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はじめに

2016 年秋に香港で生じた「宣誓風波」1 は、そこで行われた基本法解釈と、
それに基づく議員資格はく奪の広がりなどにより、香港の「一国二制度」
のあり方、とりわけ「一国」と「二制度」との関係に新しい局面をもたら
すとともに、国内外を含む各方面に大きな影響を与えることとなってい
る。本稿では、この事件において行われた基本法解釈を題材に、香港特別
行政区基本法 2 が示す「高度な自治」など関連する規定内容と実際の運用

1

香港での呼称。一般に本件議員就任宣誓無効・資格喪失事件及びそれに
派生または関係する一連の出来事を指す（以下「本件」などとすることがあ
る）
。 そ の 経 緯 に つ い て は http://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/
zhongguotoushi/m1106panel-11042016162157.html が詳しく紹介している。
なお、本稿の翻訳はいずれも但見の責任によるものであり、また HP の引用
については 2017 年 9 月 9 日に最終確認している。

2

1997 年全国人民代表大会（以下「全人代」とする）により制定（以下「基
本法」とする）
。香港特別行政区における「憲制」的法律であり、
「小憲法」
などと称されている（王振民「論新憲制秩序於港澳回帰後的確立」
（陳弘毅
等「香港基本法面面観」
（三聯書店、2015 年）所収）26 頁）
。後述のように、
これまで 5 回にわたり全国人民代表大会常務委員会（以下「全人代常委会」
または単に「常委会」とする）による解釈が出されている。
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について検討するとともに、そこで示された深層の問題について考えるこ
とを通じて、「一国二制度」の今後について展望してみたい。

１．事件の概要
同事件は、2016 年 9 月に投開票された香港立法会（議会）選挙で当選し
た「本土派」（香港独立派）の議員（2 人）が、就任宣誓において “Hong
Kong is not China” と大きく表示した横断幕のような物を身にまとい（ま
たは宣誓台に置き）、“Chee-na”（支那）そして “f--k” など、法定の宣誓文
言を無視して侮蔑的・挑発的な文言を発したことにより、その就任宣誓が
無効とされ、さらにそのやり直しを巡って議会が混乱し、その結果、行政
府が裁判所に失職確認を提訴、しかもその係属中に全国人民代表大会常務
委員会が、無効の宣誓についてはやり直しを認めず失職させる、という内
容の基本法解釈を行った 3、というものであり、その後も香港内外に大きな
影響をもたらしている。
事件をめぐる出来事一般については様々なところで伝えられているの
で、ここで改めて詳しく検討はしないが 4、本件に係る裁判の概要とその経
緯については以下簡単に紹介しておきたい。

3

基本法 104 条の規定についての解釈。香港における基本法解釈の内容とそ
の問題については、廣江倫子「香港基本法の研究」
（成文堂、2005 年）参照。

4

日本で同事件を伝えるものとして、例えば 2016 年 11 月 9 日付朝日新聞社
説（14 面）など（但しその記述は多分に情緒的で法的当否を論ずるものと
は言い難い）
。なお後述のように、香港の高等法院（裁判所）は香港独立派
の両議員（予定者）の失職を認める判決を出し、両議員（予定者）の上訴も
棄却されたが、その後この事件での「解釈」を受けて、それ以外に規定に反
する内容または形式の宣誓を行った議員についても資格喪失の判決が言い
渡されている。https://www.hkpost.com.hk/20170717_2169/ 参照。
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（１）争点と双方の主張
上述のような経緯の中で、行政長官及び律政司司長 5 により訴訟が提起
されている。それは、無効とされた 2 人の当選者の宣誓について、立法会
の議長により再度の宣誓を認める決定が出されたことに対するものであ
り、再度の宣誓を認めるべきでないことの確認を求めるとともに、「宣誓
および声明条例」21 条（宣誓無効による公務員就任資格の取消）、そして
立法会条例 73 条（議員資格喪失にかかる争訟手続）の規定に基づいて、
上記宣誓を行った 2 人の当選者の議員就任資格喪失の認定を求める訴訟を
提起するに至ったのである。
これに対して被告（2 人の当選者）は、①就任宣誓は立法会の内部事項
であり、法院がこれに関与することはできない、②議員には発言について
の免責特権がある、との主張を行った。さらに、訴訟の継続中に後述の基
本法解釈が行われたため、③基本法の「解釈」という名目で実質的に「改
正」が行われている（全人代常委会には基本法の改正権限はない）、そし
て④法律規定に補足が行われた場合は（原意の解釈ではないから）遡及効
が認められない、といった主張が行われている。

（２）「解釈」と「説明」
上述のように、この訴訟の継続中（１審判決直前）の 2016 年 11 月 7 日
に全人代常委会が「『中華人民共和国香港特別行政区基本法』第 104 条に
ついての解釈」（以下特にこれを指して「解釈」とする）6 を出している。
5

行政機関の長であり、司法長官にあたる。

6

上記文中の① - ③は、104 条の解釈を具体的に提示した「解釈」第 2 項目各
号の号数と対応させている。なお、本稿では、香港特別行政区基本法の解釈
一般については「基本法解釈」
、国家の「法律」全体についての全人代常委
会の解釈については「法律解釈」と記している。

法政理論第 50 巻第 2 号（2018 年）

63

その分量はかなりコンパクトで、A4 一枚に十分収まる程度である。
それはまず、解釈を行う根拠として憲法 67 条 4 項（常委会の法律解釈権）
と基本法 158 条 1 項（同会の基本法解釈権）を挙げ、基本法 104 条（就任
時の法定宣誓）について解釈を行うと述べた上で、①宣誓は同条規定の公
務就任の「法定条件かつ必須手続」であり、②それは「法定の形式と内容
に符合する」「正確かつ完全」なものでなければならず、③「故意になさ
れた法定文言と一致しない宣誓」さらには「如何なる不誠実な、厳粛でな
い方法での宣誓」も「無効」であり、「宣誓者は即…公職への就任資格を
失う」との解釈を行っている。
これは（その分量の短さもあり）ピンポイントに基本法 104 条の規定に
ついてのみ解釈を行うもので、他の条文や規定ひいては原則などへの言及
が見られないばかりか、その原因となったと思われる具体的な事件や対象
にも触れられていない。
これに対して、この「解釈」の審議にあたり、全人代常委会の法制工作
委員会副主任によりなされた「説明」7 では、何のためにこの解釈が必要で
あるかが明確に述べられている。それによれば、
「近年、香港社会には『香
港独立』を公開で称揚する者がある」が、その「言行は『一国二制度』の
方針・政策への重大な違反」であり「憲法、香港基本法及び関連の法律規
定への重大な違反」であるだけでなく、「国家の統一、領土の完全性そし
て国家安全への重大な損害」である、とされる。さらに、直近の宣誓無効
事件について具体的に説明し、「上述の状況に鑑みて」、「『香港独立』運動
に有効な打撃を加えるとともにそれを抑制し、国家の主権と領土の完全性
を守るため」にこの「解釈」（草案）を提出する、と明言している。
ここに明らかなように、本件（のような）宣誓は、それが有する「香港

7

〈
「全国人民代表大会常務委員会の『中華人民共和国香港特別行政区基本
法』第 104 条についての解釈（草案）
」についての説明〉
（2016 年 11 月 5 日全
人代常委会 24 回会議提出）
。
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独立」の意図または内容ゆえに「一国二制度」に反するものであり、ひい
ては「国家の統一」を脅かすものとされることになった。それは、一見些
細な手続き上の問題であり、かつ香港の自治に関する問題にすぎないよう
にも見える就任宣誓の位置づけを大きく引き上げ、正に「『一国』二制度」
を脅かす問題として、基本法の解釈をなさしめた、ということになる。
なお、「解釈」では 104 条以外の基本法の条文については何らの解釈も
行われていない。これに対し、「説明」は、158 条 1 項により自らに解釈権
がある、とした上で、（香港に激しい拒否反応のある）23 条を引いて「国
家分裂行為は明確に禁止されている」とし、「香港独立派」は基本法 1 条
（香港は中国の不可分の一部）及び 12 条（「高度な自治」）「などの規定に
根本的に反する」としているが、8 条の「コモン・ロー」、27 条の言論の
自由及び結社の自由、さらに 2 条及び 85 条に規定する「司法の独立」との
関係については論じられていない。

（３）判決の内容
この「解釈」の後、まず香港高等法院の原訟法廷が、2 人の議員の就任
資格に関する行政長官と律政司司長による請求について審査し、それに対
する判決を出している 8。
それは、「支那」や「香港國」そして f--k など、両議員の具体的な宣誓
内容を指摘したうえで、そのような宣誓が「『一国二制度』の原則及び同
原則の下での『一国』の重要性を認めないもの」であって、「立法会議員
たる資格は法により取消される」と判断し、再度の宣誓を許さずその議席
は空席となる、というものである。
上記の両議員からの主張については、①（議院の自律に係る）「三権分

8

「香港高等法院判決全文」http://www.hellotw.com/gate/big5/bbs.am765.
com/detail.jsp?id=3796601&agMode=1
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立原則」について、「議会至上原則を実行する」英国とは異なり、「明文の
憲法を有する」（香港の）「特殊状況に制約される」として、基本法に基づ
く法院の介入が許される、とする。また、②免責特権については、「宣誓
時に行った言論」であり「未だ有効に就任していない」ので、議員の免責
特権が適用される場合に当たらない、と判断している。
上記の判決の内容を見ると、「当該解釈は香港のすべての法廷に拘束力
を有し、法廷は当該解釈を実現しなければならない」とし、さらに「当該
解釈による『基本法 104 条の含意』」によれば「宣誓は無効となり、議員
就任資格は取り消される」と述べるなど、全人代常委会の「解釈」及び「説
明」が意識されていることは明らかである。
にもかかわらず、この判決では、（全人代常委会の）「解釈があろうがな
かろうが、法廷が出す結論は同様である」と述べ、あくまで「律政司司長
の申立て」について、基本法と関連法規に基づいて判断しただけ、という
スタンスが取られている 9。
このような様相、すなわち香港の問題について香港の法的手続きに従っ
て香港の裁判所が判断した、という様相は、上訴法廷 10 で大きく変わるこ
とになる。
上訴法廷の判決「摘要」によれば 11、まず（立法会議員の就任宣誓に係る）
「基本法 104 条の規定の意味」は、（全人代常委会の）「解釈により既に明
らかにされて」おり、「その解釈により」「資格喪失と離職が法律上自動的
9

本「判決」は行政長官の申立ての可否については判断を保留し、
（法律上
の権限を有する）
「律政司司長が原告の一人である」ことを以て、
「法律上の
手続きに何ら影響はない」とするとともに、
「立法会主席の請求の下で」両
議員の「立法会議員としての職からの離職」を確認している。

10

高等法院には「原訟法廷」と「上訴法廷」が置かれており（基本法 81 条）
、
本件では高等法院の「原訟法廷」
（原審）の判決が上訴されてやはり高等法
院の「上訴法廷」で棄却された、ということになる。

11 「法庭驳回梁游上诉 判词摘要全文」
http://hongkong.dwnews.com/news/2016-11-30/59785250.html 参照。
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に発生する」として、徹底的に全人代常委会の「解釈」に従うことが明確
に述べられる。
さらに、上訴人による遡及効の指摘（上記（1）④）については、
「解釈」
は「そのオリジナルかつ真正な意味を解釈するもの」であるから、「その
発効期日は 1997 年 7 月 1 日であり、それゆえすべての事件に適用される」
のであって、当然「香港の法院に対しても拘束力を有する」とする。そし
て、本件「解釈」は解釈を超えて改正にまで至っている（故に違法である）
という主張（上記（1）③）は、香港の法院にはその判断をする「司法管
轄は賦与されていない」として退けられている 12。
そこでは、香港の法院が「自治」範囲内の事項について（「解釈」に関
係なく）判断を行った、という装いが取り去られただけでなく、「解釈」
自体の当否について判断が放棄され、むしろ「解釈」によりその「真の意
味」が遡及的に確認された、とされている。なお、本件「解釈」が香港側
からの申請もなく全人代常委会自らにより行われたことについては、上記
二つの司法判断いずれも全く論じていない。

（４）小括－「解釈」の示すもの
このように、本件「宣誓無効事件」では、全人代常委会により実質的に
は明確に香港独立派の「言行」に向けられた「解釈」が行われ、それに基
づいて香港の法院により判決が言い渡されている。では、この「解釈」は、
法律上どのような特徴を持ち、またどのような問題をはらんでいるのだろ
うか。
以下では、本件「解釈」の諸特徴について、訴訟における争点とそれへ
の対応を検討することを通じて、そこに含まれる法的な問題点について明
らかにしたいと思う。
12

このほかに、上訴法廷は行政長官の申立て資格も明確に認めている。
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２．
「解釈」の特徴と問題点
（１）請求（主体）と時期
従来、基本法の解釈請求主体の範囲、とりわけ全人代常委会が自ら必要
に応じて解釈を行うことができるか、という点については議論の対立が見
られていた 13。実際に行われた基本法解釈事例を見る限り、香港の行政長
官が国務院に要請し、国務院が常委会に解釈を請求するもの、常委会自身
により解釈が開始されたもの、そして係属中の事件について終審法院が常
委会に「質問」を行った、というものが見られており 14、請求主体の範囲
（及びその形式）は幅広く捉えられている。
このような幅広さからは、基本法解釈の手続が基本法のみでなく憲法
（及び立法法）等に基づいて行われている、ということを見て取ることが
できる。蓋し、基本法の明文の規定としては、香港の終審法院が全人代常
委会に解釈を求める場合についてしか規定がないからである（158 条 3
項）15。
本「解釈」では、全人代常委会が自らの起動により「解釈」を行ってい

13

白晟「基本法釈法問題探求─従法理学角度剖析」
（商務印書館、2015 年）
99 頁以下参照。白は特に「特区政府が人大の解釈を起動することが、実際
には一つの憲法慣例となっている」とし、そこに「権力行使の理性化」と「正
当性」を見出しているが（216-217 頁）
、本「解釈」ではそれも破られたもの
と言ってよいだろう。

14

2011 年の主権免除における主義の選択に関する事件。後述のように、こ
の事件における基本法解釈については、香港終審法院が基本法の条文（趣
旨）に沿って常委会に解釈を求めたもの（158 条 3 項）として一定の評価が
見られている。

15

全人代常委会による基本法解釈が行われるよう、行政長官が国務院に求め
ることについて、その根拠は一般に基本法 43 条の一般的施政権限とされて
いるが（白・前掲注 13・214 頁など）
、それを受けて国務院が全人代常委に
解釈を求める権限について基本法に規定はなく、それは立法法 46 条を根拠
とするものと考えられる。
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るが、その際まず憲法 67 条 4 項（法律解釈権）が根拠として挙げられ、し
かる後に基本法 158 条 1 項（常委会の基本法解釈権）もその根拠として挙
げられている 16。前者の規定は中国の「法律」一般に及ぶものであり、そ
の手続を規定する立法法は、45 条で全人代常委会が状況に応じて解釈を
行う旨を規定するとともに、46 条で国務院に加え最高人民法院、そして
全人代の各専門委員会さらには各地の人代常委会などが「法律解釈要求を
提出できる」としており、その主体は幅広く取られ、その時期についても
限定がなされていない 17。
さらに、時期という点で従前の各解釈に比して本「解釈」が特徴的であ
るのは、特定事件が香港の（下級）法院に係属している最中に、（終審）
法院の請求によらずに全人代常委会自身により基本法の解釈が行われたこ
とである。上述のように、「解釈」は文面上純粋に基本法 104 条の文意を
解釈した形式を取っており、具体的事件との関係が述べられてはいない
が、「解釈」についての「説明」は本事件について詳細に述べた上で「『香
港独立』運動への有効な打撃と抑制のため」に「解釈」を行う、と明確に
述べている。
このような「解釈」は「司法の独立」（基本法 2 条及び 85 条）との関係
で重大な問題を提起するように思われるが、「解釈」では他の条文との関
係（整合性）が全く論じられていない。さらに、少なくとも現状では、香
港の法院には基本法解釈の内容について論ずることを避ける姿勢が顕著で
あり 18、この点が判決などで論じられる可能性は低いと思われる。

16

このような根拠条文の提示の仕方については、これまで行われた基本法解
釈においてある程度一貫性が見られる。

17

45 条では「規定の具体的意味をより明確にする必要がある」場合に加え

「新たな状況の出現により適用法律の根拠を明確にする必要がある」場合に
も「法律解釈」が行われるとしており、必要に応じて随時行う、という様相
が顕著である。
18 「司法管轄」を論ずる本件上訴判決にこの姿勢は顕著である。但し、本件
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（２）解釈の遡及効
遡及効については、それが解釈である以上、既に存在する規定について
その意味を明らかにしただけであって、そもそも遡及効の問題は生じない
（要するに施行日からそのような意味であった）とも考えられる。これに
対して、全人代常委会が行った解釈は、それ以前に出された判決には影響
しない（基本法 158 条 3 項但書）とされることから、解釈には遡及性がな
いとする議論も見られていた 19。
この点、立法法は、全人代常委会による「法律解釈」は「法律と同等の
効力を有する」（50 条）と規定するとともに、全ての種類の法律・法規に
ついて、（公民や企業への給付や優遇など特定の授益的な場合を除き）遡
及効を否定することから（84 条）、それが「法律と同等の効力を有する」
以上、遡及効は認められないようにも読める 20。
今回の「解釈」については、被告側が遡及効の問題を主張したことから、

より前であるが、終審法院の首席裁判官が「
（常委会の解釈が）たとえ荒唐
無稽で不公平であっても従わなければならない」と発言するなど、香港の司
法には複雑な心境があるように思われる（鄒平学「香港基本法実践問題研
究」
（社会科学文献出版社、2014 年）388 頁に紹介される馬道立裁判官の発
言）
。
19

白・前掲注 13・111 頁。但し 158 条 3 項但書の「遡及効」は、発効時を基
準にしてそれ以前の行為等に適用されないという意味ではない。

20

中国国内の法規は、基本法の付属文書 3 で認められたものだけが香港で適
用されるが（基本法 18 条 2 項）
、立法法はそれに含まれていない。しかし、
基本法に含まれる幾つかの概念（例えば「批准」や「備案」など）は、従来
香港法には存在せず、立法法によって初めてその意味を明らかにすることが
できる（梁美芬「香港基本法：従理論到実践」
（法律出版社、2015 年）210 頁）
。
また、常委会の組織及び権限行使は、
（基本法ではなく）憲法及び他の法律
により規律されるものであり、何より実際の基本法解釈が憲法により付与さ
れた（立法法で規律される）
「法律解釈」
（67 条 4 号）権限により行われてい
るため、自ずからその権限を規律する立法法が及ぶことになる。
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特に上訴判決においてこの点が論じられている。とはいえ、法院は「『解
釈』は…当初からの真の意味を解釈したものであり、その効力発生時は
1997 年 7 月 1 日である」と述べて、「解釈」が実質的に遡及的に適用され
ることを確認するのみで、上記立法法の規定との関係は明らかにされてい
ない。

（３）解釈の根拠とその範囲
基本法解釈については、基本法の 158 条にその範囲について区分する規
定が置かれている。それは、まず全人代常委会が基本法の解釈権を有する
としたうえで（1 項）、自治の範囲内の事項については香港の法院に解釈
権が「授権されている」とし（2 項）、さらに香港の法院は基本法の「そ
の他の事項」についても判断できるが、それが「中央の管轄事項」または
「中央と特別行政区との関係」に関わり、かつそれについての解釈が「事
件の結果に影響を与える場合」には、終審法院が全人代常委会に解釈を請
求しなければならない（3 項）、とするものである。
この規定については、法院の解釈権限の範囲内については全人代常委会
の介入を制限するものであり、授権を受けた法院には「排他的管轄」が認
められる、とする見解が見られていた 21。しかし、これまでの基本法解釈
事例とそれを受けた香港法院の裁判例を見る限り、全人代常委会が基本法
全体について幅広い解釈権を有しており、法院に認められる解釈権は排他
的なものではない、という理解が確立したように思われる 22。とはいえ、
どのような場合に（どのような範囲で）解釈が行われるのかは条文上も明
確ではなく、事例によっても明らかにされたとはいえない。

21

鄒・前掲注 18・336 頁には、
「香港の法律界と学界では一貫して」このよ
うな主張を行う者がいる、との批判が見られている。

22

廣江・前掲注 3・203 頁参照。
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本件は香港の立法会の運営に係る事項であり、かつ従来「コモン・ロー」
（基本法８条により継続して適用が認められる）により他の権限による介
入を受けないとされた議会の内部規律に係る事項でもあることから、「自
治範囲内の事項」として香港法院に「授権されている」範囲の事項に当た
る、と考えるほうがむしろ自然である。
これに対し、「解釈」においては、基本法解釈を行う根拠規定が挙げら
れてはいるものの、それらは中国の法律全体に及ぶ全人代常委会の法律解
釈権限についての規定（憲法 67 条 4 項）及び基本法の一般的解釈権限に関
する規定（基本法 158 条 1 項）のみであり、その事項の性質については言
及がない 23。つまりそれは、法律及び基本法の全ての規定について解釈を
行う権限がある機関が、その権限に基づいて「解釈」を行った、と言って
いるに過ぎず 24、本件で問題となった条文またはその対象たる事項の性質
（中央との関係）、そして対象事項の違いによる解釈のあり方の違いなどは
全く明らかにされなかった、と言って良いだろう 25。

23 「説明」は「一国二制度の方針・政策への重大な違反」などを掲げるが、
状況の説明をするのみで、
「解釈」を行う根拠や範囲が示されてはいない。
また結果としての「解釈」は、
「法定の宣誓文言」を「必ず正確、完全かつ
厳粛に宣誓しなければならない」とした上で、それに反する場合の効果（失
職または就任資格喪失）を規定するのみで、
「中央」との関係を読み取るこ
とはできない。
24

上述のように、
「解釈」の審議に当たって常委会に提出された「説明」で
は、法制工作委員会副主任が「
『香港独立派』の活動を有効に撃退・抑制し、
国家主権と領土の完全性を守るため」に解釈を行う、と明確に述べている。

25

従来基本法解釈について「人大常委会が自己拘束し、自治条項については
解釈権を行使しない」という「憲法慣例の形成」を「理想的な実施状況」と
して論ずるものが見られたが、本「解釈」ではそれが否定されたように見え
る。陳弘毅「法理学的世界」
（中国政法大学出版社、2003 年）413 頁。
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（４）解釈の実質・程度
解釈の実質または程度については、全人代常委会に認められるのは解釈
の権限のみであり、基本法の改正についての権限は認められていないのだ
から、基本法解釈が実質的に「改正」というべき程度に至ることは許され
ない、という主張が見られていた 26。
本件「解釈」においては、この点での疑いがとりわけ強かったものと言
える。蓋し、基本法 104 条は宣誓の拒否または不行使といういわば宣誓の
「欠缺」のみを規定し、文言の改ざんなどいわば「瑕疵」について明示し
ない上に、「欠缺」（または「瑕疵」）の効果について定めていないからで
ある 27。
これに対し、本件「解釈」では、
「法定宣誓文言との不一致」さらには「不
誠実で厳粛でないすべての宣誓」が「宣誓拒絶にあたり、その宣誓は無効
である」とするだけでなく、「宣誓者はそれにより当該公職に就任する資
格を喪失する」という効果まで引き出しており、それが「改正」にまで至っ
ている、という主張は十分理由があるように思われた。
しかし、これについて上訴法廷は、「『解釈』が実質的に基本法の改正を
企図する」かどうかについて、「基本法は香港法院に司法管轄を与えてい
ない」として、「解釈」の実質または程度についての判断を回避している。
上述のように、本件「解釈」は特定条文についての解釈のみを示すもの
で、その正当性の論証や批判への反論などは一切見られていない。そし
て、上訴法廷がその判決の中で、
「解釈」が実質的に「改正」にまで至っ
ているか否かということは香港の法院の管轄にはない、と明確に述べてい
26

従来の解釈権行使事例では、2004 年に行われた選挙制度に関する決定が、
特に「実質において法律の改正である」として批判されている。鄒・前掲注
18・387 頁。

27

同条の原語は「拒絶」そして「忽略」であり、後者は英語では neglect と
記述されている。

法政理論第 50 巻第 2 号（2018 年）

73

ることから、常委会自身が自らの「解釈」の権限踰越を問題にする場合を
除き、それは純粋に理論的な問題にとどまることになる。

（５）解釈の合理性
上述のように、全人代常委会が最終的に公布した「解釈」は、それが条
文上からは全く読み取れない効果を引き出すものであるとしても、表面上
は基本法 104 条の（当初からの）意味について説明するだけであり、批判
的立場への回答どころか、他ならぬ基本法の他の条文や諸原則などとの関
係についても全く言及はない。
本件においては、このような構造上・論理上の合理性はいくつかの面で
問題をもたらすように見えた。例えば、立法会（議員）に係る基本法の規
定は、立法会の成立を選挙にのみに係らしめ、就任宣誓と議員資格との関
係に触れてはいない。確かに基本法 104 条は公務員について包括的に就任
宣誓を求めるものではあるが、上述のように、そこには失職または公務就
任資格喪失の定めはない。
この点について、基本法 104 条の細則ともいうべき「宣誓及び声明条例」
の 21 条（b）が、「未就任の者についてはその就任資格を取り消す」、と規
定することから、この規定と併せて読めば、就任資格の取消が基本法によ
り認められている、とも言えそうである。
但し、条例が認めたのは就任資格の「取消」（原語も同）であり、
「喪失」
（「解釈」二の（三）、原語同）を認めるものではない。さらに、「取消」後
に「改めて宣誓を行わせることはできない」（「解釈」二の（四））という
文言ひいてはそれを想定させるような文言は同条例にも全く見られないの
である。
しかしそれ以上に問題なのは、広く一般の公務就任の場合と、基本法で
選挙により成立するとされる議員資格の場合とを同一に論ずることであ
る。たとえこのような形式的手続の規定による公務就任資格の「取消」を
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認めるとしても、それにより議員（就任）資格の「喪失」ひいては選挙結
果の「取消」までもが認められるとは考えにくい。というのは、基本法の
条文を見る限り、そのような「取消」ないし「喪失」は、議員及び立法会
に係る他の規定と著しく平衡を欠き、基本法の予定するところとは考えら
れないからである。
上述のように、基本法は立法会議員の資格について、選挙での選出のみ
を条件としている（68 条）。さらに、その資格の「喪失」につき限定的か
つ厳しい条件を置き（79 条）、たとえ就任時の宣誓に悖る事情があったと
きでも、あまつさえ国内または国外での犯罪により禁錮１月以上に処され
た場合でも、立法会出席議員の３分の２以上の賛成がなければその資格を
「喪失」することはない。
議員の資格が選挙の結果による以上、就任宣誓を終えているかどうかに
より、その「言行」による「資格喪失」の基準が異なることに（少なくと
も基本法上の）合理性は見いだされない。逆に言えば、犯罪が確定した場
合ですら、同僚の議員の特別多数による賛成がなければ「資格喪失」が認
められないのは、正にその議員が選挙により選出されているからであり、
「正確、完璧で厳粛な…法定の宣誓」（「解釈」二の（一））を行ったからで
はない。
このように考えるとき、本「解釈」はそれと異なる立場をとる以上、少
なくともそれが不合理でないことにつき説明する必要があったように思わ
れる。思うに、基本法に散見される漠然とした原則規定を操作すれば、
（納
得を得られるかどうかはともかく）不合理でないと主張することは困難と
は思われない。
それにもかかわらず、本件「解釈」においては基本法の構造や原理そし
て他の規定との関係などは明らかにされておらず、その理由をうかがい知
ることはできない。それは、立法者がその法規の（本来の）意味を述べる
だけ、という「法律解釈」の位置づけのためであると同時に、人民に対す
る直接の権利制限若しくは剥奪、または重大な義務の賦課についてもしば
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しば何の説明もない、という統治のあり方が、その背後に色濃く映し出さ
れているように思われる 28。

（６）まとめ─「解釈」の万能性
以上のことから、本件「解釈」では、基本法の全範囲について「全面的
かつ無制限」の解釈権を有する全人代常委会が、それが必要と考える時に、
必要な範囲で、必要な対象について、必要な効果をもたらすように解釈を
行うことができる、ということが改めて確認された、と言うことができ
る 29。
現実的な効果として、この「解釈」により本来漠然とした基本法の意味
内容は一層不確かなものとなった、と言って良いだろう 30。蓋し、条文の
文言は、その表面上の意味にかかわらず、立法者が必要に応じて常に「明
確に」できる上に、「高度な自治」や「司法の独立」といった文言とは相
容れないような状況が出現しても、それらの文言の意味を読み解くことな
く、直接その状況に関わる条文のみを解釈し、常にその状況を（遡及的に）
肯定することが可能であり、さらには香港の法院自身が、解釈の範囲や効
果についてその当否を論ずる「管轄がない」とするため、事実上全人代常

28

特に行政における「理由と説明の不在」について論じたものとして、高見
澤麿

鈴木賢「要説

中国法」
（東京大学出版社、2017 年）112 頁参照（但

見担当部分）
。
29

引用は鄒・前掲注 18・332 頁。また同書 343 頁には、
「必要さえあれば…常
委は完全に『手を出すべきときに手を出す』ことができる」との表現も見ら
れる。

30

董立坤編「中央管治権與香港高度自治権」
（中華書局、2015 年）は、
「単
一制という国家構造形式」においては、
「各地域について列挙されない権力
は中央が享有する」
（99 頁）という一般論を展開し、それゆえ「中央は香港
への授権範囲を拡大することもまた変更することもできる」
（95 頁）と論じ
ている。
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委会の解釈に何らの限定もないからである。
では、このような万能性、すなわちいつどのような解釈を行うか（行わ
れるか）について全く制限がないような制度が認められる理由はどこにあ
るのだろうか。また、このような基本法の解釈の構造そして実践は、今後
の香港について何を示していると言えるだろうか。以下、この点について
検討し、若干の展望を試みたいと思う。

３．問題の所在と展望
（１）「権限」と「権力」
中国においては、従来、統治機関の権限の種類に対応して、法律解釈に
は立法解釈と行政解釈、そして司法解釈があるとされてきた。そのため、
基本法解釈に関する記述を見ても、それを「立法解釈」として紹介するも
のが多く見られる。そして、香港には司法解釈の伝統しかなく、立法解釈
についての理解が欠けているとか、また立法機関こそが法律の「原意」を
正しく解釈するのに適している、といった主張が見られている 31。
ここでまず注意しなければならないのは、中国でいうところの「司法解
釈」は、香港で行われてきたとされる「司法解釈」とは根本的に異なる、
ということである。便宜上香港で行われてきたものを「法解釈」と呼ぶと
すると、それは凡そ法院が具体的事件の裁判において法の適用を行う際に
は必ず行われるものであり、まず何より当事者の請求があって初めて開始
され、かつ当事者の請求及び主張の内容に左右されることになる。逆に言
えば、解釈者は常に当事者の相反する主張に晒され、それへの応答が求め
られるとともに、解釈（判決等）で示した法的論理の合理性が厳しく問わ

31

董・前掲注 30・119 頁参照。
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れることになる 32。
そして、「法解釈」は当該事件の処理に必要な範囲で行われることが求
められ、解釈者側が任意にその対象や範囲を決定することは許されない。
またそれは下級審によってさえ覆される可能性を持っており、「法律と同
等の効力を持つ」（立法法 50 条）ことなどは想定されていない。さらに、
三権分立の原則が重視される場合には、事実上それに加えて司法自身によ
る謙抑が働くことになる。
これに対し、中国で制度化されている「司法解釈」は、最高司法機関に
のみその権限が認められるものであり、規定上は「裁判過程における法
律・法令の具体的適用における問題」33 に限定されているものの、実際に
は新しい法律が制定された際に、その法律の条文数を上回るほどの条文数
の「司法解釈」が出されたり、また立法時に見送られた規定が「司法解釈」
に含まれるなど 34、抽象的な規定の定立や実質的な改正というべき内容を
持つものが見られている。
また具体的事件の処理についての高級法院による「伺い」に対する「回
答」として最高法院による「司法解釈」がなされることがあるが（原語は
「批復」）、それは法院が具体的事件の事実と双方の弁論とに基づいて法律
の解釈を行う、という意味での「法解釈」とは異なり、事実や弁論への言
及が見られないばかりか、上級法院（最高法院のみ）が下級法院（事件を
審理する全ての法院）に対し、一定事件の処理に係る規定の解釈を述べる
32

常委会の解釈と香港法院の解釈との違いについては、香港の法学界の権威
とも言われるヤシュ・ガイによる警鐘的な指摘が、廣江・前掲注 3・72-73 頁
に紹介されている。

33

人民法院組織法 32 条。なお最高人民検察院もその業務に関して「司法解
釈」権限を有している。

34

例えば民法通則（全 156 条）施行後わずか一年余りで出された同法の「貫
徹執行に関する若干問題についての意見」
（司法解釈）は 200 条に及ぶもの
であり、また契約法の「適用に関する若干問題についての解釈（2）
」では、
制定時に議論の末見送られた「事情変更原則」を規定している（26 条）
。
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（結果的に一定事件における一定の処理を命ずる）内容になっている。
さらに、全人代常委会の解釈を「立法解釈」と捉えることもまた、ある
意味適切でない部分がある 35。同機関は、抑制と均衡の下で一定の「権限」
のみを有する機関ではなく、憲法上他の機関に対して指導・監督の地位に
立つ「権力機関」（の常設機関）と位置づけられている。付け加えれば、
行政機関や司法機関も、その「権力」に応じて、指導・命令権限を有する
上級機関が、下級機関に対してそれぞれ「行政解釈」そして「司法解釈」
を行う、という構造になっている。
すなわち、そこで重視されるのは解釈における「権力」の所在（または
程度）であって、それは「立法解釈」というよりも「権力解釈」と称する
のに適している。そのような論理からすれば、三権分立的視点から解釈権
を限定的に捉え、その範囲や限界を論ずることも適切ではない 36。言い換
えれば、解釈「権限」の大小（上下）は、統治機関の「権力」の大小（上
下）を基準とするものであり、そこに「権限」の分配と相互制約の思想を
差し挟む余地はない 37。学説にも、全人代常委会の解釈に（法院が）疑い
を差し挟むことすら妥当ではない、とする見解が見られるなど 38、
「絶対権

35

但し、それが「司法行為」ではないとの主張には、だからそれは「全方位
的」であり、
「主体的解釈も行うことができる」
、とする論理が含まれている。
董・前掲注 30・141 頁参照。

36

全人代常委会委員長の張徳江は、
「基本法実施 20 周年座談会」での「講話」
において、
「基本法の定める政治体制は、
『三権分立』でも『立法主導』でも

『司法主導』でもなく」
、
「行政長官を核心とする『行政主導』
」であり、それ
が直接中央政府の下に置かれその指導を受ける」と述べている。http://npc.
people.com.cn/n1/2017/0601/c14576-29312157.html 参照。
37

鄒・前掲注 18・376 頁は、
「常委会の解釈と法院の司法解釈」とを比較し、

「権力の性質」において後者は「前者に従属し」
、
「権力の関係」において「授
ける者と授かる者であり」
、
「地位効力」において「後者は前者に服従する」
と指摘している。
38

このような主張をするものとして、鄒・前掲注 18・388 頁。
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力」39 を押し戴くかの傾向が感じられる。

（２）
「正当性」と「正統性」
このように、全人代常委会による基本法解釈は、その「権力」により正
当化されるという性質を有しているが、少なくとも表面上は、赤裸々な暴
力や実力主義が前面に押し出されるのではなく、むしろ憲法により法的に
正当化する形が取られている。とは言え、それは十分な説明や体系的論証
を欠くもので、法的に十分な正当化がなされたとはとても思えない。で
は、そのような正当化で足りるとされる根拠はどこにあるのだろうか。
本件「解釈」により明らかにされているように、基本法解釈は基本法の
枠組みだけではなく、憲法及び関連の規定に沿って行われている。それは
基本法自体が「憲法に基づいて」規定されること、そして解釈権の行使主
体（全人代常委会）及び行使手続が中国の憲法及び関連の法規（組織法や
立法法など）により規律されるためであるが、基本法の規定が非常に漠然
としているだけでなく、矛盾・対立する規定や原則に満ちていることか
ら、一層憲法によってその行間を読むことが求められることになる 40。
この憲法の内容を大まかに述べれば、それは共産党による建国と発展の
歴史を総括し、「全国の各民族人民」が「今後も継続して」「共産党の指導
の下」で「社会主義」を推進することを宣言する前文（「序文」）と、社会
主義の下での国家の統治方針、公民の権利と義務、統治機関（全人代や常
委会を含む）などについて定める本文により構成されている。

39
40

引用部分は鄒・前掲注 18・329 頁。
例えば基本法は前文で「一国二制度」を打ち出し、
「社会主義の制度及び
政策を行わない」とする反面、
「国家の香港に対する基本方針・政策の実施
の保障」を目的にすえており、それぞれの「政策」の内容は不明である。ま
た「高度な自治」
（2 条、12 条）が強調されるものの、同時に行政区は包括
的に「中央人民政府の直轄」の下にある、と規定している（12 条）
。
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従来基本法解釈の法的根拠について、それは基本法に限定されるべき
で、憲法の規定を根拠とすべきではない、とする主張も見られたが 41、こ
れまでの数次の解釈において憲法 67 条 4 号が根拠法規（の第一）に挙げら
れていることからも明らかなように、それは「全体的・最終的解釈権者」
によって明確に否定されている。
さらに、共産党による国造りと今後の統治体制が明記される前文につい
ては、正文の規定ではなく適用可能性がない、という主張もあり得ようが、
中国では法院に憲法を解釈する権限がないだけでなく、その権限を有する
全人代（常委会）により現実に違憲審査が行われる例も見られないので、
個別の規定と前文とをその適用可能性により区別する実益はない 42。むし
ろ、「党の指導」の「正統性」の所在を明らかにし、現在の統治体制の将
来にわたる「継続」を宣言し、そのための人民の責務（「国内外の敵対勢
力及び敵対分子」との闘争の義務など）を「正当化」するという点で、前
文は他の立法や施策全体の根拠及び指針として、本文以上に重要な意義を
持っているとすら言えるだろう。
今回の「解釈」についての「説明」に限らず、中央から示される理解で
は、基本法には常に「正しい」解釈があり、「一国二制度」には「正しい」

41

憲法に基づいて基本法解釈が行われることについて、ヤシュ・ガイは「基
本法の完全性」そして「その発展」に「重大な影響を及ぼす」との懸念を表
していたが、これに対しては「実践によりそれは全く逆であることが証明さ
れた」との主張が見られていた（鄒・前掲注 18・364 頁）
。但し、本「解釈」
から見る限り、
「実践」が示す状況はむしろガイの懸念通りになってきたよ
うに見える。

42

この点、胡錦光等「論我国憲法解釈的実践」
（法商研究 2000 年 2 期）は、
「全
国人大及びその常委会は、憲法実現の必要に応じ、多くの回数に渡って憲法
解釈を行ってきた」
（7 頁）とするが、82 年憲法制定後の例はわずか 7 件に過
ぎず、しかもどの事例も間接的に憲法に関わると思われる事項（法律実施監
督や法制宣伝教育など）についての指示や細則であり、憲法の条文について
の解釈などは示されていない。
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姿があることが前提となっている 43。それは正に憲法が前文及び総綱（第 1
章）で示すように、法律とその解釈の基礎にある統治（党治）に「正統性」
があるからなのであり、それが基本法解釈の無制限の「正当性」（万能性）
の基礎となっているのである。

（３）
「主権」と「主権者」
このように、基本法解釈に代表される中央の香港への介入は、「権力機
関」とされる全人代（の常委会）の位置づけと、統治主体たる党の「正統
性」により「正当化」されることになるが、殊更香港との関係では、これ
に加えて「主権」44 という理論がしばしば登場することが注目される。
ここで用いられる「主権」は、特に香港について論ずるというよりは、
（連邦制ではなく）「単一制」をとる国家における中央と地方の関係におけ
る「当然の理」として語られる。曰く、「単一制」の国家主権は絶対かつ
単一であり、その下で地方が行う事務はすべて「授権」による「管理」な
のであって、それが国家の監督を離れて「主権」を行使することはありえ
ない、というものである 45。
このような「主権」観は、それが香港について用いられるとき、常に「正
統性」と結びつくことになる。蓋し、中国の見地からすれば、1997 年 7 月
1 日は失われていた主権が取り戻された日であり、それまでの英国による

43

2014 年 6 月に出された「
『一国両制』在香港特別行政区的実践」
（国務院新
聞弁公室）は、
「香港の一部の者」に一国二制度についての「不正確な観点」
や「正確な方向からの乖離」があり、それが近時の問題の原因であるとして
いる（引用は同書の五の記述）
。

44

国家の（対外的・対内的な）
「主権」について論じるのが一般的であるが、
憲法によれば全人代常委会が「主権者」である、とする記述も見られる

（鄒・前掲注 18・333 頁）
。
45

董立坤編「中央管治権輿香港高度自治権」
（中華書局、2015 年）99 頁以下。
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不正な支配に終止符が打たれ、「香港が祖国の抱擁に戻った」日だからで
ある。それとパラレルに、この「主権」論では英国による圧政や抑圧がし
ばしば強調されることになるが、それ以上に現実的な効果として、香港独
立どころか、大陸の「方針・政策」に反する「言行」は全て「主権」に反
する「反国家的・反民族的」なものということになり、その「徹底的打撃」
が「全民族」の責務とされることになる 46。
さらに、中央と香港の関係についても、この「主権」観に基づいて、香
港の「権力」には「中央が授権したもの以外は何もなく」、それは「中央
の監督の下におかれる」と述べられる。このような見解は基本法の規定ど
ころか、憲法の規定からも直接読み取れるものではないが、理論的に「単
一制国家では…一切の権力は国家の授与によるもの」であり、そこに「疑
問を差し挟む余地はない」とされるのである 47。
このような「主権」観には、何か微妙な違和感を覚えざるを得ないのだ
が、それは恐らく、我々が通常見慣れた主権論とここで徹底的に語られる
「主権」論との性格の違いによるものであろう。香港との関係だけでなく、
中国で「主権」が語られるとき、それは概ね外国との関係（または国内の
民族独立派との関係）で語られ、その主体は徹底して国家である。別にそ
れ自体はおかしい話でもないが、香港での場合と同様、そこにはその主体
の存在根拠でありかつそれを制約するはずの原理が欠落している。
もちろん、中国では「人民が国家の主人」（前文）であり、「すべての権
力は人民に属する」（2 条）ことは、憲法で明確に謳われている。但し、
その「人民」はどこまでも全体的で観念的なものであり、そこから具体的
な権限や制度が導かれるどころか、特定の部分的な「人民」に同調を強い
46

香港・マカオ弁公室常務副主任を務めた陳佐洱は、独立派は「中国に存在
してはならない」
「町に蠢くネズミ」であり「人々がみな無慈悲にこれを叩
き潰すべきだ」と述べている。http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/
article/new/20161130/1000904/ 参照。

47

董・前掲注 30・101 頁。
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る根拠にすらなっているように思われる 48。
香港の「自治」の議論でも、「全ての権力は中央が授与するもので、そ
れ自体には独立の権力は何もない」49 ことが当然のように語られ、そこに
「主人」の姿は全く現れない。それどころか、
「主人」であるはずの「人民」
が、その権利とされる言論の自由に基づいて、「主人」としての自己決定
や自己統治を主張するや、それはいつのまにか「中央の主権」と「香港の
自治」との対抗関係にすり替えられ、あまつさえ「政治体制への不断の抵
抗と破壊」として批判ひいては取締の対象となってしまうのである 50。
このように、香港の自治に関する議論では、往々にして、国家（中央）
の「主権」が極端に強調されるものの、「主権者」たる人民（香港市民）
の権利とその行使（自治）のあるべき姿は語られない。それは、歴史的・
思想的「正統性」を根拠とする統治のあり方に適合的であるが、「主人」
の権利の内容とその保護のための強固な枠組み、すなわち「主権者」たる
市民の基本的権利や尊厳という原理または原則に基づく権利・制度保障
と、それによる権力の制約という枠組みを欠くものであり、そのような構
造に起因する中国の人権状況が香港にももたらされるのではないか、との
懸念を否応なく高めることになる 51。
48

これは行政長官選挙を相変わらず制限選挙に留める中央の決定、そしてこ
れに反対する雨傘運動に関わる者が近時次々に拘束されたことに顕著であ
ろう。http://edition.cnn.com/2017/08/17/asia/hong-kong-umbrella-joshuawong/index.html など参照。

49

董・前掲注 30・48 頁。董は連邦制であるか単一制であるか、というとこ
ろにその理由を求めている。

50

董・前掲注 30・103 頁は、
「英国勢力を主とする香港の反対派」が「英国
人による操られる香港政府」を打ち立てることを目標に「住民投票」や「都
市自治」といった運動を行い、
「基本法により打ち立てられた…政治体制」
への「不断の抵抗と破壊」を行っている、と指摘している。

51

Wall Street Journal の動画ニュースは、大陸に批判的な書店の関係者の拘
束など、香港の人権・自由状況の悪化の例を多数指摘する（http://www.
wsj.com/video/hong-kong-sees-civil-liberties-eroding/A328B0B6-5342-4A85-
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（４）「法系」と「法治」
基本法解釈について論ずる議論において、「主権」と共に特徴的なのは、
そこでしばしば（中国が属する）
「大陸法系」と（香港が属する）「英米法
系」の違いが論じられ、基本法解釈をもたらすいくつかの重要な問題が、
正に「法系の違い」によりもたらされている、とされていることであ
る 52。
それは、中国でよく見かける「世界でもよくあること」という（牟強附
会的）論法の 1 バージョンのようにも見えるが 53、いずれにせよそのような
議論では、英米法の経験しかもたない香港の法院は、憲法の下に制定法の
体系が構築される大陸法的な法解釈の仕組みを理解していないために、
（大陸法的な）中国の全人代常委会による基本法解釈に対する反感と抵抗
が生じるのだ、として、香港の法院に大陸法（Civil Law）への適応が求
められることになる 54。
しかし、このような比較（及び結論）には首を傾げざるを得ない。例え
ば、上述のように基本法解釈についてはこれを「立法解釈」と称し、憲法
を頂点とする立法府の下に体系的法律を構築する「大陸法系」の特徴であ

B545-1EA02659E623.html）
。
52

鄒・前掲注 18・367 頁は、
「全国人大常委会の有する基本法の最高にして
最終的な解釈権」こそが、正に「大陸法と香港コモン・ローという二重の法
律伝統を融和させるもの」なのだ、と指摘する。

53

例えば董・前掲注 30・87 頁は「いかなる国家であっても…いずれも国家
の監督下での地方自治を行っている」として「自治がどのように行われるか
について中央が監督権を有することは疑いを入れない」とするが、そこでは
程度や質の問題さらには原理の問題は全く論じられず、結論が極端に飛躍し
ているように思われる。

54

鄒・前掲注 18・389 頁は、
「成文の憲法を持たない英国」の下にあった香
港の司法に「真の憲法裁判の経験がない」ことが「基本法解釈権の衝突を招
く要素」の一つである、としている。
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る、とする議論が見られるが 55、少なくとも中国の「権力解釈」というべ
き構造は、「大陸法系」というより「社会主義法系」というほうが適切で
あるように思われる 56。
実際に、今回の「宣誓無効事件」で高等法院（1 審）は、被告（両議員）
が主張した「議院の自律」は「英国で行われる三権分立原則によるもの」
であり、「異なる司法管轄の特殊な状況による制限を受け、明文の憲法が
ある場合はとりわけである」と述べている。また上訴廷はより直截に、
「コ
モン・ローの下での三権分立原則及び議院自律原則」は、「最高の法律的
地位を有する基本法」の下で法院が「憲法責任」を果たすことの「妨げと
はならない」、と述べている。
この判決で明確に否定されるのは英国法ひいてはコモン・ロー下の原則
であって、英米法と大陸法という意識は明確ではないが、現在明文の憲法
（及び憲法性法規）を戴いている以上、英米法ないしはコモン・ローの下
にある時代とは状況が異なる、とする論調は明確である 57。但し、議会の
自律が（法院が否定する）三権分立の思想どころか、民主に基づく議会優
越の思想からも導き出されうることを考えると、コモン・ローから明文の
憲法（性法規）を有する体制に移行したということから、議会の自律の否
定が必然的に引き出されるとは言い難い 58。

55

鄒・前掲注 18・393 頁は、
「立法解釈」たる「全人代常委会の基本法解釈
行為」の「常態化」を主張し、
「基本法は大陸法の典型的制定法であり、基
本法の解釈にはまず大陸法の伝統を考慮しなければならない」とする。

56

廣江・前掲注 3・207 頁は、
「中国が香港に対応する場合に」
「きわめて旧
態依然とした社会主義法の原則が適用されている」と指摘する。

57

鄒・前掲注 18 では、
「大陸法系においては成文法が行われ、理論が重視さ
れる」
（386 頁）のに対して、
「英国に成文憲法がない」ために香港の司法に
は「真の憲法裁判の経験が全く欠けている」
（389 頁）とされている。

58

判決だけでなく、
「一国二制度」を巡る理論においても、しばしば「三権
分立」など「西側の法制」について独特の理解が見られる。例えば鄒・前掲
注 18・334 頁は、
「西側の三権分立であれ中国の民主集中制であれ、立法機
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思うに、基本法解釈を始めとして、香港と中国との衝突を招いた幾つか
の問題の原因は、「法系の違い」というよりむしろ「法治の違い」にある、
というべきであろう。少なくとも本件「解釈」の結果たる判決を見る限り、
香港の法院は中央の「法治」に徹底的に謙抑的であり、その「法治」に基
づいて出された「解釈」に無批判・無限定に従う姿勢を示している。その
実質は、正に習近平が「依法治国」の政策で提唱するように、中国の憲法
に対する忠誠を基礎に、そこに規定される権力構造の下で、規定された法
規について、権力において上級の機関が解釈した通りに粛々と執行する、
というものであり、それが中国で言うところの「法治（依法治国）」なの
である 59。
今回の「解釈」を含め、これまで 5 回の基本法解釈が行われているが、
それに対する法院の姿勢を見る限り、そこには当初の「積極的・主体的な
対抗」から、「消極的・受動的な受容」を経て、「事務的・従属的な執行」
へと至る様相が見て取れる 60。それは、解釈への姿勢にとどまらず、その
背後にある構造と思想の受容を示すものと言うべきであり、その意味で香

関そして行政機関が行使する職権はみな主体的であり、司法機関が行使する
職権だけが受動的である」とするが、三権分立の下では前二者（とりわけ後
者）もまた法律および他の権限による制約を受け、随意・裁量の幅が狭めら
れることが無視されている。
59 「依法治国」の内容及び特徴については、但見亮「
『依法治国』と司法改革
－中国的司法の可能性」中国研究月報 69 巻 7 号（2015 年 7 月）1 頁以下参照。
60

当初、香港の終審法院は基本法解釈について法院の「排他的管轄権」を

「宣言し」
（廣江 97 頁）
、かつ基本法解釈の方法論についての基準を示してい
た。それは全人代常委会による初めての解釈権行使を招き、香港終審法院が
示した解釈及びその基準はいずれも否定されたが、そのような全人代常委会
の解釈は「決して香港法院の裁判官に一致して認められはしなかった」とさ
れている（董・前掲注 30・61 頁）
。しかしその後、主権免除における主義の
選択が問題となった際に、終審法院は自ら全人代常委会に解釈を請求し、そ
して本件「解釈」では事実上全人代常委会の解釈を全面的かつ無制限に認め
るなど、少なくとも法院における姿勢の変化は顕著である。
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港の「法治」について一定の中国化が実現しつつある、と言えるのかもし
れない。

（５）
「中国夢」と「一国」
本件「解釈」を、その前後に生じていたできごとを踏まえて眺めるとき、
それは「一国二制度」を巡る認識のズレを矯正しようとする動きと、その
ズレを維持ひいては拡大しようとする動きとの衝突の結果である、という
ことができる 61。特にズレの矯正という側面から眺めるとき、そこで強く
意識されるのは「一国」の部分ということになる。
既に 2014 年に国務院が公布した「一国二制度」の白書が、「一国二制度
の方針・政策を正しく把握する」として、「『二制度』は『一国』に従属か
つ派生し、かつ『一国』の内に統一される」ことを強調していたが 62、返
還 20 週年を迎える 2017 年 7 月前後にその様相は一層顕著となり、例えば
国務院の香港出先機関である中央連絡弁公室の法律部長である王振民は、
「熱愛祖国」を「基本的政治態度」であるとして、
「国家利益の考慮」と「中
央の権力の尊重」を「香港人の責任」として強調している 63。また、全人
代常委会委員長の張徳江は、「基本法実施 20 週年座談会」の「講話」にお
いて、「中央の全面的管理・統治権」を再三強調し、「国家観念を強固に樹

61

日本における基本法解釈問題研究の第一人者である廣江倫子は、
「一国二
制度」をめぐる中国と香港の思惑のズレを「同床異夢」
（前掲注 3・203 頁）
と評しているが、中央の意識は正にこの「夢」を統合するところにある、と
言うべきであろう。

62 『一国両制』在香港特別行政区的実践」
（国務院新聞弁公室 2014 年 6 月公
布）
。引用部分は五（一）の内容。そこでは香港の側が「必ず…社会主義制
度、特に…政治体制及びその他の制度及び原則を十分に尊重しなければなら
ない」とされている。
63

http://news.sohu.com.cm/20170617/n4377245651.html 参照。なお同氏は
著名な憲法学者（清華大学教授）でもある。
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立し」「国家意識と法治意識を普遍的に樹立しなければならない」とす
る 64。何よりも、習近平が「香港祖国復帰 20 周年祝賀大会」の「講話」で、
「『一国』は根であり」「本であって」「必ず強固に『一国』の意識を樹立し
なければならない」と述べているのである 65。
このように、中央は「二制度」が「一国」の下にあることを強調し、何
よりまず「国」についての正しい認識を確立することを強く求めている。
そこで念頭に置かれる「国」とは、正に憲法に書いてあるような国、すな
わち党の指導の下で、党の「方針・政策」を実現するため、「全国各民族
人民」が一体となって突き進む国なのであり、それを行うことが正に「法
治」だ、ということになる 66。これに対して、香港の「愛国人士」に意識
される「国」は、「祖国の山河、歴史文化であり政治実体ではない」と指
摘されるように 67、香港の人々がイメージする「国」と、共産党の考える
（そして憲法に書いてある）「国」とには、当初から少なからぬズレがあっ
たように思われる。
逆に言えば、だからこそ中央（の指導者）にとっては、この「国」の意
味を明確にし、香港をその意味での「一国」に統合していかなければなら
ないことになる。それは一方で、基本法 23 条が求める立法の早期の制定、
すなわち「中央人民政府の転覆」など反国家的行為の禁止と外国政治組織
の活動の禁止（及びそのような組織との関係構築の禁止）により、制度的
側面で「一国」に反する行為を強く取り締まることを求めることになり、

64

http://npc.people.com.cn/n1/2017/0601/c14576-29312157.html 参照。

65

http://news.xinhuanet.com/politics/2017-07/01/c_1121247124.htm 参照。

66

全人代常委会秘書長・基本法委主任の李飛は、全人代常委会の記者会見に
おいて、香港の指導者は「愛党」でなければならないか、という質問に対し、

「中国共産党は全国各民族人民により心から敬愛され擁護されている」とし
て、
「このような中央人民政府を擁護すべきこと」は「言うまでもない」と
述べている。http://news.ifeng.com/a/20140831/41803582_0.shtml 参照。
67

白・前掲注 13・295 頁。
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また他方では、「愛国教育、民族教育」の強化により、思想的・精神的な
「一国」化が目指される 68。英国議員の入境拒否や「中英共同宣言」の否定
など、英国に対する警戒の高まりも、このような意識が反映したものとい
うことができよう 69。
そして最終的には、習近平が強調するように、「全国各民族人民が正に
実現目標とする」「中華民族の偉大な復興という中国夢の実現のための団
結と奮闘」が目指される。そこでは香港もまた「中国夢の重要構成部分」
であり、まず「中国夢」を共有し、その実現のために一つにならなければ
ならない、と説かれているのである 70。
基本法が正に「方針・政策」の実現をその目的とするように、共産党に
よる指導とその施策の実現は、そもそも最初から当然に基本法の目的で
あった、と言うべきであろう。その意味で、現在の状況は本来あるべき姿
が顕在化（法律の目的が明確化）したに過ぎず、今次の「解釈」もまた、
基本法の当初からの意味を改めて述べたに過ぎない、ともいえるかもしれ
ない。とはいえ、その思想や理念どころか「夢」までもが一つである（で
なければならない）と言うなら、そこに「二制度」の必要（または余地）
などあるのだろうか 71。

68

前掲注 36 の張徳江の「講話」では、
「香港の青少年に対する国情教育と法
治教育」を「格別に重視し」
「正確な国家観念、民族観念及び法治観念を幼
少から育てなければならない」とされ、また習近平も前掲注 65 の「講話」で、

「青少年に対する愛国主義教育の強化に力を入れる」と述べている。
69

http://www.chinadaily.com.cn/hkedition/2014-12/04/content_19021635.
htm（中国側がこれを「正当である」と主張する内容）など参照。なお同様
の主張は以前から見られる（http://www.sankei.com/world/news/141204/
wor1412040017-n1.html など）
。

70
71

引用はいずれも習近平・前掲注 65 の「講話」から。
鄒・前掲注 18・421 頁は「裁判官選任の本土化」を提唱するが、それは香
港の「二制度」を象徴する「司法の独立」の「一国化」を推し進めるもので
あるように思われる。
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基本法の「最高かつ最終」の解釈権を行使する機関の長により「三権分
立」を否定する文言が当然のように述べられるのを見るにつけ 72、また中
国の外交部が再三「中英共同宣言」の失効を強調するのを見るにつけ 73、
「50 年不変」の否定、つまり基本法の基礎にある「一国二制度」の実質的
な終焉は、既に党の視野に入っているのかもしれないと、思われてならな
い 74。

おわりに
「宣誓風波」を中国の側から眺めれば、「香港独立派」の両議員のパ
フォーマンスは受け入れがたいもので、その資格はく奪はむしろ当然であ
る、とする見解も少なくない 75。実際のところ、メディアを挙げてのプロ

72

同発言は全人代常委会委員長の張徳江によるもの（前掲注 36）
。基本法の
下では三権分立が行われているとの認識も見られるが（例えば董立坤「中国
内地與香港地区法律的衝突與協調」
（中華書局、2016 年）67 頁）
、中央は当
初から「行政主導」を強く押し出しており、それを緩和しようとする人々と
の間で駆け引きが見られていた。陳弘毅「香港政治体制中的行政與立法機
関」
（前掲注 2・陳弘毅編著所収）280 頁以下。

73

基本法は前文で、
「国家の香港に対する方針・政策」は「中英共同宣言に
おいて明確に説明されている」としており、同宣言の否定は直接に「一国二
制度」の否定につながることになる。

74

香港連絡弁公室の王振民法律部長は、
「香港の自治を以て中国に対抗し、
国家の存在を脅かす者があれば、どんな国家であれ、二制度を続けて行うこ
となどはできない」と発言している（http://www.bbc.com/zhongwen/
simp/chinese-news-39755206 参照）
。

75

大陸の官製メディアや香港の御用メディアばかりか、
「敵対分子」と見ら
れる海外のリベラルなメディアでも「大部分の（香港）市民は独立派を支持
していない」という指摘が見られている。例えば Voice of America「香港高
等法院裁定両本土派議員喪失議員資格」における鄭宇碩教授（香港城市大
学）の発言（http://www.voachinese.com/a/voaconnect-201611115-china-
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パガンダの効果を差し引くとしても、「中国」を侮蔑する両議員の宣誓の
文言は幼稚で扇情的であり、この両議員（に代表される香港独立派）に対
する反感や嫌悪こそが、全人代常委会が「解釈」の大鉈を振るう後押しを
した、という側面は否定できないだろう 76。
とはいえ、全人代常委会は今回、自らが有するはずの基本法の解釈権の
行使により、香港の統治に関わる人々、とりわけ司法に関わる人々を著し
く刺激し、その拒絶反応を招くこととなった 77。それは、今回の「宣誓風波」
とそこにおける基本法解釈により、そこで脅かされているものが、特定の
人々やその思想だけでなく、むしろ司法の独立や高度の自治といった、基
本法の核心にある制度ないし理念であるということが、とりわけ法に携わ
る人々に強く危惧されたからであろう 78。
香港が正に同じ夢の下で中国と一体化した道へと進むのか、それとも抽
象的かつイデオロギー的な言説に満ちた憲法、そして党（または指導者）
の「基本方針・政策」としての「一国二制度」という夢から覚め、真の自
治への要求をさらに高めることになるのか。その夢の行く先は、いまだ混
沌としたままである。

hong-kong-pm/3596752.html）
。
76

御用記事的ではあるが、香港最大の英字紙 South China Morning Post に
も、連日「本土派」への強い批判が見られていた。例えば A lesson for
Sixtus Leung and Yau Wai-ching: double standards and hypocrisy don’t win
respect, http://m.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2046079/
lesson-sixtus-leung-and-yau-wai-ching-double-standards-and。

77

The Guardian, Hong Kong: lawyers and activists march against Beijing
‘meddling’, https://www.theguardian.com/world/2016/nov/08/hundredssilently-march-in-hong-kong-in-protest-at-beijing-meddling は、葬送にも似た
法曹関係者のデモを紹介する。

78

この点についても、習近平が前掲注 65 の「講話」において、
「香港住民は
歴史上のいかなる時期と比べてもより広範な民主権利及び自由を享有して
いる」と述べるように、双方の認識には大きなズレがある。

