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はじめに

　メドベージェフ大統領は、すでに大統領就任

前の選挙キャンペーンの段階から「汚職との闘

い」を最重要課題の 1つとして掲げ、2008年 5

月の大統領就任直後から、汚職対策のための法

制度上の改革を積極的に推し進めた。しかし、

そうした中で、2009年には警察⑴をめぐる数々

の不祥事や内部告発などが起こり、国民の大き

な注目を集めることとなった。それは、政権が

進める汚職対策の有効性を疑わせるとともに、

国家機関、とりわけ一般国民に近い存在であ

り、規律の緩みと汚職、違法行為が問題になっ

ていた警察に対する信頼を大きく揺るがすこと

となった。

　こうした状況を受けて、メドベージェフ政権

の汚職対策は再強化された。とりわけ2009年末

からは、大統領みずからがイニシアチブをとる

形で警察の改革が開始されている。それは、警

察の組織改革や機能の見直し、警察官の規律強

化や再教育といった措置から、警察官の職務違

反・犯罪に関する規定の明確化や罰則強化にも

及んでいる。また、こうした観点から、「警察

に関する連邦法」（以下「警察法」）の改正法の

立案作業が進められている。一方、2010年 4 月

には、従来の汚職対策の執行状況の分析に基づ

き、全般的な汚職対策の指針として「汚職対策

国家戦略」が策定されるとともに、「2010-2011

年の汚職対策国家計画」が新たに策定され、大

統領令によって承認されている。

　本稿では、これまでの経緯を踏まえ、警察改

革関連法令の内容及び新警察法案の立案状況、

並びに「汚職対策国家戦略」及び「2010-2011

年の汚職対策国家計画」の概要を紹介する。

Ⅰ　汚職対策の再強化に至る背景

1　2008～2009年の諸措置

　メドベージェフ大統領は、大統領就任直後の

2008年 5 月19日、「汚職対策に関する諸措置に

ロシアにおける汚職対策の強化と警察改革

海外立法情報課　　堀内　賢志

⑴　ロシアの警察組織は、大きく「犯罪警察」（криминальная милиция）と「治安警察」（милиция общественной 
безопасности）に分けられる。前者は予審手続にかけられるような重要度の高い犯罪の摘発などを任務とし、

後者はその名の通り社会や一般市民の安全を守り、また、より重要度の低い犯罪の摘発などを任務とするもの

である（「警察法」第 8 条、第 9 条）。犯罪警察は連邦内務省のみに従属しているが、治安警察はかなりの部分

が連邦構成主体に従属している。以上を含む、連邦レベルから末端レベルまでの組織全体が、「内務機関」

（органы внутренних дел）と総称される。
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ついての大統領令」に署名し、ナルィシキン大

統領府長官を議長とする、大統領直属の汚職対

策評議会を創設した。この評議会において、汚

職対策のための諸措置を規定した「汚職対策国

家計画」が策定され、2008年 8 月に公布された。

また、同国家計画に基づき、「汚職対策の基本

原則、汚職防止の法的及び組織的根拠並びに汚

職との闘い、汚職による違法行為の最小化及び

（又は）その一掃」について定めた「汚職対策

に関する連邦法」（以下「汚職対策法」）が策定

され、2008年12月25日に成立している⑵。

　さらに、「汚職対策国家計画」に規定された

諸措置を実行し、また「汚職対策法」の規定を

具体化していく作業が進められた。とりわけ注

目されたのは、公務員の資産申告に関する措置

である。汚職対策法は、公務員の収入・資産・

債権に関する情報の申告について、本人だけで

なく、配偶者や未成年の子の情報についても申

告することを義務付けていた。2009年 5 月18日

に発令された一連の大統領令によって、申告が

義務となる国家機関や国営企業とその職の一

覧、申告する内容や形式が具体的に規定され、

また、それを各機関の公式ウェブサイトに掲載

することなどが義務化されている⑶。2009年 7

月17日連邦法第172号「規範的法令及び規範的

法令案の反汚職的審査に関する連邦法」では、

検察官や司法関係機関などが、「人・市民の権

利・自由・義務」、あるいは国家・自治体の所

有物・職務・税・財政その他に関する法令につ

いて、汚職対策の観点から審査を行うことを規

定している⑷。2010年 4 月の汚職対策評議会会

議におけるナルィシキン大統領府長官の報告に

よれば、80万件以上の法・法案が審査を受け、

それらにおいて約48,000の汚職に関連した問題

が明らかになったという⑸。

　もっとも、これらの措置は基本的には汚職を

予防するための法制度上・組織上の基盤を作っ

たものであり、罰則の強化や組織改革などを含

めたより積極的な改革措置を欠いていた。とり

わけ一般国民にとって身近な問題である警察の

汚職については、より実効性のある措置が求め

られていた。メドベージェフ大統領自身、2009

年 2 月に行われた内務省幹部会拡大会議におい

て、汚職対策措置を内務機関を含めた各国家機

関の職員に対して強化していくことに言及し、

その際、特に警察官による違法行為の問題を挙

げ、「どんな小さな違法行為さえも根絶する」

必要があると言明していた⑹。

2 　警察官による不祥事・内部告発

　そうした矢先、その警察への国民の信頼を大

きく揺るがす事件が続発する。中でも、ロシア

国内に衝撃を与えたのが、2009年 4 月に起きた

モスクワ市ツァリツィノ警察署長デニス・エフ

⑵　2008年の「汚職対策国家計画」の概要、連邦法「汚職対策について」の概要・全訳、それらの策定の背景につ

いては、津田憂子「メドベージェフ政権の汚職対策」『外国の立法』No.240, 2009.6, pp.225-237.を参照。

⑶　一連の大統領令はロシア連邦大統領ウェブサイトから参照できる。

〈http://archive.kremlin.ru/text/news/2009/05/216448.shtml〉　以下、インターネット情報はすべて2010年 7 月29

日現在である。

⑷　Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"『 ロ シ ア 新 聞 』

2009.7.22. 〈http://www.rg.ru/2009/07/22/expertiza-dok.html〉
⑸　«Стенографический отчёт о заседании Совета по противодействию коррупции»（「汚職対策評議会会議

に関する速記録」）ロシア連邦大統領ウェブサイト〈http://www.kremlin.ru/transcripts/7365〉
⑹　«Вступительное слово на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел»（「内務省

幹部会拡大会議における開会発言」）ロシア連邦大統領ウェブサイト

〈http://archive.kremlin.ru/appears/2009/02/06/1304_type63376type63378_212563.shtml〉
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シュコフによる銃乱射事件である。深夜、妻と

の喧嘩で逆上して家を飛び出したエフシュコフ

は、自分が乗ったタクシーの運転手を射殺し、

その後スーパーマーケットで無差別に銃を乱射

した。合わせて 2 名が死亡、 7名が負傷する惨

事となった。しかも後の調べで、エフシュコフ

が使用した銃は、北カフカスの内務機関で盗難

され捜索中のものであることが判明した。これ

を受けて、ルシコフ・モスクワ市長とも近いと

言われたプロニン・モスクワ市内務総局長らが

メドベージェフ大統領によって解任された⑺。

また、翌 5月にはモスクワの警察官による妊婦

のひき逃げ事件が起こり⑻、さらに 6 月にはモ

スクワのブヌコヴォ空港で 3 名のモスクワ内務

局員が旅客のビジネスマンのバッグから3000万

ルーブルを盗んだ容疑で逮捕されるなど⑼、警

察官による不祥事が相次いで話題を集めること

となった。

　こうした不祥事に加えてセンセーショナルな

話題となったのが、クラスノダール州ノヴォロ

シイスク市の警察官アレクセイ・ディモフスキ

ーによる、インターネットを利用した警察の腐

敗の実態と警察官の劣悪な待遇の告発である。

彼は2009年11月 5 日、個人ウェブサイトと動画

共有サイト“Youtube”上に、プーチン首相と

全警察幹部に訴える 2つの映像を公開した。そ

こで彼は、検挙率を上げるためにありもしない

犯罪のでっちあげが行われていることや、ノヴ

ォロシイスク市内務局長チェルノシトフから無

実の人物を投獄するよう言われたことなどを暴

露した。また、月給14,000ルーブルという自己

の待遇（ロシアの平均月収は20,000ルーブル程

度）や、土日や祝日も無休で働くことを余儀な

くされているという過重労働の実態を訴えてい

る⑽。この映像は、11月 9 日までに170万回の

アクセスがあったとされ、メディアでは「ディ

モフスキー症候群」という言葉が飛び交うよう

になった⑾。

　先述のように、すでに2009年 2 月の会議でメ

ドベージェフは警察改革の必要性に言及してい

たが、こうした諸々の出来事によってそれを強

く求める社会的気運が醸成されることになっ

た。こうして2009年末より、警察改革が開始さ

れることとなる。

Ⅱ　警察改革に関する諸措置

1　2009年12月の大統領令

　本格的な警察改革が開始される端緒となった

のは、2009年12月24日大統領令第1468号「ロシ

ア連邦内務機関の活動の改善に関する措置につ

いて」の発令である⑿。同大統領令の冒頭には、

⑺　«Евсюков, Денис» Лента.Ру , 2010.6.8. （「デニス・エフシュコフ」『レンタ・Ru』）
〈http://lenta.ru/lib/14197363/〉
⑻　«Расследовать дело милиционера, насмерть сбившего беременную женщину, будут... его бывшие 

коллеги» Комсомольская правда , 2009.5.23. （「妊婦を轢き殺した警察官の事件の捜査は…彼の元同僚たちが

行う予定である」『コムソモリスカヤ・プラウダ』）〈http://kp.ru/daily/24298/492584/〉
⑼　«Милиционеры воровали миллионы во Внукове» Infox.ru , 2009.6.16. （「警察官たちがヴヌコヴォで多額

の現金を盗んだ」『インフォクス・Ru』）
〈http://www.infox.ru/accident/crime/2009/06/16/Milicionyeryy_vorova.phtml〉
⑽　«Пусть увольняют, устал терпеть» Газета.Ru , 2009.11.6. （「どうぞ解雇すればよい。我慢するのに疲れた」

『ガゼータ・Ru』） 〈http://www.gazeta.ru/social/2009/11/06/3281534.shtml〉; «Милицейское видео дошло до 
Кремля» Коммерсантъ , 2009.11.9. （「警察官のビデオはクレムリンまで届いた」『コメルサント』） 〈http://
www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1271475〉

⑾　«Дымовский, Алексей» Лента.Ру , 2010.4.6. （「アレクセイ・ディモフスキー」『レンタ・Ru』） 
〈http://lenta.ru/lib/14201590/〉
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これが公布されることになった理由が具体的に

記されている。すなわち、「ロシア連邦内務機

関は、市民の生命・健康・権利・自由の擁護に

関する、最も重要な国家的機能を果たしてい

る」とした上で、「ここ最近、警察職員による

法秩序と職務上の規律違反の事例が度重って起

こり、それが社会において深刻な否定的反応を

呼び起こし、政権の権威を貶めていること」、

及び「ロシア連邦内務機関の現在の構造、その

活動の実施、警察の人事、財政、物資・技術上

の供給が、現代的な要請に適合しておらず、こ

れらを近代化する必要があること」が、同大統

領令の措置の背景にあるとされている。

　同大統領令の措置の基本となっているのは、

内務機関の組織や財政に対する連邦政府の直接

的な統制を強化し、その中で、職員の 2割削減

といった具体的な基準を示して人員削減や部

局・機能の統廃合を含めた組織の合理化を促

し、同時に、給与の保障・引き上げや賞与の支

給などを行うことで、警察官に対し、汚職に手

を出さず、本来の職務を正しく果たすよう促す

ことである。ディモフスキーも訴えていたよう

に、警察官は給与や社会保障、業務体制等にお

いて劣悪な状況に置かれており、そうした実情

が警察官の汚職を促す要因の 1 つとなってい

る。警察官の 4割は連邦構成主体の予算によっ

て雇用されていることもあり、連邦構成主体の

財政状況が、警察官の生活に直接影響を与える

ことになる⒀。このため、連邦政府が警察官の

給与を保障すると同時に、適切な金銭的インセ

ンティブを付与することが必要とされた。その

ための財政を確保し、警察官の過重な負担を軽

減するためにも、組織・機能の合理化が必要と

なる。

　大統領令では、具体的な措置として、まず連

邦政府に対し、次のような内容を規定した法案

や大統領令の改正案などを、早急に作成するこ

とが求められた。①2012年 1 月 1 日から、治安

警察の財政を連邦予算からの支出のみによって

まかない、また治安警察の職員の構成や人数、

下位機関の創設・再編・廃止の手続も連邦政府

が規定する。②職員の削減による余剰予算など

を利用して、内務機関職員への金銭的インセン

ティブを与えるために財政割当を増加させる。

③内務機関の組織と構成の合理化、警察本来の

業務ではないものを移管することによる機能の

合理化⒁、幹部や後方勤務要員の供給に関する

改善、内務省の専門教育機関の再編や教員候補

者の選抜計画の修正など、組織・人事上の改善

を行う。④内務機関職員の居住を保障するため

のプログラムを作成する。

　また内務省に対して、次のような任務が与え

られている。①2012年 1 月 1 日までに、内務機

関の職員を20%削減する。また内務省の部局数

も削減し、地域機関の幹部数への制限も導入す

る。②諸職務のための候補者の選抜手続につい

て、道徳・モラルや精神的な資質を考慮し、そ

の専門性を向上させることを目的として再検討

する。③犯罪対策と社会的安全の保障というそ

の役割に応えるように、内務機関の機能の重複

の解消や権限の分割、職員数の再配分などを念

頭に置いた形で、内務機関の構造の改善に関す

る提案を作成する。④幹部職員の定期的な配置

転換を実施する。⑤職員に対する専門的な反汚

⑿　Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1468 "О мерах по совершенствованию 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации"『ロシア新聞』2009.12.28.

〈http://www.rg.ru/2009/12/28/mvd-dok.html〉
⒀　«Опорный пункт для милиции» Российская Газета , 2009.12.28.（「警察にとっての拠点」『ロシア新聞』） 
〈http://www.rg.ru/2009/12/28/mvd.html〉
⒁　これに関しては、後に触れる2010年 2 月の大統領令で、具体的ないくつかの機能の移管が規定されている。



163外国の立法 245（2010.9）

ロシアにおける汚職対策の強化と警察改革

職教育プログラムを実施する。⑥内務機関の活

動に関する科学的な根拠を持った評価システム

を構築する。

2 　2010年 2 月18日の大統領令と法案

　この2009年12月の大統領令に続き、2010年 2

月18日には、さらに踏み込んだ内容の警察改革

措置が打ち出されることとなった。この日メド

ベージェフ大統領は、より具体的な警察の改革

措置を盛り込んだ大統領令に署名すると同時

に、 2名の内務省次官を含む18名の内務機関幹

部の刷新を行い、さらに、内務機関改革に関す

る諸法案を下院に提出したのである。メドベー

ジェフ大統領は、同日に開催された内務省幹部

会拡大会議で、これらの大統領令・法案の概要

を発表するにあたって、次のように発言し、改

革の必要性を訴えている。「皆さんもよくご存

じのように、我々の市民、我々の社会は、内務

省の活動に対し非常に厳しい要求を持ってお

り、皆さん全てに対し、効率的な仕事と高いプ

ロフェッショナリズムを期待している。それに

加え、内務省における一連の事件が、非常に大

きな社会的反響を呼び起こしており、率直に言

って、内務省とその職員の権威に影響を与えて

しまっている」⒂。

⑴　内務機関改革に関する大統領令の発令

　この日発令された大統領令第208号「ロシア

連邦内務省の改革実施に関するいくつかの措置

について」は、前年12月の大統領令の方向性に

則りつつ、より具体的な改革措置を打ち出した

ものである⒃。まず連邦政府に対して、2010年

12月 1 日までに、新たな「警察法」の法案を作

成し、下院に提出することが命じられている。

現在の警察法⒄は、ソ連時代の1991年 4 月にロ

シア共和国最高会議によって採択されたもの

が、改正を重ねる形で現在に至るまで効力を持

っており、しかもその改正の中でいたずらに警

察の機能が拡大されていったという⒅。新たな

警察法案においては、「犯罪の阻止と社会秩序

の保障という警察の活動の基本的な目的」を定

義し、また「重複し、余分で、警察本来のもの

ではない機能を排除」するよう求めている。

　この、機能のスリム化という課題について

は、同大統領令ではさしあたり次の 3 つの内務

省の機能の移管が挙げられており、これに関す

る提案を連邦政府が 6か月で作成し提出するこ

ととされている。①外国人市民や市民権を持た

ない人々を国外に退去させる機能を、連邦移民

局に移管する。②内務機関付属泥酔者医療保護

室を保健監督機関の業務に移管する。③自動車

輸送手段とその連結車の技術的点検を実施する

権限を移管する（ただしその技術的点検の実施

の国家管理を行う権限は内務省国家道路交通安

全検査官の管轄下に維持する）。

　他方、内務機関職員の待遇や社会保障の強化

という面で、職員のインセンティブとなるよう

な給与の引上げと特別な住宅基金の創設のため

の追加的支出を2010年予算執行において行い、

また2011〜2013年の予算案作成にもこの支出を

⒂　«Работу по реформированию МВД Президент будет держать под личным контролем»（「大統領は内務

省改革の作業を個人的な監督下に置く」）ロシア連邦大統領ウェブサイト〈http://www.kremlin.ru/news/6909〉
⒃　Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2010 г. № 208 "О некоторых мерах по 

реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерации" 『ロシア新聞』2010.2.19.
〈http://www.rg.ru/2010/02/19/reforma-dok.html〉
⒄　Федеральный закон от 18 апреля 1991 г. № 1026-I "О милиции" 「ガラント」法令データベース

〈http://base.garant.ru/10103710.htm〉

⒅　«Поменять менталитет» Российская Газета , 2010.4.6. （「メンタリティーを変える」『ロシア新聞』）

〈http://www.rg.ru/2010/04/06/militsya.html〉
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盛り込むという措置も、連邦政府に対して命じ

ている。

　一方、内務省に対しても、20ある鉄道・水

上・航空輸送内務局を、その現職員数を再配分

して、 8つの内務省連邦管区輸送局へと再編す

ることや、ロシア国内の「閉鎖都市」（軍事的

理由などから外国人の立入り等が制限された都

市）の内務機関を連邦構成主体の特別管理施設

に従属させるといった組織再編が命じられてい

る。さらに、内務省の中央機関及びその下位機

関の構造と職員数の合理化が規定されており、

特に、そこにおける常勤職員の数を19,970人か

ら10,000人へと大幅に削減することが命じられ

ている。

⑵　内務省の人事に関する大統領令の発令

　この大統領令の発令と同時に、 2 名の内務次

官、及び16名の中央・地方内務機関幹部の解

任、並びにそれらの後任者の任命に関する諸大

統領令が発令されている。この際に解任された

次官の 1人、アルカージー・エデレフは、チェ

チェン共和国を含む北カフカス地域の警察組織

を監督する立場にあった人物である。この人事

は、2009年 4 月にチェチェンにおける反テロ特

別治安体制が終了したことと関係しているとみ

られている。

　新たに任命されることになった 2 名の次官

は、ともに大統領府の幹部であり、文官であっ

た。これまで、内務省で文官から次官に任命さ

れた例は、 1 人しかなかったという。エデレフ

に代わって北カフカスを監督するセルゲイ・ゲ

ラシモフは、大統領府の「市民の憲法的権利保

障局」で副局長の地位にあった。もう一人の次

官、セルゲイ・ブラヴィンは、「ソ連邦におけ

る適法性の法的保障とその実現メカニズムにお

ける内務機関の地位」という論文で修士学位を

取得し、内務省での勤務を経て、大統領府国家

法務局長となっていた人物である。彼は内務省

の活動の適法性を確保する任務を担うこととな

った⒆。これらの人事には、警察の活動に対

し、文官による、法的な側面を重視した統制を

強化しようとする意図を見ることができよう。

内務次官以外の16名の解任された幹部たちは、

密輸に関わった嫌疑をかけられている者や、そ

の管轄地域の警察が不祥事を起こした者などで

あり、懲罰的な意図を有する更迭とみられる。

⑶　内務機関改革関連法案の提出

　同じ 2月18日、メドベージェフは内務機関改

革に関連する 3つの法案を下院に提出したが、

そのうち 2つが、警察官の職務違反や犯罪に関

する規定の明確化や罰則強化の内容を含むもの

であった。これらの法律は2010年 7 月22日に成

立している。

　その 1 つ、「ロシア連邦の各法令の改正に関

する連邦法」⒇は、現在の警察法と、1992年12

月23日「ロシア連邦内務機関における職務に関

する規程及び内務機関職員の誓約書の承認に関

するロシア連邦最高会議決定」�の改正法であ

る。同法の主眼の 1 つは、警察官・内務機関職

⒆　«Генеральное увольнение» Российская Газета , 2010.2.19.（「大規模解雇」『ロシア新聞』）

〈http://www.rg.ru/2010/02/19/otstavka.html〉
⒇　Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2010 г. N 156-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 『ロシア新聞』2010.7.26.
〈http://www.rg.ru/2010/07/26/milicia-dok.html〉
�　Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 года № 4202-1 "Об 

утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации"「ガラント」法令データベース

〈http://base.garant.ru/1305454/〉
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員の職務違反と解任事由をより詳細に規定する

ことにある。上述の最高会議決定の第58条には

内務機関職員の解任事由が規定されており、そ

の 1 つに「深刻な規律違反」が挙げられている

が、何が「深刻な規律違反」であるのかは記さ

れていない。同法では、この最高会議決定の第

34条「内務機関における職務上の規律」への大

幅な追加がなされており、「職務上の規律違反」

に関して明確に定義したうえで、解任事由とな

る「職務上の深刻な規律違反」として、「ロシ

ア連邦法によって確立された禁止や制限を内務

機関職員が遵守しないこと」をはじめとする15

の項目が列挙されている。さらに、警察官の解

任事由として、「文書による懲戒処分がある中

で、再三にわたり職務上の規律に違反するこ

と」などが付加されている。

　もう 1 つの法律、「ロシア連邦刑法典及びロ

シア連邦刑事訴訟法典の改正に関する連邦法」�

は、内務機関職員の犯罪に対する罰則の強化や

明確化に関わる法律である。同法において特に

目をひくのは、刑法典への改正として、刑罰の

加重事由に「内務機関職員による故意の犯罪の

実行」という項目を付加した点である。また、

内務機関職員が「所定の手続で発令され法に反

していない上官の文書による命令を故意に執行

せず、それが市民又は組織の権利及び法的利益

に対し、又は法によって守られる社会若しくは

国家の利益に対し、深刻な損害を与えた場合」

に、 6か月以下の禁固刑、又は、一定の職務や

活動に従事する権利の剥奪を伴う 3 年以下の懲

役となること、また当該犯罪が集団や事前の共

謀によって行われた場合には 5年以下の懲役と

なることなどが規定されている。

　下院におけるこれらの法律の審議の過程で

は、とりわけ内務機関の職員が行った犯罪であ

ること自体を刑罰の加重事由とする改正点が、

内務機関への差別、あるいは名誉棄損であると

して強い反発を受けた。これについては、憲法

裁判所の専門家からも、なぜ内務機関だけが対

象になるのかという疑問が付され、逆にその対

象を法保護機関�の職員全般に広げるべきでは

ないかという提案がなされた。また、上官の文

書命令を執行しないことを犯罪とすることにつ

いても、内務機関の取調官や捜査官などは手続

上の自律的権限を持っているのであり、問題に

なるのは上官の命令ではなく、法規範に違反し

ているかどうかではないかという疑問が出され

ていた�。

3 　内務省による対応と新「警察法」案の作成

　こうした警察改革を統括する責任を、ヌルガ

リエフ内相が負うこととなった。彼は、2009年

12月の大統領令の規定に従って、2010年 2 月11

日に「（ロシア連邦内務機関職員のしかるべき

道徳・心理状態の保障に関する作業を組織する

ことを目的とした）ロシア連邦内務機関の職務

上の活動の道徳・心理保障について」という命

令�を発令している。先述のエフシュコフによ

�　Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2010 г. N 155-ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно процессуальный кодекс Российской 
Федерации" 『ロシア新聞』2010.7.26. 〈http://www.rg.ru/2010/07/26/izmen-kodeks-dok.html〉

�　法保護機関（правоохранительные органы）とは、「市民の生命・健康、その名誉・尊厳、及び個人の権利・

自由・法的利益の保護、並びに社会の物質的・精神的な利益・価値、国家主権、領土的一体性、及び国家の安

全の防衛の問題」に関わる機能を果たす機関とされ、具体的には内務機関、保安機関、検察機関などを指す。

В. С. Четвериков, Правоохранительные Органы, Издательский Дом «ИНФРА-М», 2001 г., С.9.
�　«О реформе МВД и прочих структур» Эксперт , 2010.4.19.（「内務省とその他の組織の改革について」『エ

ク ス ペ ル ト 』）〈http://www.expert.ru/columns/2010/04/19/raznoe/〉; «Долговые обязательства: Госдума 
запустила милицейскую реформу» Российская Газета , 2010.4.19.（「約束手形：下院は警察改革を開始」『ロ

シア新聞』）〈http://www.rg.ru/2010/04/19/mvd.html〉
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る銃乱射事件が彼の精神的な資質の問題とされ

たこともあり、警察官の精神的、道徳的な資質

を保障するための措置がとられることとなった

のである。同命令によって、「ロシア連邦内務

機関の職務上の活動の道徳・心理保障に関する

手引書」という詳細な文書、及び、2010年 7 月

1 日に設立予定の「道徳・心理保障部隊」

（подразделениe морально- психологического 
обеспечения）なる新たな機関に関する規程が

承認された。精神面、道徳面での再教育や環境

作り、職務上の規律や法規範の遵守の強化、さ

らには社会活動や文化・啓蒙活動の実施にまで

命令の領域は及んでいる。

　さらにヌルガリエフ内相は、上述の 2月18日

の大統領令を受け、新たな「警察法」の法案作

成に向けての方針を示した。特に、国民からの

警察の信頼を回復すべく、法案の内容をウェブ

サイト上で公開して一般市民の意見を募り、そ

れを参考にしながら法案を修正していくという

考えを示した。また、この大統領令で移管が命

じられた機能以外にも、警察本来の機能でない

ものを他の機関に移管していき、本来の機能を

新警察法の中に列挙し、明示するとした。さら

に、内務機関職員の採用や内務省付属高等教育

機関への入学において面接や心理テスト、嘘発

見器の利用までをも含んだ形で審査を厳格化す

ることや、内務機関内での汚職につながる行為

の密告の義務を規定するといった形で内務機関

における汚職の防止及びその摘発に関する措置

を強化する考えも示している�。

　内務省には新警察法案作成に関する特別組織

委員会が作られたが、その委員会の議長として

法案作成を統括することになったのが、2010年

2 月18日の大統領令で大統領府から内務次官に

就任したブラヴィンである。彼は2010年 4 月27

日に行われた法案作成に関する内務省専門家会

議で、新たな警察法では警察の従来の機能のう

ち40の機能が移管されることを言明し、また、

テロ対策や麻薬取引対策に関しては連邦保安庁

や麻薬流通監督庁などと権限・責任が重なって

いるため、それを分割する必要があることなど

を指摘した。さらに、警察の活動に対する社会

院（社会団体の代表等から構成される）などか

らの監督機能を強化することや、各地域の警察

の幹部が地方自治体機関や住民に対して年次報

告を行うなど、社会からの監督や説明責任を強

化する意向も示した。他方、住宅保障や給与・

年金の引上げといった内務機関職員の待遇改善

を進めることも約束している�。

　2010年 6 月16日には、内務省の新警察法案作

成特別組織委員会と立法作業問題専門家評議会

との共同会議が行われ、ここで、全11章からな

る新警察法案のうち最初の 4 章が完成したこと

が伝えられた�。議長のブラヴィンは、まず第

1章の「総則」について、同章では警察官が「市

民の生命・健康・権利・自由の保護」に向けて

努力することが強調されており、また警察の

「法保護の任務」を強化した条文になったと語

�　Министерство Внутренних Дел Российской Федерации, приказ от 11 февраля 2010 г. № 80 "О 
морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации"『GZT・RU』2010.3.9.〈http://www.gzt.ru/addition/-prikaz-mvd-rf-80-/294651.html〉

�　«Откуда что берется» Российская Газета , 2010.3.11.（「どんなことでも起こりうる」『ロシア新聞』）〈http://
www.rg.ru/2010/03/11/milicia.html〉; «Тезисы Нургалиева» Голос России , 2010.3.24.（「ヌルガリエフのテー

ゼ」『ロシアの声』）〈http://rus.ruvr.ru/2010/03/24/5582810.html〉
�　«МВД отчиталось о работе над новым законом "О милиции"» Polit.online , 2010.4.27.（「内務省は新警察

法の作業について報告を行った」『ポリト・オンライン』）〈http://www.politonline.ru/politika/3316.html〉
�　«Милицизм с человеческим лицом» Коммерсантъ , 2010.6.17.（「人の顔を持った警察主義」『コメルサン

ト』）〈http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1387568〉
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っている。

　第 2章の「警察の活動の原則」には、次の 7

つの原則が掲げられることになる。①人と市民

の権利と自由の尊重、②適法性、③任務・職務

の執行の際の公平性、④警察の活動の広報・公

開、⑤警察の活動に対する社会の信頼と住民の

支持の確保、⑥国家機関・地方自治機関・市民

社会組織・市民との協同行動・相互協力、⑦学

術的な成果、最新技術、情報システムの利用。

これらの原則に対しては、さらに具体的な法的

裏付けがなされるという。

　第 3章の「警察の権利・職務一覧」では、そ

の「職務」として、「犯罪的、及び人権に反す

るその他の形での生命・健康・財産・権利・自

由・法的利益の侵害から市民を保護する」をは

じめとする45の項目が一覧化されている。ま

た、ブラヴィンはこの章に関連して、欧州警察

倫理規範�に対応した形で、拘置者あるいは拘

置所への一時的拘留者に関して、その者に適用

された措置などの情報を含む登録簿を導入する

としている。

　さらに、ブラヴィンは第 4章の「警察官によ

る物理的実力・特別手段・銃砲の使用」に関し

て、警察官による物理的な実力の行使は、「極

めて必要性の高い場合、及び連邦法に規定され

た目的を達成するため」だけに利用されると

し、また容疑者の拘束の際には銃砲の利用は避

け、致死性の低い武器の利用を心がけるように

するとしている。

Ⅲ　「汚職対策国家戦略」及び「2010-2011年の

汚職対策国家計画」

1　「汚職対策国家戦略」及び「2010-2011年の

汚職対策国家計画」の公布

　一方、やはり汚職対策の再強化を目的とし

て、新たに「汚職対策国家戦略」及び「2010-2011

年の汚職対策国家計画」が作成され、2010年 4

月13日大統領令第460号「汚職対策国家戦略及

び2010-2011年の汚職対策国家計画について」

によって承認された�。「汚職対策国家戦略」

は、2008年に策定された「汚職対策国家計画」

及び「汚職対策法」の執行作業を分析した結果

に基づき、今後進められていく汚職対策措置の

基本的な目的や方向性、メカニズムを示したも

のである。また、「2010-2011年の汚職対策国家

計画」（以下「計画」）は、2008年の「汚職対策

国家計画」及び「汚職対策国家戦略」を実現し

ていくための、今後 2 年間のより具体的な各機

関の任務を規定したものである。

　これらの文書を承認した上述の大統領令で

は、大統領府長官と大統領付属汚職対策評議会

幹部会議長が、年に 1 回、「2010-2011年の汚職

対策国家計画」の執行状況を報告し、汚職対策

に向けられた活動の改善に関する提案を行うこ

ととされている。また、連邦の執行権力機関と

その他の国家機関の長、及び連邦構成主体の国

家権力機関と地方自治体機関に対し、2010年 6

月 1 日までにこれらの文書に従ってその機関の

計画に変更を加えることや、汚職対策の領域に

おけるメディアへの協力、汚職の事実に関する

市民や社会団体からの訴えを総括し対応する措

�　欧州警察倫理規範（European Code of Police Ethics）は、2001年9月に欧州評議会閣僚委員会によって採択さ

れた警察倫理に関する規範であり、加盟国政府にこれを指針とするよう勧告されている。同規範の第54項には

「拘留記録は各拘留者に関して系統的に残される」との規定がある。

�　Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 "О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы"

〈http://www.rg.ru/2010/04/15/nacstrategiya-dok.html〉



168 外国の立法 245（2010.9）

置をとること、汚職対策に向けた連邦公務員の

再教育や研修などが命じられている。さらに、

社会院、商工会議所、全ロシア社会団体「ロシ

ア法律家連盟」、各政党、自主規制機関、企業

主・企業家を統合する社会組織、その他の社会

団体に対し、社会における汚職に対する非妥協

的な態度の形成に加わるよう呼びかけている。

2 　「汚職対策国家戦略」の概要

　「汚職対策国家戦略」は、「総則」・「目的及び

課題」・「基本原則」・「実施の基本的方向性」・

「実施のメカニズム」の各部から構成されてい

る。同戦略は、汚職の蔓延がロシアにとっての

「安全保障上の脅威」であるという認識の下、

汚職の予防・除去に向けた諸法令や諸機関の活

動の実効性を高めていくことが主眼となってお

り、そのための諸々の措置をとることを、連邦 
・連邦構成主体・地方自治体の各機関に命じて

いる。また、この汚職対策への「市民社会」の

参加が強調されている。

　以下、各部の内容を概説する。

⑴　「総則」

　同戦略の冒頭には、これが作成された経緯に

関する、危機感を込めた次のような具体的文言

が置かれている。

　2008年 7 月31日大統領令第1568号によって

承認された汚職対策国家計画を実行するた

め、ロシアには汚職対策の法的根拠が作ら

れ、対応する汚職予防の組織的措置がとら

れ、汚職対策に関する法保護機関の活動が活

発化した。

　しかしながら、国家と社会によって取り組

まれた諸措置にもかかわらず、汚職は、依然

として全社会メカニズムが正常に機能するこ

とを深刻な形で困難にし、社会変革と国家経

済の進展を妨げ、ロシア社会において国家機

構に対する深刻な不安と不信を呼び起こし、

国際的舞台においてロシアのネガティブなイ

メージを作り出しており、ロシア連邦の安全

保障上の脅威の 1つであると正当に見なされ

る。

　そして、2008年に策定された「汚職対策法」

及び「汚職対策国家計画」の執行に関する国家

機構と社会機構の作業を分析した結果が、今後

の汚職対策の方向性を示した同戦略の必要性を

証明しているのだとしている。ここではこの戦

略について、「不断に改善される組織的・経済的 
・法的・情報的・人事的性格をもった措置の体

系としてあり、ロシア連邦の連邦的構成を考慮

したものであり、連邦・連邦構成主体・地方自

治体の諸レベルを包括しており、社会における

汚職の根本的原因を除去することに向けられて

おり、そして国家権力機関、その他の国家機関、

ロシア連邦構成主体国家権力機関、地方自治機

関、市民社会機構、団体、自然人によって徹底

して実現されるもの」と特徴づけられている。

　さらに、同戦略が、ロシアにおける汚職の

様々な形態と結びついた状況を分析した結果に

基づくものであること、現在の汚職対策措置全

体の効率性の全般的な評価に基礎を置いている

こと、ロシアが締結している「国連腐敗防止条

約」「腐敗に関する刑事法条約」及びその他の

汚職に関する国際法的文書に規定された汚職の

防止・対策措置を考慮した形で作成されたこ

と、また、同戦略を実行する措置が、「世界人

権宣言」や「経済的、社会的及び文化的権利に

関する国際規約」（国際人権Ａ規約）に規定さ

れた、人と市民の基本的権利・自由の領域にお

ける国際法の原則・規範に適合していなければ

ならないことが記されている。

⑵　「目的及び課題」及び「基本的原則」

　同戦略の「目的」は、「ロシア社会において
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汚職を生みだしている原因と条件を除去するこ

と」にあるとされる。その上で、その目的を達

成するために解決されるべき「課題」として、

「時間的な要請に対応した形で汚職対策の法

的・組織的基礎を形成する」、「汚職対策の領域

における法令の執行と管理決定を実現し、ま

た、汚職行為の防止及び汚職のレベルの低下の

実現を確保するような諸条件を創出する」、「必

要に応じてロシア連邦の法令に従った強制的手

段の適用も含む形で、社会の構成員による反汚

職的な行動規範の履行を確保する」などの課題

が挙げられている。汚職対策に向けた法・組織

上の基礎やその他の諸条件を形成するだけでな

く、それを実効性のあるものにするための「強

制的手段の適用」がいかなる形で具体化されて

いくかということが、重要となるであろう。

　同戦略の「基本的原則」には、まず、「汚職

をロシア連邦の安全保障全般に関わる脅威の 1

つと見なす」ことが挙げられている。さらに、

汚職を予防し、汚職犯罪を行った人物を刑事訴

追し、汚職行為がもたらした結果を最小化・除

去するなどの措置を体系的に利用していくこ

と、「汚職対策法」に規定された措置の体系の

基本的な要素を定着させていくこと、あるい

は、同国家戦略や汚職対策国家計画、連邦・連

邦構成主体・地方自治体の諸機関の法令におけ

る汚職対策の条項をより具体化していくことな

どが挙げられている。

⑶　戦略の「実施の方向性」

　同戦略の実施の方向性については、次のよう

な21項目が列挙されている。これらはおおよ

そ、①諸国家機関の活動に対する監督強化及び

公務員の質の向上、②諸国家機関の活動の透明

化及び評価基準・責任の明確化、③企業活動に

対する行政的介入の規制、④汚職対策の法的基

盤の強化及び法執行の確保、並びに司法機関の

役割の強化、⑤情報公開及び市民社会との協

同・連携、⑥法制度の国際標準化及び国際協力

などに関連したものといえる。

　 1 ．汚職の予防に向けて、市民社会の諸機構

の参加を確保する。

　 2．連邦・連邦構成主体・地方自治体の諸機

関における汚職防止活動の実効性を向上さ

せる。

　 3．連邦・連邦構成主体・地方自治体の諸機

関の法令や管理上の決定の採択に際して客

観性を向上させ、透明性を確保するよう

な、 また部局間の電子的な業務連携や、国

家サービスを実施する上での市民及び団体

とこれらの諸機関との間のコミュニケーシ

ョンを確保するような、先進的な技術を導

入する。

　 4． 国家資産の登録とその利用の効率性を

評価する制度を改善する。

　 5． 投資環境の創出を妨げるような汚職の

諸要素を根絶する。

　 6． 電子的形態での公開入札の試みを拡大

することなどを通じて、国家や自治体によ

る買付の条件・手続・メカニズムを改善す

る。また、国家契約の履行実績及び結果を

当初の規模や承認された予算の指標に合致

させるような契約方式を創設する。

　 7． 住民に対する法教育の制度を拡大する。

　 8． 民法を近代化する。

　 9． 汚職対策の法的基礎をさらに発展させ

る。

　10．国家公務員職務基準遵守委員会と利害衝

突調整委員会をより有意義なものにする。

　11．連邦の執行権力機関とその他の国家機関

の人事局内で汚職及びその他の違法行為の

防止に携わっている部局の業務を改善す

る。

　12．全国レベル及び各連邦構成主体レベル

で、汚職の状況やその防止・対策措置の実

効性に関する定期的な調査を行う。
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　13．法保護機関や裁判所による、汚職に関係

する法適用活動をより改善する。

　14．判決の執行の効率性を向上させる。

　15．連邦・連邦構成主体・地方自治体の各法

令に関する法適用が適時に行われるように

するための、法適用のモニタリングの組織

的・法的な基盤を形成する。

　16．汚職対策の観点から規範的法令及び規範

的法令案に対して行われる審査の、組織上

の基盤を改善し、その成果を向上させる。

　17．国家公務員・地方公務員の賃金と年金を

引上げる。

　18．連邦・連邦構成主体・地方自治体の職務

に就く人物に対し、汚職予防という目的の

下に、連邦の法令に規定された制限・禁

止・義務事項を広く適用する。

　19．汚職阻止に関する専門家の能力を向上さ

せる。

　20．国際的標準に応じた形で財務会計・報告

システムを改善する。

　21．地域的な反汚職フォーラムを組織する基

盤を作り、また他国に対する専門家の訓練

の面での支援、汚職の原因・結果に関する

研究を行うことなどを通じて、汚職対策の

国際協力におけるロシアの参加の実効性を

高める。

　これらの多くは、後述する「2010- 2011年の

汚職対策国家計画」において具体化されている

ため、そこで具体的な措置の例を挙げて改めて

解説したい。

⑷　「実施メカニズム」

　同戦略を実施するメカニズムの項では、ま

ず、同戦略を実施するのが、連邦・連邦構成主

体・地方自治体の機関だけでなく、「市民社会

機構、団体及び自然人」によっても実施される

としており、国家・社会全体の幅広い主体の参

加が求められているといえる。その実施は、連

邦各レベルにおける予算の編成と執行、連邦各

レベルにおける法令とその発議及び採択、人事

上の決定、あるいはそれぞれの機関の計画に規

定された措置の実行などを通じて行われるとさ

れる。

　また、同戦略が「汚職による違法行為に対す

る責任の不可避性と連邦法令の客観的適用とを

確保すること」を通じて実施されることが明記

されている。この「責任の不可避性」をいかに

現実的に確保するかは、汚職対策の実効性を担

保する上で重要である。これに関しては、汚職

に対する懲戒罰を義務化する形で「国家公務員

に関する連邦法」を改正する法案が準備されて

いるという�。

　さらに、「汚職対策の分野における実態の幅

広い客観的な報道に関するマスメディアへの協

力」、「政党・社会団体・その他の市民社会機構

の汚職阻止活動への積極的な参加」も挙げられ

ており、市民社会に開かれた形で同戦略を実施

することが想定されている。

3 　「2010-2011年の汚職対策国家計画」の概要

　「2010-2011年の汚職対策国家計画」（以下「計

画」）は、2008年の「汚職対策国家計画」で規

定された措置をより深化させると同時に、「汚

職対策法」や先の「汚職対策国家戦略」で規定

された方向性を具体化するための諸々の措置

を、省庁や部局、機関別に命じたものとなって

いる。これらの措置は多岐にわたり、また相互

に関連しているが、ここでは、先の戦略の「実

施の方向性」でも触れたように次の 6 項目に分

類し、また、2010年 4 月 6 日に行われた大統領

�　«Коррупции разложили взыскания» Коммерсантъ , 2010.4.19.（「汚職は罰を細分化した」『コメルサント』）

〈http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1356969&NodesID=2〉
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付属汚職対策評議会の会議でのナルィシキン大

統領府長官の報告�を参考にしながら、各措置

について概説したい。

⑴　国家機関の活動に対する監督強化及び公務

員の質の向上

　国家機構内部における監督の強化や公務員の

再教育などに関する組織・制度上の措置につい

ては、第一に、各連邦機関内に設置されている

「連邦国家公務員職務基準遵守・利害紛争調整

委員会」を、監督機関として現実的に機能させ

ることが求められている。ナルィシキン大統領

府長官によれば、同委員会の活動によって、

2009年には1,300以上の違反行為が明らかとな

り、214名の公務員が懲戒罰などの形で責任を

問われているという。同時に、連邦の各執行権

力機関の人事局内に設置された、汚職その他の

違法行為予防に関する部局の活動を強化する措

置が挙げられている。この部局は、2008年の国

家計画の中でその設置が規定されたものであ

り、すでに全国家機関の人事局内に設置され、

職員の規律の監視や秩序維持のための活動を行

っている。「計画」には、大統領公務人事問題

局と上記委員会・部局との連携を強化するとい

う措置も含まれており、これによってこれらの

委員会・部局の活動を促すことが意図されてい

ると考えられる。

　公務員の資質の向上に関しては、汚職対策活

動への参加を職務とする連邦国家公務員の再訓

練と技能向上に向けた措置や、国家公務員の定

期的な配置転換の実施といった措置が規定され

ている。またこの観点から、大学や大学院教育

における法学教育を強化する措置が命じられて

おり、特に、法学専門教育における国家的教育

基準の作成や、専門外の大学・大学院における

法学専門教育プログラムの実施、あるいは博士

学位評議会の質の最適化などに関心が向けられ

ている。

　さらに、連邦構成主体、地方自治体に対する

汚職対策措置が様々な形で規定されている。す

でに現在、連邦管区のレベルから各連邦構成主

体における汚職対策国家計画の執行状況のモニ

タリングが行われており、また、連邦構成主体

レベルにおいて汚職対策プログラムを立案する

ことも促されている。「計画」では、連邦構成

主体の首長や連邦構成主体・地方自治体の公務

員の任命に関連した、法的な制限・禁止・義務

事項について、提案を作成するという措置があ

る。また、連邦構成主体における汚職対策関連

法令の執行状況についての監督を、検察官が行

うようにする方向で、検討が進められることと

なっている。同時に、住民に最も近い行政単位

である地方自治体においても、汚職対策の法的

基盤の強化などが検討される。

　地域別には、特に極東連邦管区とシベリア連

邦管区が挙げられており、これらの連邦管区内

の連邦構成主体・地方自治体の汚職対策に関す

る作業を検討することが命じられている。

⑵　国家機関の活動の透明化及び効率化、並び

に評価基準及び責任の明確化

　国家機関による業務、とりわけ予算執行や国

家資産の管理等に関して、その透明性・効率性

を向上させ、またこの業務に対する客観的な評

価基準を導入する形で監督を強化し、責任を明

確化するという措置も、汚職対策の重要な方針

としてあり、「計画」でも様々な形で規定され

ている。例えば、連邦政府は、会計検査院と協

力して、連邦・連邦構成主体・地方自治体の予

算執行に対する社会的コントロールの強化や、

汚職対策プログラムの活動の実効性を評価する

指標の明確化、汚職対策措置に割り当てられた

�　前掲注⑸を参照。
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予算執行の効率性に対する監督の強化などを行

うことが命じられている。予算執行に関して

は、「連邦予算割当の執行の実効性向上プログ

ラム」なるものの作成が検討されることになっ

ている。

　また、連邦政府には、国家・地方自治体の資

産管理の効率性を評価する指標を明確にすると

同時に、資産管理に関する連邦・連邦構成主

体・地方自治体のそれぞれの権限を明確にする

ことや、これらの機関の公務員が資産管理上の

法令に違反した際に行政責任を追及することが

求められている。さらに、検察機関に対して、

国家資産の利用や国家・自治体のための商品・

業務・サービスの発注の割当を規制する連邦法

令が履行されているかどうか、監督を強化する

ことが求められている。

　なお、業務の透明性・客観性の向上について

は、現在、国家・自治体の発注におけるオンラ

イン取引の導入、あるいは国家機能の執行や国

家サービスの提供に関する数多くの行政規則の

策定などが進められている。

⑶　企業活動に対する行政の介入への規制

　国家と企業との関係は汚職の温床となる部分

であり、「計画」でも、国家機関による企業活

動への介入、企業活動に関する国家規制を効率

化・簡素化する措置が挙げられている。例え

ば、連邦の執行権力機関による管理監督・許認

可業務の改善や、国家サービスの最適化、法人

の設立・活動・清算手続の改善、公開会社の財

務会計・報告制度を国際的標準に合わせて改善

するといった措置である。

　また、商業的・非商業的団体を監督する機関

の職員の違法行為によって、その団体や株主及

び関係者に損害がもたらされた場合に、その職

員の責任を問うための措置が、策定・実施され

ることになっている。他方、企業の側に対して

も、汚職犯罪に関係した法人の責任に関する法

の適用や、国際商取引における外国公務員に対

する贈賄の責任に関する連邦法令の適用につい

て検討することが最高検察庁に求められてい

る。

⑷　汚職対策の法的基盤強化及び法執行の確

保、並びに司法機関の役割の強化

　他の項目とも関連するが、「計画」でもその

全体にわたって、汚職対策に関する法的基盤の

強化、法適用・執行の確保に関する諸々の措置

が挙げられており、また、これらの措置の実効

性を高めるための司法機関の役割、特に検察機

関の役割が重視されている。

　法執行・法適用の確保のための措置について

は、例えば、裁判所の判決の執行に関する効率

性を向上させるためのプログラムの作成が検討

されている。また、内務省及び連邦保安局、並

びに検察庁付属取調委員会は、汚職を摘発・根

絶する業務、及び汚職犯罪を刑事事件として審

理するための業務を積極的に進め、また、それ

らの業務に協力した法人がどのように保護され

ているかという実態について検討することとさ

れている。

　法務省には、先述した2009年 7 月の連邦法で

規定された、規範的法令や規範的法令案に対す

る汚職対策の観点からの審査の実施状況や、法

適用状況のモニタリングを総括するよう命じら

れている。さらに、その法適用状況のモニタリ

ングを、最高検察庁・連邦の執行権力機関・学

術団体・民間の研究所などが参加した形で行っ

ていく方針が打ち出されており、法務省はその

ための組織的・法的な基盤についても検討を行

うこととされている。

　汚職対策措置自体の実効性を高めていくとい

う意味で、汚職対策に関する方法論的な議論を

継続して行うとともに、汚職のレベルと汚職対

策措置の実効性の評価を可能にするために各地

域で国民の全社会的階層を対象にした社会調査



173外国の立法 245（2010.9）

ロシアにおける汚職対策の強化と警察改革

を実施することも明記されている。また、法務

省の主導で「ロビー活動研究所」を設立する妥

当性を検討するという課題も挙げられている。

　こうした法執行・法適用の確保のためにも、

「計画」では、汚職対策全般における司法機関

の役割が強調されている。特に、上述の諸措置

にも見られるように、検察機関の役割が様々な

面で重視されている。実際、「計画」で規定さ

れた任務の多くの部分は、最高検察庁や検事総

長、及びその下位の検察官に対して命じられた

ものである。また、連邦検事総長は、半年に 1

度、内務省、連邦保安庁、及び汚職犯罪対策に

関するその他の法保護機関の活動の結果につい

て、大統領付属汚職対策問題評議会幹部会に情

報を伝えることとされている。

⑸　情報公開及び市民社会との協同・連携

　こうした司法機関の役割とともに、国家機関

の汚職の予防・根絶に向けた、「市民社会」の

側からの役割を高め、また、市民・国家間の協

同と連携を促進することは、上述の戦略にも記

された重要な方向性であり、「計画」にもこの

ための措置が見られる。汚職対策法で規定され

た、公務員の資産公開といった情報公開の推

進、あるいは、すでに触れた国家機関の活動の

透明化の措置は、国家機関に対する市民社会か

らの監視を促す措置といえる。さらに、連邦・

自治体の法令や管理上の決定の採択に際して客

観性・透明性を高めるための先進的技術の開

発・利用、あるいは、連邦政府や大統領府の国

家的官職に任命される人物の収入や財産等に関

する情報、裁判所の判決などを、インターネッ

ト上に掲載するなどの措置が命じられている。

　また、国家機関による市民や社会団体へのサ

ービスを充実させるための電子的な技術の開

発・利用、多機能センターの創設などの措置が

盛り込まれている。ナルィシキン大統領府長官

によれば、この多機能センターは、社会支援や

不動産登記などを含む諸々の国家サービスを行

うもので、2010年 4 月の時点で国内に66あり、

年末までに100にまで増設される予定である。

　市民に対する法的教育や啓蒙の強化も従来よ

り強調されてきた方針であり、「計画」でも、

法的啓蒙に関するテレビ・ラジオのプログラム

に対して国家支援を行うなどの措置がとられる

ことになっている。また、先述した、大学や大

学院教育での法学教育の充実という措置も、社

会における法的規律の強化と社会からの汚職の

監視強化という意味を持つものである。

⑹　法制度の国際標準化及び国際協力

　先述した、汚職対策に関する法的基盤の強化

という目的とも関連して、「計画」には、ロシ

アの法制度上の基準を国際標準に適合させてい

くための諸措置が見られる。国連腐敗防止条約

や国際組織犯罪防止条約、外国公務員に対する

贈賄防止条約、欧州評議会が採択した腐敗に関

する民事法条約、その他、国家買付・簿記・会

計監査・財務報告に関連した国際条約の条項に

関して、ロシアの法令との適合性の問題などを

分析する作業が行われることになっている。

　また、外務省は、関連する連邦の執行権力機

関とともに、国際的な汚職対策措置へのロシア

の積極的かつ実際上有意義な参加を確保するこ

ととされている。同時に、外務省には、汚職対

策に関してロシアが行っている措置について、

汚職対策に携わる国際組織や関連する他国の機

関に対して定期的に情報提供を行うことも命じ

られている。2010年には、関連する連邦の執行

権力機関・その他の国家機関・商工会議所・全

ロシア社会団体「ロシア法律家協会」・企業主

及び企業家を統合する社会組織が参加した形

で、国連薬物犯罪事務所の後援の下、外国の専

門家による汚職対策活動の組織についての教育

が行われ、また「汚職の予防とその対策：諸外

国と我が国の経験」というテーマの国際セミナ
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ーが開催されることになっており、法務省・外

務省・最高検察庁に対してこれらが実施される

よう保障することが命じられている。

おわりに

　警察改革は、さしあたり、警察機構の組織や

警察官の任務・機能の合理化・スリム化、警察

官の待遇改善、警察官の精神的・道徳的な資質

の確保や規律の向上といった面から開始され

た。それはおおよそ2008年に開始された汚職対

策の方向性に沿ったものであるが、職員の大幅

削減や職員の犯罪への罰則強化など、踏み込ん

だ措置も含まれており、ロシアにおける警察改

革としては前例のないものとなっている。現実

に警察官による法・規律の遵守を確保するため

には、警察の機能・活動に関する法的規定の整

備に加え、罰則の強化を含めたさらなる制度上

の改革を推し進めていく必要がある。そうした

改革の実現は、今後の新警察法案や関連法案の

立案・成立状況にかかってくるだろう。「汚職

対策国家戦略」や「計画」においても、監督機

関の強化や組織・手続の合理化だけでなく、汚

職に関与した公務員の責任をいかに実効的に問

えるようにしていくかという点が重要であり、

これについての関連法案の策定・成立動向に注

目していく必要があろう。

　これらの改革全般に関わるが、汚職対策にお

いては法的な整備とその適用を通じていかにこ

れを取り締まるかが重要であり、そこにおける

司法府の役割、とりわけ検察機関の役割がきわ

めて多面的かつ重要なものになっている。実

際、メドベージェフ大統領は検察機関の幹部に

自らに近い人物を任命することで、その機能の

強化を図ろうとしている。

　もう 1つ、改革全般、あるいはメドベージェ

フ政権の政策全般に関わることとして、市民社

会の役割がある。先に触れた2010年 4 月の汚職

対策評議会の会議でも、メドベージェフ大統領

は、社会団体や一般国民の役割の重要性を強調

している。「明らかなことだが、汚職対策は、

これに対して無関心でいられない、あるいは何

らかの形でそのプロセスを黙認している、普通

の人から開始されるものである。それゆえ、こ

こに参加している連邦機関の幹部たちは、これ

に関して社会に注意深く耳を傾け、またこれに

関して実に妥協なき闘いを行っているNPOに

注目し、そして何より個人に注目する必要があ

る。彼ら個人から寄せられる事実や訴えを、皆

が自分で追跡してみなければならない」。ディ

モフスキーの告発は、インターネットという、

国家の統制を受けずして、極めて広範な一般国

民に直接訴えることのできる新たなメディアの

有効性を示したものであり、メディア統制が進

んだロシアにおいて新しい形の民主主義の可能

性を示したものとして注目されている。大統領

の評議会での討議や警察法案の策定過程でも、

専門家や市民団体の代表を参加させ、あるいは

国民の声を直接反映させることで、汚職対策措

置の実効性を高めようとする姿勢が示されてい

る。

　ロシアにおける汚職の問題は、はるか昔の帝

政期から続く歴史的・文化的な根深さを持つ問

題である。こうしたこともあり、これらの汚職

対策措置の有効性、あるいはメドベージェフ政

権の改革の意欲そのものを冷ややかに見る向き

も多い。2010年 2 月18日に内務機関の改革に関

する大統領令の発令や諸法案の提出、及び大規

模な内務機関の人事刷新が行われた後、 2月26

日から 3月 2日にかけて、世論調査機関「レヴ

ァダ・センター」が内務機関改革に関する世論

調査を行っている。これによれば、根本的な内

務機関改革が現実的に開始されたと考える人は

26%に過ぎない。27%は、改革を「何らかの健

全化の兆候」と考えながらもそれが内務省の活

動の基盤に影響を与えているとは考えておら
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ず、11%はそれを「権力闘争の余波」と考え、

28%は改革自体を「イミテーション」だと断じ

ている�。

　しかし、ロシアに蔓延する汚職は、国家機構

の非効率性、社会に対する国家の指導力の弱

さ、企業活動や外資導入への妨げなど、さまざ

まな問題につながるものであり、メドベージェ

フ政権が最優先課題として掲げるロシアの「近

代化」にとって深刻な足かせとなっている。と

りわけ警察の規律の強化は、国家に対する社会

の信頼を取り戻し、ロシアの対外的なイメージ

を改善する上でもきわめて重要である。さらに

この汚職対策は、プーチン政権期に国家の利権

と権力を拡大していった軍・警察・情報機関等

の関係者、いわゆる「シロヴィキ」の勢力を抑

え、メドベージェフのリーダーシップを強化す

るという意味でも重要な意味を持つ。その意味

では、成功するか否かは別として、メドベージ

ェフが改革に意欲を持っていること自体は確か

であり、今後ともその動向に注目すべきだと考

えることができる。

【追記】

　本稿脱稿後の2010年 8 月 7 日、新「警察法」

案の全文がインターネットサイト上に公開され

た。〈http://zakonoproekt2010.ru/〉同サイト

では、一般市民が自由に法案へのコメントを書

き込むことができるようになっており、すでに

章によっては2000～3000件のコメントが寄せら

れている。なお、同法案では、「警察」の呼称

が、現在の「ミリツィヤ（милиция）」から、

1917年の10月革命以前の呼称である「ポリツィ

ヤ（полиция）」へと変更されている。これに

ついてメドベージェフ大統領は、革命以降の呼

称である「ミリツィヤ」が、警察を「肩章を付

けた民兵」と見なすものであり、その「人民的・

労農的性格」を強調した呼称であるのに対し、

現在求められている警察官とは、「プロフェッ

ショナルな人々、能率的に、誠実に、秩序立っ

て業務を行う職員たち」だからだと説明してい

る。

（«К милиции применили полицейскую 
меру»Коммерсантъ , 2010. 8 . 7 .「警察（ミリ

ツィヤ）に対し警察（ポリツィヤ）的手段が適

用された」『コメルサント』〈http://www.
kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1484376〉）
（2010年 8 月16日記）

� （ほりうち　けんじ）

�　 «Реформы без поддержки» Ведомости , 2010.3.5.（「支持なき改革」『ヴェードモスチ』）


