
 

Instructions for use

Title マグナ・カルタと中国憲法学の伝統

Author(s) 韓, 大元; 松井, 直之//訳

Citation 北大法学論集, 68(4), 154[123]-144[133]

Issue Date 2017-11-30

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/67720

Type bulletin (article)

File Information lawreview_vol68no4_05.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


［123］ 北法68（4・154）930

シンポジウム

　韓大元教授は、高見勝利教授を代表とする科研費基盤研究（B）「日中
両国における西欧立憲主義の継受主体にみる受容の態様」（課題番号
26285010）に、中国側の中心として加わられ、自身のこれまでの研究を
発展させた内容を報告された（詳細は前号掲載の高見教授の論文を参
照）。本論文は、そのシンポジウムでの報告をもとにしたものである。

＊　　　　　＊　　　　　＊

一　マグナ・カルタの現代における価値

　2015年は、記念すべき特別な年である。すなわち、マグナ・カルタ［大

宪章］（以下、中国語の原語は角括弧で括る……訳者註）成立800周年（1215
年）、清朝政府五大臣西欧憲政視察110周年（1905年）、中国人民抗戦勝利・
世界反ファシスト戦争勝利70周年、国際連合成立70周年である。800年、
110年、70年という重大な歴史的事実と文脈のなかで、如何にして、人
類共同体の基本的な共通認識を探求し、正義、平和、法治そして人権と

マグナ・カルタと中国憲法学の伝統＊

韓　　　大　元
松井　直之　訳

＊本稿は、2015年９月９日に中国人民大学法学院で開催された「法治の過去、
現状と未来──マグナ・カルタ800周年記念国際シンポジウム［法治的过去、

现状与未来─纪念大宪章800周年国际研讨会］」での挨拶を基にし、それに手を
加えたものである。「中国憲法学発達史研究［中国宪法学发达史研究］」という
研究課題の段階的な成果の一つである。
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いう価値を共に守っていくかが、我々の考えるべき課題となっている。
マグナ・カルタ成立800年の記念に際し、我々は、800年に及ぶ人類の法
治の発展に関心を向け、マグナ・カルタの現代における価値を探究し、
法治の未来を展望する。この特別な年に、歴史の流れを踏まえてマグナ・
カルタの位置づけを探ることは、我々が法治の意義と価値を客観的に理
解するのに資するであろう。
　800年前に成立したマグナ・カルタは人類の法治の起源であり、それ
により築かれた法治文明は既に人類が共に分かち合う価値となってい
る。法治の内容と機能は絶えず変化し、法治の発展方向は多様であった
が、マグナ・カルタに起源を有する法治の核心的理念は、変化すること
がなかった。国王を法の下に置き、徴税を法に定め、法治と権力分立を
通じて自由を守り、権力の濫用を制限することは、マグナ・カルタが人
類に残した貴重な精神的遺産である。マグナ・カルタは、現代の社会制
度に関する３つの基本原則を打ち立てた。第一に、自由で以って自由を
保障する原則であり、第二に、権力分立で以って自由を保障する原則で
あり、第三に、法治で以って自由を保障する原則である1。自由と法治は、
人類の生活に関する基本的な形式であり、人類の生命、尊厳そして安全
を守り、平和を共に築くために根本的に保障すべきものでもある。人類
の生存に関する基本的な法則に基づき、マグナ・カルタに体現された自
由と法治の伝統は、すべての人類社会の法治の発展過程に影響を及ぼし
てきた。そして、マグナ・カルタ自体の価値も、学術的な論争のなかで
広められてきたのである。そのため、800年前の歴史的文書について、我々
は、異なる評価と視点を有してきた。我々は疑うことができ、批判する
こともできるが、歴史は繰り返すことができない。この歴史的文書の価
値を肯定することが、我々の時代の基本的な共通認識となるのである。

二　マグナ・カルタと中国憲法学の源流

　1215年にマグナ・カルタが成立したとき、中国社会は南宋時代（1127-
1279年）であり、社会・経済が比較的発達していた。最も早くマグナ・

1 齐延平『自由大宪章研究』（中国政法大学出版社、2007年）各章導論１頁。
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カルタについて言及したのは、梁廷彤『海国四説［海国四说］』（1846年）
であった。中国人によるマグナ・カルタの歴史的価値の探求は100年余
り前に始まったのであり、マグナ・カルタの価値と理念は様々な形で中
国憲法学に影響を及ぼし、中国憲法学の重要な思想的起源となり、「人
権思想、憲法学説ひいては法治及び立憲政治の制度的発展に対して重要
な影響を及ぼしてきた」2ということができよう。そして、このような思
想の形成過程において、日本の英国憲法に関する研究、とりわけマグナ・
カルタの日本語翻訳書が軽視できない影響を及ぼしてきたのである。以
下では、新聞・定期刊行物、学術著作物そして大学に設置された科目［课

程］を例に挙げて、マグナ・カルタの思想の普及過程を説明する。

１．マグナ・カルタと新聞・定期刊行物
　マグナ・カルタは、先ず清末の新聞・定期刊行物に取り上げられた。
マグナ・カルタに関する記事は、1903年から1908年の間に集中して発表
されており、合計14編であった。そのなかの３編の記事は、ジョン王が
マグナ・カルタに署名したことについて言及していたが、文中にはマグ
ナ・カルタという単語が直接使用されていなかった。第一の記事は「各
国憲法異同論［各国宪法异同论］」である。そこには、「憲政の創始者は、
英国である。英国人は、700年前に既に専制の政体を立憲の政体に徐々
に変えていった」3と記されていた。第二の記事は「英国憲法［英国宪法］」

（1902年）である。そこには「1215年英国貴族は、王に立法を迫る」4と記
されていた。第三の記事は「英国ジョン王時代の民衆史簡訳［英国约翰
王时代之民史译略］」（1903年）である。そこには「いわゆる大憲法なる
ものは、かくして英国人の自由の源となっているのである」、「故に、こ
の大章程が定められると、難癖をつけられることなく、これまで許され
ていたことでも、これに背けばジョンの意は覆い隠されることになる」5

2 程梦婧「大宪章在晚清中国的传播」清华法学2016年第２期、116頁。
3 梁启超译「各国宪法异同论」清议报1899年第12期、740頁。
4 「英国宪法」新民丛报1902年第11期、67頁。
5 （英）马林译、李玉书述「英国约翰王时代之民史译略」万国公法1903年第177期、
13頁。
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と記されていた。これら14編の記事のなかの１編、すなわち「英国憲法」
にはマグナ・カルタの63の条文のうち23の条文が抄訳され、そして14編
の記事のなかの３編、すなわち「イギリス憲法史［英吉利憲法史］」（1903
年）、「英国憲法正文［英国宪法正文］」（1906年）、「欧米各国憲法志［欧
美各国憲法志］」（1907年）にはマグナ・カルタの全文が翻訳されていた。
1906年、日本に留学していた銭応清6は、日本の衆議院の訳本を参考に、
マグナ・カルタを日本語から中国語に重訳し、マグナ・カルタの全てを
中国語に翻訳して、『法政雑誌』に「英国憲法正文」を発表したのであっ
た7。

２．マグナ・カルタと学術著作物
　マグナ・カルタについて触れている清末の学術著作物に関して、現在
分かっているのは、1902年から1911年の間に14冊出版されている、とい
うことである。これらの著作物の名称、出版された時期及びマグナ・カ
ルタについて触れている頁数は、次のとおりである。すなわち（１）『英
国憲法論［英国宪法论］』（1902年）４頁、（２）『国家学原理［国家学原理］』

（1902年）51、85頁、（３）『万国憲法志［万国宪法志］』（1902年）15頁、（４）
『英国政治沿革史［英国政治沿革史］』（1903年）16、34頁、（５）『英国憲
法史［英国宪法史］』（1903年）59、67、72、77、82頁、（６）『英国国会史

［英国国会史］』（1905年）17頁、（７）『法政粋編第二種：国法学［法政粹
编第二种：国法学］』（1905年）124頁、（８）『憲法［宪法］』（1906年）69頁、

（９）『政治学及比較憲法論［政治学及比较宪法论］』（1907年）453頁、（10）
『各国憲法［各国宪法］』（1907年）１頁、（11）『国法学［国法学］』（1907年）
136頁、（12）『比較憲法学［比较宪法学］』（1908年）22頁、（13）『大清憲
法論［大清宪法论］』（1910年）86頁、（14）『英国憲法叢書［英国宪政丛书］』

（1911年）30頁である。
　これら14冊の学術著作物のなかで、最も早く出版されたのは、『万国
憲法志［万国宪法志］』である。その理由は、次のとおりである。本書の
電子書籍版の奥付には「光緒32年６月初３日４版」、つまり1906年に第

6 1907年には、清朝政府の憲政編査館統計局副科員を担当することになった。
7 銭応清「英国宪法正文」法政杂志1906年１卷１- ３、５号。
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４版が出版されたことが記されているが、初版の出版時期については記
されていない。もっとも本書の序言には、趙必振により「光緒28年春２月」
という日付が記されていた。この他に、本書の「凡例」には、「他に憲法
精理［宪法精理］という書籍があるが、本書と相表裏を成すものである」
と記されている。そして1902年に『新民叢報［新民丛报］』は、『憲法精理』
を紹介し、「本書は、万国憲法志と同時に著された」8と言及している。
この『憲法精理』の奥付には、「光緒28年２月初10日初版、光緒28年２月
15日発行、光緒28年７月初３日再版」と記されていた。ここから推測す
ると、『万国憲法志』の初版の時期は「光緒28年２月初10日」となるはず
である。そのうえ、『国家学原理』が出版された詳しい日付は不明であ
るが、『英国憲法論』の奥付には「光緒28年９月15日印刷、10月初８日発
行」と記されていることを踏まえると、『万国憲法志』が最も早く出版さ
れたということができる可能性は高まるだろう。
　これら14冊の学術著作物のなかで、マグナ・カルタの完全な翻訳文を
掲載していたのは、３冊である。すなわち『万国憲法志』（1902年）、『政
治学及比較憲法論』（1907年）、そして『各国憲法』（1907年）である9。『政
治学及比較憲法論』の原作者はアメリカの学者・バルジェスであるが、
それを日本語に翻訳したのは高田早苗であり、更にそれを中国語に重訳
したのは四川省内江の劉瑩澤、貴州省平越の朱学曾と完県の董栄光で
あった。本書の「巻末附録」には、マグナ・カルタの前文と63の条文が
記されていた。『各国憲法』（『十七国憲法正文集［十七国宪法正文汇编］』
とも称される）は、斉雨和と古翔九が合同で翻訳したものであり、一部
が憲法集となっており、17か国の憲法文書が掲載されている。最初の国
家は「イギリス」なので、マグナ・カルタが本書に掲載された最初の憲
法文書ということになる。本書の電子書籍版は一部の内容が失われてお

8 「绍介新著：宪法精理：湘乡周逵编著，上海广智书局印行」新民丛报1902年第
６期、92頁。
9 或る学者は、中国において最も早い翻訳本は国民党政府の立法院編訳処が
1933年に翻訳した「英国大憲章［英国大宪章］」（同年８月に出版された『各国憲
法集［各国宪法汇编］』所収）である、と考えている。陈国华「< 大宪章 >：800

年后的回顾与解读」光明网2015年７月16日。筆者は、この翻訳文は公式の翻訳
文であって、学者による翻訳文とは異なる、と解する。
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り、電子書籍版の１頁は原書の７頁に相当し、その頁の冒頭にはマグナ・
カルタの第26条が掲載されている。そうではあるが、本書はマグナ・カ
ルタの全文を翻訳している、ということができるだろう。
　更に、これら14冊の学術著作物のなかの『英国憲法史』（1903年）と『大
清憲法論』（1910年）については、特に説明する必要がある。『英国憲法史』
の編著者は、日本の学者である松平康国であり、訳述者は広東省順徳の
麦孟華であった。本書は、４つの章を用いて、英国のマグナ・カルタの
歴史を詳細に紹介している。すなわち「第二章 マグナ・カルタ成立の
顛末一［大宪章成立之始末一］」、「第三章 マグナ・カルタ成立の顛末二

［大宪章成立之始末二］」、「第四章 マグナ・カルタ成立の顛末三［大宪

章成立之始末三］」、「第五章 マグナ・カルタ成立の顛末四［大宪章成立
之始末四］」である。これに対し『大清憲法論』は、「イギリス史を取り
上げ、マグナ・カルタ［自由大宪章］のごとく」というように86頁でマ
グナ・カルタという単語を示すだけであった。しかし『大清憲法論』は、
14冊の学術著作物のなかで、唯一の翻訳ではない著作物なのである。本
書の凡例には「著者識」と記されているが、その著者とは、保廷梁である。
彼は、日本に７年間留学し、日本で梁啓超と知り合っていた。保廷梁は、
日本の憲法講義法を模倣して、欽定憲法大綱（1908年）を研究し、本書
を書き上げた。本書は、マグナ・カルタについての描写は多くないが、
憲法学の知識の始点となり、中国憲法学の理論体系化が本格的に始まっ
たことを示している。1910年以降、中国憲法学は、マグナ・カルタを通
じて、徐々に外国憲法学との交流を展開し、憲法学の研究領域を切り開
き、初期の中国憲法学に海外の要素を加えていった、ということができ
るのである。
　この他にも、幾つかの著作物がマグナ・カルタという単語を使用して
いたようであるが、これらの著作物の内容を見ることはできなかった（詳
しくは「表１」を参照）。分かっているのは、前述の『憲法精理』（1902年）
が『万国憲法志』（1902年）の姉妹編であること、『万国憲法比較』（1902年）
の目録には75の国と地域が記されており、そのなかの３番目に「イギリ
ス」が記されていることである。



シンポジウム

［129］ 北法68（4・148）924

表１

著者 題名 出版社・出版年 その他

１ 各国憲法大綱
［各国宪法大纲］

作新社・1902年 著者不明

２ 周逵編著 憲法精理
［宪法精理］

広智書局・1902年

３ 日本衆議院訳、汪有
齢重訳

欧米各国憲法
［欧美各国宪法］

伝経楼刻本・1902年

４ （日）辰巳小次郎、
戢翼翬訳

万国憲法比較
［万国宪法比较］

商務印書館・1902年

５ 出洋学生編訳所訳述 各国憲法略
［各国宪法略］

商務印書館・1902年

６ （日）川澤清太郎 各国主権憲法対照
［各国主权宪法对照］

政治学報・1902年 翻訳者不明

７ （米）Young John 
Allen［林楽知］、範
諱編

英国治法要略
［英国治法要略］

広学会・1903年

８ （英）［俾芬路的］、
林廷玉訳

英国憲法及政治問答
［英国宪法及政治问答］

新民訳印書館・1903年 著者名英文
表記不明

９ （日）井上圓了、林
廷玉訳

欧米政治記原
［欧美政治记原］

新民訳印書館・1903年

10 （日）末岡精一 比較国法学
［比较国法学］

商務印書館・1906年 翻訳者不明

11 （日）美濃部達吉、
張孝慈等編

比較憲法
［比较宪法］

秀光社・1907年

12 （独）W. Jellinek［埃
里捏克］、林万里等
訳

各国憲法源泉三種合編三
編［各国宪法源泉三种合
编三编］

中国図書公司・1908年

13 （米）Gilbert Reid
［李佳白］講述、王
振元・厳善坊編訳

欧米強国憲法集
［欧美强国宪法汇编］

華美書局・1909年

14 （英）［威克斯］、徐
惟岱訳

英国憲政輯要
［英国宪政辑要］

広学会・1909年 著者名英文
表記不明

　記録によると、1915年６月、中国の知識界ではマグナ・カルタ700周
年を記念する活動が行われた。章士釗が秋桐というペンネームを用いて
執筆した文章「説憲」は、マグナ・カルタ700周年を記念するものであり、
そこには「彼らのいわゆるマグナ・カルタは是なるものである。これが
成立すると、欧州に自由が芽生え、順々に伝わっていった。従って、こ
れは自由の祖、或いは自由の神とも呼ばれ、現在では既に700年である。



マグナ・カルタと中国憲法学の伝統

［130］北法68（4・147）923

この700年間、自由の花は、一年一年変わらず咲いている。これは貴族
より賜ったものであるが、英国人だけがこれを享受するのではなく、全
世界が均しくこれを享受する」10と記されていた。このことからも明ら
かなように、マグナ・カルタの当時の学術界への影響は軽視できないも
のであり、学術界に情報と経験を提供し、「世界の法治の伝統」を理解
させたのである。

３．マグナ・カルタと大学教育
　1897年以前に設けられた教育機関、例えば京師同文館（1862年）、福
州船政学堂（1867年）、上海広方言館（1867年）、益智書会（1877年）、万
木草堂（1891年）、強学会（1895年）は、同時に翻訳機関でもあり、英国
の歴史、政治や法律に関する書籍を含む多くの洋学の書籍を翻訳した。
この過程において、英国のマグナ・カルタについて討論或いは研究がな
されてきたはずである。しかし、これらの教育機関の規則［章程］のな
かに、未だ憲法の科目［课程］或いは英国憲法の科目を見出すことはで
きていない。
　文献記録によると、憲法の科目を最も早く設けたのは、時務学堂であ
る。1897年、梁啓超は時務学堂の総教習に就任し、「湖南時務学堂学約
十章」と「時務学堂功課詳細章程」を起草した。そこには「洋学は憲法官
制に帰する」と記され、公法学が内公法と外公法に分けられ、憲法は内
公法に属するとされ、『佐治芻言［佐治刍言］』、『英律全書［英律全书］』、

『英国史記［英国史记］』のような「専門的に優れた書」が挙げられてい
た11。梁啓超は、『佐治芻言』において、括弧を用いて「これは憲法学の
書であるが、学者は誰もが読むべきであり、今これを読まなければなら
ない」12と特に明記していた。又、名称から判断すると『英律全書』と『英
国史記』の２冊は、マグナ・カルタの内容について検討していたはずで
あり、更にはマグナ・カルタの中国語の翻訳文を掲載していたはずであ
る。

10 秋桐「说宪」甲寅1915年第８期、１頁。
11 王健『中国近代的法律教育』（中国政法大学出版社、2001年）164頁。
12 同上、165頁。
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　天津中西学堂は、1895年に創設された。その学堂規則には憲法に関す
る科目は記されていなかったが、実際の講義には「英国憲章［英国宪章］」
という科目が設けられていた。このように判断した直接の根拠は、1900
年の王寵恵の卒業証書にある。王寵恵は、1895年に天津中西学堂に入り
勉学に励み、1899年に卒業し、1900年初に卒業証書を授与された本校の
第１期卒業生である。王寵恵の卒業証書には、「欽字第一号」という番
号が付され、学習した15の科目13が記されていた。そのなかで「英国憲章」
は、12番目に位置していた。これらの科目が実際に開設された順に並べ
られていたならば、「英国憲章」という科目の開設時期は、1898年末か
ら1899年初ということになる。これら15の科目のうち、英国法を専門的
に講じているのは、「英国契約律［英国合同律］」、「英国犯罪律」、「英国
憲章」の３科目である。これらの科目を踏まえると、「英国憲章」という
科目は、マグナ・カルタを専門的に講じるものではないと推測すること
ができる。「英国憲章」とは、全ての英国の憲法を指すものであるが、
そのなかでマグナ・カルタの内容に触れていたはずである。英国の憲法
について講じられたのであるならば、何故「英国憲章」という名称を使
用したのか、更に研究を深める必要があろう14。
　その後、憲法科目が各学堂の規則に続々と設けられるようになった。
例えば、1901年に南洋公学は政治班を設け、その科目として憲法を加

13 この15の科目とは、英文［英文］、幾何学［几何学］、八線学［八线学］、通商
約章［通商约章］、律法総論［律法总论］、ローマ律例［罗马律例］、英国契約律

［英国合同律］、英国犯罪律［英国犯罪律］、万国公法［万国公法］、商務律例［商
务律例］、民間詞訟律［民间词讼律］、英国憲章［英国宪章］、田産易律例［田产

易主律例］、船政律例［船政律例］、听訟法則［听讼法则］である。『北洋大学─
─天津大学校史』（天津大学出版社、1990年）７頁参照。
14 考えられる原因は、当時、憲法という単語は多くの人に使用されていたが、
普遍的に受け入れられてはいなかった、ということである。多くの人がなお「律」
を習慣的に使用し、「法」を使用しなかったことも同様である。例えば、「英国
契約律［英国合同律］」であって「英国契約法［英国合同法］」は使用されなかっ
たこと、「民間詞訟律」であって「民事訴訟法」は使用されなかったことが挙げ
られる。
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え15、1902年に京師大学堂進士館、訳学館そして仕学館の規則には憲法
という科目が規定された。更に、これを基礎にして「憲法史」や「比較
憲法」といった科目が設けられるようになった。例えば、1903年に天津
中西学堂は、北洋大学堂に改称し、「憲法史」という科目を新たに設け、

「憲法」と一緒に並ぶことになった。同じく1903年に、京師大学堂進士
館は「各国憲法」という科目を設けた16。そして1905年には「修訂法律大
臣・伍廷芳による法律学堂を設ける為の上奏［修订法律大臣伍廷芳为请

设法律学堂事折］」により「各国憲法」が主要科目となり、1909年には「憲
政編査館大臣・奕劻による貴冑学堂を設けて規則を定める為の上奏［宪

政编查馆大臣奕劻为遵设贵胄学堂拟定章程缘由奏折］」では「比較憲法」
という科目の設置が主張された17。
　この他に、1901年以降の各学堂の規則には、憲法という科目と政治学
という科目が一緒に並ぶことになった。このことが意味するのは、政治
学という科目が比較的早く設けられたとしても、憲法が強い政治性を有
していたとしても、中国において、憲法という科目は、最初から政治学
という科目とは異なる学術的独自性を有するとされていた、ということ
である。

三　マグナ・カルタと人類の法治の未来

　人類の法治は、既に800年の歴史を歩んできた。800年後の今日、法治
の理想と現実が衝突しようとも、法治は、既に人類共同体の共通の価値
観となり、最も結束力を有する社会の共通認識となっている。我々の生
活は、21世紀の文明社会において、幸福と理想を絶えず追求し、人間の
尊厳という偉大な普遍的な価値を受け入れているのである。しかし他方
で、人類は恐怖と不安のなか、経済と科学技術の発展に伴い、強大な物
質文明を前にして、人間の尊厳と自由を隅に追いやっているので、我々

15 王・前掲註11、161頁。
16 李贵连等编『百年法学──北京大学法学院院史』（北京大学出版社、2004年）
23頁。
17 叶志如「清末筹办贵胄法政学堂史料选载」历史档案1987年第４期、43、47頁。
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の生活は、法治の理想と現実の衝突のなかにある。様々な衝突に直面す
るなか、第二次世界大戦の教訓を踏まえると、我々法学者も、強力な法
治の力を用いて、如何にして正義と平和の秩序を守っていくかについて
改めて考える必要がある。
　我々がマグナ・カルタを記念する目的も、人類が直面している課題と
法治の未来について、共に考えていくことである。マグナ・カルタの清
末における翻訳と伝播の過程には２つの特徴がみられた。第一に立憲派
が功績を鼻にかけたことであり、第二に日本の学術界の影響が大きかっ
たことである。清末の新政において、憲政を模倣し、欽定憲法大綱を公
布した背景には、マグナ・カルタが清末の新聞や定期刊行物、学術著作
物、法政学堂や大臣による上奏に頻繁に現れ、徐々に中国憲法学の伝統
の重要な構成要素になっていった、ということがある。そして、100年
余り前、学者達は、マグナ・カルタ700周年を記念し、中国における学
術の伝統をはっきりと示した。当時、我々がマグナ・カルタを記念した
ことには、重要な意義があった。今も、我々は相変わらず公権力の濫用、
社会における共通認識の欠如という社会問題に直面している。解決策は、
すなわち法治を通じて共通認識を形成することである。我々は、傍観者
の立場で他者の歴史を論評すべきではなく、これを中国における学術の
伝統の一部として、清末以降の中国における足跡を辿り、その学術的遺
産を整理し、開放的な意識で法治の未来への発展を客観的に評価すべき
なのである。
　我々は、法治の価値を伝承し、法治の発展が直面する課題を理性的に
判断する必要があると同時に、将来の法治を展望する責任もある。更に
100年後、200年後、我々の子孫達がマグナ・カルタ900周年、1000周年
を記念するとき、人類の法治の状況は、どのように変化しているのだろ
うか？我々がマグナ・カルタの現代的価値を検討することは、学術的な
共通認識を深めることを助け、法治の価値を分かち合い、法治の発展と
進歩を促し、「人類運命共同体」を構築するための法治の保障を提供す
ることになるのである。
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