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﹁ソヴJト選挙法史における秘密投票﹂

−
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︵六七四︶九二

その他の労作では︑ソヴュト選挙めきいの公開投票が︑ノブ

ヱト廃家の発展の歴史の第一段階︵一九一七年1一九三六年︶

の特色であったことを明らかにしている︒このような労作の著

者たちの説によると︑秘密もしくほ非公開投票は︑シ同盟にお

いて社会主義が決定的に勝利をしめ︑一九三六年のソ同盟憲法

が採択された暗からやっと実施されるようになったのだとい

る︒一九四九年のソヴュト国家と法の歴史にかんする教科畜

う︒もちろん︑このような労作ほもっとも興味あるものであ

は︑次のはシにのぺている︒﹁ロシア・ソグェト連邦社会主義

労働者と農民とが完全にほ平等でない遜挙権を認証し︑遍高お

共和国窓法ほ︑搾取者から選挙権を奪いとり︑労働者のために

よび中間の権力諸機関にほ多段階制選挙を設け︑公蘭投票をみ

投票制優についての

む全くなにも与えてほいない︒というのほ︑こり憲法ほ一︑般に

義共和国忍法は︑このようなことを無条件匿認めるような眼拠

︵2︶

Ta聾HOerO白OC富aH発B宍TOp嵩長CO発と
Tめ
Cた
芥J雪○
しかし︑一九一八年のロシア・ソヴニナJ連邦社会主

ヰ村費二郎訳

≡CTpy首喜は︑選挙は公開好男で行うと書いていた︒﹂をの

︵＄︶

公開投票にょって行われたし︑かつまたソヴュ上道挙の訓令

ソグエト国家法にかんする専門の教科書は︑問題をより正確
ソグェ†選挙権の歴史︑特にソグェトの選挙のさいの投票制
設れ
定して次のようにのぺ七いる︒﹁ソヴュト窓法︵山九一八
度の歴史にかんするソヴュト法学者の労作を検討すると︑︑にこ
憲法と一九二四年憲法︶ほ︑投票方法を規定しなかった︒こ
を二つのグループ紅分類することができる︒ソヴュト憲法史年に
かんする一連の労作のなかでは︑投票制度の歴史の問琴ほ︑のことほ︑投票を公開でも非公開でも行いえたことな意味しで
る︒しかし︑ソヴュトの選挙ほ実際にほ∵原則としてい︑つも
ふれられてもいないかソヴュト忍法史にかんする無数の資料い集

の調査・註釈および引用記事では︑ソグ
禁制度の歴史檻ついて︑一般にのべられていない︒
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うなこと窒己膏ている︒ただ理由づけだけがちがっている︒た

ご出版された法律学校用の教科書の凄着たちも︑これと同じよ

とも民主主義的な︑秘密投票による真紅普通・′平等・値按のノ選

反抗のためにた甘らざるをえなかったものである︒世界でもっ

制限とは︑ソヴュト国家が罪一段階で︑反階級的分子の激烈な

が一九一八年怒法すぇに︑すでに確立していたと考える︒彼は

デ・チエガーエフは︑適挙は公開投票で行うという﹁慣習﹂

へ︐・︶

とえば︑山九四八年の大学・高等専門学校用の教科書ほ︑﹁ソ

挙権の諸原理がソ同盟で最終的に確認され尭﹂︒

︵4︶

ヴュト政耗の初期には︑選挙人のうち町隠びただしい数が︑い
まだに文盲であり∵Jのことが投票用紙の記入という票決方法

をとる非公開選挙の実施の問題を紛糾させたという事実﹂これ

いていうと︑ノすで紅のべられたように︑それにほソヴェトの選

一九一八年のロyア・ソヴュト連邦社会主義共和国恕法笹つ

いたるまで実際庭行われた﹂︒

︵8︶

で公約投繋が指示され︑それは一九三六年のソ同盟忍法採択匹

鳳されていなかった︒ヰやあとになって︑選挙にかんする訓命

挿話性をおびていて︑個々め郷琶臼OC→トや郡y2岩でしか繹

実際には︑原則とし．て遺挙は公開投票で行われた︒秘密投票ほ

確立していた慣習直したがつて行われなけれはならなかった︒

次のように轟いている︒﹁投噸郡方法は憲法草案で規定していな
が公開投票の設定準則定の役割をしたのだとのべている︒
法律学校用の教科書ほ︑主として︑搾取階級の代表者たちが︑ ふった︒投欝は公開でも︑1秘密でも行うことがでせた︒選挙ほ
たとえ遥挙権は傘われていた紅せよ︑勤労農民町なかの動揺分
子や落伍分子のたすけをかりて︑反ソ的煽動を行うため．に秘密

︵5︶ のだと説明した︒．

選挙という舞ム遺詠を利用できたから公開政宗が必要にな？た

エス●エルトローエソはこれと同じ見地に立っている︒彼ほ

地域代表制で隠なく︑生産代表制がソヴェ十選挙法の歴史的な

挙のさいの投票方法にかんする直接の規定がなかった︒公開投

﹁ソヴ云卜代議

員の遥挙のさいの公開投票もまた︑どのような自然た形成をれ

癖質であると指摘し︑′次のように書いてい曳

た特質であ？た︒勤労者大衆は︑原則として︑公開秒席上で自

己の代蓉者のうち︑の最良のものをソヴュトの代議員の候補者紅 票ほ︑そのどになって実際に確立したのである︒
しかし︑すべてこのことほ一九一八年のロシア・ソヴヱト連

痕薦し﹂公然と挙手によってそのものの選挙について埜恩をの
︵6︶

ベセ︒﹂ェス・エル・ロー土ソは他の労作のなかで次のように指 邦社会主義共和国怒法の採択後の期間軋おいてのみ正しい︒周
知むように︑第五訂金口レア・ソプチト大会によるロシア・ソ

プチト連邦社会主義共和国患法の採択︵一九一八年七月︶は︑

摘している︒﹁ソヴヱト国教発展の讐一段階のもとでは︑搾取

社会革命党左派秒反軒命的な暴動と時を周じくする︒われわ

九三

にたいしてさえそのど維持する一切の必要がなくなった？その

︵六七五︶

階級の一掃とともに︑選挙権の何らかの制限をどて少数の住民
＼
ノ
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大きな役割をしたと考える︒つまり︑公開投票が設けられるよ

れは︑こういった情勢が公開投票を確立するとと凌必要にする

信させでくれる︒この期間中に∵ぺ．トログラードの市ズヴ∵−ト

軍訃隊で選挙が秘密投票によって行ゎれたことをあれわれに確

を特色付ゆる色々な記録資粁ほ︑実際紅ほはとんどの企業や赤

でいない︒ぺ卜占グラトドの市ソヴュトや地区ソグェトの選挙

九四

うになった￠ほ︑多くの場合社会鞘命党左派の展動のすぐあと

および地区ソ久エトの選挙は二回行われた︒︑第一回目の選挙運

︵六七六︶

紅つづいて起？たテロ行為︑︑牽制攻撃および公然とした反革命

第三十一巻 第六号

的な遜動に原因があった︒外国

ちぺ卜甘グラードでの十月革命の武装蜂起の勝利の直後に行わ

動ほ一九一七年十一ノ月から一九一八隼一月にわたって︑すなわ

れた︒この月のあいだに︑選挙はへはとんどあらゆる工業・運

た地主・浄本家階級やその召使どもによっで挑発された国内戦
下で考えられるようになり︑かつまた全くそれが必要になる？

がほじまった︒退挙制度のいろいろな制限は︑このような状況

輸企業︑およびすでに分裂していた旧陸軍の各部隊で行われ

︵10︶

反革命的なキス・ネルやメソ︑シュブィヰの支配するペトロダラ

一九一七年一・一・月二ハ照付め入鹿委員会儀の紺告

われわれにほ思われる︒

によって確認されるし︑またこれほ偶然なこ之でほ．ないよう匿

部隊で選挙は︑

具体的な指示は何鴻なか．った︒実際には︑はとんどの企業や軍

ほ︑投笥を秘密側にするか︑あるいは公開制にするかといった

二九仙七年十山月から一九劇八年一月の′選挙実施期間中笹

の労農赤軍部隊にも普及した︒

れ

の頃に行われた︒ソグヱトの選挙は︑一九一人年六月に︑行わ

一八年のロ㌢ア・ソグェト連邦社会主義共和国憲法の採択直前

た︒東二回目の・選挙遊動はV第五回ソグ云卜大会の召集と山九

かつての搾取者および不労分子一般の選挙梅剥奪︑⁚不平等・間

ヴ芯・イ・レーニンは︑次のように番いている︒﹁ブルジョ

接選挙権︑および公開投票ほここから生じた︒

ア㌔−から選挙権を取りあげることは︑プロレタリアートの独
裁秒欠くことのできない必然的な特徴でほない︒ロシアでも︑

ポ㌢シエダイキは︑十月革命よりずっと字えに手首レク㌢アー
トの独裁のスロトガンをかかげたが︑搾取者から選挙権を取り
ヽヽ
あげるとまえもっていってはトなかった︒独裁ノのこの構成部分

1︵9︶ の過程で自然に出てきたものである︒﹂

ほ︑ある先の﹃計画によって﹄あらわれたものではなく︑斗争
︑ヽ︑︑

ソグエト国家は︑罪五回ソダエ
方におけるソヴュ

九一七年一〇月−−二九﹂八年七月︶をすごした︒しかし︑追

ード市会ほ解散した︒市会ほ反ソヴュト的勢刀が結集していた

もろの歴史的事件で
憾ながらこの時期の選挙制度の歴史の研究にはヾ十分注意され

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

ベガイキン・︑︑︑ハイル・アンドレーブィチが労兵代議員ソヴュ
秒で︑﹁ぺトログラード市民の代表権を最終的に失った﹂︒
︑
ぺ
ト
︵
ログラード市会の新選挙は︑元一七竺一冬二ハロに指定ざ トの代表者に︑また彼の同志サヴュリエフ・グラシイム．サブ
エリエヴィ・チが候補に選出された﹂︒
れ鷲グ工・′イ︑・レーニン署名の布告には︑一九一七竺一
月
一二月一〇日に行われたニコテエフスキー鉄道操車駅の機関
二六日のぺトログラード市会の市会議員選挙ぬかんする特別が
︵11︶ つけくわえられていた︒同規則の第一〇条ほ︑秘密投票による
膵労働者のソヴュトの選挙紅かんする記録にほ次のように述べ

でいる︒﹁名簿記載の九〇〇名のうち︑六五〇名が集会．に参加
選挙を直接規定している︒
し期
て︑そのなかから三コライ・ソコロフとミハイル・アキソフ
もしソグヱト政府が︑一九一七年の一一月という繁忙な時

フ票
を候補者に選出することが決定した︒秘密選挙のもとで︑六
に︑不労分子も参加できたような市会選挙において︑秘密投
二士
一ソ
森で社会民主党・ポルyェゲィキの仲間であるニコライ．
を設けることが必要だと考えていたとしたら︑労働者・丘ハ
甲噸爪
ソの
コ逮
・ロフが当過した︒﹂
ヴ∵㌻†についてどういうこと瀦いえるだろうか︒ソヴェト
自動車道転士および当技手部門の遜挙委員会は︑一九一七年
挙の基本方式が磁密投票であった宣とをみとめなければならな
一二月二日付の文沓町なかで票数計算にかんする自分たちの
い︒実例として︑記録文畜を岩‡引用してみょう︒

清ロ
動を次のように詳細に番いている︒﹁本臥牛後七時に︑選挙
一九一七年一二月一日にセメノフ選材工場七行われたぺト
委に
員会委員イオートク︑チそハーコフおよびトレチャーコフ︑
グラード労兵代替貝ソヴキトの代表委員選挙紅かんする記録
立の
会午
人オフマンスキー
は︑次のようにのぺられている︒ノ﹁投票箱は︑一二月一日
ソの出席のもとで︑選挙の終了が宣言きれた︒

前一〇時より午後七暗まで出されていた︒

投票箱が点検され︑そのうえで完全に封印されてそのままに
投票時間の終了後︑選挙委員会ほ投票儲の封印の完全なこと
おかれ︑外から箱を損ずるものほなかった︒開票にょ？て︑封印
を確認してから開封し︑投票数の計辞に取りかかったα

負会は選挙の結果の発表にとりかかった︒﹂

て六二ハ名の観合員が参加した︒そのあと開封されて︑選挙委

筒は集計すると︑六±ハ票になっ．た︒かくして︑選挙にはしめ

へ‖︶

さ明
れた封筒が取出され︑それ以外の物ほ見あたらなかった︒封
投票総数三九九票のうち︑八栗が無効とみなされ漉ことが
らかになった︒
三三〇票が僚補著名簿竺号︵ポリ雲ゲィキ︶隼六一票
が候補者名鯖男二号︵モスーエル︶に投じちれた︒

︵六七七︶

九五

イジョルスキ1工場︑株式会社﹁エリクナン﹂工場︑プチ笹
かくして︑ポサレよヴ√キの候補者名簿にもとづいて︑同志

﹁ソグかト選挙法史監おける秘密投票﹂

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

第三十﹂巻 第六号
フ造船所︑′﹁スコロホード﹂といったぺトログーアートでもっと

も大規模な企菜︑おなびその他の多くの企菜の労働者たちも同
様に︑ぺトログラー†・ソヴ≠トの選挙を秘密投票でおこなっ

た︒
一九一七年﹁二月一〇日に行われた市のガス企業の総会の記

録ほ︑注目にあたいする︒この記録は︑秘密投票紅よる選挙を
直接指示しているほかノに︑次のようにのべている︒﹁選挙が異

議なく規則どおり紀行あれるようにという労兵代議員ソグチト
首身の提案によ？て︑このためガス企業の労傲着たちによる集

会がもたれ︑そこで前述の色々な候補者が立て首れ︑前のこと
︵15︶

この重要な記録の補足

から明らかなよう紅︑鹿密投票にょる多数決でザハール・フェ

ドロフ・スコーリコフが選ぼれたど

は︑ぺトログラード・ソダニトが秘密投票虹まる選挙について
︵16︶ 絶対に報告されていねことを示す重要な証拠であるC

ソヴュトの遜挙のさい︑秘密投票が行われたのは︑都市だけ
ではなかった︒一九一八年一月二二日付のぺトログラード郡・
スレドネロガートスク郷の郷ソプチト執行委員会の選挙の報告

が︑記銘に保存されている︒その記録は次のようにのべてい
る︒・﹁会議体からなる遇民︵恐らく︑代議員・1聾者︶郷ソヴ
︵17︶ エトは︑秘密投票の方法で執行委員会の選挙を行った︒﹂

次回のぺトログヲトドおよび地区ソヴュトの選挙ほ︑一九一

八年六月一七軋から二五月にわたっで行われたご﹂こでもまた
もろもろの記鉱資料ほ︑選挙のさいに秘密投票がもちいられた

±ハ七人︶

九六

へ18︶

ことを実証している︒たとえば︑プチロフ工場琴一区のぺトロ

︵

グデ﹂ド・ソヴュト選挙管理委員会の記録軍事は︑選挙が投

る︒票数計算ほ︑一九一八年六月二三日に行われた︒

票用紙を髄禰籠投ずる方法で′行われていたことを証明してい

︵トライニ

﹂九一入年六丹十八甘には︑秘密投罫にょり地区ソグチトの

19︶

ソ︑ザ㍗賢びブルンス︑﹁ザカ←﹂︑﹁ルスキト

代表者たちをぺトログラードの仙○の小規模企業

ル﹂︑﹁エレクトリトチモスカヤ・エネルギー﹂︑プレンネル︑

︵20︶

ロトゼンフェルぺエリクソン︵旧ロジャン三などの工場およ

一九一八年に選挙を秘密投票で行った企業を多数列挙できる

び製作所︑自動頚工威その他︶あ労働者たちが選挙した︒

︵21︶

であろう︒もちろん︑ソヴュトの選挙を公開投票で行った′企

ソヴ㍉トの選挙が︑主として秘密投票にょって行われたどいう

某︑施設および組織もあった︒しかし︑ぺトログラードでほ︑

について︑われわれは投票方法にかんする布告の資料をも？て

事実を特に注意することが重要である︒第一回選挙の秘密投票

はいない．が︑一九∵八年六月の選挙期間中に︑個々の具体的な

エトの選挙の組織化にかんする中央選挙委為会の回状は︑次の

指示が出された︒たとえば︑赤軍部隊のぺトログラード・ソヴ
ように指示している︒

もとで一日のうち午前九暗から年後九暗まで行う︒

﹁8︑遠挙ほすべて︑地区選挙委畠会の代表者の常時列席の

9︑選挙ほ均等の原則にもとづいて秘密投票で行う︒
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10︑選挙実施の終了によって︑地区選挙委員会の正確に票

革命の労働者と兵士の蜂起そのものほ︑′何しろなんらの大流血

ルジョア独裁が樹立された︒さ匂に︑ぺトログラードの一・〇月

ヴュト政権にたいする軍事攻撃を組織し︑国内戦を拡大させ

しかし︑・被打倒諸階級ほ＼外国資本の直接の援助によってソ

わずかなものであ1たことは周知のとお㌢である︒

事件もなしに行われたのだ︒冬常襲撃のさい︑損害がはとんど

−

﹁叫ニ
スモトル女イ第五九号室に送致する﹂

数計算した選挙の記銘ほ︑︑ただちに中央選挙委員会

最後に︑ぺトログラード・ソヴェト執行委員会は特別筆記電
儲終期日が一九一八年六月二五日でぁると注意し︑さらに筆記

話で︑あらゆる地区ソヴヱト・労働組合および党組故に選挙の

れと関連した工業・運輸および農業紅おける異例的な胸雉な情

拡がりつつあった国内戦︑ひどい燃料・食粒危機︑およびこ

がはじまった︒

竃詣で次のヰっ匿いっている︒﹁記入投票がほじまっ′た工場で た︒これ紅よって︑外国干渉軍や国内の反革命にたいする戦い
︵鍋︶ に激しい煽動活動がほじめられなければならないJ

ほ︑1今や選挙前集会の終了とともに各職場や宿舎等々で特

このよう紅して︑一九一七年から一九一八年にかけての冬と

一九一人年夏に行われたベトログー才一下市串よび地区ソヴュト 勢のもとで︑選挙法の問題は排他的な戯敏さをおぴていた︒丁

搾取者にかんする選挙制度上のあらゆる制限が明白貯なされる

度︑一九一八年の町打アのこのような特殊な状況下において︑

のである︒すでに墾二回全ロシア・ソヴュト大会で採択された

の選挙運動においても︑それぞれはとんどの場合に秘密投票が
1︵餌︶ われた個々の改選の場合についてもいうごとができる︒これほ

採用された︒同じことは︑これら二回の選挙運動のあいだに行

勤労者および搾取人民の権利宣言のなかでほ︑﹁搾取者との決

六月︶．にほ︑ソヴュトの

︵六七九︶

九七

欠ぐことので諷ない特徴でほないと︑グヱ・イ・レーl；は指

選挙法の若干の制限ほ︑プロレタリアート独裁紅一つきものの

目的に利用する可能性が除かれていなかったJ

ならなかった︒もろもろの反革命政党や組織が秘密投票を反ソ

行うことが重大な結果を生むおそれのあることを考えなけれは

ト国家にとってこの困難な時期に︑ところかまわず秘密投票を

ることほできない﹂と指示されていた﹂生れたばかりのソグエ

戦の時期紅はバ搾取者には権力機関の何一つにも地位をあたえ

﹂九一八年七月までつづいて実行された︒
ソヴュト政権
−

副九一八年二月︶およびプレスト諦和条約調印濫まってえた一
時的休戦期間中︵一九一八年三月

選挙手続に秘密投票を採用することが可能であった︒二重権力
め時期にすでにポリシェダイキ党がヾソブコ−﹁で多数を占める

ことによって平和的な手段で権力を獲得しょうとつとめたこと
ほよくしられてい脅しかるに︑反革命が七月三日デモか二斉
射撃をくわむ争﹂と紅より︑二重権力は終りを告げ︑公然とプ
﹁ソヴュト遠拳法史における称密投票﹂
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ヽヽヽヽヽヽ
摘した︒彼ほ︑﹁胡取者の選挙権を潮奪する働題償純ロレア的な
問題であ．って一︑プロ

︑︐

︵如︶

考えた︒ヴェ・﹂ィ・レー1；は次のよう紅驚いている︒﹁選挙
ヽヽ
ヽヽヽヽヽヽ
権の制限の問題ほ︑甘シア革命の特殊な諸条件︑々の発展の癖殊
な通を研究しながら︑これな奴扱わなければならない﹂

山九一．八年憲法

このような情勢は選挙の方法それ自身にも影響し′た︒ソヴュ
ト政権は公開選挙な実施した︒公蛸投蕾制は﹂
︵26︶

の採択後のはじまっていた国内戦の情勢下において形成され︑
そのご今ロシア中央執行委員会の訓令で確認された︒

に︑一九一八年七月前は状況がこれと偲ちがっていた︒われわ

引用したぺトロ

れほ︑ソヴュトの選挙の掛合の秘密投票が金口レア的な現象で

あったどほ確言できない︒ソグエト国家と法の應史研究膚たサ
が︑今後の諸研究によすてわれ∴われの仮恩普てぐれるな

・︵六人〇︶

九八

﹁ソグエト政府の布告および決定かぢなるソグヱト忍法史

︵一九一七年斗t⊥九三六年︶﹂

﹁ソヴェト憲法史

−

資料集︑一九叫七年

−一九五六年﹂

︵ソヴェト立法︶発行︑Iモスクワ︑一九三六年

﹁ソザェト国家と濠の歴史﹂ア・イ・︑デニソフ編琴国

国立法律図書出版所︑ノモスクワ︑T九宜七年参照

立法梓屈書出版所︑モスクワ︑∴九四九年︑九五頁

︵2︶

﹁ソヴュト国家法﹂ア・ヤ︒ダインソスキー共同編集︑

法律図書出版所︑モスクワ二九一三八年︑六二三頁−1六二四頁

︵3︶

八年︑三二ハ頁

︵む︶︑﹁ソヴュト国家法﹂法律図書出版所︑モスクワ︑一九四

九五〇年︑三七九貫参照

︵5︶

八年のロンア︒ソヴュト連邦社会主義共和国忍法制定史にょ

︵6︶︑エス・エルトロ㌻仁一；﹁最初のソグェト憲法﹂︵†九一

︵7︶エス†エル′︒ローニシ﹁スターリン窓法の作駄︒確認お

せて︶法律図富山版所︑モスクワ︑一九四八年︑九〇貢
註︵1︶ 例えば︑ゲ・エス．・グルザィチ﹁ソグェト憲法史﹂童

一九五一年︑九三頁

よび発展の歴史によせて﹂ツ同盟科学アカデミしモスクワ︑

ら︑きわめて面白い︒

スクワ︑一九二六年んヴェ・エフ・nトク﹁ソグェト国家の

︵8︶デ・チエガ十土フ﹁ブグェト国家の蔵初の芯法︵山九一

社会主義的民主主義﹂およびエス・エル・ロトニ
ト多民族国家の憲法諸政別の発生と発展﹂

ノタリア革命と背教妻カクッキー﹂ソヴ

︵9︶

︵︵ソグェト国家

と法の諸問題︑一九一七年・1完五七年﹀ソ同盟科学アカ
デ
︑︑ト︑モスクワ︑一九五七年︑一一八束トト一七〇頁︑一

ヴデイ・

八年︶﹂モスクワご九四九年二四六草

七〇箕トー二二一貫︶
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苧N−︶

ぺトログラード電話瀾︵き∽ご
訳︑大月事店刊︑全集︑第二八巻︑二八九頁︒社会書房刊︑
製弓
釘・針金工場︵rAOP嵩CCヨ○∵サ記軍○コ・↓︸早声
二巻退廃︑︑第一〇分冊︑一〇︑一貫︒︑国民文膵版︑七〇

寧NOu苧−N︶

中央部使局︵きーーN︶

アイパス工場︵畢鳶﹁

○コ．ヅ

ブテロフ工場冶金作業場︵rAOP︼山CCヨ○∵サ︺東軍

ため軋またその他玖理由でソグェト代替貝の改選が時折行わネフスキト木綿紡禎工場︵苧−のゆ︶

︵10︶︑一月から七月の期間中に︑個々の代替貝の動員や召還の

れ鷲
︵u︶ ﹁ソダニト政樅の布告﹂索一撃︵一元一七竺○∬二五

クワ︑一九乱七年︑九二一イ九九頁参照

日．≧一元ズ年三月一六旦∵国立政治讐鼠版所︑

E

■．ヌ⁚で

÷三

・＝

lここ三ナ・︑．︻

シー

光学器械製作所︵手筈︶

窟・米金属会社工場︵苧−○∽︶

国立電信局︵寧−昌︶
CC云○︶∵第三一三フォンド

モスクワ電鉄雄渾︵宇島︶
︵誓 ﹁レニングラード州一ひ月革命・社会主義建汲国家アル
ぺトログラード金属工場︵宰NO︶
ヒーフ﹂rOCyba罵TBe計bH針a訝計○只丁数pbC六〇節罵各戸
織物工場︵学芸皇
只昌妄言﹁寵CO宅a旨cT慧含穴○り〇CT苫ヨeきCTBa㍉訂彗虻r苫・

莞琶跡○賢ac⊇︵rAOP

∵︑■．デ

∴七八八四︺第七日錬︑第一八乱文畢︑第由八号︵争∽忘
一∴・ノノ∵ こ≡

N−︺

苧−紹︶

＝be臼○︸白＝日長CT−
格納庫の技術相隊︵rAOP嵩CC≧ンa・謡00ヂ○コ・千早
︵誓 rAOPECCヨ○ふ．∽−芳＼↓ま㌣○宇↓忘LN−︸声芦

塊一9一戦線救急列凰人㌢豊十思︶

︵六八一︶

九九

シャポージェコフたばこ土琴︵き一票︶

ぺトロダラード砲兵倉障︵苧−念︶

レべ一針エフ航空機製作所︵手記︶

航空機備品倉膵︵苧軍

レーマン活字鋳造所︵宇￠N︶

︵14︶ ﹁AOP＝CCヨ○㌧今山畠c＼謡軍︒コふ字N−去・準
︵15︶ 同じく声筐

︵誓 われわれは︑選挙が秘密投票で行われた企業や軍部隊の

不完全な山覧表を少々長いが引用する必要があみと学者︒
以下これに閲すかものセある︒
ア﹂ィ・ヴ言土ン更紗染付工場︵rA︒P昌C臼○ふ∴
㌶芦○コい．↓∵学−↓∑∵−N︶

﹁ソグェト選挙法史における秘密投票﹂
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ぺトログラード自動卓部隊ノ︵苧−．謡−−ぷ︶

︵六八二︶一〇〇

投票のいずれで行われたかを選挙報告書転売すよう要求して

rAOP嵩CCヨ○﹀骨彗も︻こさ寧㌢−署・参照

争霞声0早㌘寧軍学NO訊・︶

間じく寧−訂

いる︒︵rAOP芯CCヨ○︸
︵空

︵讐

ぺトログラード軍用印刷所︵宇−○−︶
ぺトログラード要望砲兵隊︵苧−讐○訊︶占訊＝○診苫→筋一九

参照︒

︵﹁プロレタリア革命と背教者カクッキー﹂搾取者と被

グェ﹂ィ・レーニン全集︑節二八巻︑二三甲−二二孟

上

︵﹁ロシア・ソグェト連邦社会

以

主義共和国法令集﹂⊥九二五年︑第七九号︑六〇三項︶

にかんする訓令罪四一条参照

認の滴および村ソヴューの選挙︑ならびにソヴニチト大会召集

︵26︶一九二五年一〇月一三日付の金口レア中央執行委員会確

第一〇分冊︑七二1七三頁︒国民文庫版︑．四五−四七貫︒

集︑第二八巻︑二七〇1二七一頁︒社会書房刊︑二巻選集︑

搾取者との平等はありうるか︑の茸︶邦訳︑大月書店刊︑全

頁︒

︵警

骨−声○苧−ふ・ふ○去・牒参照︶

ヴエトの自分たちの代表者な選挙した︒︵rAOP巨CCヨ○﹀

場の労働者は︑秘密投票によって︑ぺトログラード地区のソ

︵24︶︑一九一人年四月一三日︑プチロフ工場の機関革組立作業

赤十字本部の自動車学校︵声−冠︶

﹁スコロホード﹂製作所︵苧−∽○︶

七号裏面
バ一久ノフスキー機械工場︵宇のN︶
イ汐亘ルスキー工場︵亭−∽︺︶

プチロ
シェメノスク連隊第八親衛中隊︵㌢−⁝茸
ピヨートル大帝名称市立病院∴宇一−霞︶
第六パルチック海潜水艦隊︵宇−設︶

モスクワ連隊第五親衛中隊︵苧岩∽︶

ぺトログラード機械工場︵声ご︶

ぺトログラード工場砲架・砲弾製作場︵rAOP黒CCヒOV
÷・l＝L圭二こ二＝⁚二＝−
︵17︶1﹁AOP呂CCヨ○﹀サー○声○甲声苧NO這−∽︐

の職場が含まれ︑労働者数漉し一入〇玉名であった︒

︵ほ︶ふ空一区紅は︑鉄琴蒜眉・監視工場・機楓試験所その他

︵20︶．同じく苧由㌣人声

︵19︶ ﹁AOP式CCヨ○争−○㌣○コ・−︐中台●宇芦参照︒

︵空 々とえほ︑市の第下地区の労働者・農民代議員地区ソヴ

ュートの選挙にかんする訓令ほ︑選挙が公開投票または非公開

