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はじめに

　冷戦後の世界では各地において「宗教復興」といわれる現象が観察される。

従来の社会科学では、世俗化や政教分離を前提とする近代国家および国際シス

テムにおける宗教の役割は小さいということになっていた。この前提は、20世

紀後半における宗教復興によって大きく揺らぐことになる１）。ソ連消滅という

劇的な政治 ･ 社会変動を経験した1990年代のロシアでは、急激な市場経済への

移行、競争社会への突入は、高まる失業率、社会保障の打ち切り、経済格差の

拡大、生活水準の低下となって庶民の生活を直撃した。政治システムが弱体化

し、社会的弱者や一般民衆の間に社会的没落と被排除の意識が強まった。また

ソ連消滅の結果としてイデオロギー上の目標を喪失したことから、国家イデオ

ロギーを新たに定義する必要に迫られている。無秩序な政治･経済･社会･文化

の中でナショナル･アイデンティティの模索が始まるとともに、宗教が復興し

つつある。とりわけ目覚しく復活したロシア正教会は国の精神的支柱となり、

政治的 ･社会的な影響力を強めている２）。

　1990年、ゴルバチョフ政権のもとで「信教の自由に関する」ロシア・ソビエ

ト連邦社会主義共和国の法律が成立した（以下、1990年宗教法）。ソ連消滅後、

1997年に「良心の自由と宗教団体に関する」ロシア連邦法（以下、1997年宗教

法）が成立する。これら２つの法律はロシアにおける政教関係にとって大きな
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転換点となった。これらの立法過程や特徴については、すでに多くの研究が積

み重ねられている。しかし、1997年宗教法の運用については必ずしも十分な研

究がなされていないようである。本稿は1997年宗教法の運用を事例として、現

代ロシアにおける宗教復興と政教関係の変容について考察するものである。以

下ではまず、現代ロシアにおける宗教復興と政教関係の変容について、各宗教

法の特徴と関連づけながら確認する（第１節～第３節）。そして、1997年宗教

法の成立から数年の間における、政教分離・信教の自由に関わる主要な問題を

取り上げる。すなわち「エホバの証人」登録取消訴訟、カトリックに対する迫

害、過激主義活動対策法の成立、公教育における正教教育の導入である（第４

節）。これらの事例における1997年宗教法との関連を検討するとともに、この

時期における政教関係の変容について考えたい。

第１節　1990年宗教法の特徴

　1990年、ゴルバチョフ政権のもとで1990年宗教法は採択された３）。ロシア連

邦に受け継がれたこの法律はリベラルな性格を持ち、信教の自由を完全に保障

していた。３章32条から成るこの法律の第１章は「総則」（第１条～第14条）

である。第３条で「ロシア連邦憲法が保障する信教の自由は、宗教的信念また

は無神論的信念を自由に選択し、保持し、広め、任意の宗教を信仰し、または

いかなる宗教も信仰せず、国の法律に従うという条件のもとで自らの信念に

従って行動する権利を含む」と定める。第４条では信教の自由の権利主体をロ

シア市民に限定せず、外国市民および無国籍者も含めている。第５条では「宗

教団体または無神論団体の国家からの分離」、「国の教育制度の世俗的性格」が

信教の自由の保障として位置づけられ、政教分離原則が明文化される。第２章

は「宗教的信念および宗教活動に対する権利」（第15条～第25条）である。第

17条で「宗教団体は、共同での信仰および信仰の普及を含め、信教の自由に対

する市民の権利を共同で実現するために設立される成人市民の自発的団体であ

る」と定義し、第18条で「10人以上の成人市民が構成する宗教団体は……その

規約（規程）を登録した時から法人格を有する」としている。また、この法律

では登録の取り消しに関する規定はなく、宗教団体がその規約または現行法に
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違反した場合に、裁判所はその活動を終了させることができると第21条で定め

ている。最後に第３章では、「宗教団体の財産上および財務上の権利関係」に

関する規定が置かれている（第26条～第32条）。政教分離に関しては、第14条

で宗教に関係する祝日の規定が置かれ、第24条で宗教団体が慈善活動および文

化・啓蒙活動をすることができると規定した。こうした条文を含みながらも、

国の政策としては宗教を私事とみなし、国はこれに関与せず、その役割にも期

待しないといった政教分離原則に立つ法律であるといえよう４）。

　1993年に制定された現行のロシア連邦憲法ではこれに先行する1990年宗教法

の規定を受け、第14条で以下のように政教分離を定めている。「①ロシア連邦

は世俗国家である。いかなる宗教も国家的もしくは義務的なものとして定める

ことはできない。②宗教団体は国家から分離され、法律の下で平等である」。

また第28条で「各人は良心の自由、信教の自由を保障される。これは個人とし

てもしくは他人と共同で任意の宗教を信仰し、もしくはいかなる宗教も信仰せ

ず、宗教的およびその他の信念を自由に選択し、維持し、布教し、それに従っ

て行動する権利を含む」と良心の自由を定めている５）。

第２節　現代ロシアにおける宗教復興

　1990年宗教法とロシア連邦憲法は、ソ連消滅後における宗教復興の基盤を整

備したとみることができる。表１はロシアにおける信徒の増大を示している。

ロシア科学アカデミーとフィンランド科学アカデミーが1996年３月～４月にロ

シア国民1664人を対象に実施した調査によると、正教を肯定的に捉えている人

の割合は88％に達し、否定する人は４％のみであった６）。それとともにさまざ

まな宗教が外国から流れ込み、資金の豊富な西側の宗教が布教活動を活発に展

開していた。ロシアにおける伝統的な宗教団体は危機感を抱いた７）。1995年の

「地下鉄サリン事件」を機に、ロシアではオウム真理教排除の動きが顕在化す

る。ロシア社会全体に外国宗教に対する警戒心が生じた８）。一方、表２に示さ

れるように、ロシア正教会はロシアにおける精神的支柱としての地位を取り戻

しつつある。その中で、1990年代初頭から「ロシア正教ナショナリズム」が台

頭してきている。彼らの世界観はロシア革命前の正教君主制について極度に神
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話化された観念に基づいている。すなわち、君主制の復活、正教以外の信仰の

制限、国家構成の帝国的原理の復活、国教としてのロシア正教会の地位、民主

主義および人権（とりわけ良心の自由）という概念の完全なる拒絶を説くので

ある。ロシア正教ナショナリズムはロシアのアイデンティティ、世界観を護る

ために「専制･正教･民族性」という原理を掲げ、西欧、グローバリゼーション

といった敵と闘う聖なる基盤に立った闘争という特徴を持つ９）。

　1990年、ロシア教育省はロシアの学校にキリスト教の倫理と道徳を強調する

表１　どの宗教の信徒か

91年 92年 97年 98年 99年 00年

無神論者 40% 28% 36% 36% 31% 29%

正 教 徒 34% 47% 50% 51% 55% 59%

そ の 他 10% 10% 8% 7% 6% 5%

回答不能 16% 15% 6% 5% 5% 7%

出典：Петрова, А.С., “Роль православной церкви в обществе усиливается”, Фонд
“Общественное мнение”, 2000. 06. 22. [http://bd.fom.ru/report/map/short/
of002504]

表２　どの公的機関を信頼するか

95･1 96･1 96･5 97･1 97･8 98･12 99･11 00･5

連邦大統領 9% 12% 20% 17% 14% 6% 4% 41%

連邦政府 8% 12% 14% 14% 12% 11% 18% 20%

上　　院 7% 7% 11% 10% 9% 8% 14% 13%

下　　院 10% 14% 15% 14% 13% 13% 14% 12%

大統領府 - - - 9% 7% 3% 3% 14%

安全保障会議 - - - 10% 8% 9% 14% 17%

地方の指導者 11% 17% 17% 28% 15% 23% 23% 20%

民警 ･ 検察庁 16% 15% 14% 10% 13% 11% 12% 13%

軍 35% 34% 31% 36% 32% 27% 38% 43%

労働組合 18% 15% 17% 11% 13% 17% 15% 21%

教　　会 - 32% 30% 33% 27% 33% 26% 35%

政党･政治運動 6% 12% 9% 11% 7% 13% 7% 16%

マスメディア 21% 20% 13% 20% 16% 18% 12% 17%

銀行 ･ 企業界 6% 6% 8% 8% 6% 5% 5% 8%

出典：Синелина, Ю.Ю.,“Атака на РПЦ?”,СОЦИС, No.11, 2001, c.103.
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カリキュラムによる宗教学習の導入を決定した。1992年にはロシア教育省とア

メリカ共同施設団が議定書に調印する。そこでは共同施設団を「キリスト教社

会プロジェクト」と記述し、「両者はロシア公立学校の道徳と倫理の課程とカ

リキュラムを発展させるべく」提携することが記されている。しかしながら

1995年初頭、ロシア正教会の聖職者がある文書を公表した。そこには共同施設

団が12000人の宣教師をロシアに送り、聖書学習会を開始して最終的には教会

を作るとの意向が記されていた。これにより、ロシア教育省と共同施設団との

議定書がキャンセルされるに至った10）。1997年、ロシアの政教関係にとって一

大画期となる1997年宗教法が成立した。この法律は、今後のロシアにおける宗

教活動を規制するものである。その前文においては、「ロシア史のなかで、そ

の精神性と文化の形成および発展における正教の特別な役割を承認し」、「キリ

スト教、イスラム教、仏教、ユダヤ教」がロシアの「伝統宗教」であることを

明文化する。さらにロシアで国家登録を済ませ15年以上存在する宗教団体以外

には法人格を与えないとする、いわゆる「15年条項」を盛り込んでいる。その

ため、この法律をめぐってはロシアにおける信教の自由を脅かすものであると

国内の世論は二分され（表３）、国際的な論争が起こった11）。

第３節　1997年宗教法の特徴

　1997年宗教法は４章27条からなる。前文では正教の他、キリスト教、イスラ

ム教、仏教、ユダヤ教が「伝統宗教」として記載される。このキリスト教が、

さまざまな宗派のどれを指すかは明らかでない。第１章は「総則」（第１条～

第５条）である。第３条で「良心の自由、信教の自由に対する権利」が保障さ

表３　国家と教会の関係はどうあるべきか（1997年11月～ 12月）

18 ～ 26歳 40 ～ 60歳

正教会を国教とするべき 11.5% 16.3%

宗教は法の下に平等であるべき 40.0% 40.8%

「新宗教」は制限すべき 23.2% 28.2%

出典：Мчедлов, М., “Религиозность молодежи”, НГ-религии, 1998.01.23., cited in  Верховский, 
А., М.Екатерина, П.Владимир, Политическая ксенофовия. Радикальные группы. 
Представления политиков. Роль Церкви.,М.:ООО“Панорама”,1999, c.84.
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れている。第４条「国家と宗教団体」でロシアが世俗国家であること、国家の

宗教的中立と宗教団体の政治的中立が確認される。第２章は「宗教団体」（第

６条～第14条）である。ここでは「宗教集団」（第７条）と「宗教組織」（第８

条）を区別し、両者を包括する概念として「宗教団体」（第６条）を規定して

いる。３つ以上の地方宗教組織からなる宗教組織は中央宗教組織と認められ、

50年以上ロシアで合法的に活動してきた中央宗教組織は「ロシア」を名乗るこ

とができる。宗教集団に登録制度はなく、法人格は有しない。宗教組織はロシ

アで15年以上存続してきたことを条件に創設（第９条）・国家登録され、法人

格を有する（第11条）。外国宗教組織はロシアに代表部を設置できるが、宗教

活動はできない（第13条）。第14条は宗教組織の解散および宗教組織・宗教集

団の活動禁止について定めている。その理由は以下のようにさまざまである。

憲法体制の暴力的変更を目指した活動。武装部隊の創設。戦争宣伝、社会的・

人種的・民族的・宗教的不和の煽動、人間憎悪の煽動。家族崩壊の強制。市民

の身体・権利・自由の侵害。市民の道徳・健康に損害を及ぼすこと。自殺の勧

誘、医療拒否の勧誘。義務教育の妨害。財産の宗教団体への譲渡の強制。宗教

団体からの脱退の強制。市民的義務の不履行の教唆等である。

　第３章は「宗教組織の権利および活動条件」（第15条～第24条）である。こ

こでは「宗教組織の内部組織」（第15条）、「宗教的儀式および式典」（第16条）、

「宗教的文献および宗教的用途の物品」（第17条）、「宗教組織の慈善的および文

化‐啓蒙的活動」（第18条）、「専門宗教教育施設」（第19条）、「国際交流および

交際」（第20条）、「宗教組織の所有権」（第21条）、「国家、市民および市民団体

の所有にかかる財産の利用」（第22条）、「宗教組織の企業活動」（第23条）、「宗

教組織における労働法関係」（第24条）について規定する。第４章は「良心の

自由、信教の自由、および宗教団体に関する法令の執行に対する監視および監

督」（第25条～第27条）となっている。第27条「最終規定」では、既に登録さ

れている宗教組織は15年間存続していたことを証明できなくても法人格を与え

られることを定める。ただし、15年が到来するまで毎年再登録が必要であり、

その権利も制限される。例えば、財産所有権は認められるが、兵役免除の特典

は認められない。また、1999年末までに再登録しない宗教組織は解散しなけれ
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ばならない12）。

　1997年宗教法の下、ロシアでは宗教のヒエラルキーが形成されるにいたっ

た。アレクサンダー・アガジャニアンはそれを表４のように整理している。ヒ

エラルキーの上位は1997年宗教法前文で言及された多数派正教、イスラム教、

仏教、ユダヤ教であり、その下に非正教キリスト教のローマ・カトリック、プ

ロテスタント諸宗派が位置する。ここまでが伝統宗教とされる。下位は古儀式

派、その他のプロテスタントセクト、新宗教運動、オカルティズム等であり、

これらはその他の宗教あるいはセクトという位置づけである13）。

第４節　現代ロシアにおける政教関係の変容

（１）「エホバの証人」登録取消訴訟

　ロシアにおける「エホバの証人」は急成長している。1946年の時点では３千

人に過ぎなかった信徒数が、1956年に７千人、1991年に３万人、1992年に

５万６千人、1999年末に25万９千人、2001年初頭には28万人に達している。そ

のうち11万４千人は活動家であった。この数は正教徒７千万人、イスラム教

徒800 ～ 900万人、仏教徒80 ～ 90万人に次いで、ロシア国内では第４位とな

る。ユダヤ教徒は５万人まで減少しており、「エホバの証人」信徒数はロシア

の「伝統宗教」を上回るものであった14）。ロシアの「エホバの証人」は、1997

年宗教法案に反対の意思表示を行っている。彼らは1997年６月下旬、サンクト

表４　ロシアにおける宗教のヒエラルキー（1997年～）

多数派正教、イスラム教
仏教、ユダヤ教

→1997年宗教法で特別
に言及されている

→伝統宗教
ローマ・カトリック
国教のプロテスタント、ルター派
福音派バプティスト

→非正教キリスト教

古儀式派、その他のプロテスタントセクト
（セブンスデー・アドベンティスト、ペンテコステ派）
新宗教運動（ロシア）、新宗教運動（外国）、
オカルティズムとペイガニズム

→その他の宗教、
あるいはセクト

出典 : Agadjanian, Alexander,“Religious Pluralism and National Identity in Russia”, 
International Journal on Multicultural Societies, Vol.2, No.2, 2000, p.118.
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ペテルブルクのスタジアムで集会を開催した。これには42カ国の代表が出席

し、20万人近いロシア人信徒の活動を統合する新しい施設の開所を祝ってい

る15）。同年７月17日には、自らの信教の自由が脅かされていると懸念するロシ

ア人信徒134248人の署名がエリツィン大統領に届けられた。ものみの塔協会を

率いるミルトン･ヘンシェルも大統領に書簡を送り、200カ国・地域以上の500

万人を超える「エホバの証人」たちの深い懸念を表明した。彼は「１世紀以上

にわたってエホバの証人はロシアにいたのであり、ロシアの宗教的遺産の一部

をなしている」と訴えている16）。

　1997年宗教法の運用において、まずは宗教団体の登録が問題となった。その

際、第11条で規定する15年条項は適用されていない。それは１つにこれまで登

録されていた宗教団体は15年経過していなくても再登録され（第27条第３項）、

1990年宗教法の下で既に多くの外国宗教団体は登録済みであるからである。２

つに中央宗教組織が登録されていればその地方宗教組織は15年の条件を必要と

しないことがあげられる（第９条第１項）。法務副大臣のエフゲニー・シドレ

ンコによれば、1997年10月の時点で16000 ほどの宗教団体が再登録を予想され

ていた。しかし1999年末までに再登録が成功したのは5000程度である。そのた

め期限が2000年末まで引き延ばされ、13922 は成功、2000 ほどは失敗して解散

となっている17）。「エホバの証人」が公式に登録されたのはソ連時代の1991年

である18）。そのモスクワ会衆は、1993年にモスクワ法務局に登録されている19）。

しかしながら1998年、「エホバの証人」登録取消訴訟が開始された。モスクワ

市北部行政区検事ビクトロフは、「エホバの証人」の登録取消と活動終了を求

めて、ゴロビンスク自治体間裁判所に提訴した。それに先立って信徒の親族が

結成した反カルト団体「青年救済委員会」は、「エホバの証人」が憲法や人権

原則に違反しているとして刑事告発していた。信徒たちは仕事を放棄し、親族

とも交際せず、輸血を拒否して子を死亡させたりしていたことがその理由であ

る。検察側は、刑法第143 の１条第１項（市民の人格および権利を侵害する団

体の組織化）で起訴したが、具体的な犯罪には該当しないとして刑事事件は終

了していた。しかしその事件資料をもとに、検察官は登録取消の行政訴訟を提

起したのである20）。
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　1997年宗教法第14条第２項は、「裁判手続きにおいて、宗教組織を解散し、

宗教組織もしくは宗教集団の活動を禁止する事由」を定めている。検察官によ

れば、「エホバの証人」はこの条項の次の事由に該当するという。第１に、「宗

教的不和の扇動」。「エホバの証人」が唯一つの正しい宗教であり、「エホバの

証人」を信仰しない人をサタンと呼ぶ。第２に、「家族崩壊の強制」。多くの時

間を信仰生活に捧げさせ、家族内の義務を遂行させない。第３に、「自殺の勧

誘、もしくは生命及び健康上危険な状態にある者に対する治療の宗教的動機に

よる拒否の勧誘」。「エホバの証人」は輸血を拒否する。第４に、「市民の身体、

権利及び自由に対する侵害」。「エホバの証人」信徒は、この教団の利益に従っ

て行動している。第５に、両親の一方だけの意思で、未成年者を宗教団体の活

動に引き入れている。こうした主張に対し、「エホバの証人」側の弁護士は次

のように反論している。第１に、どの宗教団体でも他の宗派を批判する。それ

は教団の内部問題である。第２に、誰と付き合うかは個人的問題であって、裁

判所が私生活に介入することはできない。第３に、輸血を拒否するのはエイズ

や他の病気の感染を避けるためである。第４に、宗教に奉仕することを禁じる

のは、憲法が保障する信教の自由の侵害である。第５に、「エホバの証人」の

成員は成人市民のみである21）。1999年４月29日、ロシア法務省はモスクワでの

裁判にもかかわらず「エホバの証人」を再登録した22）。その後この裁判は2001

年２月23日に結審し、「エホバの証人」側の全面勝訴となっている23）。

（２） カトリックに対する迫害

　20世紀初頭、ロシア固有の領土では50万人以上のカトリック教徒が在住し、

およそ150 のカトリック教会が機能していた。ソ連時代にカトリックは激し

く迫害され、1920年代末にはローマ ･ カトリック教会の布教区は消滅した24）。

1989年のゴルバチョフとローマ法王との会見を経て、1990年にはモスクワにバ

チカンの常設外交代表部が開設される。1991年にはモスクワとノボシビルスク

に暫定的な布教区を復活させ、新たに多数のカトリック教区が開かれた。その

数は1994年１月に128、1995年１月に163、1996年の１月には183 と拡大してい

る25）。21世紀初頭のロシアにおけるカトリック教会には200以上の教区があり26）、
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ロシア人信徒は11万人、外国人を含めれば40万人を数える27）。1997年宗教法の

立法過程において、カトリックの総本山バチカンは国境を越えてロシアに影響

を与えている。1997年６月24日、ローマ法王ヨハネ・パウロ二世はエリツィン

大統領に、宗教法改正法案に対する彼の「重大な関心」を表明するために書簡

を送った。その中でこの法案が「『宗教的信仰』に関する1990年法に比べ大変

制限的であり、もしこれが採択されるならばロシアのカトリック教会にとって

司牧活動の通常の発展とその存続さえも現実に脅かすものとなるであろう」と

記している。また、法案に「伝統宗教」としてのカトリックが言及されていな

いことに遺憾の意を表明した28）。2002年２月、ヨハネ・パウロ二世はロシア布

教組織の「格上げ」を発表し、1917年以前の状態に戻すことを決定する。モス

クワに「大司教区」を置き、ノボシビルスク、サラトフ、イルクーツクをそれ

ぞれ「司教区」に改めたのである29）。

　このバチカンの決定に、ロシア正教会は猛反発した。カトリックは西欧原理

の精神的表現とみなされており、ロシア正教会の反カトリック感情がロシア ･

カトリック排除の動きにおいて中心的な役割を果たすのである30）。ロシア正教

会報道官のビュジャノフは、ローマ･カトリック教会がロシア布教組織を昇格

させる計画は「ロシア正教会に対する非友好的な行動」であると語った31）。３

月中旬、ノボシビルスクの正教徒は市の中心部に位置するカトリック教会を取

り巻いてバチカンの拡大に対する抗議行動を起こしている。府主教チーホンの

祝福のもと、250人の正教徒がアレクサンドル･ネフスキーのイコンやプラカー

ドを手にカトリック寺院前の広場に集った。この抗議には700人以上の教区信

徒の署名が添えられている32）。４月下旬にはイルクーツクの正教住民が、その

地にあるカトリック大聖堂にピケットを張った33）。５月中旬、ロシア正教会総

主教アレクシー二世は新聞のインタビューに答え、「バチカンはロシアおよび

独立国家共同体の国々の伝統的な正教住民のなかでの宣教を拒否されなければ

ならない」と語っている34）。こうした抗議行動はロシアの政治･社会次元にも

広がっていく。バチカンの決定に際し即座に行動を起こしたロシア外務省は、

バチカンに公式書簡を送付した。そこでロシアに４つのカトリック教区を設立

するという決定を取り消すよう法王に求め、「その決定の実行はロシア正教会
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との間に紛糾をもたらすであろう」から、「この問題をロシア正教会と解決す

る前にいかなる行動も起こさないことをバチカンに勧告」している35）。２月17

日に放映されたテレビ番組「ロシアの家」は、ロシア･カトリックの布教組織

格上げを中心に構成されており、バチカンの拡大に警鐘を鳴らすものであっ

た。かつてアレクサンドル･ネフスキーがカトリックの侵略に反撃したことに

触れ、視聴者にカトリックの侵略に対して行動を起こすよう呼びかけてい

る36）。２月18日には下院議員たちが、バチカンの代表者にビザを与えないこ

とを外務省に要求するよう、社会団体･宗教組織問題委員会に指示した。ロシ

ア自由民主党党首ジリノフスキーのこの提案は、大半の議員に支持されるにい

たる37）。そして、カトリック聖職者のビザを剥奪する事件が発生した。イタリ

ア国籍の司教カピロがミラノの親戚に会うためにモスクワを発った４月５日、

パスポートからビザが没収され、再入国を禁止されたのである38）。４月19日に

は、カトリックのイルクーツク司教区の司教マズルがポーランドへ一時帰国

した後、ロシアへの再入国が拒否され、数次ビザが没収されている39）。４月上

旬、プスコフで建設中のカトリック教会の工事現場に州の役人が訪れ、工事の

停止を命令した40）。４月下旬には、アルタイ共和国元首がカトリック大聖堂の

建設を禁じた41）。しかしながら、下院国際問題委員会議長ロゴジンは、ロシア

ではカトリック教徒に対するいかなる迫害もないと議員たちに明言する。下院

議員の大半は、ロシアにおけるカトリック教会の状況に関する問題の審議を拒

否したのである42）。４月28日、カトリックのロシア進出に対する大規模な抗議

行動がロシア全土20以上の地域で起こされた。これはロシア人民党と正教市民

同盟が指導しており、55000人が賛同の署名をしている43）。この抗議行動に際

し、ロシア共産党議長ジュガノフは正教徒たちとの連帯を表明した44）。

　ロシア・カトリック司教会議議長の大司教コンドルセービチは、４月15日に

声明を発した。それによれば、ロシア憲法第28条と1997年宗教法第３条第１項

はロシア市民に対し信教の自由を保障している。ここ数ヶ月のロシアにおける

カトリックへの迫害は、ロシアの現行法令に違反するものである。1997年宗教

法第３条第６項に、「宗教的崇拝の対象の近くで市民の宗教的感情を侮辱する

公開の行事を行うこと、そのような文書及び表現を配置することは禁じられ
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る」とある。コンドルセービチはカトリック教会に対する組織的なキャンペー

ンを停止するよう求めている45）。５月16日の下院総会では、ロシアにおけるカ

トリック教会の活動に関する大統領へのアピール案が審議された。この案によ

れば、ローマ・カトリック教会は日本のロシアへの領土要求を意図的に煽って

いる。同教会のインターネットサイトでは、南サハリンとクリル諸島が「樺太

県」と呼ばれ、ロシア領ではないかのように表示されている。こうした行為は

ロシア連邦の統一を脅かすものであり、ロシアにおけるカトリック教会の活動

は1997年宗教法第14条第２項に定められた事由によって禁止されなければなら

ないという。この案は採択されなかったものの、賛成169、反対37、棄権４と

いう結果であった46）。

（３） 過激主義活動対策法の成立

　2001年「９･11」米国同時多発テロ事件の衝撃を受け、ロシアでは右翼過激

主義勢力が著しく伸張した。2002年４月、在モスクワ日本大使館は在留邦人に

「ヒトラーの誕生日が近づいています。スキンヘッズにご注意を」とのチラシ

を配布している。当時、「ロシア･ネオナチ」を自称する10代の青年が外国人を

襲撃する事件が頻発していた。こうした勢力は都市部から地方にも広がり、さ

まざまな分派を合わせて250団体を数えるといわれる47）。ロシア内務省のバレ

リー･コマロフによれば、近年のロシアでは外国人を標的にした暴力犯罪が増

加しており、その担い手であるスキンヘッドはロシア全土で１万5000 ～２万

人、うちモスクワに5000人、サンクトペテルブルクに3000人いると推測されて

いた。また2002年に過激主義集団は14万件の罪を犯し、うち刑事事件として提

訴されたのは71件に過ぎないという48）。４月20日のヒトラー生誕の日を前に、

「ネオナチ」の活動は過激化した。モスクワではアフガニスタン人が殺害され、

外国人が経営する商店が略奪された。モスクワ中心街の地下鉄で15日夜、内務

省通訳官のアフガン人がスキンヘッドに襲撃･殺害される事件が発生した。在

ロシア･アフガン大使館はロシア政府に抗議している。ウクライナのキエフで

は14日夜、スキンヘッドの50人がユダヤ教のシナゴーグを襲撃したことが明ら

かになった。CIS 諸国の在ロシア外交当局は18日までに、「ネオナチが CIS 国
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民を脅かしている」と外務省に申し入れている。米国やアフリカ諸国からも自

国民保護の要請が相次ぎ、ロシア政府も事態を放置できない状況に追い込まれ

た。グリズロフ内相は19日、治安警察による取締りの強化を発表した49）。プー

チン大統領は18日の年次教書演説で、「過激主義の台頭はロシア社会にとって

深刻な脅威だ」と警鐘を鳴らしている50）。

　こうした情勢の下、2002年７月に「ロシア連邦過激主義活動対策法」が成

立した51）。この法律は「過激主義活動」を次のように規定する。「社会および

宗教団体、またはその他の組織、またはマスメディア、または自然人の活動

で、次のことに向けられた計画、組織、準備および遂行を指す。憲法体制の原

則を暴力的に変更すること、およびロシア連邦の一体性の侵害。ロシア連邦の

安全保障の破壊。全権の強奪若しくは奪取。非合法的な武装部隊の創設。テロ

活動の実行。人種的、民族的若しくは宗教的不和、並びに暴力若しくは暴力へ

の訴えに関連する社会的不和の煽動。民族的尊厳の侮辱。イデオロギー的、政

治的、人種的、民族的若しくは宗教的憎悪または敵意、並びに何らかの社会集

団に対する憎悪または敵意を動機とした、大規模騒乱、無頼行動および野蛮行

為の実行。宗教に対する態度、社会的、人種的、民族的、宗教的若しくは言語

的帰属の特徴に関する市民の優位性、優位または下等の宣伝」（第１条第１項）

である52）。この法律と同時に成立した「過激主義活動対策法関連法の改正法」

は、過激主義活動対策法に関連した法律の改正と追加条文を定めたものであ

る。それは社会団体法、マスメディア法など18 の法律に及ぶ。1997年宗教法

は第14条が改正されている。この条文の名称「法令に違反した場合の宗教組織

の解散及び宗教団体の活動禁止」に、「宗教団体の活動停止」という文言が加

わった。さらに第７項で、「『過激主義活動対策に関する』連邦法に定められた

手順と事由に従い、宗教団体の活動は停止されることがあり、宗教組織は解散

されることがあり、また宗教組織ではない宗教団体の活動は禁止されることが

ある」と規定された53）。この法律には、社会･宗教団体の活動が抑圧されると

いう批判が殺到する。2002年12月、『ガゼータ』紙は政府内部で検討されてい

る宗教的過激主義に関する法案レポートを公表した。そこでは、国民の安全保

障に対する５つの宗教的脅威として、第１に正教徒を改宗させようとするロー
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マ･カトリック教会、第２に人道的援助を装うプロテスタント組織、第３にエ

ホバの証人･サイエントロジーといった外国擬似宗教共同体、第４にイスラム

過激主義、そして第５に「文明の衝突」およびキリスト教･イスラム教間の避

けられない紛争という考えを促進する試みが列挙されたのであった54）。

（４） 公教育における正教教育の導入

　1997年宗教法第４条では、「宗教団体の国家からの分離に関する憲法上の原

則にしたがって、国家は……国立ならびに公立の教育機関における教育の世俗

的性格を保障する」と定めている。また、第５条では宗教教育について、次の

ように規定する。「①個々人は、自らの選択によって個人的に、もしくは他の

人々と共同で宗教教育を受ける権利を有する。②子供の養育ならびに教育は、

良心の自由ならびに信教の自由に対する子供の権利を考慮して、両親もしくは

それに代わる者が行う。③宗教団体は、その規約およびロシア連邦法令にした

がって、教育機関を設立する権利を有する。④両親もしくはそれに代わる者の

申請があり、国立ならびに公立の教育機関で学ぶ子供の同意を得た上で、当該

の地方自治機関との調整にしたがって、教育課程の範囲外で子供に宗教を教え

る機会が、当該教育機関の管理当局によって宗教組織に与えられる55）」。

　しかしながら、公教育においてロシア教育省とロシア正教会との協力関係が

進展していく。1999年２月、モスクワ総主教庁の提案に沿って、教育に関する

世俗･宗教委員会が教育省内に創設された。これは国家教育スタンダード、学

習計画、教科書、学習参考書を戦闘的無神論の立場から解放する使命を帯びた

ものとされた56）。また1999年８月には、「ロシア連邦教育省とロシア正教会モ

スクワ総主教庁との協力に関する契約」にフィリポフ教育大臣とアレクシー二

世総主教が署名した。この契約は次の事項を含んでいる。情報交換。学習･教

授法問題における統一行動。精神･道徳的養育の分野における共同作業で蓄積

された経験の分析と総括。教育、良心の自由と宗教団体に関する現行法の修

正と追加に関する確実な論拠のある提議の作成である57）。1997年から1999年に

かけて、ロシアのいくつかの地域では州行政機関の資金で公立中学校に正教の

教義を教える正規の科目が導入され始めた。それは次のように様々な科目名で
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あった。「正教の基礎と価値」（ベルゴロド）、「正教文化の基礎」（クルスク）、

「神の法」に関する選択科目（ボロネジ、カリニングラード）、「正教文化と道

徳の基礎」（ノボシビルスク、スモレンスク）、「教会史」（ボロネジ、ロストフ

･ ナ ･ ドヌー）、正教の基礎に関する選択科目（ケメロボ）等である。最も注

目されたのがクルスク州で、「正教文化の基礎」教育が州内に800 ある学校の

うち300 で導入されている58）。

　2002年初頭、アラ・ボロジナ著の教科書『正教文化の基礎』が出版された。

これには「ロシア連邦教育省とロシア正教会モスクワ総主教庁との統一行動に

関する調整評議会推薦」の公印が押されていた。ボロジナはモスクワ第1148

学校の教頭であり、モスクワ教員再教育研究所の教授法専門家である。彼女

は1996年からこのコースを準備しており、教科書だけではなく学校プログラ

ムに全学年に及ぶ新しい科目を導入する構想を提案している59）。2002年10月22

日、フィリポフ教育大臣は科目「正教文化」の模範的な教授法計画の要約を付

与した書簡に署名した。この書簡は地方の教育局にも発送され、学校における

「正教文化の基礎」の集中的な導入を開始させている60）。グレブネフ教育次官

も2004年１月、中学校の必修プログラムに「正教文化の基礎」コースを導入す

るべきとの考えを明らかにした61）。２月３日の記者会見でフィリポフ教育大臣

は、中学校に選択科目としての正教教育を導入する方針を再度表明した62）。こ

うした教育省の政策により、中等教育における正教教育の導入に対する賛成派

と反対派が形成されることになる。賛成派には、当事者であり推進者であるロ

シア正教会、ロシア教育省を別とすれば、地方・連邦権力機関の一部、ロシ

ア・ナショナリストの社会・政治組織のいくつか、正教徒または金銭的に利害

関係を有する教師の小グループという主として３つの勢力が挙げられる。反対

派は主に次の４グループから構成される。新しい負担を重荷と感じる児童。児

童への宗派教育を望まない両親。道徳についての自身の見識をもつ大多数の教

師。リベラルな社会‐政治組織であり、彼らは社会制度においてロシア正教会

の影響が強まることはロシアの民主的発展に対する脅威であり、他の宗教・宗

派の権利侵害であるとみなす63）。人権組織に所属するポノマリョフらは、ボロ

ジナの反ユダヤ主義を糾弾し、彼女に対する刑事上の取り調べを開始させた。
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この件に関してモスクワでは10以上の裁判が行われたのである64）。「世論」基

金が2004年12月にロシア全土で実施した調査では、選択科目としての世界「宗

教史」と「正教文化の基礎」を両方とも教えることが期待されていた65）。しか

しながら教育現場では、「正教文化の基礎」教育が徐々に浸透する。トゥーラ

の学校では2002年度は５年生には必修となり、2003年度には児童の希望と両

親の承諾が条件となった。市のプロレタリア地区では、30 のうち５つの学校

でこの選択科目が実施されている66）。2004年３月には、クルスク州における学

校の70％で「正教文化の基礎」が選択科目として教えられていた67）。2004 ～

2005年度には、「正教文化の基礎」とそれに類似するコースがロシア各地の学

校で開かれている68）。

むすび

　1990年から2002年における世界中の政教関係を調査したジョナサン・フォッ

クスによれば、旧ソ連・東欧諸国では政教分離はほとんど見られなくなってい

る。かつての戦闘的な世俗地域における宗教復興には、次の傾向があるとい

う。１つに、この地域におけるほとんどの国は、宗教を含む土着文化を再び確

立し促進したがっている。従って、多くの国は外来かつ非伝統宗教の侵食に対

して土着の宗教を擁護しようとしている。２つに、宗教への恐れあるいはそれ

を統制しようとする欲求である。宗教は政治体制に対する挑戦として恐れられ

ている。これはイスラム急進派が国家を弱体化させてイスラム国家を樹立しよ

うとしている国家では差し迫った恐怖である。宗教の政治的パワーはキリスト

教国でも実感されている。ポーランドではカトリック教会が政治に影響を与

え、ロシアでは重要な政策的・文化的問題について正教会に独占的な特権を与

えている69）。2002年時点の政教関係は表５のように整理される。旧ソ連・東欧

諸国の中で、ロシアは「若干の宗教の優先的待遇」に分類され、少数派宗教を

制限する度合いは高いものとなっている。

　本稿で論じてきたように、ロシアの1990年宗教法はリベラルな性格を持ち、

信教の自由を完全に保障するものであった。そのためソ連消滅後のロシアでは

宗教復興が著しく、伝統宗教の復権とともに外国宗教の広がりも顕著であっ
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た。1997年宗教法の下、ロシアでは宗教のヒエラルキーが形成されている。正

教、イスラム教、仏教、ユダヤ教等は「伝統宗教」とされた。プロテスタント

セクト、新宗教運動等は「その他の宗教、あるいはセクト」とされ、その一部

は解散となっている。1998年には「エホバの証人」登録取消訴訟が提起された。

ここでは宗教組織の解散及び宗教団体の活動禁止について定めた1997年宗教法

第14条が適用されたが、2001年に「エホバの証人」側が勝訴している。1999年

にはロシア教育省とロシア正教会との協力が約された。2002年に出版された教

科書『正教文化の基礎』は、すでに導入が開始されていた公教育における正教

教育を後押しした。こうした政策は、宗教教育について規定する1997年宗教法

第５条に違反するものであると各方面から指摘されている。2002年にバチカン

が決定したロシア布教組織の格上げに、ロシア全土でカトリックに対する抗議

行動が展開された。それは宗教次元のみならず政治・社会次元に広がり、国際

問題にまで発展した。カトリック側はこうした迫害に対し、信教の自由を保証

する1997年宗教法第３条に違反すると主張する。しかし、下院は同法第14条を

根拠にカトリック教会の活動を禁止せよと訴えるのであった。また2002年には

過激主義活動対策法が成立している。これにより、1997年宗教法第14条で「宗

教団体の活動停止」に関する条文が追加された。さらに、公表された宗教的過

表５　旧ソ連・東欧諸国における政教関係（2002年）

政教関係 少数派宗教の制限

なし 低度 中度 高度

宗教国家 － － － －

活動的国教 － － － －

国家に統制された国教 － － － ウズベキスタン等

歴史的・文化的国教 － － － －

若干の宗教の優先的待遇 － ハンガリー等 ポーランド ロシア等

全般的な支持 － スロベニア スロバキア －

適度の分離 － エストニア等 ウクライナ －

ほぼ完全な分離 － アルバニア － －

敵対 タジキスタン キルギスタン － アゼルバイジャン

出典 : Fox, Jonathan, A World Survey of Religion and the State, Cambridge University Press, 
2008, p.147.
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激主義に関する法案では、カトリック教会、プロテスタント組織、「エホバの

証人」などの外来新宗教運動が宗教的脅威の上位を占めている。

　本稿での考察から明らかなように、1997年宗教法は信教の自由を守るために

機能しているとは言いがたい。むしろ、この法律の前文で言及された「伝統宗

教」を擁護し、それ以外の宗教を抑圧する道具としての役割を果たしているよ

うに見受けられる。1997年宗教法が成立してから数年の間における政教関係は、

この法律に示された宗教のヒエラルキーを固定化し、強化する方向へ変容しつ

つある。すなわち、正教、イスラム教、仏教、ユダヤ教を優遇し、それ以外の

宗教は強く制限するのである。とりわけ、社会におけるロシア正教会の復権と

ともに、国家とロシア正教会の結びつきが強まっている。21世紀を迎えたロシ

アは法治国家ではなく、正教国家への道のりを歩み始めたかのようである。本

稿では2000年代前半までの状況を扱った。2000年代後半以降の動向については、

別の機会に検討したいと思う。

注

１）これについては以下を参照。中野毅・飯田剛史・山中弘編『宗教とナショナ

リズム』世界思想社、1997年 ; 『国際政治 宗教と国際政治』第121号、有斐閣、

1999年 ; 中野毅『宗教の復権―グローバリゼーション・カルト論争・ナショナ

リズム』東京堂出版、2002年。

２）これについては以下を参照。廣岡正久『ロシア・ナショナリズムの政治文化

―「双頭の鷲」とイコン―』創文社、2000年 ; 同『ロシア正教の千年聖と俗

のはざまで』［ＮＨＫブックス（680）］日本放送協会、1993年。

３）この法律は、同年ソ連大統領ゴルバチョフの署名によって成立した「『良心の

自由と宗教組織に関する』ソビエト連邦法」に基づいて制定された。ロシアの

1990年宗教法全文は次を参照。遠藤克己「ロシアにおける新たな国教関係の動き

―信教の自由の改正をめぐって―（２）完」『名古屋大学法政論集』第164

号、1996年、334 ～ 345ページ。

４）ここでは次を参照。遠藤克己「ロシアにおける新たな国教関係の構築の動

き―信教の自由法の改正をめぐって―（１）」『名古屋法政論集』第163号、

1996年、65 ～ 73ページ ; 森下敏男「現代ロシアにおける信教の自由―付：邦

訳『良心の自由・宗教結社』法（1997年）―」『神戸法学雑誌』第48巻、第４

号、1999年、864 ～ 865ページ。

５）Конституция Российской Федерации: Официальное издание, М.: Юридическая 



��現代ロシアにおける宗教復興と政教関係の変容

литература, 1993, c.8, 12.

６）Каариайнен, Кимо, Д.Е.Фурман,“Верующие, атеисты и прочие (эволюция российс- 
кой религиозности)”,Вопросы Философии, No.6, 1997,c.35-36. この調査によれば、ロ

シア国民の宗教意識は次の３つに分類できる。①漠然とはいえ神の存在を信じて

宗教の意義を肯定する人々であり、50 ～ 60％を占める。②宗教の価値や役割を

重視する女性・高齢・低学歴の人々であり、30 ～ 35％を占める。③人格神を信

じて宗教儀式にも定期的に参加する女性・高齢・低学歴の人々であり、５～６％

を占める。廣岡正久「宗教」ユーラシア研究所編『情報総覧現代のロシア』大空

社、1998年、469 ～ 470ページ。

７）これに関しては次の文献に詳しい。清水望『東欧革命と宗教』信山社出版株式

会社、1997年、第３編「旧ソ連良心自由法とロシア宗教法」第３章「ロシア宗教

法の実態」。

８）拙稿「現代ロシアにおける『カルト』現象と『反カルト運動』―オウム真理

教を事例として―」『ソシオロジカ』第27巻、第１･２号、2003年、参照。

９）拙稿「現代ロシアにおける『ロシア正教ファンダメンタリズム』」『ロシア･東

欧学会年報』第31号、2003年、参照。

10）拙稿「現代ロシアの公教育における宗教教育―『正教文化の基礎』コース導

入をめぐって―」『ロシア･東欧学会年報』第34号、2005年 ; 同「公教育におけ

る宗教教育とナショナリズムの現在―ロシアと日本を比較して―」『通信教

育部論集』第９号、2006年、参照。

11）この法律の立法過程については、拙稿「ロシアにおける1997年宗教法の立法

過程―グローカリゼーション論との関連で―」『ソシオロジカ』第34巻、第

１・２号、2010年、参照。

12）ここでは以下を参照。”Российская Федерация Федеральный закон. О свободе со- 
вести и о религиозных объединениях”, Росийская газета, 1997. 10. 01., c. 3-4; 小

杉末吉訳「対照ロシア連邦新宗教法」『比較法雑誌』第31巻、第４号、1998年 ; 

Shterin, M. S., J. T.Richardson, “Local Laws Restricting Religion in Russia: 

Precursors of Russia’s New National Law”, Journal of Church and state, Vol. 

40, No.2, 1998; 清水望「ロシア宗教法の制定とその問題点」『宗教法』第17号、

1998年 ; 森下「現代ロシアにおける信教の自由」; 廣岡正久「ロシアにおける信

教の自由―宗教法の改正をめぐって（２）」『産大法学』第33巻、第３･４号、

2000年 ; 同「ロシアにおける信教の自由―宗教法の改正をめぐって―」『宗

教法』第21号、2002年。

13）Agadjanian,Alexander, “Religious Pluralism and National Identity in Russia”, 
International Journal on Multicultural Societies, Vol.2, No.2, 2000, pp.117-120.

14）“Рост численности Свидетелей Иегоды”, НГ-религии, 2001. 01. 31. [http://



�0

religion.ng.ru/facts/2001-01-31/2_vesti.html]

15） “Jehovah’s witnesses alarmed about religion law”, Russian Religion News July 1997. 
[http://www2..stetson.edu/~psteeves/ relnews/ 9707.html] 　

16）“134000 Jehovah’s witnesses petition Yeltsin”, Russian Religion News July 1997. [http://
www2..stetson.edu/~psteeves/ relnews/ 9707.html]

17） “More Than 2000 Congregations Lose Legal Status”, RFE/RL NewsLine-Russia, 
2001.05.30. [http://www.rferl.org/newsline/1-rus.html]

18）“Свидетели Иеговы”, Мир Религии. [http://eee.religio.ru/dosje/17/107.html]

19）Makarkin, Aleksei, “Moscow Society of Jehovists Wins Right to Life in Court”, 
Segodnia, 2001. 02. 24. [http://www2.stetson.edu/~psteeves/relnews/0102f.html]

20）森下「現代ロシアにおける信教の自由」900 ～ 901ページ。

21）同前、901ページ。「エホバの証人」の機関紙でも、この問題について特集を組

んでいる。「ロシアの宗教―どんな将来があるか」『目ざめよ！』ものみの塔聖

書冊子協会、2001年４月22日、３～ 15ページ。

22）「モスクワの当局がエホバの証人を提訴」エホバの証人記者クラブ、2001年４

月１日更新。[http://jwpc.milkcafe.to/news9809a.html]

23） “Court Approves the Activity of ‘Jehovah witnesses’”, Правда, 2001. 02. 23. [http://
English.pravda.ru/main/2001/02/23/2685.html]

24）ロシア人のカトリックに対するイメージにはネガティヴな歴史的記憶が付き

まとい、それが両者間の対立の根底にあると言われる。Schlafly, Daniel L. JR., 
“Roman Catholicism in Today's Russia: The Troubled Heritage”, Journal of Church and 
State, Vol.39, No.4, 1997. 

25）“Католицизм в России в ХХ в.”, Аверицев, Е.П., и др.(авт.колл.), Религиозные 
объелинения Московской области: Справочник, М.:Славянский диалог, 1998, с. 138-141.

26）Гетьман, Татьяна, “Мыльный пузырь российского католичества”, Религия в России, 
2002. 03. 07. [http://religion.russ.ru/discussions/20020307-getman.html].

27）“Рост численности Свидетелей Иегоды”.

28）“Письмо Папы Иоанна Президенту Б. Ельцину”, Церковно-общественный вестник 
[http://www.relis/ru/MEDIA/news/vk/texts/0097/20/v20papa.html]; Corley, Felix, “Po- 
pe John Paul Writes to Yeltsin on Proposed Religion Law”, Keston News Service, 1997. 
07. 18. [http://members.tripod.com/~russian_rf/pope_wtrites_to_yeltson.html]

29）横村出「カトリック布教強化抗議デモロシア正教『東西和解』へ多難」『朝日新

聞』2002年４月24日、８面 ; “Римско-Католическая Церковь в Российской Федерации”, 
Мир Религии.[www.religio.ru/dosje/16/129.html]

30）Augsburger, Judy, “Russia Moves on Catholic Priests”, NBC News, Moscow Times, 
2002. 09. 10. [http:// www.stetson/edu/~ psteeves/ relnews/ 0209a. html]



��現代ロシアにおける宗教復興と政教関係の変容

31）“Roman Catholic Church Embarks on ‘Unfriendly’ Mission in Russia”, RFE/RL 
Newsline, 2002. 02. 12. [http://www.rferl.org/newsline/2002/02/120202.asp] 

32）“Православные Новосибирска провели акцию протеста против экспансии 
Ватикана”, Религия в России, 2002. 03. 12. [http://religon.russ.ru/news/20020312-n7.
html]

33）“Православные жители Иркутска потребовали упразднить катлическую епархию 
в Восточной Сибири”, Мир Религий, 2002. 04. 22. [http://www.religio.ru/arch/
22Apr2002/news/3615.html]

34）“Алексий II oжидает, что Ватикан откажется от прозелитизма”, Мир Религий, 
2002. 05. 13. [http://www.religio.ru/news/3716.html]　　　　　

35）“Foreign Ministry Asks Vatican to Refrain from Raising its Profile in Russia…”, RFE/
RL Newsline, 2002. 02. 14. [http://www.rferl.org/newsline/1-rus.asp]

36）“'Русский дом' наехал на католиков”, NTVRU, 2002. 02. 19. [http://www.ntvru.com/
arch/religy/19feb2002/russky_dom_print.html] 

37）Vasilenko, Kirill, “Natural Selection. Duma Calls for Denying Russian Visas to Vatican 
Representatives”, Vremia novostei, 2002. 02. 18. [http://www.stetson.edu/~psteeves/
relnews/0202d.html]

38）Yablokova, Oksana, “Roman Catholic Priest Banished”, Moscow News, 2002. 04. 10. 
[http://www.stetson.edu/~psteeves/relnews/0204a.html]

39）“Russia Expels Another Catholic Priest”, RFE/RL Newsline, 2002. 04. 22. [http://www.
rferl.org/newsline/1-rus.asp]

40）“Строительство катлического храма в Пскове приостановлено”, Мир Религий, 
2002. 04. 05. [http://www.religio.ru/news/3527.html]

41）“Глава Алтая запретил строичельство католического храма”, Религия в России, 
2002. 04. 26. [http://religion.russ.ru/news/20020426-n10.html]

42）“Госдума отказалась слушать о притеснении католиков в России”, Религия в 
России, 2002. 04. 26. [http://religion.russ.ru/news/20020426-n14.html]  

43）“В поддержку государственности и РПЦ поставили подписи 55 тысяч человек”, 
Мир Религий, 2002. 04. 29. [http://www.religio.ru/news/3664.html] 

44）“Глава коммунистов солидарен с православными”, Мир Религий, 2002. 04. 29. [http://
www.religio.ru/news/3666.html] 

45）“Заявление митрополита Тадеуша Кондрусевича”, Свет евангалия, 2002. 04. 21. 
[http://www.catholic.ru.981/svet/366/003.html]

46）“Госдума рассмотрит проект обращения к Президенту России о деятельности 
Римско-Катлической Церкви на территории РФ”, Религия в России, 2002. 04. 16. [http://
religion.russ.ru/news/20020416-n10.html]; “Госдума отклонила проект обращения к 



��

президенту РФ о деятельности Католической Церкви на территории России ”, Мир 
Религии, 2002. 05. 16. [http://www.religio.ru/news/3737.html] 

47）横村出「モスクワ広がる10代の『ネオナチ』」『朝日新聞』2002年４月９日、９

面。

48）“Interior Ministry Creates Antiextremism Unit”, RFE/RL Newsline, 2003. 02. 05. [http://
www.rferl.org/newsline/1-rus.asp]

49）“2002 год Деятельность национал-радикалов, Национал-экстремизм и государство”, 
ИИЦ “ПАНОРАМА”, 2002. 06. 30. [http://www.panorama.ru:8101/works/patr/govpol/
nac/02/all-y.html]

50）“Что сказал президент”, Независимая газета, 2002. 04. 19. [http://ng.ru/politics/
2002-04-19/2_message.html]; 横村出「きょうヒトラー誕生日ロシアネオナチ過激

化外国人殺害、商店で略奪」『朝日新聞』2002年４月20日、６面。

51）この法律の立法過程と特徴については、土岐康子「短信ロシア：過激活動対

策法」『外国の立法』第214号、国立国会図書館調査立法考査局、2002年 ; 拙稿

「現代ロシアにおける右翼過激主義対策―『過激主義活動対策法』をめぐって

―」『ソシオロジカ』第29巻、第１・２号、2005年、参照。

52）第２に、ナチズムも法的に禁止され、ナチの付属物またはシンボルの宣伝お

よび公的な誇示を過激主義と位置付ける。「ドイツ国民社会労働党、イタリア･

ファシスト政党指導者の著作」は「過激主義資料」と規定される。第３に、「過

激主義活動対策の基本方向」は過激主義活動の予防措置を講じ、過激主義の原因

と条件を明らかにして除去することである。また「過激主義活動の予防」とし

て「過激主義活動の予防に向けられた養育、宣伝を含む予防措置を講じる」と規

定している。第４に、「ロシア連邦では目的もしくは行動が過激主義活動の実行

に向けられた社会及び宗教団体、その他の組織の創設及び活動は禁止される」と

規定し、「大衆行動遂行の場合における過激主義活動実行の不許可」について定

めている。第５に、マスメディアを通じての過激主義資料の散布およびそれら

による過激主義活動の実行は禁止され、マスメディアが過激主義活動を実行し

た場合にはそのマスメディアの活動は停止されることがある。この法律の全文

は以下を参照。Федеральный закон РФ от 25.07.2002 N 14-ФЗ “О противодействии 
экстремистской деятельности”, информационный канал государственной думы 
РФ. АКДИ Экономика и жизнь. [http:www.akdi.ru/gd/proekt/089226GD.SHTM]; 
Верховский,Александр М., Государство против радикального национализма. Что 
делать и чего не делать? М.: РОО《Центр “Панорама”》2002, с.179-190. この法律の

全訳は次を参照。「連邦法『過激主義的行為への対策について』（全文）」『ロシア

政策動向』第21巻、第20号、ラヂオプレス、2002年。

53）“Федеральный закон О внесении изменений и дополнений в законодательные акты 



��現代ロシアにおける宗教復興と政教関係の変容

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона《О противодействии 
экстремистской деятельности》Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года”, 
Верховский, Государство против радикального национализма, с. 199. 

54）“Проект Доклада робочей группы президиума Государственного совета Российской 
Федерации по вопросам противодействия религиозного экстремизма в Российской 
Федерации от 30 октября 2002г.《О совершенствовании Деятельности государственных 
и общественных институтов по противодействию проявлениям религиозного 
экстремизма в Российской Федерации》”, Газета, 2002. 12. 06. [http://www.gzt.ru/
rubricator.gzt?id=28550000000004210]

55） “Российская Федерация Федеральный закон. О свободе совести и о религиозных 
объединежниях”, с. 3. 

56） Зуев, Ю.П., Т.А.Кудрина, Р.А.Лопаткин, и др. “Развитие религиоведческого 
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Российской Федерации (Аналитический материал)”, Скворцов, Л.В.(Отв.ред.), Религия 
и образование: сборник обзоров и рефератов, М.: РАН. ИНИОН., 2002, c. 32.

57）Там же. c. 29-30.

58） Митрохин, Николай, “Клерикализация образования в России : к общественной 
дискуссии о введении предмета 'Основы православной культуры' в программу средних 
щкол”, Институт изучения религии в странах СНГ и Балтии. [http://religion.gif.ru/
clerik/clerik.html]　

59）Там же. ボロジナのウェブサイトによれば、『正教文化の基礎』の目次は次のと

おり。

まえがき．宗教文化史の対象

テーマ１．私たちは正教について何を知っているか？……ロシア社会の生活に

おける正教の役割／キリスト教と正教教会の発生／正教教義の起源と伝統／

神についての知識の出所／ルーシにおける最初のキリスト教徒の出現／ルー

シの洗礼

テーマ２．聖書……聖書について／旧約聖書の筋：天地創造、人間創造、堕罪

／旧約聖書の筋：最初の兄弟殺し、ノアの洪水／旧約聖書の預言者／新約聖

書の筋：イエス・キリストの生誕、幼年時代、洗礼／キリストの奇蹟と説教

／イエス・キリストの受難、死および復活／キリスト復活後における福音的

出来事

テーマ３．聖堂は神の館である……聖堂は何のために建設されたか／聖堂の様

式は何に由来するか／ルーシの古代礼拝用建築／聖堂の内部構造／正教世界

の聖堂は聖地である／モスクワの1600堂塔／モスクワ・クレムリンの聖堂

テーマ４．宗教芸術……芸術における宗教的テーマ／教会芸術／ルーシの聖像



��

画／至聖聖母マリアの聖像描写法／奇跡を行うウラジーミルの聖母マリアの

イコン／カザンおよびドン地方の奇跡を行う至聖聖母マリアのイコン／聖母

マリアの奇跡のイコン《前兆》／聖母マリアの偉大なイコン／正教聖堂にお

ける大型絵画／正教芸術の象徴

テーマ５．聖徒伝……聖ニコライ・チュドトボーレツおよび大殉教者ゲオル

ギー・ポベドノーセツ伝／聖アレクサンドル・ネフスキー大公およびラドネ

ジの聖セルギー伝／サロフの聖セラフィムおよびクロンシュタットの聖イオ

アン伝

Основы Православной культуры. Сайт Аллы Бородиной. [http://opk.orthodoxy.ru/
dinamic_doc/kniga_opk.php?id_dd=3]

60）Митрохин, “Клерикализация образования в России”.  

61）“Л. Гребнев считает необходимым введение 'Основ православной культуры' в  

обязательную школьную программу,” Информационно-аналитический центр  
“ СОВА”, 2004. 01. 23. [http://religion.sova-center.ru/events/13B7455/13DF6DE/
F8BE7A?print=on] 

62）“В. Филиппов - о перспективах религиозного образования в школах”, Информационно-
аналитический центр“СОВА”, 2004. 02. 04. [http://religion.sova-center.ru/events/
13B7455/13DF6DE/30884F9]

63）Митрохин, Николай, “Религия и образование в России”, International Journal on 
Multicultural Societies (IJMS), Vol.2, No.3, 2005, c. 58.

64）Kozyrev,  Fedor, “Current Situation with Religious Education in Russian Schools”, 
Papers and resource materials for the global meeting on Teaching Tolerance, Respect and 
Recognition in Relation with Religion or Belief, The Oslo Coaliton on Freedom of Religion 
or Belief, Oslo, 2004. 09. 02-05. [http://folk.uio.no/leirvik/OsloCoalition/Kosyrev0904.htm] 
“Дискуссия о преподавании основ православной культуры в общеобразовательной 
школе”, Религия и СМИ. Справочно-информационный портал, 2003. 07. 17. [http://
religare/ru/article_print.php?num=5980]

65）“История религии в средней школе обыденные интерпретации педагогического 
проекта”, Фонд “Общественное мнение”, 2005. 02. 15. [http://bd.fom.ru/report/map/
gur050204]

66）“Тула. 'Основы православной культуры' в школах”, REGIONS.RU, 2003. 10. 27. 
[http://www.regions.ru/newsarticle/news/id/1279444.html]

67）“В школах Курской области изчают Основы православной культуры”, 
ПРАВОСЛАВИЕ.RU, 2004. 03. 04. [http://www.pravoslavie.ru/cgi-bin/news.cgi?item=2r0
40304173124] 

68）例えば、クラスノダール、スタブロポリの各辺区、ウドムルト共和国、サマラ、



��現代ロシアにおける宗教復興と政教関係の変容

カルーガ、カリニングラード、スモレンスク、クルスク、ボロネジ、ニジニー・

ノブゴロド、ウラジーミル、キーロフ、クルガン、スベルドロフスクの各州である。 

Луховский, Всеволод, “Религиозное образование в светской школе”, Информационно-
аналитический центр “СОВА”,2005. 01. 21. [http://religion.sova-center.ru/publications/
4C5458F/4D8AE06]

69）Fox, Jonathan, A World Survey of Religion and the State, Cambridge University Press, 
2008, pp. 178-179.






