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２０１７年３月２３日 

スマイル会 ２０１７年３月度報告 
中村嘉孝 

  
日本の歴史、勝手読みの試み 
  はじめに（Ｐ．１～２） 
１．歴史の難しさ（Ｐ．２） 
２．日本の歴史をもっと易しくー時代区分の読み直し（Ｐ．２～４） 
３．明治憲法時代の政治体制とその影響（Ｐ．４～１２） 
４．伊藤博文の功罪（Ｐ．１３～１６） 

５．そのほかの明治の元勲たちと伊藤博文との関係（Ｐ．１６～１７） 

６．まとめ（Ｐ．１７～２０） 

 
 はじめに 
 歴史の大切さ、歴史認識の重要性など、歴史についての話題は、日常の情報

のなかであふれている。歴史という言葉が毎日のメディアで何回ぐらい使われ

ているか、カウントするのは不可能だが、おそらく何１０回、何１００回と登

場していると思う。 
 これは日本という一国の歴史に限っても、変わることがないだろう。 
 歴史とは過去の出来事のまとめであり、過去の記録の集大成であるので、記

録があるかぎり、それらがどこまで事実であるかどうかの問題は残るものの、

考察の対象として厳然として我々に理解、判断を迫ってくる。 
 日本の歴史を知り、理解することは、日本国民の当然の義務とみなされてい

るので、日本人は物心がつくころから、いろいろの形で、日本の歴史に出会う

こととなる。たとえば神話、英雄物語などが漫画やアニメに登場してきて、子

供たちの娯楽の一つともなっている。 
 学校教育では、中学、高校時代に歴史の教科が必ず組み込まれてくる。それ

らは文部科学省の教科書検定制度による検定に合格した教科書で、子供たちは

これらの教科書のひとつを必ず学ぶこととなっている。 
 太古から現代までの大きな流れを学ぶ。 
 けれども、子供たちがこの学科によってどの程度日本の歴史についての識見

を獲得したかは、また別の問題である。 
 約６０万年前の旧石器時代から、第二次世界大戦⇒現代に至るまでの長い歴

史を週数回、１学期十数回の講義の中で日本史担当教師がどの範囲まで、どの



2 
 

程度に教えることができるのかがメディアでも常に取り上げられ絶えず話題と

なっている。よく言われることは、古代から講義を始めるとしても、なかなか

現代までたどりつけず、せいぜい江戸時代ないし明治初期までで終わってしま

い、結局日本の明治時代以降の歴史については、その後の個人的な興味で辿る

ほかにない人々が多いと聞く。 
 
１．歴史の難しさ 
 私も日本史や世界史について、人並みの興味を持ってきたが、中学・高校を

通して学んだことを今になって思い出してみると、歴史上の事件や人物につい

て事件の名前や人物の名前を記憶することと、事件、人物に付随する年代を覚

えるのにほとんどの時間を費やしてきたような気がする。ということは、それ

らの事件がどのような経緯で起こったのか、事件に関与した人々がなぜ、どの

ような経緯で関与したのかについてまで十分な理解ができないままで終わって

しまった。 
 そして思ったことは、歴史の勉強はとても難しいという印象だった。 
 これを日本史に限ってみても、やはり難しかったし、今でも難しいという気

持ちは拭うことができない。 
 
２．日本の歴史をもっと易しくー時代区分の読み直し 
 できることなら、日本の歴史をもっと理解しやすい内容に変えられないだろ

うか？ 
 過去の出来事を変えることはできない。それらの出来事についての見方、見

解に複数あることは、巷間常に論じられているが、これらの議論に算入するこ

とは論争の渦に参加することであって、日本史の難しさの軽減にはつながらな

い。 
 それでは、時代区分を考え直すことによって、日本の歴史をさらに理解しや

すくする方法はないのだろうかと思ってみた。 
 私なりに今の日本のあり方をみて、過去数百年、数千年の歴史のなかで、ど

のようにして現在があるのかを再度考えてみるとして、現在の日本が形作られ

てきた経緯を辿り、富国強兵を標榜して発展した日本国が日清戦争、日露戦争

を経由して日中戦争からアジア太平洋戦争に至った史実の底流をどう見たらよ

いかということがあった。 
 これは時代区分としては、明治時代⇒大正時代⇒昭和２０年 8 月までの日本

の歴史である。今までの日本の歴史の解説では、明治時代の出来事、大正時代

の出来事、昭和２０年８月までの出来事のように区分けされて行われてきたが、 
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その底流に、日本国の根幹をなすもの、国の形を定めたものとして「明治憲法

＝大日本帝国憲法」があったことがわかる。 
 これは明治、大正、昭和（～２０・８）まで変わっていない。 
 そうであれば、明治元年（１８６８年）から昭和２０年（１９４５年８月）

までの７８年間を明治憲法の時代として区分することもできるのではないだろ

うか？この時代を「明治憲法時代」として勉強してみることはどうだろうか？ 
 同じ考え方で、昭和２０年８月以降は、仮に「ポツダム宣言時代」「日本国

憲法時代」という言い方もありうる。 
 これは、その時代の日本国のかたちを見て、国家の根幹となる基本的要因を

重視する見方である。 
 同じような視点で、明治維新以前を区分けする表現を考えると、江戸時代は 
「徳川時代」あるいは「徳川幕藩体制時代」とする。これは江戸時代の国の形

は、徳川幕藩体制によって規定されていたからである。 
 江戸時代以前の時代区分として現在採用されているのは、安土桃山時代とか

奈良時代とか、日本国の政治の中心になった地名が多く用いられている。 
 私たちは中学生時代からこのような時代区分で教えられ、日本の歴史を理解

してきた。けれどもこれはやはりわかりにくい。私たちは安土桃山時代と言わ

れただけではその時代を理解したことにはならず、安土時代は天下を取った織

田信長が安土に城を築きこの国を支配した時代であり、桃山時代は豊臣秀吉が

桃山文化の繁栄時代に君臨したという史実に基づいて命名されている。 
 ああそうか、となるがそれなら直接的に、「織田信長時代」「豊臣秀吉時代」

としたほうがわかりやすいのではなかろうか？ 
 つまりその時代に支配的だった政治勢力とか、その時代を特色づける大きな

基本構造をそのまま時代区分とする。 
 この区分方法を日本の歴史に当てはめてみると概略以下のようになるだろう。 
旧石器時代、縄文時代、弥生時代は変更なし。（～５００） 
古墳時代⇒ヤマト政権を中心とした君主連合時代（５００～６００） 
飛鳥時代⇒ヤマト政権確立時代（６００～７００） 
奈良時代⇒ヤマト政権＝天皇政権全盛時代（７００～８００） 
平安時代⇒天皇政権・貴族政治時代（８００～１１６０） 
     平氏武家政権時代（１１６０～１１９２） 
鎌倉時代⇒源氏政権時代（１１９２～１２００） 
     北条政権時代（１２００～１３３３年） 
建武の中興⇒後醍醐天皇時代（１３３４～１３３６） 
室町時代⇒足利幕府時代（１３３６～１４６７） 
     戦国時代（１４６７～１５７３） 
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安土桃山時代⇒織田信長時代（１５７３～１５８２） 
       豊臣秀吉時代（１５８２～１６０３） 
江戸時代⇒徳川時代（１６０３～１８６７） 
明治時代・大正時代・昭和時代の１９４５・８・１５まで 
      ⇒明治憲法時代（１８６８～１９４５・８・１５） 
現代⇒ポツダム宣言時代（１９４５・８・１６～１９４７・５・３） 
   日本国憲法時代あるいは昭和憲法時代（１９４７・５・３～現在） 
 このように時代区分を変えることにより、日本の歴史の中の各時代の潮流を

直接的に読み取ることができる。 
 誰がその時代の支配者であったのか？どのようなグループがその時期を統治

していたのか？どのような制度で国が運営されていたのか？とかが直ちに読み

取れる。それが「奈良時代」という言葉から始まると、この時代に国の中心が

奈良地方にあったことからスタートするので、奈良時代を理解するまでに１段

階踏まなければならない。それに奈良時代という響きが私たちに、古の奈良の

都の輝き、聖武天皇、大仏開眼などに注意を向けさせ、時代の底流に眼をむけ

るゆとりまないまま次の時代に移ってしまう危うさを含む。 
 平安時代という時代区分も同様であろう。 
 外国人はどうかろうか？日本人よりさらに分かりにくさを感じるのではない

だろうか。 
 時代区分の方法として、もう一つ、原始・古代、中世、近世、近代・現代と

区分けする表現がある。これは日本史の専門家でない者にとっては、さらに理

解しにくい表現である。専門家の間でも、たとえば織田信長時代を、中世とす

るか近世とするかの論争があると聞く。むしろ専門書だけで使用してもらった

ほうがよいと思う。 
 以上の理由から、私は日本の歴史を見るにあたり、私の勝手読みで、私なり

の時代区分を使用することとした。 
  
３．明治憲法時代の政治体制とその影響 
 すでに述べた通り、現代＝日本国憲法時代の日本国を過去の歴史の経緯から

判断することとする場合、その前の前の明治憲法時代について再吟味すること

から始めるのがよいと思った。徳川封建時代から近代国家へと生まれ変わった

のが明治憲法時代であるからである。 
 ７８年間続いた明治憲法時代とはどういう時代だったのか？ 
 その間に日本国の形、命運を動かした大きな流れは何だったのか？などを私

なりにもう一度探っていみようと思う。 
 そのためはまず明治憲法について、再度吟味することから始める必要がある。 
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（以下の報告では、スマイル会２０１６年１０月度・１１月度２０１７年１月

度例会で湯本氏が報告された「天皇の生前退位の意向表明を巡って改めて天皇

制を考える」も参考にさせていただいた） 

（１）明治憲法の主な内容 
 王政復古の大号令から始まる明治の世の体制は１８８９年（明治２２年）の

大日本帝国憲法（以下、明治憲法という用語に統一する）の発布によって確立

した。１８６８年（明治元年）から１８８９年（明治２２年）の２０年余の期

間、様々な出来事や事件があったが、明治政府の大方針は当初から明治憲法に

具体化された内容を実現するための過程でもあったと言える。 
 それゆえ明治憲法が機能し続けた１９４５年８月までの時代を理解するため

には、明治憲法の内容を可能な限り理解することからスタートする必要がある。 
＊大日本帝国憲法＝明治憲法の全文をこの報告の末尾に掲載した。 
 私なりの理解で、明治憲法の骨子を抽出すると以下の通りとなる。 

 ①天皇の絶対的権力と権威の確立  

 徳川幕藩体制時代では、徳川幕府に絶対的権力が集中していたが、明治の世

では、徳川に代わり、天皇が絶対的権力者と権威者なったことを明確にした。 

 ②全国民は臣民となり、天皇の臣下となった。 

 ③軍隊は天皇の軍隊となった。（第１１条 天皇は陸海軍を統帥す） 

 ④帝国議会は、法律案、予算案を審議し、議決する機関として設置された。 

  ただし、第６７条で議会が改訂できない部分を設けた。 

 ⑤政府とは、国務大臣及び枢密院を意味し、天皇が任命し天皇に対して責任

を負う機関となった。法律案・改定案、予算案など作成し、国会の賛同を得た

のち、勅令として定め、行政機関により執行する役割を担う。 

 ⑥司法は天皇の定めた法律により裁判を行う機関である。 

 上記の中で⑤の条項が私の報告の主なテーマとなるので、次に条文を引用す

る。 

 第４章 国務大臣及枢密顧問 

 第 55 条国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス 

 ２ 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス 

 第 56条枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務

ヲ審議ス 

（２）明治憲法制定の経緯 

 ①１８７３年（明治６年）の征韓論を契機として発生した政府の分裂（明治

６年の政変）から、愛国公党による民選議員設立の建白書の提出により、自由

民権運動の口火が切られた。明治政府は１８７５年（明治８年）「漸次立憲政

体樹立の詔」を発表し、政府、民間で憲法制定の機運が醸成された。 
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 明治天皇は、各参議から憲法案を提出させ、他方民間における憲法論議、憲

法案も盛んに提案された。 

 政府の内部では、１８８１年（明治１４年）大隈重信参議がイギリス流の議

院内閣制の設置を提案したのに対して、伊藤博文参議を中心とするグループが

反対し、結果大隈参議は下野した。その後、政府は欽定憲法の制定の基本方針

を決定し、１８９０年（明治２３年）の国会開設を公約した。 

 大隈参議下野は、政治的には伊藤博文が藩閥政治の中心人物になった重要な

事件でもあった。伊藤は名実ともに明治政府の中核となった。 

 ②伊藤博文一行欧州出張 

 国会開設の前に、政府は憲法、諸法令を制定しなければならない。 

 欽定憲法制定の仕事は、伊藤博文に命ぜられ、伊藤は１８８２年（明治１５

年）３月から１８８３年（明治１６年）８月まで欧州に出張した。 

 その間一行はプロシャの国法学者ルドルフ・フォン・グナイストと面談し、

オーストリアでウイーン大学のローレンツ・フォン・シュタインと面談した。。

両人ともいわゆる歴史法学派に属する人で、「一国の法律はその国の歴史・文

化に根差したものでなければならない」との基本姿勢を保持していた。両人の

思想は類似していたが、伊藤は、グナイストには冷たくあしらわれたとの失望

感を味わったが、シュタインは親切に対応してくれ、彼の懇切丁寧な説明に感

銘し、彼から憲法起草の際の基本姿勢を学んだ。 

 ③憲法制定作業開始 

 ・制度取調局の設置１８８４年（明治１７）３月： 

  伊藤長官（１８４１年生まれ） 

  井上毅（１８４４年生まれ） 

  伊東巳代治（１８５７年生まれ） 

  金子堅太郎（１８５３年生まれ） 以上４名が憲法制定グループを構成。 

 井上毅は熊本藩出身で神童と評され、当初フランス語を勉強したが、１８７

５年（明治５年）9月から 1年間渡欧、フランス・ドイツを中心に法制度を研究、

その際ドイツの歴史法学に感銘をうけ、以来、日本固有の文化・習慣・法律を

重視する考えを持つようになった。憲法制定グループでは、君主大権の強化を

主張し、君主権を制限すべしとする伊藤博文と対立した。彼は明治 14 年政変の

仕掛け人と言われ、また伊藤博文の欧州出張を実現させた裏の仕掛け人とも言

われている。彼は明治憲法の草案起草のほか教育勅語、軍人勅諭の起草にも関

わっている。 

 伊東巳代治は、１８５７年（安政４年）長崎町年寄伊東善平の３男として生

まれ、早くから長崎英語伝習所でグイド・フルベッキに師事して英語を習得し
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た。通訳官として勤める中で伊藤博文の知遇を得、伊藤の欧州憲法調査に同行、

帰国後制度取調局御用掛となった。 

 金子堅太郎は、福岡藩士金子清蔵道直の長男として、１８５３年（嘉永６年）

に生まれた。１８７１年（明治４年）岩倉使節団に同行した藩主黒田長知の随

行員として渡米、同じ福岡藩士の団琢磨ととも留学。ハーバード大学法学部で

学ぶ。在学中に大学ＯＢのセオドア・ルーズベルトの面識を得る。 

 この４人が中心となって明治憲法の骨格・条文を作成した。その間の伊藤博

文と井上毅の間の意見対立は相当に激しく、これが明治憲法の曖昧性につなが

ったと言われている。 

 伊藤博文たち政府首脳は憲法制定に先立ち、周辺の諸法令・制度を整備する。 

 ＊華族令制定(１８８５・明治１８年７月） 

 近代的内閣制度確立（同１２月）： 

 ＊１８８５年（明治１８年）１２月：内閣職権制定。 

（第一次伊藤博文内閣成立。） 

 ＊新しい官僚制度の整備 

 ＊宮内省官制制定 

 ＊陸軍改革の枠組み整備 

 ＊憲法制定作業：１８８６年（明治１９年）５月ごろ、伊藤制度取調局長官

は憲法制定グループに対して、欽定憲法主義・両院制議会などの草案の原則を

示し、さらに皇室制度を規定する皇室典範草案、議員法、貴族院令の草案を作

成した。 

 １８８８年（明治２１年）４月３０日、憲法および皇室典範審議のための枢

密院設置、伊藤博文が初代の枢密院議長となる。首相は伊藤から黒田清隆に代

わる。 

 ＜枢密院での審議＞ 

＊皇室典範は、１８８８年（明治２１年）５月２５日から６月１５日まで審議

され、憲法は６月１８日から７月１３日まで審議された。 

 伊藤枢密院議長の憲法草案説明 

 ・欧州並みの憲法体制を整えるには日本は歴史が浅いという弱みを持つ。 

  欧州人民の高度な民度、宗教という機軸、いずれも日本では不足したいる。 

 ・日本での機軸は「皇室」しかない。  

 ・君権乱用の恐れある場合は、宰相（首相）が責任を持つ。 

 この発言の裏には、枢密顧問官の中の保守派が天皇大権を憲法で制約するの

を警戒していることへの配慮があると言われる。 

 伊藤は民間で提議されている諸憲法案が、日本の歴史・実状を考慮しない輸

入品の陳列に過ぎないと警戒していた。 
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 天皇大権主義者と民間の議院内閣制の主張の間で、君主機関説的な憲法を狙

った。 

 ちなみに、明治天皇自身に君主機関説を理解してもらうために、天皇の侍従

藤波言忠を１８８５年（明治１８年）８月から１８８７年（明治２０年）１１

月まで欧州に出張させ、シュタインの講義を受けさせ、帰国後、藤波は天皇・

皇后に長時間講義した。これにより、天皇は自己の機関説的立場を理解した（と

される）。 

 ＊１８８９年（明治２２年）２月１１日、大日本帝国憲法発布。 

（３）君主権と行政権の関係 

 以上が明治憲法制定の主な流れであるが、制定過程で最も大きな問題であっ

たのは、既述の通り、君主権と行政権の関係をどう処理するかであった。 

 制度取調局での準備作業中、伊藤博文は、君主権を制約する君主機関説をと

り、天皇の政治的権限は内閣の管理下におくべしと主張、これに対し井上毅は

天皇大権の制限を最小限度にとどめて置くべしと主張、両者は鋭く対立した、

その結果、明治憲法は両者の妥協の産物であると言われるほど君権と行政権の

間の曖昧さを残した。 

 それとは別に、天皇側近グループは天皇親政を強く主張し、憲法制定後も伊

藤と側近グループの対立が続いた。 

 問題は誰が国政の具体的権限を把握するかであり、天皇の勅令により就任す

る首相への権限集中を警戒する勢力によって、憲法の条文の中に、内閣という

文言も総理大臣という文言も盛り込まれなかった。 

  

＜私は明治憲法時代を勉強する中で、この問題がついには日本の命運を決める

きわめて重大な問題をはらみつつ、何らの解決策も見いだせないまま、この時

代が終了したという見方をしている。以下私はこの問題の推移を報告の中心に

おくこととする。（勝手読みご容赦）＞ 

 

（４）内閣と内閣総理大臣の制度的問題点と伊藤の対応 

 ①内閣については、憲法に規定がなく別に定められた内閣官制によっていた。   

 １８８５年（明治１８年）制定の内閣職権では、「第五條 凡ソ法律命令ニ

ハ内閣總理大臣之ニ副署シ其各省主任ノ事務ニ屬スルモノハ内閣總理大臣及主

任大臣之ニ副署スヘシ」とあったが、既述の通り、４年後の明治憲法では同第

55 条に「國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」と定められ、「内閣」や「内閣

総理大臣」については規定されなかった。そのため別に内閣官制を制定した。その

内容は、ほぼ内閣職権と同様の条文とはなっていたが、内閣総理大臣の権限は弱め

られた。同第 2条の「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ
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行政各部ノ統一ヲ保持ス」と変わり、この「首班」とは「同輩中の首席」を意味す

ると解された。 

②憲法義解での説明 

 第５５条（国務大臣）の項で以下のように解説する。「・・内閣総理大臣は機務

を奏宣し、旨を受けて大政の方向を指示し、各部統督せざる所なし。職掌すでに広

く、責任従って重からざることを得ず。・・蓋し総理大臣・各省大臣は均しく天皇

の選任する所にして、各相の進退は一に叡旨に由り、首相既に各相を左右すること

能わず、各相また首相に繋属することを得ざればなり。彼の或国において内閣をも

って団結の一体となし、大臣は各個の資格をもって参政するに非ざる者とし、連帯

責任の一点に偏傾するがごときは、その弊は或いは党援連結の力ついにもって天皇

の大権を左右するに至らむとす。これ我が憲法の取る所に非ざるなり。」とし、首

相の権限をはっきりと制限している。 

③伊藤博文の懸念 

 このように明治憲法で首相の権限が大幅に制限されたことについて、伊藤博文は

憲法制定当初から、大きな懸念を持っていたようだ。 

 それは内閣と軍部との関係であった。 

「伊藤博文」（伊藤之雄）によると首相の制限的権限が続いていた明治憲法体制の

中で、内閣と軍部との関係は概ね良好に推移してきた。それは軍部の人事について

も内閣が介入し、いわゆるシビリアンコントロールが貫徹していたためであった。 

しかし、日清戦争から日露戦争に至る過程で、陸軍が内閣からの自立傾向を見せ始

め軍部のコントロールが困難になってきた。軍部は伊藤の盟友であった山縣有朋が

次第に伊藤から離れ、独自の官僚閥を形成したこととも関連した。 

 本来なら憲法第７３条を使って憲法を改正し、陸海軍を内閣の統制下におくこと

が最善であった。しかし、衆議院では通っても、山縣系官僚が主導する貴族院で否

決されることはほぼ確実であった。 

 そこで伊藤博文は１８９９年（明治３２年）に創設された帝室制度調査局の総裁

の地位を利用して、勅令の文書形式を定めた公式令を立案させ、あらゆる勅令には

首相の副署が必要とされると定めた（１９０７・明治４０年２月１日）。当初山縣

や当時の陸相の寺内毅らはその意味に気が付かず、３か月後の５月になって事の重

大性に初めて気づき、軍政の根底を破壊するとの危機感を示し明治天皇に直訴した。 

 天皇は伊藤・山縣両巨頭の対立に困惑し、両名に解決策を委ねた。当時韓国総監

として漢城（ソウル）にいた伊藤は急遽帰国、山縣と会談、伊藤が譲歩、結果軍事

に関し勅令に代わる軍令を新たに制定し、公式令を骨抜きにした。１９０７（明治

４０）年９月１２日、軍令第一号が公布された。 
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＜参考：スマイル会１１月度報告７ページ＞ 

『・「統治権」と「統帥権」を巡る議論 

1899～1907 伊藤博文、帝室制度調査局を宮中に設置（皇室令） 

1907「公式令」を制定―法令には首相・主任大臣の副署を必要とする 

（輔弼責任―内閣総理大臣を首班とする内閣が大勢を統括し、一切の政治責任 

を負うことを確認―天皇無答責）。 

従来の慣習（明治憲法の立憲主義の例外）―軍機・軍令事項と軍政事項 

（軍の編成や常備兵の規模・予算等を定める）とを区別し、前者は原則と 

して内閣を通す必要なしとする(「帷幕上奏―直接天皇に上奏し、事後的に 

首相に報告するのみ）。軍機軍令にかかわる事項か否かの決定権は軍部に 

ある。これに対し、軍部が激しく反発（帷幕上奏権への挑戦という受け止 

め方（背後に山県の存在―こうした軍部の抵抗に対し伊藤譲歩。山県は軍 

に対し軍令の乱発を抑制するよう指示）。 

以後統帥権事項に関する命令は軍令をもって公布し、主任大臣（陸・海相） 

のみが副署することに決定 

その後遺症―軍による恣意的な軍令乱発（「統帥権不可侵」がその理由）』 

④明治憲法時代の内閣と軍の軋轢激化 

 その後内閣は軍をコントロールできず、軍は独自の判断で動くことをますます強

め、この動きは１９４５年８月までエスカレートしながら続き、破滅の終戦（敗戦）

を迎えることとなる。 

 この状況を歴史家は「デュアル・ガバメント」「双頭の蛇」とか「２人ないし３

人の指揮者がいるオーケストラ」とか称する。 

（５）デュアル・ガバメントが招いた明治憲法時代の諸問題・諸事件 

 ①軍部大臣現役武官制 

  明治憲法制定⇒内閣官制制定により、首相は組閣の責任を負うものの、立

場としては内閣のメンバーの一人でしかなく、１０名の閣僚がそろわなければ

組閣できない状態の中で、軍部から大臣をだすことにいろいろの条件をつけら

れ軍部の意向を尊重せざるを得ない組閣であったり、場合によっては軍が軍部

大臣を出さず、結果組閣ならずの場合も見られた。組閣後も軍部に不利な予算

や法案が出されると軍部が大臣を引き上げ内閣総辞職となるケースがよく見ら

れた。そのため途中で軍部大臣現役武官制を廃止する時期もあったが、日清・

日露戦争を経て軍部の力が増大すると、1900 年（明治 33 年）5 月 19 日、第 2 次

山縣内閣は、陸軍省官制及び海軍省官制を改正し、「陸軍大臣及総務長官ニ任セラ

ルルモノハ現役将官ヲ以テス」と定めた。これは、軍部を権力の淵源としていた藩

閥勢力が、当時力を付けて来た議会・政党勢力の軍事費削減攻勢に対する処置とし

て執ったものである。これ以後、大命降下があっても、軍部が現役武官の中から大
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臣候補を挙げなければ組閣できず、また陸軍大臣が辞職して代わりの候補を出さな

ければ内閣を維持することもできないこととなる。この規定によって、軍部の意向

を抜きに組閣し、内閣を維持することは難しくなった。 
②第二次西園寺公望内閣から大正政変へ 
＊第二次西園寺公望内閣（１９１１・明治４４～１９１２・大正元） 

 陸軍師団増設を拒否⇒上原勇作陸相辞任⇒内閣総辞職 

＊美濃部達吉、天皇機関説・政党内閣論提唱⇒国民の政治的関心高まる 

＊第二次桂内閣⇒尾崎行雄、犬養毅らによる閥族打破・憲政擁護運動 

＊第一次護憲運動⇒第三次桂内閣総辞職 

＊山本権兵衛内閣（１９１３・大正２～１９１４・大正４）は陸海軍大臣の現  

 役武官制を改正。 

 など軍部の力を抑制すべきとの大衆を巻き込んだ動きが続いた。 

③昭和維新の動き 

１９２０年代から１９３０年代に、第一次世界大戦後の国内および世界恐慌、

国際社会の不安定化を背景に、軍部急進派や右翼団体を中心に明治維新の精神

復興＝天皇親政の主張が急速に高まった。 

（血盟団事件、５．１５事件、２・２６事件） 

④統帥権干犯問題：１９３０（昭和５）年の海軍軍縮条約関連。 

「明治憲法の思想」（八木秀次著）は、以下のように述べている。 

 “昭和５年（１９３０）に浜口内閣が締結した、ロンドン海軍軍縮条約に対

する軍部の反発は強かった。当初、海軍内部ではロンドン条約についても統帥

権干犯などということは念頭になかった。ロンドン条約の軍縮は予算に関する

ことであるから編制大権についての海軍大臣の輔弼の問題であり、軍令部長の

統帥大権の輔翼とは別だとしていた。しかし、既に大正１４年（１９２５）の

軍縮によって四個師団を廃止された陸軍は、国際連盟の一般軍縮会議によって、

さらに軍縮されるのではないかと恐れ、その対策を考えていた。 

 そして陸軍は自分たちに都合のよい憲法学説、すなわち「条約の締結は憲法

上は天皇大権（第１３条）であり、内閣の輔弼事項で内閣が代行するものであ

るけれども、軍備の削減は直ちに作戦に関わることであり、統帥権に関わるこ

とであるから軍縮条約を内閣が結ぶのは統帥権の干犯だ」との見解を利用し、

編制大権に統帥大権は関与するものとし、編制大権を輔弼する海軍大臣と統帥

大権を輔翼する参謀総長は意見が一致することを要するという協定を作ってい

た。（中略）陸軍のアイデアは海軍に吹き込まれ、ロンドン条約を締結した浜

口内閣を統帥権干犯問題で追及することに決める。” 

 政友会の鳩山一郎は統帥権干犯問題で政府を攻撃した。             

 美濃部達吉はこの軍部の見解に反対し、天皇機関説問題の追及を受けた。 
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 １９３０（昭和５）年１１月、浜口雄幸首相を東京駅で銃撃した愛国社社員

の佐郷谷留雄は、「浜口は陛下の統帥権を犯した」と答えたという。 

⑤満州事変 

  1931 年（昭和 6年、民国 20 年）9月 18 日に中華民国奉天（現瀋陽）郊外の柳条

湖で、関東軍が南満洲鉄道の線路を爆破した事件（柳条湖事件）に端を発し、関東

軍による満洲（現中国東北部）全土の占領を経て、1933 年 5 月 31 日の塘沽協定成

立に至る、日本と中華民国との間の武力紛争（事変）である。 

時の首相若槻礼次郎はすでに出動した以上はしかたがないと容認し軍の暴走を止

めることができなかった。  
⑥血盟団事件：井上日召率いる天皇親政を主張する団体による一連の暗殺事件。 
狙われた人々： 
池田成彬（三井合名会社筆頭常務理事）西園寺公望（元老）幣原喜重郎（前外

務大臣）若槻禮次郎（前内閣総理大臣）徳川家達（貴族院議長）牧野伸顕（内

大臣）井上準之助（前大蔵大臣）伊東巳代治（枢密院議長）団琢磨（三井合名

会社理事長）犬養毅（内閣総理大臣） 
 井上準之助・団琢磨は、１９３２年（昭和７年）２月～３月に暗殺された。 
⑦５・１５事件 

 １９３２年（昭和７年）５月１５日、血盟団事件の第二弾として決行された

とされる。海軍将校たちによる反乱。 

 犬養首相が暗殺されたほか、内大臣官邸、立憲政友会本部、警視庁、変電所、

三菱銀行などが襲撃された。 

⑧２・２６事件 

 １９３６年（昭和１１年）２月２６日～２９日に皇道派の影響を受けた陸軍

将校１４８３名が起こしたクーデター未遂事件。 

 高橋是清大蔵大臣、斎藤実内大臣ほか死亡。 

 ＊皇道派：北一輝らの影響を受け、天皇親政の下での国家改造を目指す。 

     （陸大出身者少数） 

 ＊統制派：陸軍大臣を通じて政治上の要望を実現する。 

     （陸大出身者多数）  

 これらの事件・事変を明治憲法との関連で見ると、明治憲法の条文そのもの

の尊重という思想が、事件・事変実行者たちの背景にあるという判断が成り立

ちそうである。 

 昨今流行りの「憲法違反」という言葉とは縁遠く、逆に、全然憲法違反とは

言えず、むしろ憲法尊重派の行動と言えなくもない。 

 まるで、イスラム教の原理主義を彷彿させるような歴史的出来事の連続が、

明治憲法時代を彩っていたといえようか？ 
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４．伊藤博文の功罪 

 「伊藤博文」（伊藤之雄）の副題は、“近代日本を創った男”である。 

もちろん、伊藤博文一人の仕事ではなかったが明治憲法時代における伊藤博文

の活躍は目覚ましいものがあった。 

 吉田松陰は松下村塾の塾生の人物評価で、当時１６歳の伊藤を評して、「人

から好かれ、交渉が上手になりそうだ」と言ったという。 

 その後の伊藤が、長州藩、明治政府、国際交渉などで発揮した交渉術を、松

陰は早くから見抜いていたようだ。 

 （１）伊藤の光の部分 

 私も伊藤博文についての資料を読み進める過程で、彼の交渉能力、調整能力

さらに言えば、用意周到さに強い印象を受けた。 

 以下数例を挙げてみる。 

 ①品川御殿山に建設中の英国公使館焼き討ち事件  

 １８６３（文久２）年１月、高杉晋作以下１２名の長州藩士が焼き討ちを試

みたとき、建物の周囲に木柵が張り巡らされ入れない。その時、伊藤は隠し持

っていた鋸を取り出して、一同を驚かせ、焼き討ち実行に移った。（伊藤博文

直話より）  

 ②版籍奉還⇒廃藩置県移行については、伊藤の郡県制の主張「兵庫論」が基

礎になったようだ。伊藤は郡県制を頼山陽の「日本政記」から得たという。 

 戊辰戦争が続いていた１８６８（明治元）年、新政府は各藩の処遇について、

確たる方針が定まらず、これにたいして伊藤博文は兵庫県知事の立場にありな

がら「国是の項目」なる建白書を京都に行き政府幹部に提出した。その要点は 

 ＊郡県制度を布く。（政府が全権を掌握する） 

 ＊兵力・財政・教育を中央にて統制する。 

 この提言を聞いた政府首脳は、三条実美、岩倉具視、西郷隆盛、大久保利通、 

広沢真臣、後藤象二郎らであったが（木戸孝允は不在）、彼らはその場では無

言のままだったという。伊藤は郡県制については維新以前から岩倉具視に話し、

岩倉から「私の師匠だ」と称賛されたという。伊藤は郡県制の案をすでに木戸

孝允にも話しており、同意を得ていた。しかし、長州藩士のなかには伊藤の主

張を、伊藤は主家を滅するの説を唱えているとして、免職させよと政府に迫る

者もあり、生命の危険に晒された。 

 けれども現実には、伊藤の建白書の通り、政府首脳は薩長土肥四藩の版籍奉

還の建白書を朝廷に提出させ、結果他藩もこれに倣い、これが廃藩置県にいた

る。私はこの動きを戊辰戦争に続く第二の革命、しかも無血革命であったとみ

たい。伊藤は戊辰戦争での活躍はなかったが、第二の革命では用意周到な立ち

回りを行った。 
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 ③明治１４年政変 

 伊藤の用意周到ぶりは、明治１４年の政変にも見られると私は見る。 

 政権中枢から大隈重信を排除した事件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 詳説日本史（山川出版社）の記述は以下の通りである。（p.277~278） 

“１８７８（明治１１）年に政府の最高実力者であった大久保利通内務卿が暗

殺されてから強力な指導者を欠いていた政府は、このような自由民権運動の高

まりを前にして内紛を生じ、大隈重信はイギリス流の議院内閣制の早期導入を

主張し、右大臣岩倉具視や伊藤博文と激しく対立した。たまたま、これと同時

におこった開拓使官有物払下げ事件で、世論の政府攻撃が激しくなった。１８

８１（明治１４）年１０月、政府は、大隈をこの世論の動きと関係ありとみて

罷免し、欽定憲法制定基本方針を決定し、国会開設の勅諭を出して、１８９０

年に国会を開設すると公約した。この明治十四年の政変によって、伊藤博文ら

を中心とする薩長藩閥の政権が確立し、君主権の強い立憲君主制の確立に向け

て準備が始められた。”  

 上記について、別の説明がある。 

（以下伊藤之雄著「伊藤博文」による） 

 “既述の通り、明治政府は１８７５年（明治８年）「漸次立憲政体樹立の詔」

を発表し、政府、民間で憲法制定の機運が醸成してきた。民間での憲法論議に

対し、政府首脳は、参議たちに各自のアイデアを提出せよと要請していた。 

 それに応じて、時の元老院（内閣の諮問機関）から１８７６（明治９）年に

国憲案が提出されたが、各国の憲法を取り集めて焼き直したに過ぎないと判断

され取り上げられなかった。 

 伊藤博文は１８８０（明治１３）年１２月１４日に、立憲政体に関する意見

書を上奏し、政府と在野勢力との調整をはかろうとした。 

【参考】 

当時の官制で大隈は筆頭参議の立場にあった。 

＜明治８年の官制（１８７５（明治８）～１８８５（明治１８年）＞ 

 １８８１（明治１４）年政変以前の職掌は以下の通り 

 明治天皇  

 正院 太政大臣（三条実美） 

    左大臣（有栖川宮熾仁親王）右大臣（岩倉具視） 

 参議（大隈重信、伊藤博文、西郷従道、井上馨、黒田清輝ほか） 

 省庁（大蔵省、陸軍省、海軍省、司法省、宮内省、外部省、内務省、 

    文部省、教部省、工部省、農商務省、開拓使） 
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 さらに伊藤博文は、１８８１（明治１４）年１月２日に、黒田清隆、大隈重

信と井上馨両参議と熱海で会合し（熱海会議）、立憲政体について話しあった

が成果なく終わった。そのとき、首席参議であった大隈は自己の見解を表明し

なかった。 

 １８８１（明治１４年）３月、大隈は有栖川熾仁左大臣に、ほかの大臣・参

議には見せないという条件でイギリス流の議院内閣制を上奏した。 

 これは福沢諭吉の配下であった矢野文雄が起草したと言われている 

 これを後で知った伊藤は驚愕し、最終的に大隈の排除に至った。” 

（以下、八木秀次｛明治憲法の思想」による）  

 “大隈排除の元凶は、井上毅であったという。当時井上毅は岩倉具視のブレ

ーンであったが、大隈案は欧州でも抜きんでた先進国の英国にあやかろうとし

たもので、いまだ人材に乏しい日本ではかえって混乱を招くとして猛反対の意

見を具申した。井上毅はかねてドイツ流の憲法構想を持っていた。この構想を

岩倉に提出し、岩倉が高く評価、井上はこの構想を推進する中心人物として伊

藤が望ましいとも述べたようだ。この井上構想がのちの明治憲法の骨子を構成

していると言われている。” 

 なお、この政変の舞台裏には、参議たちの間の主導権争いがあったことも取

りざたされている。大隈重信は自分の案を政府が採用することによって、伊藤

グループを排除する意図があったと言われており、伊藤博文は大隈が大隈グル

ープが主導権を確保するために、こっそりと大隈案を提出したとの疑念を抱い

ていた。 

 この政変は結局大隈排除につながるが、その間のやり取りで、伊藤博文の用

意周到さがいかんなく発揮されたとみる。 

 政界では同時的に北海道開拓使官有物払下げ問題が発生しており、開拓使長

官の黒田清隆が窮地に追い込まれていた。伊藤は憲法問題とは別に、北海道開

拓使官有物払下げ問題では、黒田の体面を傷つけないように配慮しつつ、払下

げ問題を解決したと言われている。 

 明治１４年政変の結果、伊藤は憲法制定の主導権を握り、明治天皇や岩倉の

信任を獲得し、明治政府の指導者に躍り出た。 

 ④外交面での活躍  

 周知のように伊藤は外交面でも実力を発揮している。 

 ＊新政府が王政復古を各国公使に通告 

 （背景に伊藤・パークス間の交渉による神戸事件の解決。 

  備前藩の瀧善三郎の切腹があった） 

 ＊１８８５（明治１８）年４月、清国政府の李鴻章と天津条約を締結。 

 ＊条約改正問題での主導権  
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 ④明治天皇の伊藤に対する絶大な信頼  

  明治天皇は伊藤が政府のどの立場にいても、問題が起こるとまず伊藤を呼  

 んで意見を聞いた。ほかの政府幹部はこのことを認めるほかなかった。 

（２）伊藤の影の部分 

 ①孝明天皇怪死問題 

 伊藤博文暗殺の犯人安重根は、伊藤の１５の罪状を挙げたが、その中の１５

番目に「１８６７年６月、日本の明治帝父親弑殺大逆不道のこと」と書いた。

（中野泰雄「安重根と伊藤博文」）中野自身“これだけは該当しない”とも書

いている。なお、孝明天皇の崩御は１８６７年１月３０日である。 

 安重根のこの主張については、“そのことは韓国人は皆知っている”とも言

い、当時の日本人がほとんど知らなかったことをなぜ安重根が言ったのか不明

だが、孝明天皇崩御のころから暗殺説が噂されていたことはあったようである。

当時尊王開国派が主流を占め始めていた宮中で、頑迷に攘夷を主張し続けた孝

明天皇に手を焼いていた側近たちが存在していたという事実は否定できない。 

 これに伊藤博文が関係していたかどうか今では不明である。 

 ②中野泰雄ほかの評価 

 「安重根と伊藤博文」を書いた中野泰雄は、伊藤博文をまったく評価しない

人々の一人である。「中江兆民（１８４７～１９０１）が『一年有半』の中で、

“伊藤公は下手の魚釣り”と評し、“総理大臣となるに及んでは、ただ失敗あ

るのみにて一つの成績なし”と論じている」ことに賛同している。 

 そのほか、阿部眞之助「伊藤博文」（１９５２年刊）には、伊藤は憲法制度

調査のために欧州へ行ったとき、ドイツにのみ行き、議会政治の祖国と言われ

るイギリスには一顧もしなかった。という趣旨の表現があるようだが、事実は

伊藤は欧州出張の際、イギリスに２カ月滞在していた。 

 ③異民族に対する理解欠如 

 １９０５（明治３８）年１２月、初代の韓国統監に就任した伊藤は、旧体制

に固執する韓国を日本の近代化に倣って国内改革を進めさせようとした。 

 そこには、異民族への思いやりは全くなく、善意だったとはいえ、自分のや

り方が韓国と韓国民のためになると信じ切っていたようだ。 

 

５．そのほかの明治の元勲たちと伊藤博文との関係 

（１）山縣有朋と伊藤博文 

 伊藤博文と並んで明治憲法時代を具体化した人物として山縣有朋がいる。 

 伊藤と同じ長州藩で、伊藤と同じく奇兵隊で高杉晋作の下で活躍した。 

長州藩では伊藤より３歳年長で、長州藩での身分も伊藤より上だったが、維新

後絶えず伊藤の後塵を拝し続けたという経歴を持つ。 
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 日本陸軍の創設から日本での近代的軍隊の構築にいたる過程で絶えず主導的

な立場にあり、「国軍の父」と称せられるようになった。 

 しかし、伊藤との関係では、例えば明治天皇に会い何事を相談しても必ず「伊

藤とよく相談せよ」と言われ、伊藤に頭が上がらなかった。 

 伊藤は伊藤で持ち前の用意周到さから、絶えず山縣を傷つけまいとする配慮

を見せた。 

 日露戦争以後、日本軍の実力が押しも押されぬ立場になると、山縣・伊藤の

関係はほぼ対等になり、山縣が伊藤の作った公式令を軍令で覆すにいたる。 

 もちろんこれは山縣・伊藤の個人的立場の争いにとどまらず、明治憲法の欠

陥を修復しようと努めた伊藤と帝国軍隊の立場を守ろうとした山縣との対立で

あった。山縣には帝国軍隊の見地を守り続け、さらに広い視野に移行するゆと

りがなかったといえよう。山縣は政党嫌いで知られ、伊藤が立憲政友会を結成

したことが理解できなかった。 

（２）黒田清隆と伊藤博文 

 １８７８（明治１１）年５月に大久保利通が暗殺された後、薩摩閥の重鎮と

なり、以来、伊藤との交流が続く。しかし、なにかにつけ、伊藤に格差をつけ

られ、負い目を負う関係にあった。たとえば、北海道開拓使官有物払下げ事件

では、伊藤に無事幕引きをしてもらった。叙勲に当たっては、薩摩閥の筆頭に

も拘わらず、明治天皇から“伊藤の功績に及ばない”とされ後にまわされた。 

酒癖が悪いのがもう一つの欠点と言われた。 

（３）大隈重信と伊藤博文 

 明治１４年政変で大隈重信は伊藤によって政府から追放されたが、これにめ

げず、野にあって立憲改進党を結成尾崎行雄、犬養毅らが参加した。また早稲

田大学の前身東京専門学校を開設した。その後、伊藤は１８８８（明治２１）

年２月より、不平等条約改正のため大隈を外務大臣として招聘した。伊藤の後

の黒田内閣でも外相をつとめたが、条約改正に失敗、国家主義者の爆弾襲撃を

受け、右脚を切断した。１９１５（大正４）１月第二次大隈内閣は、袁世凱政

府に対し、２１か条の要求を提示、５月に調印。（１９１９年の中国の五四運

動の遠因の一つ） 

 

６．まとめ 

 （１）明治憲法下の政治に焦点 

 時代区分の勝手読みから、まず明治憲法時代を自分なりに読みなしてみたい

と思った。手始めに明治憲法時代の政治を読みなおすこととした。明治憲法制

定の経緯を中心に勉強したので、結果的に明治憲法を作ったリーダーたちのこ
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とがテーマになった。明治憲法時代のそのほかのダイナミックな動向、自由民

権運動、大正デモクラシーなどについては、ほとんど触れることがなかった。 

 私の関心事は、明治維新のスタート段階から３０年足らずで世界の一流国の

仲間入りをした時代の過程で、リーダーたちがどのようにして国づくりを実施

してきたかということにあった。 

 明治政府が徳川幕藩体制を打倒して、新しい国づくりに乗り出したとき、明

治政府には、国を経営する財産も、国を防衛する軍隊も、国を運営する体制も

なにもなかった。 

 これを版籍奉還、廃藩置県、国軍設立、憲法制定、諸外国との対等な立場の

獲得などで国家の基本的方向を実現することができたのは、強力なリーダーシ

ップに時代が味方してくれたとしかいいようがない。 

 周知のように、１８６８（明治元）年から１８７１（明治１０年）前後にか

けての大きな変革の中で、多くのリーダーたちが倒れ、明治１４年の政変を経

て、伊藤博文を頂点とする指導体制がほぼ確立した。 

 それから１９０９（明治４２）年１０月伊藤が暗殺されるまでの３０年間、

日本の政治は伊藤博文を中心に展開してきたと思うほど彼の活躍は目覚ましい。 

 （２）伊藤博文の再評価 

「伊藤博文」（伊藤之雄）を読むと、これは明治の政治史そのものいうほど、

伊藤博文と明治の歴史が重なっていることに驚かされる。 

 私は、個人的なテーマでしかないが、日本の歴史から日本国の将来を私なり

にどう描くかに大きな関心を持っている。そのために日本の歴史からなにを学

ぶべきかを考えている。 

 しかし、今回は私のメーンテーマのほかに、伊藤之雄氏のいう「近代日本を

創った男」伊藤博文が、なぜか現代日本のなかでほぼ忘れ去られた存在になっ

ていることに、奇異な感じを持った。 

 数年前、テレビで韓国人の対日アンケートが報道され、よく知っている日本

人の名前の筆頭に“伊藤博文”が出てきたのに驚嘆したことを思い出す。これ

は伊藤が韓国初代総監であったし、韓国人の立場で愛国者の安重根に暗殺され

た人物だからであろう。 

 私もそれまで伊藤博文のことをほとんど忘れていたし、たいした人物ではな

いとも思っていた。 

 １９０９（明治４２）年１１月４日に行われた伊藤の国葬には、数千人の陸

海軍人が整列し、沿道には数万人の東京市民が見送ったと言われている。 

 しかし、昭和憲法時代では伊藤の存在は１９６３（昭和３８）年に発行され

た１０００円紙幣に残されたにとどまっている。 
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 ここで申し上げたいのは、今更伊藤博文の偉大さを見直そうということでは

なく、とかく誤解の多いこの人物を日本の歴史の中で、正当な位置づけをする

ことが必要があるという個人的な思いだけである。 

（３）明治憲法下の首相の苦難 

 明治憲法時代に内閣制度が確立した１８８５（明治１８年）１２月の第一次

伊藤内閣から１９４５年８月の東久邇内閣まで４４次にわたる内閣で、３４人

が首相になった。このうち、身体的に攻撃をうけて死亡した者は４名（原敬、

高橋是清、浜口雄幸、犬養健）、重傷を負った者１名（大隈重信）、襲撃をま

ぬかれ命拾いした者１名（岡田啓介）などである。既述の通り、明治憲法下の

首相は閣僚の一員に過ぎず、内閣を統率する権限がなかった。首相は天皇の下

命により、首相を含め定員１０名の閣僚を、仲間を誘いあうようにして組閣し

なければならなかった。一人でも欠ければ組閣できず、組閣後一人の大臣が辞

任し後継を得られなければ内閣総辞職となった。けれども世間ではそういう見

方ではなく、首相は国の政策を決定する責任者と見なされ、なにかにつけメデ

ィアで注目され、批判される立場であった。大正政変⇒護憲運動も、きっかけ

は陸軍による倒閣の策謀から始まった。満州事変では、時の若槻内閣は満州に

おける陸軍の先走りを抑制できず、事後承認せざるを得ない状態であった。 

 このように、明治憲法に明記なく、首相の権限も弱体の明治憲法下の総理大

臣は、気の毒なほど弱い立場を続けた。明治憲法を制定した当事者たちは、当

初からこのような事態を予感していたのではないかと思われるが、首相権限強

化の方策はついみ見つからなかった。 

（４）令外官（りょうげのかん） 

 中国史や日本史で出てくる令外官という言葉は懐かしい響きがあるが、これ

は律令の令制のことである。中国では唐代に則天武后や玄宗皇帝などが採用し

たと言われている。日本では、大宝律令の時代から以降必要に応じ令外官が置

かれてきた。摂政、関白、中納言、参議などがそれであるという。 

 明治憲法時代の令外官としては、元老がその最たるものといえようか。 

 明治天皇は新しい内閣首班を指名するにあたって、必ず元老に意見をもとめ、

ほぼ必ず元老の推挙した人物に組閣を命じた。 

 憲法第５５～６条では、天皇を助けるのは国務各大臣と枢密顧問であるとの

規定があるが、内閣首班の任命については枢密顧問でなく元老に相談した。 

 明治憲法時代における首相も、令外官の一種といえなくもない。 

 当初から内閣官制で定められていたが、肝心の憲法では外された。 

 意識的に作られた令外官といえようか。 
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（５）丸山眞男先生の明治憲法時代の見方 

 スマイル会２０１６年１０月・１１月および２０１７年１月度の湯本氏の報

告で、恩師丸山眞男先生の「超国家主義の論理と心理」が取り上げられており、

今回の私の報告でも、丸山先生について言及するつもりであったが、同先生の

論旨は深淵かつ広範にわたっており、軽々には論じられないので、今回は言及

することができなかった。別の機会に再度、丸山理論と向き合ってみたい。 

以上。 

 主な参考資料 

「詳説 日本史」（山川出版社）高校検定教科書 

「伊藤博文ー近代日本を創った男ー」（伊藤之雄 講談社） 

「伊藤博文ー知の政治家ー」（滝川一博 中公新書） 

「伊藤博文直話」（伊藤博文述、小松緑編 新人物往来社） 

「山縣有朋」（伊藤之雄 文春新書） 

「明治憲法の思想」－日本の国柄とはなにか（八木秀次 ＰＨＰ新書） 

「安重根と伊藤博文」中野泰雄 

 Ｗｉｋｉｐｅｄｉａによる諸情報・資料 
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大日本帝国憲法 

目次 

 第１章 天皇（第１条－第 17 条） 
 第２章 臣民権利義務（第 18 条－第 32 条） 
 第３章 帝国議会（第 33 条－第 54 条） 
 第４章 国務大臣及枢密顧問（第 55 条－第 56 条） 
 第５章 司法（第 57 条－第 61 条） 
 第６章 会計（第 62 条－第 72 条） 
 第７章 補則（第 73 条－第 76 条） 

 

告文 

皇朕レ謹ミ畏ミ 

皇祖 

皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク皇朕レ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保

持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ発達ニ随ヒ宜ク 

皇祖 

皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト為シ

外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生

ノ慶福ヲ増進スヘシ茲ニ皇室典範及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆 

皇祖 

皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス而シテ朕カ躬ニ逮テ時ト

倶ニ挙行スルコトヲ得ルハ洵ニ 

皇祖 

皇宗及我カ 

皇考ノ威霊ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ皇朕レ仰テ 

皇祖 

皇宗及 
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皇考ノ神祐ヲ祷リ併セテ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサ

ラムコトヲ誓フ庶幾クハ 

神霊此レヲ鑒ミタマヘ  

憲法発布勅語 

朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現

在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス 

惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ

垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉ヒ

以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民

ノ子孫ナルヲ回想シ其ノ朕カ意ヲ奉体シ朕カ事ヲ奨順シ相与ニ和衷協同シ益々我カ

帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負

担ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ 

大日本帝国憲法 

朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ

恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメ

ムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四

年十月十二日ノ詔命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣

民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム 

国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将

来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ 

朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ

於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス 

帝国議会ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効

ナラシムルノ期トスヘシ 

将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統

ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議
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決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ 

朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣

民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ  

御名御璽 

明治二十二年二月十一日 

 内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆 
 枢密院議長 伯爵 伊藤博文 
 外務大臣 伯爵 大隈重信 
 海軍大臣 伯爵 西郷従道 
 農商務大臣 伯爵 井上 馨 
 司法大臣 伯爵 山田顕義 
 大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義 
 陸軍大臣 伯爵 大山 巌 
 文部大臣 子爵 森 有礼 
 逓信大臣 子爵 榎本武揚 

 

大日本帝国憲法 

第１章 天皇 

 第１条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 

 第２条皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス 

 第３条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 

 第４条天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ

行フ 

 第５条天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ 

 第６条天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス 

 第７条天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス 
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 第８条天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ

由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス 
２ 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾

セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ 

 第９条天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ

幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法

律ヲ変更スルコトヲ得ス 

 第10条天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但

シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル 

 第 11 条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス 

 第 12 条天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム 

 第 13 条天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス 

 第 14 条天皇ハ戒厳ヲ宣告ス 
２ 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 

 第 15 条天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス 

 第 16 条天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス 

 第 17 条摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル 
２ 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ 

第２章 臣民権利義務 

 第 18 条日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 

 第19条日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラ

レ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得 

 第 20 条日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス 

 第 21 条日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス 

 第 22 条日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス 
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 第23条日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコト

ナシ 

 第24条日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽ

コトナシ 

 第25条日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ

侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ 

 第26条日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコ

トナシ 

 第 27 条日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ 
２ 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 

 第28条日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於

テ信教ノ自由ヲ有ス 

 第29条日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ

有ス 

 第30条日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為

スコトヲ得 

 第31条本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ

施行ヲ妨クルコトナシ 

 第32条本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ

限リ軍人ニ準行ス 

第３章 帝国議会 

 第 33 条帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス 

 第34条貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議

員ヲ以テ組織ス 

 第35条衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

ス 

 第 36 条何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス 
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 第 37 条凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス 

 第38条両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スル

コトヲ得 

 第39条両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出ス

ルコトヲ得ス 

 第40条両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付キ各々其ノ意見ヲ政府ニ建議

スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スル

コトヲ得ス 

 第 41 条帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス 

 第42条帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以

テ之ヲ延長スルコトアルヘシ 

 第 43 条臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ 
２ 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル 

 第44条帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ 
２ 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ 

 第45条衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅令ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシ

メ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ 

 第46条両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ

開キ議決ヲ為ス事ヲ得ス 

 第47条両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決ス

ル所ニ依ル 

 第48条両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘

密会ト為スコトヲ得 

 第 49 条両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得 

 第 50 条両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得 

 第51条両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナ

ル諸規則ヲ定ムルコトヲ得 
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 第52条両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ

責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方

法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ 

 第53条両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其

ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ 

 第54条国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコ

トヲ得 

第４章 国務大臣及枢密顧問 

 第 55 条国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス 
２ 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス 

 第56条枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ

国務ヲ審議ス 

第５章 司法 

 第 57 条司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ 
２ 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 

 第 58 条裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス 
２ 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽ

コトナシ 
３ 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 

 第59条裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞

アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコト

ヲ得 

 第 60 条特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム 

 第61条行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニ

シテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁

判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス 
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第６章 会計 

 第 62 条新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ 
２ 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在

ラス 
３ 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契

約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ 

 第63条現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

ス 

 第 64 条国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ 
２ 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝

国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 

 第 65 条予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ 

 第66条皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ

要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス 

 第67条憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律

上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又

ハ削減スルコトヲ得ス 

 第68条特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ

協賛ヲ求ムルコトヲ得 

 第69条避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必

要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ 

 第70条公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ

因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必

要ノ処分ヲ為スコトヲ得 
２ 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求

ムルヲ要ス 

 第71条帝国議会ニ於イテ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ

政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ 
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 第72条国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検

査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ 
２ 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 

第７章 補則 

 第73条将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案

ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ 
２ 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サ

レハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレ

ハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス 

 第 74 条皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス 
２ 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス 

 第 75 条憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス 

 第76条法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾

セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス 
２ 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例

ニ依ル 

 


