「プロレタリアートと貧農との権力機関

4 4 4 4

」として、「規律を教
4 4 4 4

育する
4 4 4

道具」となることを述べている。レーニン「ソヴェト権力の当面の任務」
『レーニン全集』第 27巻 268-269頁参照。 

13） マルクス ｢フランスの内乱｣『マルクス＝エンゲルス選集』第 11巻 329頁。
14） レーニン「ソヴェト権力の当面の任務」330頁。 
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動体 15）｣ たるコミューンを基礎として、廃絶されるべき「ブルジョワ的・
軍事的・官僚的中央集権制度」に代えて、「理性的・民主主義的 ･プロレ
タリア的中央集権制度」が新たに創造される必然性を説いた 16）。このよう
な、マルクス＝レーニン主義の立場から、｢司法の独立｣ の観念は、既存
の官僚制の破壊（全公務員の人民化）とコミューン型中央集権制への志向
によって、ブルジョワ国家の旧習としても、また、新たに創造されるべき
プロレタリアート独裁国家の統治原理としても、その両面から原理的に否
定されることとなった。

1918年 7月 10日に制定されたロシア社会主義連邦ソビエト共和国憲
法 17）には、国家の最高権力が、全ロシア・ソビエト大会および全ロシア・
ソビエト中央執行委員会に属すると規定しながら（第 12条）、会期制をと
るソビエト大会（第 26条）の閉会期間中にその権能を代行する常設機関
としての全ロシア中央執行委員会（第 30条）が、「最高の立法、執行およ
び監督機関」（第 31条）であるとする諸規定のうちに権力統合の原理が表
現されていた 18）。しかし、実際には、全ロシア中央執行委員会の組織が大
型化するにつれ、その機動性が失われるにしたがい、後に会期制を導入す
るに至り 19）、その権能は、十月革命後の臨時政府としてレーニンによって
組織され、後に常設機関となり、1918年憲法では共和国の「業務の一般

15） マルクス ｢フランスの内乱｣ 328頁。 
16） レーニン「国家と革命」464頁参照。 
17） 1918年憲法の邦訳は、稲子・前掲書（11）、118-141頁参照。
18） クルイレンコは、この規定を「立法作業の最大の柔軟性、活動の統一、独裁機
関としての全国家体系の本質に適応する最大の迅速性、および自らの活動の経験
に照らし即座に自分の立法の合目的性を審査する現実的可能性を保障するための
立法権力と執行権力の統一を意味する」と説明している。См. Крыленко Н.В. 
«Беседы о праве и государстве »,М.,1924,С.130.邦訳、クルイレンコ（大竹博吉訳）
『ソヴェト法並国家の哲学的基礎』（ロシア問題研究所、1929）160頁。このよう
なソビエト特有の権力観について、「ソビエト権力は勤労者階級の権力であり、
それが勤労者の利益に反する政策をとりうるとは信じられない」ということが前
提とされ、そこで必要とされたのは ｢プランの実現の障害となる抑制・均衡の装
置｣ではなく、「反対にその能率的実現のための権力集中とその合理的分配」であっ
たとされる。森下・前掲書（2）、388頁参照。

19） 当初は 101名で構成された全ロシア中央執行委員会は、1918年憲法で定員数
200名以下とされ（第 28条）、その後 1920年には 300名（第 28条のイ）、1921
年には 386名（第 28条のロ）とその定員を増加させた。また、メンバーの大半
が地方の活動家によって占められていたことに伴い、1919年には 2月毎の会期制
（第 33条のイ）となり、1921年には年に 3回以上（第 33条のハ）開催されるこ
とになった。稲子・前掲書（11）、18-19頁参照。
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的管理」を委ねられた人民委員会議 20）（第 37条）に移譲されていくことに
なる。
このようにソビエト権力機関における権力のあり方と帰属の問題は、法

的には 1918年以降、人民委員会議による権力集中的な把握形態へと収斂
していくことになるが 21）、それ自体としてはロシア革命の論理から必然的
に導かれる結論ではなく、一つの歴史的帰結でもあるということは論を俟
たない。十月革命のプロセスのなかでいかにして権力の集中的把握が達成
され、その付随的な結果として司法の独立が否定されたのかを、歴史的に
明らかにする必要がある。そのような課題を追求するにあたり、本稿では、
先ず差しあたり、十月革命から一ヶ月後の 1917年 11月 24日に制定され
た裁判所に関する布告第 1号 22）の立法過程をめぐる議論と実践に焦点をあ
てて検討することにする。

2．左翼エス ･エルとソビエト司法制度

権力集中を基本とする新たな国家機構建設が革命初期の課題とされるな
かで、政治的にも、また法理論的にもボリシェビキに対抗しえた唯一の政

20） 人民委員会議は、1917年 10月 25・26日の武装蜂起の直後の 27日未明、第 2
回ロシア・ソビエト大会により採択された ｢労農政府設置について｣ の布告により、
憲法制定会議が招集されるまでのあいだ暫定的に国家を管理するために組織され
た臨時政府組織であり、その活動の統制と人民委員（閣僚）の任免権は、全ロシア・
ソビエト大会および全ロシア中央執行委員会に委ねられた。最初期の 15名のメン
バーは、議長のレーニンを筆頭に、全員がボリシェビキ党員で構成されていた。
См. « Декреты Советской власти» （далее:ДСВ）,М.,1957,Т.1,№14,СС.20-21.1918年 1
月 6日の憲法制定会議の解散後は、「暫定措置的条件」が取り除かれ、人民委員会
議は常設機関となった。См. «ⅢВсероссийский съезд Советов Рабочих, Солдатских 
и Крестьянсктх Депутатов »,Петроград,1918,С.85.

21）  森下敏男は、中央の最高権力機関である全ロシア・ソビエト大会、全ロシア
中央執行委員会、人民委員会議の関係について、後者が前者に一方的に従属する
「ヒエラルヒー秩序」が、たてまえ

4 4 4 4

においては「抑制・均衡原理に代ってソビエ
ト国家諸機関の関係を規律する基本原則」とされた一方で、「実際には人民委員
会議やさらには労働防衛会議、全ロシア中央執行委員会幹部会等の比較的少人数
で構成される実務型機関こそ全権力の担い手」となったことを指摘する。森下は、
「ヒエラルヒー秩序内におけるこのような実質的な権力関係の逆転の論理」を「権
力代行」の論理と呼び、ソビエト国家においては、権力分立原則に代って、「権
力代行の原則」が国家諸機関相互間の関係を規律したと述べる。森下・前掲書（2）、
392-393頁参照。

22） «Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства» 
（далее:СУ）,1917,№4,Ст.50.; « ДСВ»,Т.1,№85,СС.124-126.
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治勢力が左翼社会革命党（左翼エス・エル）であった。この党は、もとは
社会革命党（エス ･エル）の左派勢力であったが、1917年 10月 25日の
ボリシェビキの武装蜂起の際にソビエトを支持する側にとどまり、後日「瀕
死のエス ･エル」から独立して結成された新党である 23）。ソ連本国では、
1956年の「スターリン批判」を転機として本格的な左翼エス ･エル研究
が開始されており、わが国でも本国の動向に触発されたソ連史研究者によ
る文献紹介や研究が行われている 24）。ロシア革命期の左翼エス ･エルの活
動が研究者の関心を引くのは、専ら彼らが十月革命直後の一時期（1917
年 12月～ 1918年 3月）において、ボリシェヴィキと「統一戦線政府」（連
立政府）25）を形成し、権力を分かち合った唯一の政治勢力であったからに
他ならない。高岡健次郎が指摘するように、左翼エス ･エル研究の意義は、
「波乱にみちたソヴェート政権のプロローグを解き明かす一階梯」として、
「左翼エス ･エルに関する一定の評価をその〔十月革命の〕前提として踏
まえざるをえない」（〔〕内筆者）26）という点にこそ求められるだろう。そ

23） 左翼エス ･エルの結党に関しては、高岡健次郎「左翼社会革命党の成立をめぐっ
て―その第一回大会議事録が示すもの―」『北大史学』第 10号（1965）参照。また、
その呼称についても、高岡に倣い、エス ･エルから分離する以前の党内左派勢力
だった時期については「エス ･エル左派」とし、1917年 11月結党以後の「左翼
エス ･エル」と区別する（同・42頁、注記（1）参照）。 

24） 左 翼 エ ス ･ エ ル の 研 究 史 に つ い て は、См.Волохин П.П.Политическая 
деятельность левых эсеров во ВЦИК Советов（июнь 1917―июль 1918 гг.）: Дис.
канд.ист.наук., Екат.,1999,CC.3-39.ヴォローヒンは、過去の研究を時代ごとに区分
して次のように特徴づけている。（1）共産党史の文脈のなかで政治闘争の刻印を
押された一面的なアプローチが採られていた 20年代、（2）左翼エス ･エルの動
揺とその反革命的本質の究明が熱心に行われた 30年代から 50年代初頭、（3）新
たな史料を駆使して従来の一面的アプローチの克服とボリシェビキとの対立関係
が強調された 50年代後半から 80年代前半、（4）新たな史料に基づきソビエト時
代のイデオロギー的把握の克服を模索し始めた 80年代後半から現在、である。
わが国でも、従来の「一党制」の歴史観に対して新たな視座を呈示したと評価さ
れる（3）の時期の研究動向に注目が集まり、ソ連史研究者による紹介や研究が
行われた。主なものとして、前掲の高岡健次郎「左翼社会革命党の成立をめぐって」
のほか、同「ロシア革命と一党制の形成」中野徹三・高岡健次郎・藤井一行編著『ス
ターリン問題研究序説』（大月書店、1977）、同「十月革命における左翼エスエル」
『スラブ研究』32号（1985）、グーセフ（高岡健次郎訳）『左翼エスエル党の崩壊』
（白馬書房、1978）、和田春樹「ロシア革命における統一戦線」『思想』519号（1967）、
同「歴史の中のエスエル党」『思想』642号（1977）、加藤一郎編『ナロードの革
命党史―資料 ･左翼社会主義者－革命家党―』（鹿砦社、1975）、スタインベルグ
（蒼野和人・久坂翠訳）『左翼エス・エル戦闘史』（鹿砦社、1970）、同（蒼野和人訳）
『左翼社会革命党―1917-1921』（鹿砦社、1972）などがあげられる。

25） ロシア革命における統一戦線の形成およびその崩壊については、和田・前掲論
文（24）「ロシア革命における統一戦線」を参照。

26） 高岡・前掲論文（23）、41頁。
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して、そのような左翼エス・エル研究の今日的意義にさらに付け加えるこ
とがあるとすれば、そのことはソビエト司法に関しても（こそ）強調する
必要があるということであり、その理由について以下で明らかにされる。

（1）左翼エス ･エルと裁判所に関する諸法令
左翼エス ･エルは、ボリシェビキとの連立関係において、司法部門の主

要なポストを占め 27）、同党のシテインベルグ司法人民委員のもとで積極的
な立法活動を行っており、その時に制定された法令には彼らの影響が強く
表れていたことが知られている 28）。なかでも 1918年 2月 15日に制定（22
日公布）された裁判所に関する布告第 2号 29）は、司法人民委員補佐として
立法作業にあたった同党のシレイデルが「裁判所の基本法（Судебная 
Конституция）30）」と呼ぶように、司法制度の根幹となる裁判所体系と訴訟
手続の原則を定め、後のソビエト司法制度の基礎を形成した。
この時期に革命政府が公布した裁判所に関する布告は、上記の左翼エス･

27） 1917年 12月 19日付「司法人民委員部の活動指針」によると、当時の司法人
民委員部に、左翼エス ･エルからは、シテインベルグ（司法人民委員、人事部、
監獄管理部、法案作成部・刑事訴訟法）、アルガーソフ（行政部）、シレイデル（法
典化部、法案作成部・編集）、チェレパーノフ（法案作成部・刑事法）が、ボリシェ
ビキからは、クラシコフ（法案作成部・特別法）、コズロフスキー（法案作成部・
民事訴訟法）、ストゥーチカ（法案作成部・民事法）、レイスネル（出版部、法案
作成部・国家法）らが参加した。左翼エス ･エルのシレイデルは、司法人民委員
代理としてシテインベルグを補佐しながら、各法案作成部の準備した全ての法案
を最終的に編集する立場にあった。См.СУ,1917,№12,Ст.171.

28） たとえば、左翼エス ･エルの司法人民委員部は、この頃、独自の憲法草案を準
備していたがそれが公布されることはなかった。しかし、後年、その憲法草案を
起草したシレイデル自身により解説を付して出版されている。См.Шрейдер А. 
Федеративная Советская Республика（Проект конституции и объяснительная 
записка）, « Республика советов»,Берлин;Милан,1919, CC. 29-115. わが国では、森
下敏男「左翼社会革命党の憲法理論―シュレイデルの憲法草案を中心的素材とし
て―」社会主義法研究会編『社会主義国における自然保護と資源利用』（法律文
化社、1975）159頁以下で、シレイデルの憲法草案が紹介されており、その内容は、
1918年 7月 10日に採択されたロシア社会主義連邦ソビエト憲法とは対照的なも
のであった。そのほか、刑法典についても、シレイデルが中心となり、帝政ロシ
ア時代の 1903年刑法典の主要な部分をそのまま引き継いで「革命ロシア刑法典」
の起草作業を行っていたが、これも未施行に終わっている。稲子恒夫『革命後の
法律家レーニン』（日本評論社、1974年）97-98頁参照。このような革命期の左
翼エス ･ エルの立法活動について、近年、それを再評価する研究もみられる。
См.напр.Чучаев А.И.  под.ред.«Советское уголовное уложение （Научный 
комментарий, текст, сравнительные таблицы）»,М.,2015.

29） СУ,1918,№26,Ст.420.; « ДСВ»,Т.1,№303,СС.463-474.
30） Шрейдер, Указ. стат.,С.109.また、裁判所に関する布告第 2号の起草者自身によ
る詳細な解説として、См.Шрейдер А. «Народный судъ»,М.,1918.
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エルにより制定された布告第 2号以外にも、1917年 11月 24日に人民委員
会議により公布された同布告第 1号、1918年 7月 13日に制定（20日公布）
された同布告第 3号 31）があるが、前者は、左翼エス･エルがボリシェビキと
連立を組む以前に、また後者は、連立が解消された後に、ボリシェヴィキが
単独で立法化したものであり、この点においても布告第 2号の特殊性が際
立っている。通常、これら 3つの布告を基礎として、1918年 7月 23日には
司法人民委員部通達「地方人民裁判所の組織と活動について」32）が出され、
同年 11月 30日に人民裁判所規程 33）として法制化され、十月革命の約 1年に
渡る期間を通じて、初期ソビエト司法制度の基礎が築かれたことになってい
る 34）。

（2）左翼エス ･エルの「共同権力論」と司法の独立
そもそも、革命期のロシアにおける司法改革の課題は 19世紀後半から

20世紀初頭にかけてロシア思想界を席巻した三大思潮――立憲民主党（カ
デット）のリベラリズム、急進派のボリシェヴィズム、そしてエス ･エル
等のネオ ･ナロードニキ――にとっての同時代的な関心事であり、この分
野ではネオ ･ナロードニキの社会主義諸政党の内部から唯一ボリシェヴィ
ズムに対抗し得る理念が生まれたと分析しているブーコフは、レーニンが
全面的に否定した 1864年司法改革の偉大な成果とされていた帝政ロシア
時代の司法制度を一定度評価して、その土台の上に新たな制度を構築しよ
うとした左翼エス ･エルの構想こそが、レーニン構想への「唯一現実的な
オルタナティヴ」であったと述べて、彼らの政権への関与には「単なる些
細なエピソード」以上の意義があると評価している 35）。
そのようなソビエト初期の司法制度形成過程における左翼エス ･エルの

積極的な役割を評価する際には、彼らがボリシェヴィキとは異なる権力論
と司法の観念を持ちあわせていた点にも留意するべきであろう。

31） СУ,1918,№52,Ст.589.;« ДСВ»,Т.3,№10,СС.16-18.
32） СУ,1918,№53,Ст.597.; «Пролетарская революция и право»,№2,М.,1918,СС.42-54.
33） СУ,1918,№85,Ст.889.; « ДСВ»,Т.4,№49,СС.97-110.なお、この人民裁判所規程の
ことをシレイデルは「人民裁判所に関する第 4の布告」と呼んでいる。См. 
Шрейдер, Указ. стат.,С.110.

34） 藤田勇『ソビエト法史研究』（東京大学出版会、1982）61頁参照。 
35） См.Буков В.А. «От российского суда присяжных к пролетарскому правосудию: у 

истоков тоталитаризма», М.,1997, СС.3-7, С. 202-205.
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ここでは、左翼エス・エルの「共同権力（Совместность властвования）」
論の特徴と、その論理的帰結としての独自の司法の位置づけについて簡単
に確認しておくことにする。
帝政期の著名な法学者の一人であるニコライ・コルクノーフによれば、

共同権力論とは、古典的な立法 ･行政・司法の三権分立論に代えて、国家
の一つの同一の権力機能を複数の権力機関に共同で行使させ、そのような
「同等な権力」が付与された国家権力諸機関同士による相互の抑制によっ
て「自由と適法性の保障」を行うものとして説明されている 36）。コルクノー
フは、一つの権力機能を単独の権力機関が独占する古典的な権力分立論よ
りも、各権力諸機関に多様な権力機能を分有させ相互に抑制し合うほうが
「抑制がより強く

4 4 4 4

働く」（傍点筆者）とも説明している 37）。
シレイデルは、彼の憲法草案のなかで、コルクノーフの共同権力原理を

ソビエト制度に適応させ、国家権力の諸機能は、「分業（экономия сил）」
の観点から、ソビエト大会総会（立法および監督機能）とその幹部会およ
び各部（執行および組織運営機能）へと配分されるとしながらも、両国家
機関には共に立法権および執行権を分有させることによって「権力の均衡」
を図り、もって相互に抑制し合うシステムを構想している 38）。
このような権力論は、また、司法についても独自の把握の仕方を可能に

させている。コルクノーフによれば、司法は、同一の政治部門とみなされ
る他の二権（立法および執行）とは原理的に異なり、その機能においても
将来的かつ創造的に法創造を行う立法および執行の機能と比べ、司法機能
は過去の事案を処理し、現状維持的で保守的なものとみなされる。前者の
活動が「合目的性の原理（начала целесообразности）」に従うのに対して、
後者は「法の原理（начала права）」に従って活動するのだという。そのよ
うな区別は、各機能の実施機関の組織のあり方にも反映されるため、司法
諸機関は、政治機関から独立するばかりでなく、同時に社会からも独立し
た存在として、専ら「法の原理」にだけ従って活動するものとされる。こ
れは立法機関と執行機関が相互に依存し合い、かつ、共に社会にも密接に

36）  См.Коркунов Н. М.  «Лекции по общей теории права» ［сост.,автор вступ.
ст.,коммент. Медушевский А.Н.］, М., 2010, СС.351, СС. 356-357. 

37）  См.Там же.С.356.  
38） См.Шрейдер, Указ. стат.,С.99.シレイデルの起草した憲法草案には、コルクノー
フの共同権力論からの示唆が窺える。
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関係づけられていることと対照的である 39）。コルクノーフによれば、「全て
の行政機関は上意下達のヒエラルヒー的依存関係の上に成立している」の
に対し、「裁判機関は、その最下級に至るまで、完全に自律的に、かつ、
いかなる命令にも服せず、裁判を行う」存在として定義されている 40）。こ
のようなコルクノーフの理論にあっては、その共同権力論に基づく機能分
配とは別に、司法と他の二権との本質的差異が語られ、司法に固有の位置
づけが与えられることによってその独立が担保されている点に特徴が見ら
れる。
シレイデルもまた、裁判所を「最も独立したソビエト機関」として位置

づけており、裁判所はソビエト諸機関の活動に対する内部統制の機能を果
たしながら、同時にソビエトの法令や行政による勤労市民の権利侵害に対
する監督機能を持ちうることを示唆している 41）。
このようにボリシェビキの権力集中論とは本質的に異なる、彼らの共同

権力論や独立した司法の観念は、先のブーコフの指摘にもあるように、革
命初期のソビエト司法制度の骨組みを形作るうえで決して小さくない影響
を与えたと思われる。

（3）「統一戦線政府」の形成
レーニンは、1917年 10月 27日の人民委員会議発足の際に、エス ･エ
ル左派に政府への参加を呼びかけたが 42）、当時はまだエス ･エル党内に止
まり、「革命的民主主義派の統一戦線」の実現を目標としていた左派のメ
ンバーにとって、ボリシェビキの政府への参加は、他の革命勢力を糾合す
る「仲介者」としての自己の使命を果たせなくなるという理由から、その
要請を断っている 43）。しかし、その後のヴィクジェーリ（全ロシア鉄道労
働組合執行委員会）主導によるボリシェヴィキからエヌ ･エス（人民社会

39） См.Коркунов, Указ. соч., СС.349-350.
40） См.Там же.С.350.
41）  См.Шрейдер, Указ. стат.,С.100. 森下は、シレイデル憲法草案におけるこのよう
な裁判所の人権擁護的機能が「違憲審査制に類似した制度」であると指摘する。
森下・前掲論文（28）168頁参照。 

42） 『レーニン全集』第 26巻 311頁。 
43） См. «Протоколы заседаний Всероссийскаго Центральнаго Исполнительнаго 

Комитета Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянсктх Депутатов ⅡСозыв.» 
（далее: Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва）, М.,1918,С.83.、高岡・前掲論文（24）
「十月革命における左翼エスエル」138-140頁も参照。
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主義党）までを含めた「同質の革命的社会主義政府」の構想が挫折する
と 44）、ボリシェビキ主流派とエス ･エル左派は急速に接近し、1917年 11
月 15日、労兵ソビエト中央執行委員会およびペトログラード ･ソビエト
と臨時農民大会とが合同し、両者は「誠実な同盟」を結成するに至る 45）。
同年 11月 17日、労兵ソビエトと農民ソビエトの合同中央執行委員会が開
かれ、農業人民委員部のポストをエス・エル左派に移譲することが決議さ
れ 46）、11月24日の全ロシア中央執行委員会では、左翼エス･エルのコレガー
エフが農業人民委員に就任することが正式に承認された 47）。レーニンは、
1917年 11月 4日の全ロシア中央執行委員会の際にも、農業人民委員を辞
任したボリシェヴィキのミリューチンに代わってコレガーエフの就任を提
案していたが、その日の会議は、出版の自由の制限をめぐりボリシェヴィ
キとエス ･エル左派とが激しく対峙し 48）、エス ･エル左派のマルキンが「同
質の社会主義政府が組織され、出版に関する布告が取り消され、抑圧的政
策が停止され」ないかぎり、コレガーエフの入閣は受け入れられないと述
べ、エス ･エル左派が出版の自由制限に関する決議を拒否したため、その
時の入閣は見送られていた 49）。
しかし、人民委員会議の議事録では、コレガーエフの入閣が正式に承認

される 1917年 11月 24日以前にも、11月 19日、21日（午後）、22日の
会合に彼が既に何らかの形で参加していたことが記録されている 50）。とり
わけ 22日の会合では、以下に詳述する裁判所に関する布告第 1号につい
ての審議と採決が行われており、コレガーエフが、唯一左翼エス ･エルの

44） 『レーニン全集』第 26巻 335頁。 
45） См. «Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,СС.65-71. ジョン ･リード（原光雄
訳）『世界をゆるがした十日間』（下）（岩波文庫、1957）143-148頁も参照。

46） См. «Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С71.
47） См.Там же.С.78.
48） このときの様子については、阿曽正浩「ロシア一〇月革命における出版規制政
策の展開（一）―いわゆる「反革命新聞」の抑圧を中心に―」『北大法学論集』
第 41巻第 2号（1990）747-754頁参照。 

49） См. «Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С33. 
50） См. «Протоколы заседаний Совета Народных Комиссаров РСФСР. :Ноябрь 1917―

март 1918 гг.» （далее: Протоколы заседаний СНК）, М. （РОССПЭН）, 2006, С.27, 41, 
43.反対に、コレガーエフは農業人民委員に就任後直ぐには着任せず、12月 5日
の人民委員会議の会合まで出席していない（См.Там же.С.83.）。和田春樹によれば、
当時はまだ、ボリシェヴィキとの間に方針上の「くいちがい」があったため、左
翼エス ･エルは動揺していたと述べている。和田・前掲論文（24）「ロシア革命
における統一戦線」41頁参照。
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参加者として法案に反対していた事実も記録されている 51）。
その後の 12月 9日に、左翼エス ･エルの連立条件についてボリシェビ

キとの間で合意が成立し、既に就任していたコレガーエフ農業人民委員に
加え、司法人民委員にシテインベルグ、地方自治人民委員にトルトフス
キー、無任所人民委員にアルガーソフ、カレーリン、郵便電信人民委員に
プロシヤン、共和国宮殿人民委員にイズマイロヴィッチの七名が新たに人
民委員会議に参加することとなった 52）。このとき、シテインベルグが司法
人民委員に就くにあたり、既に公布された「裁判所に関する布告〔第 1号〕
は破棄されない 53）」（〔〕内筆者）という合意事項が連立条件のなかに含ま
れていたことも、後に述べるように、布告第 1号の制定過程を通して顕在
化したボリシェヴィキと左翼エス ･エルとの立場の相違が日を追って露わ
になるに至り、司法人民委員部を左翼エス・エルに譲り渡すことになった
としても司法における革命路線を後戻りさせないとするボリシェヴィキの
警戒感がそこに表れていたと解すれば何ら不自然なことではない。

3．裁判所に関する布告第 1号の制定過程

（1） トロツキー決議と裁判所に関する布告第 1号の人民委員会議採択
（1917年 11月 22日）
裁判所に関する布告第 1号の制定過程については、それが全ロシア中央
執行委員会の承認を経ずに人民委員会議が単独で公布したという手続上の
問題から少なからぬ異論が生じた。このことは、布告第 1号の最終的な採決
に先立って採択されたトロツキー決議の表現からも窺い知ることができる。
トロツキー決議は、（1）布告案は、既に人民委員会議と中央執行委員会

のしかるべき委員会などで幾度となく検討され、矛盾点はほとんど取り除
かれていること、（2）〔全ロシア〕中央執行委員会で最終的に法案可決に
至らないのは、裁判所の問題とは全く別の原因によること、（3）裁判所が
存在しないことは、政府にとって、非行行為、反革命、サボタージュへの
措置を欠くことを意味し、これは由々しき事態であること、（4）人民委員

51） См. «Протоколы заседаний СНК»,С44.
52） См.Там же.СС.95-97.
53） Там же.С.95. 
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会議は、緊急の際には、独立して布告を制定する権限を有し、布告を事後
的に〔全ロシア〕中央執行委員会に送付することが、〔全ロシア〕中央執
行委員会の決議に基づいて可能であること、（5）以上を踏まえて、人民委
員会議は、〔全ロシア〕中央執行委員会の権限を本質的にいささかも

4 4 4 4 4 4 4 4 4

侵害
することなく、裁判所に関する法律を採択し、直ちに施行する必要がある
こと、を確認する内容であった（〔〕内および傍点筆者）54）。ここでは、（1）
から（4）までが全て（5）を正当化する「理由」となっており、「いささ
かも侵害しない」という誇張には、かえって人民委員会議単独での布告制
定にたいする「後ろめたさ」さえ感じさせる。ともあれ、このトロツキー
決議は、エス ･エル左派の閣僚コレガーエフ一人の棄権をのぞいて賛成多
数で承認されたのであった 55）。
この決議について、ボリシェヴィキの人民委員会議と、一定の「政治的

多元性」が確保されていたと見られる全ロシア中央執行委員会とを対比し
て、両中央国家機関における十月革命期の立法活動を分析したマクシモ
ヴァは、布告第 1号の草案が人民委員会議で承認された後、全ロシア中央
執行委員の審議に付されたとき、そのあまりの革命的、急進的な内容のた
めに激しい抵抗を受け 56）、法案可決の見通しが困難な状況に陥ったため、
人民委員会議は「やむなく」、1917年 11月 4日の決議で人民委員会議が
獲得した「固有の立法権限」を援用したと説明している 57）。

（2） 人民委員会議の布告制定権についてのエス ･エル左派の質問に関する
全ロシア中央執行委員会の決議（1917年 11月 4日）
ここでマクシモヴァが指摘する「11・4決議」は、11月 4日の全ロシア
中央執行委員会の会議で、ボリシェヴィキのウリツキーにより提案され、
採択された、「人民委員会議の布告制定権についてのエス ･エル左派の質
問に関する全ロシア中央執行委員会の決議」（以下、｢布告制定権に関する
決議｣）58）のことを指す。この決議では、（1）勤労大衆のソビエト議会〔全

54） См.Там же.СС.43-44.
55） См.Там же.С.43. 
56） 裁判所に関する布告第 1号の制定過程については、藤田・前掲書（34）、59-

118頁参照。
57） Максимова О.Д.  «Законотворчество в Советской России в 1917-1922 годах», 

М.,2011, С.73. 
58） См. «Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,СС.31-32.; «ДСВ»,Т.1,№33,СС.44-45. 
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ロシア・ソビエト大会〕は、その方法において、矛盾した利益を伴う様々
な階級を代表し、かつ、右翼階級の代表者達によって会議規則や訓令が議
事妨害の手段へと転化されるブルジョワ議会とは似て非なること、（2）ソ
ビエト議会は、全ロシア・ソビエト大会の一般的綱領の範囲内において、〔全
ロシア〕中央執行委員会の事前の審議を経ることなく

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

緊急の布告を制定す
る権限が人民委員会議に付与されていることを否定出来ないこと、（3）〔全
ロシア〕中央執行委員会に人民委員会議の活動に対する一般的統制の権限
ならびに政府〔人民委員会議〕またはその個々の人物を罷免する権限が一
元的に付与されていること、（4）〔全ロシア〕中央執行委員会は、質問を
提起したエス・エル左派の代表者達が政府への、すなわち、緊急を要する
全ての諸布告の制定作業への直接的な参加を受け入れることが可能だと判
断しなかったことについて遺憾の念を表明すること、が明示されていた（〔〕
内および傍点筆者）59）。
マクシモヴァの解釈では、裁判所に関する布告第 1号を一括採決に付す

前のタイミングで採択された上記トロツキー決議 60）は、その第 4項におい
て、この布告制定権に関する決議の第 2項で規定された「緊急立法」条項
を布告第 1号の制定に際して援用したものと解している。この場合、トロ
ツキー決議は、布告本案に付された単なる「付帯決議」61）以上に重要な手
続上の意味を持つことになると思われるが、それについては後述するとし
て、ここでは、布告制定権に関する決議が採択された 11月 4日の全ロシ
ア中央執行委員会の状況を簡単に確認しておくことにしよう。
その当日の会議冒頭では、出版の自由規制の問題について、革命政権を

二分する激論がくりひろげられた末、ボリシェヴィキ多数派による出版問
題に関する決議 62）が採択されている 63）。この採決で反対側にまわったエス・
エル左派は、採択された決議を「政治的テロル体制の表明」として厳しく

59） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,СС.31-32.
60） 議事録では、最初に裁判所に関する布告第 1号の全 8条から成る法案が逐条で
審議、採択され、続いてトロツキー決議の採択、最後に法案の一括採択が行われた。
См. «Протоколы заседаний СНК»,СС.43-44.

61） 例えば、藤田・前掲書（34）、76-77頁参照。 
62） «ДСВ»,Т.1,№32,СС.43-44.
63） 「出版問題に関する決議」は、10月 27日に「暫定的な布告」として制定され
た「出版に関する布告」（СУ,1917,№1,Ст.4.; « ДСВ»,Т.1,№18,СС.24-25.）を追認す
るものだったが、「布告」と「決議」の間には出版規制の意味づけに質的な転換
があるとされている。詳しくは、阿曽・前掲論文（48）、747-754頁参照。
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非難した 64）。この出版問題に関する決議では、ボリシェヴィキ内からも少
なからぬ反発を招き、当時、ヴィクジェーリとの交渉役として「ソビエト
内の全政党からなる社会主義政府」樹立を画策していたカーメネフ等、所
謂「妥協派」も、レーニン等ボリシェヴィキ多数派の本決議を「政治的テ
ロルによる純粋なボリシェヴィキ政権の維持〔延命措置〕65）」（〔〕内筆者）
にすぎないと厳しく非難し、決議に反対した結果、カーメネフ、ジノヴィ
エフ、リャザノフ、ノギーン、ルィコフ、ミリューチン、テオドロヴィッ
チ等は、それぞれの要職を辞することとなった 66）。ボリシェヴィキ党内で
の彼らの政治的敗北は、それまでヴィクジェーリを中心に進められてきた
「同質の革命的社会主義政府」構想に崩壊をもたらし、その後のボリシェ
ヴィキ主流派と左翼エス ･エルとの統一戦線形成に向かう転機となる 67）。
出版問題に関する決議が、このような政治的不和を内包しつつ採択され

た直後、エス・エル左派陣営から、人民委員会議議長レーニンに対して次
の緊急質問が提出された。それによれば、「近頃、人民委員会議の一連の
布告が全ロシア中央執行委員会の承認を経ずに出され」ており、「市民的
自由の原則を実質的に破棄する効果が政府によってもたらされている」こ
とに危惧が表明されたうえで、（1）一連の布告案を〔全ロシア〕中央執行
委員会での審議に付さない理由は何故か、（2）法律の公布という、政府が

4 4 4

恣意的に定めた全く許容できない手続
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を放棄するつもりはないのか（〔〕
内および傍点筆者）、とする二点が問われ、これを受けて、ボリシェヴィ
キのウリツキーが提起したのが上述の布告制定権に関する決議案であり、
それが正式に採択されたのであった 68）。なお、本決議の一回目の採決は、
記名投票で行われ、賛成 29、反対 23、棄権 2により採択され 69）、続いて行

64） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.27.本決議の採択を受けて、エス ･
エル左派のプロシヤンは、軍事革命委員会からの同党代表の引上げを宣言した。

65） Там же.С.27.
66） 決議に反対したノギーン（商業 ･工業人民委員）、ルイコフ（内務人民委員）、
ミリューチン（農業人民委員）、テオドロヴィッチ（食糧供給人民員）は、人民
委員を辞任し、カーメネフ、ジノヴィエフ、ノギーン、ルイコフ、ミリューチンは、
党中央委員会も辞任した。阿曽・前掲論文（48）、753-754頁、和田・前掲論文（24）
「ロシア革命における統一戦線」、39-40頁参照。

67） 和田・前掲論文（24）「ロシア革命における統一戦線」、39-41頁参照。
68） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.28. 
69） См.Там же.С.32.採決では、賛成派がボリシェビキ、反対派がエス ･エル左派
とその党派性が明確に表れた。
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われた逐条審議では、エス・エル左派のコレガーエフが第 2項および第 3
項を、ボリシェビキのアバネソフが第 4項を削除する提案をしたが、いず
れも否決され、決議は原案のまま最終的に賛成多数で一括採択されてい
る 70）。このとき、レーニンは、極めて重大かつ猶予が許されない現下にお
いては、「新政権は、すべての手続を正確に遵守する場合に、仕事の妨げ
となるかもしれない障害物はみな、その活動のさいに、考慮するわけには
いかなかった。......ブルジョワ社会の観点から、これらの法律に形式的な
不備があってもよろしい。権力は、必要な修正をくわえることのできるソ
ヴェトの手にある 71）」という発言をしており、そこからは権力に対する手
続的・法的統制の観念をブルジョワ法理論として一蹴し、革命の大義は形
式的な手続論に優先すると言わんばかりの強弁な態度を滲ませていた。法
的にみても、この布告制定権に関する決議は、その第 3項で「人民委員会
議の活動に対する一般的統制

4 4 4 4 4

の権限」（傍点筆者）が全ロシア中央執行委
員会に付与されているものの、人民委員会議とその構成員の罷免以外の具
体的措置については、例えば、布告の取消し 72）などの定めを一切置かず、
そのうえで、第 2項で「緊急時」には「全ロシア・ソビエト大会の一般的

4 4 4

綱領の範囲内
4 4 4 4 4 4

」（傍点筆者）という漠然とした「限定」を付すことによって、
実質的にはほとんど無制限の布告制定権限を人民委員会議に付与するもの
となっており、そこには人民委員会議の専断的な権限行使を統制する論理
が欠如しており、全ロシア中央執行委員会による人民委員会議の統制は当
初から既に法規範として形骸化していたと指摘することができよう。
マクシモヴァは、このような 11・4布告制定権に関する決議を「人民委

員会議による恣意的な立法権の算奪」と厳しく評価し 73）、コレガーエフが
「秘密で専断的な法律の公布は、常に、悪しき誤解を招く。新しく創られ
る法律は、外見的な不備だけではなく、法の精神においても常に矛盾をき
たす 74）」と警句を発していたことに触れ、エス ･エル左派が、一貫してこ

70） См.Там же.С.32.第 2項の削除提案は、賛成 14､ 反対 27で否決されている。
71） См.Там же.С.29.邦訳は、『レーニン全集』第 26巻 293頁参照。 
72） 例えば、1918年憲法第 40条では、全ロシア中央執行委員会に「人民委員会議
のあらゆる決定または決議を取消し、あるいはそれらを停止する権利」が付与さ
れている。稲子・前掲書（11）、126頁。 

73） См.Максимова ,  Указ. соч.,С.6. 
74） «Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.29.
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の決議に反対の立場であったことを指摘している 75）。
このように、十月革命後に革命政府が最初に公布した裁判所に関する布

告第 1号は、11月 4日の「人民委員会議の布告制定権に関する決議」によっ
て確立された人民委員会議の「緊急立法」権限（第 2項）を、トロツキー
決議で承認し、かかる手続に則って、人民委員会議が、全ロシア中央執行
委員会の審議を経ずに布告を制定させ、11月 24日付『臨時労農政府新聞』
第 17号において公布したものであり、その限りでは「合法的」な手続であっ
たと言える。
しかし、この経緯に関しては、別の観点からの留意も必要だと思われる。

それは、人民委員会議が単独で布告を制定しなければならなかったほどの
「緊急性」が果たして存在したのかということである。この問題を検討す
るにあたり、以下では、布告第 1号の制定時における中央政府機関、すな
わち、人民委員会議と全ロシア中央執行委員会の活動実態について概観し
ておくことにする。

（3）左翼エス ･エルの反応
裁判所に関する布告第 1号制定の際に人民委員会議がとった上記の強行

的措置に対して、23日付ボリシェヴィキ党機関誌『プラウダ』第 197
号 76）で、初めてその事実を知った左翼エス ･エル陣営は、まさに「寝耳に
水」の心境で、創立党大会 5日目（11月 23日）をむかえた。午後から開
かれた会議の冒頭、シレイデルが、この件について緊急動議をし、「最高
中央機関〔全ロシア中央執行委員会〕の承認を経ていない人民委員会議の
布告〔裁判所に関する布告第 1号〕の公布を阻止する措置」（〔〕内筆者）
をとる必要を提起した 77）。これに対して、マルキンは、事の重大性を認識
しながらも、本件を党大会の議論から切り離して扱うべきだと主張し、緊
急動議の審議を拒否した 78）。また、ガチンスキーは「本党大会が温室的環

75） См.Максимова, Указ. соч.,С.6.
76） 当該『プラウダ』記事について、筆者は未確認であるが、党大会でのシレイデ
ル発言から、そこに布告第 1号の制定について何らかの記載があったことを知る
ことができる。См. «Партия левых социалистов-революционеров. Документы и 
материалы.1917―1922 гг.В 3-х тт.» （далее: Партия левых с.-р.）, Т.1,:Июль 1917 г.―
май 1918 г.,М. （РОССПЭН）, 2000,С.128.

77） См.Там же.С.128.
78） См.Там же.
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境〔外部から隔離された環境〕のなかで行われているわけでなく、目前に
起こっている出来事に密接に関連する」（〔〕内筆者）と述べ、現時点にお
いて「非常に重大な事態が進行中であり、決定的な岐路に立たされている
というシレイデルの意見に同意する立場から、党大会でこの問題を審議し
て我々の意思を明確にすべき 79）」であると主張した。クリモフも、ボリシェ
ヴィキに対して布告の取下げを要求することを提案した 80）。しかし、最終
的に、議長のアルガーソフが、本件については全ロシア中央執行委員会議
長スヴェルドロフ（ボリシェヴィキ）に懇談を申し入れること、人民委員
会議では昨日も都市部で私刑（самосуд）が頻発しているとの報告がなさ
れており、人民委員会議は私刑や無秩序の原因を革命裁判所の不在にある
と考え、裁判所に関する布告の審議を再開させたこと 81）、左翼エス ･エル
の代表として人民委員会議に参加していたコレガーエフが何の異議も申し
立てなかったこと 82）等の状況を報告したうえで、この問題については、「本
党大会が本来の課題を犠牲にしてまで取り組むほど重要だとは考えな
い 83）」と結論づけ、本件についての討議を打ち切ると同時に、全ロシア中
央執行委員会に情報の提供を求める旨の提案がなされ、それが承認され
た 84）。この問題につき、左翼エス ･エルは、党内の反対意見を押し切って、
直ちに行動を起こすことをせず、静観する態度をとったのであった。
ところで、このとき、シレイデル等反対派は、布告第 1号の何に対して

抵抗していたのであろうか。布告第 1号の法規範に関する論点については、
その制定過程における論争状況を、布告草案と布告条文のテキストを対比
することによって鮮明に浮かび上がらせた藤田勇の研究が参照される。藤
田は、布告の制定過程において顕在化した争点として、（1）旧裁判所の廃
止問題、（2）新しい裁判所の体系と裁判官の選出方法の問題、（3）旧法適
用の問題をあげて、それぞれを分析している 85）。そこでは各論点に関して、

79） Там же.
80） См.Там же. 
81） 革命期の首都の治安悪化については、長谷川毅『ロシア革命下ペトログラード
の市民生活』（中公新書、1989）参照。

82） 実際、コレガーエフは、トロツキー決議を棄権し、布告第 1号の一括採択にも
反対していた。См. «Протоколы заседаний СНК»,СС.43-44.

83） «Партия левых с.-р. »,Т.1,СС.128-129.
84） См.Там же. С.129. 
85） 藤田・前掲書（34）、44-55頁、59-118頁参照。ただし、藤田の分析は、布告第

1号の制定過程に限定されており、この点は、藤田自身も ｢この過程〔裁判所建
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当時、エス ･エル左派への一定の「譲歩」が働いていたことを示唆する興
味深い記述が看取され、彼らが布告第 1号の規範内容に少なからぬ異論を
抱いていたことを想像させる 86）。しかし、ここでは、そのような法規範の
内容に関する論点については一旦差し置いて、上述の左翼エス・エル党大
会での一連の応答に注目した場合、シレイデル等の反対理由の一つに、布
告第 1号の制定過程に対する何某かの非難が含まれていることが読み取れ
る。それを明らかにするために、以下では、布告第 1号制定に至るまでの
やや込み入った状況を時系列に沿って追っていくことにする。

（4） 全ロシア中央執行委員会と人民委員会議における裁判所に関する布告
第 1号の制定過程

①全ロシア中央執行委員会（1917 年 11月 10日）
裁判所に関する布告第 1号の制定手続においては、トロツキー決議の第

2項が確認しているように「他の政治課題のために手続が滞っていた」こ
とは事実としてあった。

11月 10日の全ロシア中央執行委員会で、初めて、裁判所に関する布告（第
1号）の「草案」87）が読み上げられた後、五人組の委員会（法律委員会）

設の史的過程〕は、すくなくとも、裁判所にかんする布告第 2号（18・2・15）、
同布告第 3号（18・7・20）を経て人民裁判所規程（18・11・30）の成立にいた
る約 1年間のプロセスからきりはなしては論じがたいものであり、この約 1年間
の全過程の一環として位置づけることによってその意味も明らかになる｣（同 61
頁、〔〕内筆者）と自覚的に述べるところでもあり、筆者も基本的にそのような
藤田の課題設定を共有する立場から、他日、布告第 1号の法規範について、その
他の諸法令の制定過程や相互関係性も踏まえて、改めて検討する予定である。

86） 藤田・前掲書（34）、78-79頁、91-92頁、95-96頁参照。ただし、藤田は、「エ
スエル左派の抵抗という要素、したがって、農民大衆にたいする考慮という要素
がかなり重要なものであったと考えられる」としながら、「審議過程の内容が具
体的に明らかでないので､ エスエル左派への譲歩という推測を明確に提起はでき
ない。」（同 84頁）と留保する。

87） このとき読み上げられた布告第 1号の「草案」が最初の「第 1草案」であり、
15日に人民委員会議に提出されたものを「第 2草案」（従来はこちらが第 1草案
だと言われている）とするゴロデツキーの解釈に注目しながらも（Городецкий Е.Н. 
«Рождение советского государства :1917―1918 гг.», 1-е изд.,М.,1964, СС.327-329.）、
藤田は、ゴロデツキーが第 1草案と呼ぶ法案が史料として発見されておらず、草
案作成に深く関与した司法人民委員代理のストゥーチカ本人も 15日の人民委員
会議に提出した法案を一貫して「第 1草案」とよんでいることから、「ゴロデェ
ツキーの推定ににわかに賛同し難い」として、従来の人民委員会議提出法案を「第
1草案」とする立場を支持する。藤田・前掲書（34）、77-78頁。
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が組織されている 88）。この法律委員会のメンバーや活動について詳しいこ
とは分かっていないが、全ロシア中央執行委員会幹部会 89）の記録では、11
月 19日に幹部会が当該法律委員会に対して布告の見直しを命じているこ
とから、当初は全ロシア中央執行委員会の主導で何らかの立法作業を行っ
ていたことが推測される 90）。

②人民委員会議（1917 年 11月 15・16日）
一方では、全ロシア中央執行委員会での立法作業と並行して、人民委員
会議でも、11月 15日に司法人民委員臨時代理に任命されたストゥーチカ
が翌 16日から「革命裁判所に関する布告案」の立法作業に着手してい
た 91）。16日夜に開かれた会合では、「革命裁判所にかんする布告案ならびに
全ての旧裁判施設の閉鎖および解散にかんする布告案 92）」とする議題のもと
で、教育人民委員のルナチャルスキーに 17日午前までに「革命裁判所に関
する布告の宣言文」の原案を作成することを委任し、ルナチャルスキー、
トロツキー、ストゥーチカ、スターリン、スコリニコフその他軍事革命委
員会の代表 1名から構成される委員会が組織され、彼らには 17日午後 8時
までに布告の最終草案を提出することが命じられた 93）。ところが、17日の午
後に予定されていた会合は開かれず、18日の会合でも裁判所の問題はとり
あげられることがなく、責任者のストゥーチカもその場に不在であった 94）。

88） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.54. 
89） 「ソビエト国家機関のシステムのなかでも非常に重要な役割を担った」（См. 

Городецкий, Указ. соч.,СС.175-176.）とされる全ロシア中央執行委員会幹部会は、
1917年 11月 6日の中央執行委員会で最初のメンバーが選出され、ボリシェヴィ
キのカーメネフ、ストゥーチカ、ステクローフ、ヴォロダルスキー、スヴェルド
ロフ、ジェルジンスキー（候補、アヴァネソフ、オリッチ）、エス ･エル左派のプ
ロシヤン、カムコフ、スピロ、スピリドノヴァらが名を連ねた。См.«Протоколы 
заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.35.

90） См.Го сударственный Архив Ро ссийской Федерации （далее:ГАРФ）, 
Ф.1235,Оп.32,Д.3,Л.8.; Городецкий, Указ. соч.,С.328.

91） См. «Протоколы заседаний СНК»,С.21. 
92） Там же. С.24.
93） См.Там же. С.24.人民委員会議の委員会と全ロシア中央執行委員会の法律委員
会との間で調整が行われたのかは不明だが、両委員会には、法案起草責任者とし
てボリシェヴィキのストゥーチカが参加していた。ゴロデツキーは、当初、人民
委員会議と全ロシア中央執行委員会が、別々に布告案起草作業を行ったとする従
来の説に反論し、ストゥーチカが一貫して起草作業を主導したと主張している。
См. Городецкий, Указ. соч.,СС.328-335.

94） См. «Протоколы заседаний СНК»,СC.25-27.
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③全ロシア中央執行委員会（1917 年 11月 17日）
　全ロシア中央執行委員会と人民委員会議との関係についての訓令（наказ）
17日正午に開催された全ロシア中央執行委員会幹部会では、「裁判所に
関する布告第 1号」95）が議題としてあげられ、各会派による法案の検討と、
同日夜から開催される〔全ロシア〕中央執行委員会への法案提出について
調整が行われたが 96）、18日未明 1時に開催された全ロシア中央執行委員会
では、その冒頭、16日の人民委員会議で承認され、17日付『臨時労農政
府新聞』第 18号で公布された、「ペトログラード市議会の解散に関する布
告」97）および「ペトログラード市議会選挙規則」98）に関する問題について、
複数の抗議の声があがり、議場は荒れ模様だった。左翼エス ･エルのスピ
リドーノヴァは、「ペトログラード市議会の解散は、〔全ロシア〕中央執行

4 4 4 4

委員会における審議および承認を経ておらず
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、そのため当該人民委員会議
の布告には根拠が無く、重大な誤りのある政治的措置であり、かつ、人民
委員会議が〔全ロシア〕中央執行委員会に対して責任を負っている条件下
では将来に渡ってもこの布告を認めることはできない、したがって、一切
の責任は負えない」（〔〕内および傍点筆者）99）と強く抗議した。スピリドー
ノヴァに続いて、ヴィクジェーリのクルシンスキー、続いてクラマーロフ
が、同様に市議会の解散と新聞閉鎖に対して抗議をした 100）。これを受けて、
ボリシェヴィキのスヴェルドロフ議長は、「〔全ロシア〕中央執行委員会と
人民委員会議との関係についての訓令（наказ）」（以下「11・17訓令」ま
たは単に「訓令」）101）案を提起した。なお、本訓令は全ロシア中央執行委
員会の議事録では「〔全ロシア〕中央執行委員会および人民委員会議の関
係のための基本法（конституция）」と表記され 102）、議事のなかでも度 「々基

95） См.ГАРФ, Ф.1235,Оп.32,Д.2,ЛЛ.2-3.この 11月 17日の全ロシア中央執行委員会
幹部会の議事録で初めて「第 1号」（原文は「＃ 1」）と番号を付された記述がみ
られる。筆者の推測では、遅くともこの時点までには「布告第 2号」の立法が予
定されていたのではないかと考えられる。

96） См.Там же.
97） СУ,1918,№3,Ст.37.; « ДСВ»,Т.1,№65,СС.91-92.ペトログラード市議会の解散問題
については、ジョン ･リード・前掲書（45）、115-117頁参照。 

98） « ДСВ»,Т.1,№66,СС.93-99.
99） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.71. 
100） См.Там же. 
101） « ДСВ»,Т.1,№70,С.102. 
102） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.71. 
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本法（конституция）」という呼称で呼ばれていたことに留意されたい。そ
こでは、以下 5点についての定めを置いていた。（1）第 2回全ロシア ･ソ
ビエト大会の決定にしたがい、人民委員会議は、〔全ロシア〕中央執行委
員会に対して責任を負うこと、（2）全ての法令および重大で一般的な政治
的意義を有する命令は、〔全ロシア〕中央執行委員会に提起され、その審
議と承認を経ること、（3）反革命との闘争の措置は、〔全ロシア〕中央執
行委員会に対して責任を負う条件の下で人民委員会議によって直接実施さ

4 4 4 4 4

れうること
4 4 4 4 4

、（4）人民委員会議による〔全ロシア〕中央執行委員会への毎
週の活動報告、（5）〔全ロシア〕中央執行委員会による人民委員会議への
問合わせ権限（〔〕内および傍点筆者）。訓令の採決は、はじめに逐条で行
われ、第 1項は棄権 1、第 2項は棄権 3、第 3項はクルシンスキーの修正
案を否決したうえで、反対 1、棄権 14の賛成多数でそれぞれ採択され、
最後に棄権 5の賛成多数で一括採択された 103）。
後日、裁判所に関する布告第 1号の制定手続について、シレイデル等が

問題にした「手続上の瑕疵」とは、直接には、本訓令の、とりわけ第 2項
に対する違反を意味していたと考えられる。確かに、訓令の第 3項では、「反
革命との闘争の措置」を人民委員会議が直接実施すること

4 4 4 4 4 4 4 4

を認めているが、
そもそも、この訓令は第 3項も含めて「緊急時」を前提としておらず、い
わば「平時」における立法・行政活動の準則を定めたものにすぎない 104）。
それは全ての立法権限が全ロシア中央執行委員会に属することを確認した
法規範である。第 3項の反革命との闘争のための「措置（мероприятие）」
のなかに布告制定という法規範の創造 105）まで含まれるかどうかは当時の

103） См.Там же.
104） そもそも、革命下における「緊急時」と「平時」の区別が非現実的だとする主
張もありえよう。例えば、レーニンが、1917年 10月 25日以降続けられた「政治
権力を獲得して、搾取者の反抗を弾圧する」党の任務が、いまや「ロシアの管理
を組織するという任務」へ移行したと 1918年 4月に宣言したとき、前段の時期
を通じてロシアが「緊急時」にあったと認識することも可能だろう（レーニン「ソ
ビエト権力の当面の任務」『レーニン全集』第 27巻 244頁参照）。他方で、左翼
エス・エルのシテインベルグは、「社会的解放がもたらした大いなる歓喜が余り
にも巨大だったので、それは人民の中のどのような報復本能をも凌駕していた」
ことにより、「実際一〇月における自然発生的暴力行為の数は、…八か月前とは
比較にならぬ程少なかった」と述懐している。スタインベルグ前掲書（24）『左
翼社会革命党―1917-1921』、130-131頁参照。

105） 当時は、法令に限らず、単なる決定や命令にも「布告（декрет）」という用語
が使用され、反対に、法規範が「布告」や「決定」という名称で公布された。
См. « ДСВ»,Т.1,Предисловие,С.ⅳ.いずれであるかは結局のところ、個々の「布告」
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状況のなかでは必ずしも判然としないが、本訓令は、その採択前後の議論
状況も勘案するならば、全体として平常時

4 4 4

における人民委員会議の「立法
権限」を統制する主旨であったと理解するのが妥当であろう。
このことから、布告第 1号制定時のトロツキー決議は、人民委員会議の
布告制定権を定めた 11・4決議に直接依拠するかたちで、反革命等への対
処の必要性（トロツキー決議第 3項）を理由として、人民委員会議の「緊
急立法権」の行使を容認する（同第 4項）という論理を援用し、11・17
訓令による統制の可能性を周到に回避している意図が窺える。穿った見方
をすれば、トロツキー決議が、あえて

4 4 4

「緊急時」のレジームを宣言しなけ
ればならなかった背景には、このような人民委員会議の「立法権限」を統
制する 11・17訓令の存在が相当意識されていたからとも言えなくもない。

④全ロシア中央執行委員会（1917 年 11月 19日）
再び布告第 1号の制定過程に話を戻すと、19日午後 2時に開催された
全ロシア中央執行委員会幹部会では、裁判所に関する布告について、20
日の幹部会まで審議を延期し、幹部会の指示に沿った布告草案の見直しを
法律委員会に依頼している 106）。しかし、次の幹部会は、20日ではなく 21
日に開かれた 107）。これを受けて、19日午後 7時に開かれた人民委員会議の
会合では、「革命裁判所に関する布告案」が全ロシア中央執行委員会に回
付されるという理由で議題から取り下げられている 108）。
法律委員会における審議や、全ロシア中央執行委員会と人民委員会議と

の相互の調整について詳細を知ることはできないが、ここまでは、全ロシ
ア中央執行委員会での、すなわち、通常の立法手続

4 4 4 4 4 4 4

による布告案の最終的
な採択に向けた作業が進められていたことが窺える。

の内容から判断することになる。よく知られるものとして、「土地に関する布告」
や「平和に関する布告」があるが、「裁判所に関する布告」も、それらと並ぶソ
ビエト国家の基本的な法規範を定めた「法令」といえ、したがって、その制定行
為を「立法」と解することができよう。もっとも、この場合でも、ソビエト権力
機関が「同時に執行府であり立法府でもある」ことを忘れてはならない。

106） См.ГАРФ,Ф.1235,Оп.32,Д.3,Л.8.
107） См.ГАРФ,Ф.1235,Оп.32,Д.4,ЛЛ.1-2.
108） См.«Протоколы заседаний СНК»,С.28. 
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⑤全ロシア中央執行委員会（1917 年 11月 21日）
　召還権に関する布告案および裁判所に関する布告第 1号案の審議
11月 21日は、裁判所に関する布告第 1号の制定過程にとって決定的な
一日となった。
午後 1時に開催された全ロシア中央執行委員会幹部会では、11月 19日

の幹部会で既に 11月 20日（実際には 21日）の〔全ロシア〕中央執行委
員会への法案提出が原則的に承認されていた「改選に関する布告」が、最
初の議題にあげられた。幹部会では、この議題について、各会派での検討
の後、〔全ロシア〕中央執行委員会に〔布告案を〕提出し、審議後、調停
委員会を組織して、〔全ロシア〕中央執行委員会での最終的な採決を行う（〔〕
内筆者）とする方針について合意がなされた 109）。
ここでは改選の問題が、11月 19日以降、急遽、議題にあがってきた理

由についても触れておく必要があるだろう。それは、11月 12日に行われ
た憲法制定会議選挙の際に、エス ･エル党の候補者名簿が党の分裂以前に
提出されたものであったため、エス ･エル左派の支持層が「ソヴェト権力
を支持していたのに、反革命派の代表であるエスエル右派に投票せざるを
えな」110）いという事態が生じていたことに拠る。11月 6日の全ロシア中央
執行委員会では、この問題に関して、（分裂した）諸党派に対しては新し
く名簿を提出させるか、そうでなければ、選挙期日を延期するか、につい
ての議論が行われたが、いずれも不可能という結論に至る 111）。そのため、
「これらの名簿に対するある程度の対抗措置を講じ、選挙民がより自由に
自分の意思を反映できるようにするために 112）」、レーニンが改選権（召還
権）の実施という「真に徹底した、民主主義的な原則 113）」の実現を求めた、
という経緯がある。
その日午後 5時 30分に開かれた全ロシア中央執行委員会の会議では、
レーニンが行なった「改選の問題について」の報告にもとづき 114）、「召還

109） См.ГАРФ,Ф.1235,Оп.32,Д.4,ЛЛ.1-2. 
110）  グーセフ・前掲書（24）、121頁。
111） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.35.
112）  グーセフ・前掲書（24）、122頁参照。
113） 『レーニン全集』第 26巻 347頁。レーニンは、改選の問題を選挙人の「召還権」
として再定義し、「召還権に関する布告」案を提出した。

114） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.72.『レーニン全集』第 26巻 344-
348頁参照。 
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権に関する布告」案の審議がなされ、反対 2、棄権 1の賛成多数で ｢代表
の召還の基本原則｣ が承認された。その後、布告案を編集するために調停
委員会に回付する決定が賛成 67、反対 59で可決され、最終的な採決に向
けた調整が行われた 115）。
続いて、ストゥーチカが読み上げた裁判所に関する布告〔第 1号〕の法
案が、先に審議された召還権に関する布告案と同じ調停委員会

4 4 4 4 4 4 4

に付託され、
会議は二時間の小休止が告げられた。日付が変わり、翌 22日午前 2時に
再開された会議では、先に「召還権に関する布告」116）が採択され、その後
予定していた裁判所に関する布告〔第 1号〕案の採決は時間切れという理
由により、次回の会議に持ち越されることとなった 117）。だが、その後の展
開については、既に述べた通り、裁判所に関する布告第 1号は、22日に
人民委員会議により間隙を縫って強行された採択と『プラウダ』紙での公
表という経過を辿ることになる。
ここで改めて、トロツキー決議第 2項で言及されていた、布告第 1号の
採択を妨げたとされる「裁判所の問題とは全く別の原因」とは何であった
のかを考えてみることにしよう。21日の全ロシア中央執行委員会の最優
先課題が、召還権に関する布告の採決とされていたことは、当日の議事内
容からも明瞭に読み取れる 118）。その結果、当初予定されていた裁判所に関
する布告第 1号の採決は次回に持ち越されてしまった。では､ 召還権に関
する布告の審議・採決の手続が、他の布告の採決を不可能にするほど、混
乱した状況を招いていたのかというと、少なくとも全ロシア中央執行委員
会の議事録からそのような様子は伝わってこない。確かに、審議は長時間
深夜にまで及んだが、カレーリンは、左翼エス ･エルを代表してレーニン
の召還権に関する布告案を ｢社会主義の最小限綱領に全く適合的である｣
と述べて基本的に同意もしている 119）。本会議以外での論争の可能性として

115） 調停委員会にはボリシェヴィキから、スヴェルドロフ、アヴァネソフ、ステク
ローフ、チュドノフスキーらが、左翼エス ･エルから、カレーリン、カムコフ、
マルキンらが選出された。См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.74. 

116） СУ,1917,№3,Ст.49.; « ДСВ»,Т.1,№81,СС.115-120.
117） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.74. 
118） 全ロシア中央執行委員会の本会議の議事運営を事前調整する同幹部会の 11月

21日付議事録では、審議事項として「改選（召還）に関する布告」だけがあげら
れていたことから、この問題が最優先で取り扱われたことが分かる。См.ГАРФ,Ф. 
1235,Оп.32,Д.4,ЛЛ.1-2.

119） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.73. 
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は、布告案を編集するために設けられた調停委員会でのそれが予想される
くらいであるが、そこでの審議状況を知るための史料は管見の限り見当た
らない。確かに、調停委員会への布告案回付決定に関しては意見が割れて
いるが（賛成 67、反対 59）、その理由も明らかでなく、2時間後に再開さ
れた本会議では調停委員会から提出された布告修正案が賛成多数で採択さ
れている。このような状況から、多少の対立は考えられるにせよ、召還権
の問題、あるいはその制定プロセスに、殊更に、議事の進行を妨げ、その
後に予定されていた裁判所に関する布告第 1号の採決を不可能な状況に至
らしめるような決定的な要素があったとは到底考えられない。
その他、注目すべき出来事としては、当日の本会議冒頭に、社会民主党

統一国際主義派のカーテル他 16名が連名で 11月 16日のペトログラード
市議会の解散問題について、市議会解散の布告を制定した人民委員会議議
長レーニンを名宛人とする公開質問 120）を提出し、審議を求めているが、
それは却下されている 121）。当時、ペトログラード市議会の解散問題は、全
ロシア中央執行委員会のなかで、ボリシェヴィキや人民委員会議の活動に
懐疑の目を向けていた反対勢力にとって極めて重大な問題と受け止められ
たが、ここでも、この問題が直接に議事を妨げたという事実は確認できな
い。
結局、トロツキー決議が何をもって「裁判所に関する布告の採決を妨げ

ている原因」としているのかは、当日の議事内容からは明らかにならない。
④の 11月 19日の人民委員会議も、全ロシア中央執行委員会の立法作業の
遅れに一定の配慮を示して議題を取り下げており、ここで見てきた 21日
の全ロシア中央執行委員会での議事の様子からも、布告の採択にとって致
命的な混乱や分裂はとくに見られなかった。それなのになぜ、ボリシェビ
キの人民委員会議は、布告の制定をあのように強引な手法で行ったのか。
布告を起草したストゥーチカは、後に、レーニンが旧裁判所の破壊と旧法
の廃止をうたった布告第 1号草案を熱烈に支持し、司法人民委員部を「最
も革命的な人民委員部」と賞賛したこと、そのレーニンが人民委員会議単
独立法での布告制定に同意したのは、全ロシア中央執行委員会でそれが採
択された場合に、「連立政党」のエス ･エル左派および一部の「国際主義者」

120） См.Там же. С.77.
121） См.Там же. С.72.
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による激しい抵抗を受けることが予測され、それを避けるためだった、と
述懐している 122）。もし、ストゥーチカのこの回想が事実だとしたら、そこ
には「緊急性」の客観的条件があったとは到底考えられず、よって、布告
第 1号の制定手続の「合法性」を担保する唯一の根拠と思われた「緊急性」
の具体的条件が疑われ、政治的打算が優位していた以外の何ものでもなく
なってしまうことになる。我々としてはこの状況をどう理解したら良いの
だろうか。そのためには、裁判所に関する布告第 1号制定後に全ロシア中
央執行委員会で行われた次の議論が参考になると思われる。

⑥全ロシア中央執行委員会（1917 年 11月 23・24日）
　布告制定手続の「違法性」の問題
11月 23日の全ロシア中央執行委員会幹部会では、11・17訓令を制定す
る直接の契機となった市議会解散問題と並んで、つい前日に人民委員会議
単独の布告として事実上制定された裁判所に関する布告第 1号に関する
「ペトログラード市議会解散の問題および裁判所に関する布告に関する質
問」が提起されており、これにつき幹部会内では合意を得られなかったた
め、全ロシア中央執行委員会を翌 24日まで延期することが決定され
た 123）。このときの幹部会における争点は、おそらく、24日の本会議におい
て以下の論争として展開されたものと関連しているのだろう。

24日午後 9時に開催された全ロシア中央執行委員会では、左翼エス ･
エルのカレーリンが、ペトログラード市議会の解散に関する布告の制定手
続における「違法性」の問題を提起し、｢〔全ロシア〕中央執行委員会の基
本法〔11・7訓令〕｣ に違反する人民委員会議の布告の取消しを認める決
議案を提出したとき、ボリシェビキのステクローフは、「市議会解散の布
告は、〔全ロシア〕中央執行委員会の基本法を採択するよりも以前に公布

4 4 4 4 4

された
4 4 4

のであるから、〔訓令に対する〕違反には該当しない」（〔〕内およ
び傍点筆者）とこれを否定し 124）、さらに、この発言と全く同じ内容を決議
案に盛り込む周到さをみせた 125）。確かに 11・17訓令の採択が、その直前

122） См.Стучка П.И .«Избранные произведения по марксистско-ленинской теории 
права.»,Рига,1964,С.344.

123） См.ГАРФ,Ф.1235,Оп.32,Д.5,Л.4.
124） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,СC.83-84.
125） См.Там же.С.85.; « ДСВ»,Т.1,№92,С.138.ペトログラード市議会の選挙に関する
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の人民委員会議による独断的な
4 4 4 4

市議会解散の布告制定が直接の契機となっ
た事実に則して考えれば、事後

4 4

法禁止の観点からのステクローフの主張に
矛盾はない。しかし、彼のこのあまりにも形式的な法解釈は、ボリシェヴィ
キがこの「基本法（訓令）」に対して相当な ｢後ろめたさ｣ を抱いていた
ことの表裏でもあろう。
一方、幹部会で了承された裁判所に関する布告については、その日に審

議されることがなく、翌 25日と 12月 1日の全ロシア中央執行委員会でも
「裁判所に関する布告」が議題にあげられていたものの、結局一度も審議
されることはなかった 126）。
ここでカレーリンが非難していた ｢違法な｣ 制定手続は、本質的

4 4 4

には、
裁判所に関する布告の立法にも向けられていた可能性がある。なぜなら、
24日の全ロシア中央執行委員会では、それぞれ別の議題として提起され、
その日の本会議では市議会解散問題だけが先に審議されているが、もとも
と、幹部会では、二つの問題は一つの議題「ペトログラード市議会解散の
問題および裁判所に関する布告に関する質問」として扱われ、市議会解散
問題の「本質」は、カレーリンが本会議で述べているように「〔全ロシア〕
中央執行委員会と人民委員会議の関係に関する基本法・規則〔11・17訓令〕
に対する明白な違反 127）」であったとするならば、同様の「手続的な瑕疵」は、
裁判所に関する布告第 1号についても指摘し得る問題でもある。もっとも、
布告第 1号の場合には、トロツキー決議に基づく人民委員会議の ｢緊急立
法｣ としての ｢合法性｣ が担保され（｢緊急性｣ の客観的判断は困難だが）、
市議会解散に関する布告の場合と全く同じとは言い切れないにせよ、いず
れの場合も、11・17訓令を無視して人民委員会議の単独立法を既成事実
化した点では「同罪」であろう。
あるいは、ステクローフが、市議会解散問題の ｢本質｣ は、十月武装蜂

起以前に選挙された市議会の正当性を改めて問い直すことだと主張したと
き、再選挙の「目的」が市議会解散の「手続的、副次的な問題 128）」に優位

全ロシア中央執行委員会の決議の第 4項では、「市議会解散に関する布告が、〔全
ロシア〕中央執行委員会による委員会の基本法〔11・17訓令〕を採択する以前に
採択されており、〔全ロシア〕中央執行委員会は、人民委員会議の布告を承認し、
11月 27-28日に選挙を実施することを決定する」（〔〕内筆者）ことが確認された。

126） См.«Протоколы заседаний ВЦИКⅡсозыва»,С.78,89,119. 
127） Там же.С.83.
128） Там же.С.83.
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すると考えられたのかもしれない。両者の主張は､決して交わることなく、
最後は「数の優位」でステクローフの決議が採択された 129）。
上述の論争を左翼エス ･エルの ｢本質論｣ の観点からみたとき、裁判所

に関する布告第 1号の制定過程も、（市議会解散と同様に）その「手続的
な瑕疵」により非難の対象となり得るということが明らかとなる。しかし、
そこでの非難は、単に手続の「違法性」に向けられていただけではなく、もっ
と重大な意味において、すなわち、人民委員会議という当時まだ暫定的政
府に過ぎなかった組織の活動を全ロシア中央執行委員会の統制のもとに置
くことを企図して制定された 11月 17日「基本法（訓令）」の原則が、事
実上反故にされたことに対する厳しい非難であったと解することもできよ
う。左翼エス ･エルのシレイデルが党の創立大会において裁判所に関する
布告第 1号の制定に断固として反対したのは、布告の規範内容の問題以前
に、そのような人民委員会議による一連の布告の「超法規的」立法の事実
を前に、「基本法（訓令）」の意味が失われてしまうことに対する強い懸念
を抱いたためであったのではないだろうか。革命政権が「決定的な岐路」
に立たされているというシレイデル発言は、まさにそのような危機感を表
明したものであった 130）。

おわりに

本稿では、十月武装蜂起から一ヶ月と経たないうちに革命政府が直面し
なければならなかった「裁判所をどうするか」という問題に関する最初の
試練に際して、ボリシェヴィキの人民委員会議が自らの強行的措置によっ
て自己の活動の限界を打ち破ったことを見てきた。そこでは人民委員会議
が全ロシア中央執行委員会の 11月 17日「基本法（訓令）」の原則を無視
して、専ら「緊急性」を理由とした単独立法に踏み切った様子が描かれて

129） См.Там же. С.83. なお、ペトログラード市議会の選挙に関する全ロシア中央執
行委員会の決議に際しては、人民委員会議の布告の取消しを要求したカレーリン
の対案が提出され、一度目の採決では、カレーリン案 85、ステクローフ案 84、
続いて行われた「やり直し」の記名式採決で、ステクローフ案 88、カレーリン案
85の結果となり、ステクローフ案が採択されている。См.Там же. СC.83-85.

130） См.«Партия левых с.-р. »,Т.1,С.128.シレイデルの発言自体は、同党のガチンス
キーが引用している部分に拠る。
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いた 131）。このロシア革命史の一断章では、人民委員会議が「基本法（訓令）」
を遵守しながら活動する可能性もなお示唆されていたのであり（上述のカ
レーリンの議論に代表される左翼エス ･エルの主張）、そこからは、裁判
所に関する布告第 1号とは別の方途による司法制度建設の可能性もありえ
たはずであった。だが、そのような可能性は、ペトログラード市議会解散
の布告や裁判所に関する布告第 1号の制定における政治的実践のなかで人
民委員会議によってことごとく葬り去られたこともまた事実である。
このようなソビエト司法誕生の最初の歴史過程は、後のソビエト司法制

度の未来の方向性を大きく旋回させた出来事として歴史のなかに刻まれる
必要があるだろう。
また、ソビエト憲法理論における司法の独立の否定については、本稿に

は余る課題であるため、ここでの拙速な結論は避けねばならないが、それ
でも、上述の経緯との関係で、以下の点についてだけでもここで確認して
おく意義はあるだろう。
布告第 1号を起草したボリシェヴィキのストゥーチカは、1918年の 1

月に公表した「新旧の裁判所」と題する論文のなかで ｢我々にとっての現
実的な権力分立原則は、労働の機能分配を意味するにすぎず、ソビエトに
おける権力は、当然に、立法、執行、司法を包含した単一の権力でなけれ
ばならない｣ と述べてソビエト国家における権力集中論を定式化すると同
時に、｢裁判の独立の原則の見せかけだけの侵害に関するいかなる考慮に
も根拠はない｣ として独立した司法の観念を否定した 132）。
本稿では、そのような権力観に依拠したボリシェヴィキの人民委員会議

が革命の実践のなかで裁判所に関する布告第 1号の制定を自らの「強引な」
手法により成し遂げたことを史料的に跡づけた。これに対しては、革命政
府のもう一方の当事者であった左翼エス ･エルが、共同権力論と司法の独
立を尊重する立場から 133）、全ロシア中央執行委員会を足場にして人民委員

131） もっとも、マクシモヴァによれば、そもそもボリシェヴィキは、革命期におけ
る権力奪取に関しては、いかなる場合でも、何らの形式的、法的制限には従わな
いということが、党の立場として堅持されていたという。См.Максимова,Указ. 
соч.,С.7. 

132） См.«Материалы НКЮ»Вып.2,М.,1918,С.14. 
133） 左翼 エス ･エルのイデオローグの一人であったチェレパーノフは、党綱領につ
いての審議のなかで、「権力分立」の原理は、ボリシェヴィキが言うような「ブル
ジョワ的偏見」ではなく、裁判所の再編にとって有用な原則であることを認め、
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会議による身勝手かつ「違法な」行動に歯止めをかけるべく行動した様子
もまた明らかにし得た。裁判所に関する布告第 1号は、そのような両者の
せめぎ合いのうちに成立をみた一つの歴史的帰結でもあり、その成立過程
における特殊歴史的条件の評価を抜きにしては、司法の独立を否定したソ
ビエト憲法理論の評価に関しても、かつての硬直化したドグマを克服する
ための視座を獲得することは困難であろう。
ストゥーチカが後に総括しているように、布告第 1号の核心が旧裁判所
の解体と全ての旧法の廃止という命題に集約されるものだとしたら 134）、
｢破壊｣ の後の「創造」はその後の司法制度建設プロセスに委ねられるこ
とは明らかである。そして、この新たなソビエト司法「創造」の課題は、
裁判所に関する布告第 2号を準備することになる左翼エス ･エルの司法人
民委員部に引き継がれていく。このことは、布告第 1号の制定の際に人民
委員会議によって封殺された左翼エス・エルの共同権力論や独立した司法
の可能性が、今度はソビエト司法の建設プロセスのなかで追求されていく
ことを含意していた。ソビエトにおける司法の独立の成否もそのような過
程との関連のなかで再評価されるべき課題であるということを最後に記し
て、その本格的な研究は他日を期すことにして本稿を閉じることとしたい。

裁判官が、立法・行政権から独立して、ソビエトのみに従い、適時ソビエトにお
いて行政機関や立法機関の不備を報告することを担保するための重要で価値ある
原則であることを認めていた。См. «Партия левых с.-р.»,Т.1,СС.477-478.,СС.480-481.

134） См. Стучка П.И. «Революционная роль советского права» изд.2-ое,М.,1932,С.109. 
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