
特集体制移行固における権利擁護団体

ロシアの人権団体

一一インターネットから見える横顔一一

阿曽正浩

この資料は、後掲のポータル・サイト「ロシアにおける人権」の人権団体に関する情報か

ら、地方組織とリンク切れの組織を除いて、作成したものである。掲載は、運動の開始時期

ないしは組織の創設時期の順に並べてある。なお、今回は極めて短時間で作成せざるをえな

かったため、取り上げた団体の偏りや情報の不正確さがあるかもしれない。あらかじめご海

容を乞う次第である。

・アムネスティ・インターナショナル

創設： 1961年

概要：ロンドンに本部を持つ国際人権団体。 1974年にモスクワ・グループが創設され、

2002年にはロシア・センターが開設された。いまだロシアに支部はないが、約 30

のグループが活動している。

書記長：イレーネ・ハーン

サイト： htゆ：／／www.amnesty.org.ru/pages/index-rus （ロシア語・英語）

置モスクワ・へルシンキ・グループ

創設： 1976年

概要：ロシア人権団体の草分け的存在。 1975年の欧州安保協力条約に基づいて、ヘノレシ

ンキ協定をソヴィエト指導部が道守するかどうかを監視することを目的に掲げた。

議長： !Jュドゥミラ・アレクセーエヴァ

サイト： h仕p://www.mhg.ru/ （ロシア語・英語）

Eヒューマン・ライツ・ウオッチ

創設： 1978年

概要：ニューヨークに本部を置く国際人権団体。ヘルシンキ・ウオッチとして社会主義国

を監視してきた。ソ連崩壊後、モスクワにも支部ができた（創設年未確認）。
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常務理事：ケネス・ロス

サイト： htφ：池町店g/russiarν （ロシア語・英語）

圃刑事裁判改革促進センタ－ r監獄と解放」
創設： 1988年

概要：アンドレイ・サハロフの支援を得て、旧政治犯たちが結成。刑事裁判と行刑制度の
改革プランを提案し、成果も上げている。

所長：ヴァレリー・アブラムキン

サイト： http://www.prison.org/index.shtml （ロシア語・英語）

圃ロシア・メモリアル
創設： 1989年（？）

概要：ソヴィエト時代の政治的弾圧を社会的に記櫨しようとする地域活動を統合した組織。
ロシア各地に支部があり、それぞれ独自の活動をしている。

議長：セノレゲイ・コヴァリョフ

サイト： htゅ：／／www.memo.ru/ （ロシア語・英語）

圃「母親の権利」財団

創設： 1990年

概要：軍務中に死亡した兵士の家族の法的保護を目指す組織。軍内部の刑事事件の捜査を
追跡し、親の権利の保護を要求している。

議長：ヴエロニカ・マルチェンコ

サイト： htゆ：／／www.hro.org/ngo/mright/ （ロシア語）

・難民救済社会委員会「市民的支援J
創設： 1990年

概要：ロシアの難民と強制移住者を支援する慈善団体。移住者と政府組織との間の仲介者
の役割を果たしつつ、法廷での援助、相談活動、社会権の擁護などの人道支援を行う。

委員長：スヴェトラーナ・ガンヌシュキナ

サイト： http://www.refugee.ru/ （ロシア語・英語）

圃グラースノスチ擁護財団

創設： 1991年

概要：言論の自由を擁護するためにジャーナリストたちが結成。マスメディアに関するモ
ニタリング調査を行う。

総裁：アレクセイ・シモーノフ

サイト： htゆ：／川ww.gdf.ru/ （ロシア語・英語）
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圃情報・分析センター「パノラマ」

創設： 1991年

概要： 1989年に創刊された新聞「パノラマ」を母体に結成。政治、経済、社会の幅広い

問題を扱い、その成果は、新聞「ノレースカヤ・ムィスリ」にしばしば掲載される。

総裁：ヴラジミール・プリブイロフスキー

サイト： htゆ：／川ww.panorama.ru/ （ロシア語）

圃ロシア人権調査センター

創設： 1992年

概要： 1989年に創設された国際人権団体「人権会館ネットワーク」のモスクワ支部。ソ

連時代からの人権活動家、エレーナ・ボンネノレ、セノレゲイ・コヴァリョフたちによ

り結成された。傘下団体への組織的・財政的支援、人権侵害の犠牲者への法的支援

を行う。

所長：リュボフ・ヴィノグラードヴァ

サイト： http://www.humanrightshouse.org/dllvis5品 .p?id=1444 （英語）

Eスラブ法センター

創設： 1994年

概要：個人と団体の信教の自由を擁護するために結成。宗教、法と国家権力との関係の学

術的な調査・研究を行い、法の改正案も提起する。

共同議長：アナトリー・プチェリンツェフ、ヴラジミール・リャホフスキー

サイト： htや：／川ww.rlinfo.ru/ （ロシア語・英語）

圃ポータル・サイト「ロシアにおける人権j

開設： 1996年 6月

概要：ロシアのインターネット上で、人権に関する最も大規模で活動的な情報源。ネット

上の情報提供だけでなく、フォーラムや集会を組織する原動力ともなっている。

所長：アンドレイ・ブリヌショフ

サイト： http://www.hro.org/ （ロシア語）

・情報法問題研究所

創設： 1996年6月

概要：モスクワ大学ジャーナリスト学部内に設置された研究機関。マスメディア法に関す

る情報全般を扱う。

所長：アンドレイ・リヒテル

サイト： http://www.medialaw.ru/index.html （ロシア語・英語）
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・人権研究所

創設： 1996年

ロシアの人権団体ーインターネットから見える横顔ー

概要：人権分野の研究と啓蒙・出版活動を行う。国内外の組織と協力して、さまざまなプ
ロジェクトに従事している。

総裁：セノレゲイ・コヴァリョフ

サイト： http://www.hrights.ru/ （ロシア語）

・子供の権利

創設： 1998年

概要：子供の権利遵守をモニタリングし、思いやりのある家庭環境で成長する権利を実現
するメカニズムの確立のための提案とその実施に取り組んでいる。

議長：ボリス・アノレシュラー

サイト： http://www.pravorebenka.narod.ru/ （ロシア語・英語）

・ロシア兵士母親委員会同盟
創設： 1998年

概要：ロシア兵士母親委員会を改組した組織。ロシア軍内部での兵士の人権と親の権利を
擁護する。旧組織が第一次チェチェン戦争で平和活動を行ったのは有名。

共同議長： JI・H・ジインチェンコ、 H・A・セルドュコーヴァ

サイト： http://www.ucsmr.ru/ （ロシア語・英語）

圃青年権利擁護運動

創設： 1998年

概要：新世代の法律専門家の形成、人権と普遍的価値の原理の提示、権利と自由の擁護の
ための効果的なメカニズ、ムの発展を目的にする。

総裁：アンドレイ・ユーロフ

サイト： h叩.／／yhrm.org/index油田l （ロシア語・英語）

・選挙制度発展研究所
創設： 1999年

概要：国際選挙制度財団（IFES）の支援と参加で創設。選挙過程へのすべての参加者に
技術的支援と包括的で客観的な情報を提供する。

代表：ヴィクトル・シェイニスなど6人の理事

サイト： htゆ：／川ww.democracy.ru/ （ロシア語・英語）

圃危機的状況にあるジャーナリズムのためのセンター
創設： 2000年 2月

37 



概要：ロシア・ジャーナリスト同盟が情報の自由の確立とジャーナリストの権利擁護のた

めに結成。権利侵害の調査や啓蒙活動に当たる。

所長：オレグ・パンフィーロフ

サイト： htゆ：／／www.cjes.ru/ （ロシア語・英語）

・我々、市民！

創設： 2000年

概要：「市民社会と選挙圃99」に結集した諸国体を母体に、協力を継続するために結成。

市民への啓蒙、市民イニシャチヴの相互支援を目的に、 500以上の団体が加盟して

いる。

議長：ニーナ・ベリャーエヴァ

サイト： htや：／／www.citizens.ru/ （ロシア語・英語）

・社会団体連合「民主的な別の非軍事的公務のためにJ

創設： 2002年

概要：いわゆる良心的徴兵拒否の実現のために、 90以上の団体が連合した組織。このテ

ーマに関する情報の収集・整理と実際的な助言を行う。

執行書記：セノレゲイ・クリヴェンコ

サイト： htゆ：／／ags.demokratia.ru/ （ロシア語）

・情報・分析センター「フクロウj

創設： 2002年 10月

概要：情報・分析センター「パノラマJとモスクワ・ヘノレシンキ・グループの協力で、結成。

ナショナリズムや政治的過激主義の問題に焦点を当てる。

所長：アレクサンドル・ヴェルホフスキー

サイト： htゆ：／／sova-ce凶巴r.ru/ （ロシア語・英語）

・わが権利

創設： 2004年 5月

概要：法保護機関の恋意を監視し、告発しようとする地域聞社会団体。

代表：ゲノレマニィ・ガノレデ、ツキー

サイト： http://www.moepravo.com/ （ロシア語）

・モスクワの非合法者

創設：未確認

概要：モスクワの住民登録証を持たない 300万人のためのサイト。どのようにして登録を

受けるべきか、どのようにして無登録で生活するかなど、実際的な情報も掲載する。

38 



ロシアの人権団体ーインターネットから見える横顔ー

管理者：セルゲ、アレクサンドノレ・ミロヴァーノフ

サイト： http://www.nelegal.ru/ （ロシア語）

http：／，川ww.nelegal.net/ （英語）

＜参考文献＞

MexaHH3MbI 3alI(HTbl rrpaB qenoseKa B Poccm1：且0旧制MKoMHTeTa a,nBOKaToB no rrpaBaM qenoseKa. M吋 1995.
E.A.江戸山田a(rro且pe.且）， Tipasa田＇JIOB巴Ka：戸巴6H皿 ,!J,IDlBY30B. M., 1999. 

C. II. I'：江戸IIKOBa,Tipasa qenoBeKa B Poccm1:TeopID1, 11cTopID1, rrpaKTl!Ka, M., 2003. 

Jonathan Weiler, Human rights in Russia: a darker side of reform. Lynne Rienner Publishers, 2004. 
Emma Gilligan, Defending human rights in Russia・ Sergei Kovalyov, dissident and Human Rights Commissioner, 

1969-2003. RoutledgeCmzon, 2004 

Pamela A. Jordan, D巴fendingrights in Russia: lawyers, the state and legal reform in the Post-Soviet era. UBC Press, 
2005. 

Philip Boobbyer, Conscience, dissent and reform in Soviet Russia, Routledge, 2005. 

Detlef Pollack & Jan Wielgohs （巴ds.),Dissent and opposition in communist Eastern Emope: origins of civil society組 d
d巴mocratic仕組sition.Ashgate, 2004. 

39 


