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ニューアングルで読む日本近現代史ー要約
日本の近現代史を新しい視点で読み直す試みである。
焦点を幕末・明治維新以降の日本の近代史・現代史に当て、その時代をこれ
までの時代区分ではなく、私なりの時代区分で読み直してみた。
時代区分の基準を、各時代の基本的かつ主要な役割を担ってきた統治制度・
法律＝ルールなどに置くこととした。
以下のようになる。
（１）明治憲法時代：1868・明治元年～1945・昭和 20 年 8 月
（２）ポツダム宣言時代：1945 年・昭和 20 年 8 月～1952・昭和 27 年 4 月
（３）昭和憲法時代：1952・昭和 27 年 4 月～現在
これまでの日本近現代史は、時代区分として、明治時代、大正時代、昭和時
代というその期間に君臨していた天皇の名称を基準として記述されている。
これはそれなりの叙述方法であり、私はこの叙述方法を否定する者ではない。
文科省の中高の日本史の教科書もこの叙述を採用してきた。
けれども、私なりの視点で日本の近現代史を読み直すと、私なりの新しい発
見があった。
その第一は、日本の近代現代の動きが理解しやすくなるということである。
これは日本人のみならず、外国人のとっても言えると思っている。近現代史以
前の日本の歴史についても、例えば、安土桃山時代を、織田信長時代・豊臣秀
吉時代と読み替えると、その時代の基本構造が直接的に理解できる。とりわけ
外国人にとってはわかりやすいと思われる。
その第二は、明治憲法時代という時代区分で、1868 年から 1945 年 8 月まで
の約 73 年間を通しで読み直すと、その底流に明治憲法という国の基本法が日本
を動かすダイナミックな原動力になっていたことが如実に理解できるのである。
同様にポツダム宣言時代としての約 7 年間を読むことによって、日本国の大
きな変革を、新しい視点で読むことができる。
文科省の教科書では、この時代を昭和時代の一部として取り扱っており、そ
の間の事象・事件の経緯の叙述は、誰が読んでも変わらないが、ポツダム宣言
時代という区分を設けて改めて読み直すと理解の仕方が変わる。
私はそこに、連合国という西洋文明と日本国という文明が衝突し、敗者にな
った日本文明の他律的・自律的変革の動きを見ることができた。
ポツダム宣言時代を、アメリカ合衆国による日本国の占領の時代と読み、そ
こに他律的変革と屈辱の部分を複雑な感情でみる日本人は少なくない。
しかし、この時代を米英仏蘭豪州などの西洋文明の大きな一派による日本国
占領の時代と読むと、幕末明治以来、新たに生まれた明治日本文明との衝突の
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結果としての新時代であったことが把握でき、昭和日本文明ともいえる新しい
極東の文明圏の誕生ということになり、他律的とか屈辱とかのレベルを超える
必要があることを理解するのである。
同様に、昭和憲法時代は昭和日本文明がこれまでの日本と違った新しいエネ
ルギーを獲得し、成長発展していく時代となったことを示す。国の基本的ルー
ルは昭和憲法であり、日本国民の行動の基準となっている。
昭和憲法時代は、すでに 65 年余が経過した。日本も変わったが世界も大きな
変革を経験してきた。
膨大な事象・事件の経緯は現代史の興味深いテーマである。
他方、もう一つの観点として、世界の多くの地域で、新しい文明の誕生を見
ることができる。日本の周辺諸国では、中国が巨大な経済圏を構成し、新しい
中国文明が誕生している。
東南アジア経済圏としてのアセアンも一つの文明圏を構成しつつある。ヨー
ロッパではＥＵという文明圏が世界に大きな影響を与えている。イスラム世界
ではスンニ派文明圏とシーア派文明圏が誕生しつつあるのではないだろうか？
ハンチントンの言うように、文明圏同士は互いに刺激し合いながら、衝突も
繰り返す。世界の文明圏は決して固定化されない。絶えず流動的に変化してい
く。
以上
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Ⅰ．はじめに
東京に住んでいる私は、パソコンにインストールしてある遠隔映像会話ソ
フト「スカイプ」（無料）を利用して京都にいる中国人の張先生から中国語を
習っている。便利な世の中になったものだ。週に１回１時間、大体木曜日の夜
８時から９時まで、パソコンの前に座り、張先生とビデオ通話
で会話する。もう５年ぐらいになるだろうか。日常の出来事、
国内外のニュースなどを話題にする。文字も送信でき、老師が
しゃべりながらその内容を文字で送ってくれる。
張家光老師があるとき、「中村さん、安土桃山時代ってなん
ですか？」と中国語で聞いてきた。私は日本語と中国語をちゃ
んぽんに使いながら「安土とは地名で今の岐阜県近江八幡市安
土町のこと、戦国時代に織田信長が天下を統一して安土城
を築いた場所です。桃山とは豊臣秀吉が京都の伏見に城を
織田信長
築いて天下統一を誇った場所の名前です。それで安土桃山
時代です」と説明した。それに対して、「なるほど、そう
ゆうことですか。それにしても日本の歴史で使われる言葉
は私にとってはとても分かりにくいです」と反応した。 そ
のとき私は、はっと思った。私はこれまで日本の歴史をそ
のようにして勉強してきたので安土桃山時代を、当たり前
の表現と思い、今まで気が付かなかったが、たしかに外国
豊臣秀吉
人にとって日本の歴史の叙述は、日本人が勉強するよりさら
に分かりにくい部分があるなと初めて感じた。
どこの国の歴史でも、膨大な事件の連続、複雑な人間関係など決してわ
かりやすい内容ではないのはたしかだ。けれども過去数千年にわたる人類
の軌跡をたどることは、それだけで胸が躍り血が騒ぐ。歴史にはロマンが
あり、現在の世界の理解にもつながる重要な資料でもある。
こと自国の歴史に限っても、私たち日本人は幼少のころから日本史をい
ろいろの形で教えられてきた。中学・高校を通して、国の検定を経た日本
史を必ず勉強する。最初は歴史上の事件や人物の名前、起こった年代の記
憶にきゅうきゅうになるが、ともかく懸命に勉強しないわけにはいかない。
けれども、次第に面白くなってくる。
そうこうするうちに高校３年も終わりに近づき、気がついてみると、日
本史の勉強は江戸時代中期で終わりになろうとしていた、という記憶があ
る。明治以降の歴史を学ぶ機会がないままに高校を卒業してしまうのであ
る。もちろん大学入試で日本史を選ぶ生徒は補講で明治から現代までを学
ぶことになるが。
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Ⅱ．時代区分を変えてみよう
歴史の勉強は面白いが難しい、ややこしい。ひと通り勉強したと思ってもど
こか物足りない思いが残る。それゆえ自分の人生の中でいつも歴史に関する本
が手元にあるという生活が続くことになるだろう。
私もそのひとりだった。
偶然に中国語の勉強をしている中で、外国人にとって日本史が日本人よりも
さらに理解しにくいということを知って、これを少しでも理解しやすい方向に
持って行く手立てはないものだろうかと考えてみた。
なるほど、安土桃山時代といわれても外国人にとってはすぐにはピンと来な
いのは当然だ。日本人は、戦国時代の続きの織田信長・豊臣秀吉時代であるこ
とは、勉強済みだからあまり疑問を持つことなく過ごしてしまう。
そういう目でみると、飛鳥時代、奈良時代、平安時代という表現も外国人に
とってはすぐには理解しにくいであろう。
いずれもその時代に日本国の中心であったとされる場所の名前だからだ。
日本人にはなじみの地名で、そこには歴史のロマンを感じさせる美しい響き
さえある。
いろいろな豪族たちが跋扈し、覇権を争った中心地であり、諸豪族の中から
天皇氏が次第に権力の中心になっていく。そのような覇権争いの中心となった
場所でもあった。そこから日本の歴史が発展していく。
これに対して、たとえば中国の歴史の場合、時代区分は、隋王朝時代とか唐
王朝時代とか明王朝とか元王朝とか清王朝とか、その期間、国を支配していた
王朝の名前が付くことが多い。首都がどこにあったかはそのあとの説明になる。
英国の歴史も、チューダー王朝時代とかハノーバー王朝時代とか時の統治者
の名前で区分されている。
それならば日本史の時代区分もその時代の統治者の名前をとって読み替える
ことを試みたらどうだろうか？
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）
建武の中興⇒後醍醐天皇時代（1333～1336）
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室町時代⇒足利幕府時代（1336～1467）
戦国時代（1467～1573）
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（1603～1868）
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 まで）
現代⇒ポツダム宣言時代（1945・8・15～1952・4・28）
日本国憲法時代あるいは昭和憲法時代（1952・4・28～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。
けれども、歴史のロマンが若干失われるという恨みがある。
それでは、読み替えではなく、補足としてみようか。たとえば、
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＞
安土桃山時代（織田信長時代）＜１５７３～１５８２＞
（豊臣秀吉時代）＜１５８２～１６０３＞などなど。
こうしてみると、日本史の時代区分がロマンを失わずに、とても具体的にな
り、外国人にとってばかりでなく、日本人にとってもさらに分かりやすいもの
になるのではないだろうか？
その時代を誰が、どんなグループが、主体となって動かしてきたか？明治以
降になると、誰がとかどんなグループがという前に、体制を決める法律がぐん
と前に押しでてくるのがわかる。
このように時代区分を読み足したなかで、明治以降は時代区分そのものに大
きな変更を加えてみるのはどうだろうか。明治元年から終戦（敗戦）までを１
区切りとして、これを明治憲法時代と区分けし、終戦（敗戦）後を、ポツダム
宣言時代、昭和憲法時代に２分してみるという方法である。その期間に支配的
であった統治主体なり制度を全面に押し出すという方法である。
このように時代区分を読み直すと、各時代への視点の当て方も自分なりに変
ってくるのは興味深い。各時代を川の流れに例えると、まず主流である時代を
統治する主体についての理解から始まり、それから時代の中心となった人々の
動きを観察し、さらに広がっていろいろの支流（国民全体、経済、社会、文化
など）を見るとという順序になり、大きな川の流れを支流を含め、すべてを網
羅するに至る。
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Ⅲ．歴史の楽しみいろいろ
私たちの生活にはいろいろの楽しみがある。食べること、音楽を聴くこと、
美しい風景や絵画をみること、小説を読むこと、旅をすること、人々と交流す
ることなどなど。
歴史について読んだり見たりすることも楽しいことだ。それでも歴史の楽し
みかたは、それこそいろいろあるだろう。人によっても異なる。
１．英雄たちへの憧憬
歴史上の人物に焦点をあてて歴史を楽しむことはだれでもが幼少のころから
親しんだテーマである。子供のころに読んだ英雄物語の楽しかった思い出は忘
れることがないだろう。日本の歴史であれば、ヤマトタケル、大国主のミコト、
源義経、豊臣秀吉などの活躍ぶりに興奮を覚えたものだ。西洋史の分野では、
アレクサンダー大王、シーザー、クレオパトラなどがおなじみだ。中国史とな
れば、孔子、曹操、諸葛孔明、岳飛など多くの英雄がいた。
２．メディアと歴史的テーマ
毎日のテレビ、ラジオ、新聞などのメディアでは、歴史の話題が必ず取り上
げられている。 それらを見たり聴いたりするときに、過去の日本や世界の歴
史を少しでも多く知っていると、さらに楽しくなることは間違いない。メディ
アでの政治・経済・社会・文化の目まぐるしい出来事、変化についての見方も
変わるし、理解も深まる。テレビドラマを観る場合でも自分なりの見方ができ
楽しい。歴史の知識が現在を理解し将来を考える手立てになる。
３．国同士の歴史認識
よく中国や韓国の政治家たちが、「日本の政治家たちは正確な歴史認識を持
つべきだ」と語るが、果たして正確な歴史認識とはなにか？『川ひと筋で仕切
られる滑稽な正義よ。ピレネー山脈の こちら側での真理が、あちら側では誤謬
である。』（パスカル）という有名な箴言に見られるように、人類の歴史に対
する見方に世界共通の認識があることは稀なようである。海を隔て、異なる民
族同士の間の歴史認識を一致させることは困難のようである。となればお互い
の国が互いに自国の歴史認識を主張しあい、どこかで妥協点を見出すことが一
番現実的であるということになろうか？現実に世界の政治家たちはお互いに話
し合い妥協点を見出しながら平和を維持することに努力してきたが、その結果、
対立が解消せず、戦争に至ったことが多いのは歴史の示すところである。
４．繰り返す歴史と繰り返さない歴史
繰り返す歴史と繰り返さない歴史、という視点も重要だ。
これを“楽しむ”というのは言い過ぎかもしれないが、考えるとやはり楽し
い。“歴史は繰り返す”という言葉をよく聞く、活字でも読む。けれども“歴
史は繰り返さない”という言葉もありうる。しかしこれはあまり聞かない、目
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にしない。なぜだろうか？当たり前だからだろうか？繰り返す歴史より、繰り
返さない歴史のほうがはるかに多いからなのではないだろうか？過去の歴史の
繰り返しだと感じる出来事は確かにある。そのように理解することで納得して
しまうケースもままある。けれどもこれは歴史の繰り返しだとか、いや繰り返
しではない、全く新しい出来事だとかいう場合、そのことを証明することはで
きないので、かなり主観的なテーマであると考えたほうがいい。けれども繰り
返しか、繰り返しではないか、を考えることも歴史の勉強の楽しみのひとつだ
と思う。たとえば繰り返しの部分はどこか？繰り返しでない部分はどこかを見
極める。それによってひとつの出来事の見方がより面白くなるだろう。
５．外国人との付き合いと日本の歴史
訪日外国人客数が年々増加している。最近の統計によると、2013 年 1036 万
人、2014 年 1340 万人、2015 年 1970 万人、2016 年 2404 万人と激増している。
私たちの周辺でも、道行く人々のなかから様々な外国語が聞こえてくる。彼ら
は何故日本にくるのだろうか？楽しいからに違いない。面白いからに違いない。
美味しい食べ物、品質の良い商品、痒いところに手が届くような日本人のおも
てなし、日本のいたるところにある温泉でのくつろぎ、街の清潔さ、四季それ
ぞれに変化をみせる自然の美しさ、それと安心して旅ができる治安のよさなど
など。これらに加えて、訪日客たちは日本の特異な歴史にも当然関心を持つに
違いない。私たち日本人が海外旅行をするのも、右に述べたような訪日客が日
本に来る理由と同じように外国についてのいろいろな関心が動機になっている。
どの国の観光ガイドたちも当然その国の歴史について説明する。荘厳な遺跡、
王宮、教会、寺院などの建造物について、どのような経緯
でそれらが存在するのか説明する。
日本でも同様であろう。 私は何回かタイ人たちの案内
をしたことがある。彼らは当然日本の歴史にも関心を持っ
た。あるタイの僧侶は「日本の歴史上の人物で、最初に知
っておくべき人物はだれですか？」と私に尋ねた。私たち
はそのとき大阪城を見物していたので、私は当然のように、
徳川家康
豊臣秀吉と徳川家康と答えた。彼はその名前を初めて聞いた
ようだ。 京都に住んでいる中国人の張老師も日本の歴史に大きな関心を持っ
ていることは確かである。「安土桃山時代とは何か？」との問いがそのひとつ
である。彼はさらに続けて、「私の住居の近くに二条城があるがこれは何です
か？」とも訊いた。私は「江戸時代に徳川幕府の将軍たちが京都の朝廷を訪問
するときのホテルです」とややいい加減な説明をしたところ、彼にはそれがよ
く分からないようだった。「徳川家康といえば、当時日本最大の実力者であっ
たと聞いているが、彼がなぜ京都の朝廷に挨拶にきたのですか？」という質問
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の次に、「徳川家康は何故天皇にならなかったのですか？」という質問まで飛
び出した。この質問は、日本人ではとうてい思い浮かばないであろう。当たり
前のことだからだ。これが日本人同士だったら「そんなアホなこというな」で
終わってしまう。けれども外国人にとっては、とてもわかりにくい事柄である
わけだ。
１８７１（明治４）年に欧米を視察した岩倉使節団の団員の１人福沢諭吉が、
アメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンの子孫について、どこにいるのか
アメリカ人に訊いたところ、だれも知らなかったのに驚愕したということだが、
アメリカには日本のような身分制度がなかったことを知り、日本との大きな違
いを思い知らされた。
６．歴史に音楽を感じる面白さ
私にとってはもうひとつ、歴史に接することの楽しさがある。それは偉大な
作曲家のオーケストラを聴くような感動である。
日本の旧石器時代、縄文時代、弥生時代から始まる美しい交響曲である。時
には悲しい楽曲も含まれる。
近現代史も同様である。それは米頭弁（ベイトウベン）作曲の第５交響曲と
も言えるような壮大な楽曲になるだろう。第１楽章徳川時代（太平）、第２楽
章明治憲法時代（激動）、第３楽章ポツダム宣言時代（沈静）、第４楽章昭和
憲法時代（和平）が私の区分けであり、各楽章の名前である。
第１楽章は長い間続いた戦国の世から戦争のない時代に移った。天下太平に
なった。しかし平和という言葉は使えない。徳川家が日本国を支配した。指揮
者は徳川家康と代々の徳川将軍たちである。第２楽章は太平の時代から日本国
の近代化が始まった時代である。世の中は大きな変化に対応し続ける。天皇制
の国になり、富国強兵化の過程でたびたび戦争が起こった。激動の時代だった。
指揮者は明治・大正・昭和のそれぞれの天皇であるが、この楽章の場合、パー
トにより別の指揮者たちがいた。弦楽器のパートにも指揮台がありそこには首
相が立っている。管楽器のパートには陸軍のトップが立ち、打楽器のパートに
は海軍のトップが立っている。そのような複雑な構成の楽章であった。第３楽
章は日本国が有史以来初めて外国勢力に支配された時代である。日本人たちは
外国の為政者の下で沈静の時代に入った。ポツダム宣言時代の指揮者は例のダ
グラス・マッカーサーである。そして第４楽章は様変わりの新しい日本国の時
代になった。和平の時代になった。しかし平和という言葉はまだ使えない。私
は使えない。この時代の指揮者は歴代の内閣総理大臣である。
以下の章では、このような楽章について、第１楽章は聴き終わったという前
提で、第２楽章の明治憲法時代の壮大で複雑で不協和音の部分が際立つ楽章か
ら聴いて行こう。
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７．フェイク・ニュース
アメリカ大統領ドナルド・トランプの言葉で流行語になったが、人間の歴史
にフェイクニュースはつきものである。「この事件の真相はこうだ」「本当は
こういう筋書きだったのだ」とかの話題は、日常茶飯事のようにメディアに登
場する。それらを自分なりに読み解き、判断するというのも、歴史の楽しみ方
のひとつである。実際ニューアングルで日本の歴史を読んでいく過程で、筆者
も歴史上の出来事や人物についての叙述の中で、フェイクニュースまがいの情
報に接することがよくあった。フェイクニュースの面白いところは、それがフ
ェイクニュースでない場合もあるということである。それが事実だったのだと
いう場合もあるようだ。
書いていて、自分もフェイクニュースを流しているという危険は、歴史を語
るうえでつねにつきまとう。これも歴史の楽しみのひとつと割り切って進める
のも一案ではあるが。
歴史の中で、神話や宗教をどうみるか？科学・実証を重視する立場に立てば、
神話や宗教は限りなくフェイクに近い。けれども神話や宗教が人類の歴史に及
ぼした巨大な影響をみると、心と言葉を創造主から与えられた人類の宿命の産
物として重く受け止めて対応していかなければならないとは思う。
事件から数十年経過して公文書が公開され、初めて明るみに出る事件の真相。
ではその前に説明されていたことは何であったのか？人々の推測、裏話などだ
ったとしたら、これらはフェイクニュースに近いものだったのだろうか？
Ⅳ．まず幕末・明治維新から現代までを勉強しよう
１．幕末・明治維新から学ぶ意味
文科省検定の教科書を覗いてみると、第Ⅰ部原始・古代から始まる。それは
およそ７百万年前、地質時代区分の新第三紀の終わりごろから始まる。新石器
時代、縄文・弥生時代、古墳時代、飛鳥時代、奈良時代と続く。本来なら、こ
のように原始・古代からじっくりと辿ることが基本だが、それは別の機会に譲
り、現在の日本国を作り上げ、今なお現在に大きな影響を与え続けているのは、
明治維新以降の諸事象であると判断して、叙述を進めたいと思う。
徳川幕藩体制から脱出して、近代化へ向かうきっかけとなった明治維新、そ
こからスタートした日本国のドラマティックな奔流が、良し悪しは別として、
現在の日本国の原型となったことは否めない事実であろう。
それゆえ私たち日本人にとって、明治維新以降の日本をできる限り正確に詳
細に理解することが、現在および将来の日本を考えるために極めて肝要な事柄
である。明治時代とはなんだったのか？大正時代とは？、昭和時代とは？、平
成時代とは？これらを学ぶことが日本史理解の基礎であるべきだ。明治維新以
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来現在までの約 150 年間の出来事を自分なりに把握することが日本国理解のス
タートであらねばならぬ。
明治維新から現代までを勉強するということは、私自身の時代区分では、明
治憲法時代（1868～1945・8・１５）ポツダム宣言時代（1945・8・15～1952・
4・28）昭和憲法時代（1952・4・28～）の３つの時代を考えることである。
このような時代区分は文科省の検定教科書では使われていない。私のニュー
アングルでの勝手読みである。けれども明治維新以降の歴史の動きを見ている
と、明治憲法、ポツダム宣言、昭和憲法が各時代の基本的な土台としてその時
代の大きな主流を構成してきたことは疑う余地がないと私は考えている。しか
もこのように時代区分を設けることによって、日本の近現代史の大きなうねり
が躍動的に私に迫ってくるのである。
２．初めての出来事が山積していた明治時代
明治憲法時代の重要部分を占める明治維新前後になると、日々ほとんど変化
のない徳川時代 260 余年の氷山が急激に氷解するように、時代の流れは谷川の
早い潮流のごとく変わり、それこそ毎日が新事件の連続のような時代に入った。
内戦があり、新政府の中身が変わり、制度も目まぐるしく変わり、社会全体が
どんどん変っていった。人々の服装が変わり、鉄道が敷かれ、電気が通い町中
昼夜の別なく明るくなっていった。地方の制度がかわり、教育が全国一律にな
り全国に沢山の学校ができた。外国との交流が活発となり、外国語の勉強が大
切な科目となった。
それこそ毎日が歴史的という時代になったのである。
３．明治維新前史ーペリー来航から戊辰戦争まで
（１）欧米諸国との出会い
欧米諸国は日本国が太平の夢を見ている間に、封建社会から近代社会へと変
貌を遂げていた。16 世紀の大航海時代から、ヨーロッパ諸国は地球的規模で活
躍するようになり、産業革命を経て、19 世紀初頭からモノ＝商品の効率的生産
を増大させ、自国だけでは売りさばけなくなった。そこで未開発の発展途上諸
国に自国商品の販路を求めて航海を続け、アジア、アフリカ、南米へと市場開
拓を進めた。さらに、これら未開発地域の産品にも関心を持ち、貿易の拡大に
努めた。漁業ももちろん商品生産の重要な部分で捕鯨も盛んにおこなわれた。
さらに彼らは未開発諸国を簡単に彼らの支配下におさめることができるのを
知り、それらを植民地にし、彼らの領土拡張の欲望をも満足させることができ
た。アジアでは、インド、中国に進出し、最後に極東に眠る日本国に狙いを定
めた。 徳川幕府は 17 世紀初頭の 1637 年鎖国政策導入以降も、オランダ、清
国への窓口は明けてきており、将軍・幕閣中心に海外の情報を収集していたが、
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その他の国民たちは井の中の蛙の状態に置くことによって体制の維持に努めて
きた。
もちろん、室町時代の 1543 年にポルトガル人が種子島に漂着し鉄砲を伝えて
以来、イギリス商船、スペイン商船などが来航、合わせてキリスト教の宣教師
たちが布教のため来日滞在し、一般国民も欧州文化に触れる機会が増えていた。
けれども大多数の国民は、外国事情をほとんど知らないまま、幕末を迎えてい
た。
1853・嘉永 6 年 6 月、アメリカのペリー提督（60）がアメリカ
合衆国の正式な使節として浦賀に来航したことは、頑なに鎖国政
策を守ろうとした徳川幕府にとって、幕府開幕以来最大の危機で
あった。これを契機として、日本国の封建体制の堅い氷の地表が
揺れ始め、氷解が始まり、明治維新の大変革の時代に入ることと
なる。1854・嘉永 7／安政１年、日米和親条約締結。
日本国は国を開き、外国との交流を積極的進める政策に大転換し、明治政府
が率先して外国の情報収集をエネルギッシュに推し進めていく。その動機は日
本国の独立の保持と日本国を作り替え欧米諸国に負けない国づくりを行うこと
であった。
（２）幕府の弱体化から戊辰戦争まで
①ペリー来航に対する国内の反応
幕府は 7 月 1 日、諸大名にアメリカの国書を示して意見を求め、幕臣・諸藩
の家臣などから広く意見を募った。これに対して、幕臣勝海舟（31）は「海防
意見書」を提出した。日本は開国すべしと主張、船を整え、貿易により武力を
整備すべし、広く人材を登用し、兵制を改革し、和漢洋の学問発展を求めた。
他方、長州藩主毛利慶親（35）、越前藩主松平慶永ら（26）らはアメリカの
要求を拒否せよと主張した。
老中阿部正弘（35）は勝の意見を取り入れ、幕政の改革を行おうとする。
②日米修好通商条約から安政の大獄へ
1854（安政元）年 3 月、幕府とアメリカ合衆国との間で結ばれた「日米和親
条約」が幕府崩壊のスタートとなった。過去二百数十年間幕府の対外政策の柱
であった鎖国政策を放棄したのである。この条約は“日米はこれからお付き合
いをしましょう”程度の内容だったが、アメリカ側はこれを突破口として、日
本との交易とアメリカ人の日本居住の取り決めを狙っていた。この目的でアメ
リカは外交官タウンゼント・ハリスを初代駐日領事に任命、彼は 1856・安政 3
年 8 月伊豆の下田に到着した。ハリスの強引な要求に屈した幕府は、1858・安
政 5 年 6 月 19 日、大老井伊直弼の決断で朝廷の勅許無しでの「日米修好通商条
約」の締結に踏み切った。これまで徳川幕府は国の政策を決めるにあたり、事
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前に朝廷の許可を得るということはなかった。朝廷は幕府の支配下にあり幕府
の意向に従うべき存在であった。けれども、開国という日本国の体制の大きな
変革に直面して、幕府首脳は動揺した。どうしていいかわからなかったのであ
る。 これはやはり勅許を得たほうがいいという結論になって、締結前の 1858・
安政 5 年 2 月老中の堀田正睦が京都へ行き日米修好通商条約の勅許を奏請した。
簡単に勅許が下りると思っていたのである。しかし勅許は下りなかった。これ
が結果的に勅許なしでの条約調印につながった。歴史の歯車が別の方向に回転
し始めた。
孝明天皇と天皇を取り巻く尊王攘夷派は直弼の行動を非難し、
これがきっかけとなり安政の大獄から井伊直弼が桜田門外で暗
殺されるという激動の時代が幕を開けた。安政の大獄の処分者
は、死刑１４名（吉田松陰、橋本佐内、頼三樹三郎など）隠居・
謹慎：１５名（一橋慶喜、松平春嶽、伊達宗城、
山内容堂など）、その他多数の者が処分された。
孝明天皇は強硬な攘夷論者で、「祖宗の聖地
を蛮夷に汚すこと不可なり」と主張し、この考え
孝明天皇
は死ぬまで変わらなかった。安政の大獄のきっかけとなったのは
朝廷が水戸藩に密勅を出し、井伊直弼の勅許なき条約調印に対し、
水戸藩中心に朝廷に協力して阻止せよとの内容で、これが幕府に
漏れ直弼に反対する藩主への処罰となり、さらに反幕府運動の志
井伊直弼
士たちへの処罰へと広がった。
タウンゼント・ハリス（1804～1878）：日米通商航海条約で幕
末の日本を揺るがせた男。貧困の家庭に生まれ、苦学して初代駐日
公使となる。下田に滞在中体調を崩し看護婦を要請した
とき、幕府が斎藤きちを送り 3 か月介護した。幕府は
看護婦の意味が分からず芸者だったおきちを妾として
ハリス
送り込んだが、生涯独身で過ごしたハリスを誤解した結
果であった。斎藤きちはその後周囲の偏見の中で不遇の
斎藤きち
生活を送った。
（八幡山宝福寺唐人お吉記念館蔵）
＊日の丸の誕生
1854・安政 1 年、幕府は日本船と外国船との見分けの
ため、日本の船に日の丸の幟を掲げることを命じた。国旗
としての定めはなかったが、これが日の丸の起源と言われ
『日本人義勇軍行進図』
る。なお徳川幕府初期にタイに渡った山田長政はタイ王室
ワット・ヨム寺院壁画より
に日本人部隊として従軍したときに日の丸のデザインの旗
を掲げていた。
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②朝廷に対する国民の意識
国民の大多数は、足利尊氏が後醍醐天皇から政権を奪い京都室町に幕府を開
いた 1336 年から 1868・明治元年までの約 530 年間、朝廷が存在していたとい
うことすら忘れていた。ところが武士階級の中には、尊王思想が綿綿と受け継
がれていた。はるか南北朝時代（室町時代初期から約 60 年間の足利幕府時代）
に北畠親房が書いた「神皇正統記」を水戸黄門の名で知られる徳川光圀（1628
～1701）が再評価し、それを基に水戸藩で執筆が続けられた「大日本史」の刊
行が大きな原動力になっていた。
③公武合体論の台頭
幕府首脳はもはや後には引けない。次の手を打たねば幕府の岩盤が崩れかね
ない。どうしよう？ということで打った手が公武合体論であった。将軍をトッ
プに据えて朝廷、有力大名たちをまとめて新しい開国日本を運営していこうと
いう構想であった。これを契機に諸大名、有力浪士たちからもいろいろのアイ
デアが出され、議会制度をベースに公武合体を唱える公儀政体論が主流となっ
ていった。この主張の背景にはあくまで徳川家を中心とする政府構想があった。
山内容堂、松平春嶽、西周、坂本竜馬などが唱えていた。
山内容堂（1827・文政 10 年～1872・明治 5 年）は第 15 代土佐藩主。「酔え
ば勤皇、覚めれば佐幕」と揶揄されながら、第 14 代福井藩主松平春嶽、第 8 代
宇和島藩主伊達宗城、第 11 代薩摩藩主島津斉彬とともに幕末の四賢侯と呼ばれ、
幕末の動乱を左右する人物であった。勤皇を標榜しながら、幕府の恩を捨て切
れず、徳川中心の公武合体を主張し続け、尊王討幕派から煙たがられた。
松平春嶽（1828・文政 11 年～1890・明治 23 年）は、第 8 代将軍徳川吉宗の
次男宗武を家祖とする田安家の後裔。福井藩主として英名ぶりが知られ、幕末
に四賢侯の一人と言われた。横井小楠、由里公正などが配下で活躍。一時は福
井藩でまず日本を乗っ取り、その後新政府を作るという動きまでみせた。朝廷・
幕府との関係では公武合体派であった。
西周（1829・文政 12 年～1897・明治 30 年）は津和野藩ご典医の子孫。1862・
文久 2 年、榎本武揚らとオランダに留学。帰国後徳川慶喜の側近として活躍し、
公武合体のために働いた。
坂本竜馬（1836・天保 7 年～1867・慶應 3 年）は、土佐藩下士出身。脱藩を
繰り返した後、土佐勤皇党の武市半平太の下で尊王攘夷運動を続けていたが、
勝海舟の説に感銘し、開国派に転じ、紆余曲折を経て薩長同盟を成立させ、結
果明治維新に至る過程で重要な役割を果たした。彼の提案とされる「船中八策」
は維新政府の基本綱領と類似している。彼が作成したとされる「新官制疑定書」
に公武合体の思想が見られる。
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④討幕派の巻き返し
これに対し、長州藩、薩摩藩、土佐藩および反幕府派の公家たちを中心に討
幕思想が醸成され次第に有力な勢力となっていく。中でも長州藩と薩摩藩は、
徳川幕藩体制の中で 260 年余、外様大名として江戸から最も遠い九州、中国地
方に追いやられ、比較的大きな所領を与えられたものの、幕政からは遠ざけら
れていた。幕府は彼らを監視するために幕府により親藩と見なされていた大名
たちをこれら外様大名たちの周辺に配置して、監視を続ける体制をとっていた。
土佐藩は外様大名のうちに入っているが、徳川に忠実な山内氏の所領であった。
しかし藩内に豊臣時代の領主長曾我部氏の臣下たちを抱え、士族層は山内系の
上士と蜂須賀系の下士に二分されていた。
徳川幕府は、大名監視政策の中で、しばしば国替え・転封を行い、大名たち
を移動させたが、長州藩の毛利氏、薩摩藩の島津氏、土佐藩の山内氏は一度も
転封命令を受けることなく幕末に至っている。そのこともあってか、例えば薩
摩藩、長州藩とも財政は比較的豊かであったようだ。薩摩藩は琉球貿易で、長
州藩は朝鮮との交易で、幕府に知られない財を蓄積していた。
幕末の開国問題に直面して、藩の内部で大きな動きをみせたのは、これらの
三藩であった。とりわけ各藩の中堅士族たちが、藩という枠を乗り越えて、日
本国の危機を救うために動き始める。各藩の藩主たちは長年の徳川幕藩体制の
中で徳川に対する忠誠意識がかなり強固になり、徳川中心の世界から簡単には
逸脱できなかったが、中堅の士族たちはそのような垣根をたやすく乗り越える
ことができた。各藩の動きは、当初、藩の内部での危機意識で始まった。
長州藩の場合、1600 年の関ヶ原の戦いの後、それまでの広大な領地（今の山
口県、広島県、島根県、岡山県にまたがる領地）を 4 分の 1 の 40 万石（山口県
相当）に減封され、徳川への恨みが藩の底流に流れていたようだ。しかしその
後新田開発などに努め、幕末には、実質 100 万石の収穫があったという。幕末
の相次ぐ外国船の来航や中国でのアヘン戦争などの情報もあり海防強化も行う。ま
た藩庁公認の密貿易で巨万の富を得ていた。
幕末、藩の幹部は公武合体説、吉田松陰の弟子たちは尊王攘夷に傾斜していった。
吉田松陰という歴史上でも稀有な人物を生んだ長州という土地は
興味深い。彼と彼の弟子たちがいなければ、幕末の日本は別の形を取
っていたかもしれない。
吉田松陰、高杉晋作、井上馨、山縣狂介、伊藤俊介などが幕末・維
新の原動力の大きな一派となった。
吉田松陰像
吉田松陰（1830・文政 13 年～1859・安政 6 年）は、長州藩士
（山口県文書館蔵）
杉百合之助の次男として生まれる。その後叔父の吉田大助の養子と
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なり、5 歳のとき大助が死亡したため当主となった。叔父の玉木文之進から、5 歳
であっても当主だと厳しい指導を受け、耐えた。11 歳で藩主毛利慶親への御前講義
で才能を認められ、藩の中で重要な役割を担った。1854 年・嘉永 7 年、外国への
密航を試み失敗、牢獄につながれた。その間、松下村塾の塾頭になり、久坂玄瑞、
高杉晋作、伊藤俊介（博文）などを教えた。1858・安政 5 年の安政の大獄で、翌年
死刑となる。辞世の歌、「かくすれば、かくなるものと知りながら、やむにやまれ
ぬ大和魂」を残した。そのほか、松陰は多くの言葉を残している。
たとえば、下記は 1 例。
「死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし
生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし」
1860・万延元年の井伊直弼の桜田門での暗殺から、1868・慶應 4／明治元年の８
年間、京都・江戸を中心に公武合体派と尊王攘夷派の確執が続く。抗争は幕府と長
州藩の対立を中心に展開する。
それまで京都の御所は会津藩、長州藩、薩摩藩などの藩兵に守られていたが、1863
年 8 月 18 日に長州藩兵と尊王攘夷で過激派と見なされていた公卿たちが、会津藩
と薩摩藩の藩兵たちに追い出され、公卿たちは長州藩士たちとともに長州に落ち延
びた。翌年長州藩は再度京都へ出軍するが蛤御門など各所で敗退、結果幕府による
第 1 次長州征伐（11 月）に至る。その間、長州は下関海峡で英米仏蘭の 4 国連合
艦隊とも戦い降伏した。結果長州藩内では守旧派が勢力を握った。
1865 年 1 月、高杉晋作率いる遊撃隊と伊藤俊介の力士隊、高杉が組織
していた奇兵隊が立ち上がり、守旧派を壊滅させた。ここから長州藩
の反撃が始まる。土佐の浪士坂本龍馬は時代の流れ読み、薩摩と長州
に同盟を結ばせる。お蔭で長州藩は薩摩藩経由最新式の兵器・軍艦を
購入し、軍事力を強化できた。しかし幕府はそれを無視して第二次長
高杉晋作

州征伐を開始（1866・慶應 2 年 6 月～8 月）結果、幕府軍側の敗北と

なる。その間に徳川家茂が死去、12 月に慶喜が第 15 代将軍となり、徳川幕府主導
の公武合体運動を推進し、朝廷・雄藩の方向がほぼその線で固まりか
けたとき、西郷隆盛の画策で反幕派が巻き返し、幕府側がこれに巻き
込まれ、1868・慶應 4 年１月の幕府対反幕府派による鳥羽伏見の戦

いから始まる戊辰戦争となった。討幕派＝新政府側の勝利が確定す
ると、新政府は王政復古の大号令を発令し、ここに明治維新が実現
西郷隆盛
した。
ここから始まる明治憲法時代の 67 年間は、当初新しい日本の形を決めるため
に、日本人の誰もがかなり自由に発言し、ああでもない、こうでもないと暗中
模索しながら、次第に天皇制という体制に収斂していき、富国強兵政策が功を
奏し、ついには世界に伍する大国へ登りつめた時代である。王政復古⇒５箇条
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の御誓文と並行して、しばらくの間、日本に百花斉放・百家争鳴の時代がきた
ことは世界史的にも注目に値する出来事といえようか。
Ⅴ．明治憲法時代
＊時代区分の概要
私のニューアングルでの時代区分では、1868 年から 1945 年 8 月 15 日までのお
およそ 78 年間続く激動の時代であり、これをいくつかの期間に区分けしてみた
のが、以下の 5 期である。
１．第１期 1868 年・明治元年～1881・明治 14 年
（明治維新から明治 14 政変まで）
２．第２期 1881・明治 14 年～1889・明治 22 年
（明治 14 政変から明治憲法制定まで）
３．第３期 1889・明治 22 年～1909・明治 42 年
（明治憲法制定から伊藤博文暗殺まで）
４．第４期 1909・明治 42 年～1931・昭和 6 年
（伊藤博文暗殺後から満州事変・軍閥台頭まで）
５．第５期 1931・昭和 6 年～1945・昭和 20 年 8 月 15 日
（満州事変・軍閥台頭からアジア太平洋戦争敗戦まで）
この区分は現在使われている明治時代・大正時代・昭和時代という区分と、
かなり異なるが、これはあくまで私のニューアングルでの区分けである。私は
このようように分けて日本の近代・現代を読むほうがはるかに理解しやすいと
思い、また外国人にもわかりやすいのではないかという理由で選んでみた。
区分けの基準は、日本の政治外交上の潮流の変化を中心に読み取った結果の
区分である。もちろん区分け方はほかにもあるだろう。たとえば経済的現象を
中心にみる見方、文化の潮流を中心に区分けする方法とか。私が政治外交から
時代区分、時期区分をしたのは、一国の歴史の大きな流れはやはり国の方向を
決める政治外交分野であり、これを主流とするのが一番わかりやすいと考えた
からである。そうなれば明治時代に成立した大日本帝国憲法＝明治憲法が国の
基本となっていた時代は、明治憲法を創る母体となった明治政府の成立を始ま
りと捉える見方を採用して、明治憲法が実質的に有効に機能してきた期間すべ
てをひとつの時代として観察するという方法が試みられてもよいのではないか
と思ったのである。
以下まずニューアングルでの明治憲法時代の５期間について概略する。
第１期：1868・明治元年～1881・明治 14 年：この時期は疾風怒濤時代とか
百家争鳴時代とかいう表現を借りるのがふさわしいほど、国全体が沸騰し、士
族階級中心に今後の国のありかたについて、自由な意見表明が行われた時期で
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あった。福沢諭吉の「西洋事情」（1867・慶應 3 年創刊）に代表されるような
欧米事情についての情報がどんどん紹介され、国民は、天皇中心の国になった
とはいえ、政治体制には英国流、ドイツ流さらにはアメリカ流、フランス流ま
であると知り議論し合った。国全体の動きは廃藩置県、士族反乱などで大きく
揺れたが、国民全体は国がどのような方向へ向かうのか見つめることができた
時期であった。これが大隈重信が政府を追われる 1881・明治 14 年まで続いた。
第２期：1881・明治 14 年～1889・明治 22 年：天皇中心国家への道が優先さ
れ始めた時期であった。大隈重信が提唱した英国流立憲政治＝議院内閣制への
道が排除され、明治政府による天皇制国家確立の方策が検討され、具体化して
いく過程の時期であった。
伊藤博文が中心となり、憲法制定作業が進められていった。
第３期：1889・明治 22 年 2 月 11 日「大日本帝国憲法」（明治憲法）が発布
されてから、1909・明治 42 年 10、伊藤博文がハルピンで暗殺されるまでとし
た。この期間は明治憲法の条項に従い政治が行われた時期である。強大な天皇
大権を規定した明治憲法の各条項が日本の政治を決めていった。当然憲法を策
定した伊藤博文が中心となった。彼は明治憲法の中身を最もよく知る政治家で
あり、明治天皇は彼に万全の信頼を置いた。伊藤は憲法の問題点をも知る唯一
の人物で存命中問題点の一部修正を試みたが失敗した。彼は天皇大権を軍の統
帥権をも含め、内閣のコントロール下に置くことによって、明治政府が国を順
調に運営できるようしようと試みたのである。しかし、これに軍部が反対し、
その後伊藤の死によって立ち消えとなった。
第４期：1909・明治 42～1931・昭和６年。日清・日露の両戦争に勝利した日
本は、韓国併合、第一次世界大戦の勝利を経て、帝国陸海軍の力が益々強大化
し、政府＝内閣が軍部をコントロールすることが不可能な状況が徐々に現実化
し始める時期である。とりわけ中国東北部（満州）の支配権を確立し軍政を布
いた軍部の暴走を政府が追認する形で、日本全体が帝国主義の様相を呈するよ
うになった。これが満州事変まで続いた。
第５期：1931・昭和 6 年～1945・昭和 20 年 8 月 15 日。軍部主導の時期であ
る。明治憲法の天皇大権を軍部が十全に活用し、時の内閣をも事実上支配下に
置き、陸海軍の中堅幹部が日本の方向を決めるという日本の歴史始まって以来
の軍国主義国家が現出した。陸海軍の中堅幹部が政府の意向を無視して、彼ら
の信じる方向へ国を動かしていくという例は世界の歴史の中で探してみても、
どこにも見当たらない。これは日本歴史の明治憲法時代の第５期だけに生じた
現象かもしれない。その間並行的に国際社会では欧州でドイツ・イタリアを中
心にファシズムが台頭、日本はこれに呼応する形で米英仏蘭などの連合国に宣
戦しアジア太平洋戦争から敗戦にいたる。
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１．第１期

1868・明治元年～1881・明治 14 年
（明治維新から明治１４政変まで）

＊概要
日本国最後の内戦「戊辰（ぼしん）戦争」を経て、明治維新の時代が始まる。
戊辰とは干支の暦で 1868 年（慶應 4 年・明治元年）のことを指す。
この第１期約１４年間は、徳川幕府軍と京都朝廷軍間の内戦の結果京都朝廷
軍が勝ち、革命ともいえる新時代が始まった初期であり、新政府を中心に全国
民を巻き込んで、新しい体制への模索が続いた時期であった。
徳川幕藩体制を版籍奉還⇒廃藩置県という荒療治により解体させ、明治新政
府による中央集権国家を造り上げたが、その過程でいろいろの混乱が発生し、
それらをひとつひとつ克服していった。
中央政府、地方政府の組織は目まぐるしく変わり、国の形を決める基本法＝
憲法をどう決めるかも百家争鳴の様相を呈した。
明治元年４月の５箇条の御誓文は、天皇政府を宣言したが、同時に万機公論
で政治を決めるとも宣言した。この宣言は国民の誰でもが発言自由という空気
を全国に蔓延させ、この期間は言論の自由が国民の間に醸成していった。西洋
の文物がどっと押し寄せ、自由・独立・平等などの思想が福沢諭吉をはじめ多
くの知識人たちの出版物で紹介された。たとえば福沢諭吉は 1867・慶応 3 年に
「西洋事情」を出版し、その中で世界の国家体制には君主制から民主政までい
ろいろあることを紹介している。
士農工商という区分けが廃止され、代わりに四民平等が国の基本となった。
しかし、これには注釈が必要で、皇族・華族・士族・平民（含、被差別民）と
いう新しい区分けになったという説もあるようだ。
憲法論議も盛んで、この期間に 60 有余の私擬憲法が発表された。並行して、
明治政府は天皇政府の体制確立のための布石を暗中模索の中から徐々にひとつ
の方向へ固めつつあった。
政治中枢は太政官制度から内閣制度へ移行していく。
徴兵制度確立により武士階級から国民の軍隊への移行を進めた。
全国共通の教育制度を制定した。
地租改正による政府税収の確定作業が進んだ。
明治政府は赤字財政からスタートし、当初、不換紙幣の増発と国内債務の切
り捨てなどで国を運営せざるを得なかった。
平行的に、国内で流通していた複数の紙幣や金貨、銀貨が徐々に統一され、
単一通貨への統一が試みられる。
中央政府の幹部たちは、明治天皇を頂点に公家からの有力者及び薩摩、長州、
土佐、肥前、佐賀中心の藩士たちで構成されていたが、優柔不断の公家たちは

23

徐々に排除され三条実美、岩倉具視など少数が中央に残った。士族出身の政治
家たちも藩の都合や各自の思想の違いから絶えず入れ替わった。
在野ではつとに自由民権運動が開始されていた。
明治６年の征韓論を境に西郷隆盛らが野に下り、明治 10 年の西南戦争後、憲
法論議の渦中で明治 14 年に大隈重信が野に下り、維新の疾風怒濤のなかでの自
由・平等の時代に一応の終止符が打たれる。
（１）第１期での政治外交分野の出来事
①体制の大きな変革
1868・慶応 3 年１月３日、王政復古の大号令の後、同年の慶応４＝明治元
年４月８日に、５箇条の御誓文が明治天皇により示された。その内容は以下の
通りである。（由利公正起案、福岡孝弟修正、木戸孝允再修正）
＊広ク会議ヲ興シ 万機公論ニ決スベシ
（広く会議を開いて、国のことはすべて、国民全体で決定していこう）
＊上下心ヲ１ニシテ 盛ニ経綸ヲ行ウベシ
（上に立つ者と一般国民が心をひとつにして 国家運営を推進しよう）
＊官武一途庶民ニ至ル迄 各其志ヲ遂ゲ 人心ヲシテウマサラシメンコ
トヲ要ス
（国民それぞれが、各自の目的を持って刻苦勉励しよう）
＊旧来ノ陋習ヲ破リ 天地ノ公道ニ基クベシ
（古い悪習を破り 国内法・国際法に基づき国を運営していこう）
＊智識ヲ世界ニ求メ 大ニ皇貴ヲ振起スベシ
（知識を世界に求め、おおいに天皇中心の国家を築いていこう）
以上である。
徳川時代の体制と風習を改めて、国民全体で話し合いをベースに国を再建し
て行こうではないか。広く世界に情報を求め、天皇政治の基礎を定めようでは
ないか。すなわち、天皇制を回復し、全国民が協力して日本国を築いていくと
いう高遠な理想が述べられている。
徳川時代からの大きな転換と変革がここからスタートしたのである。
徳川時代の２６０余年間、国の法律はすべて幕府が決め、士農工商に区分け
された国民は幕府の仰せに従って生活することを強制されていた。それでも、
太平の世は大きな戦乱から免れ、鎖国の中で人々の生活は階級によって大きな
差異はありながら、日々の生活を生き、社会全体が徐々に発展していったので
ある。しかし、世界からは孤立していた。幕末にこの状態が崩れ、英米仏蘭露
などとそれぞれ条約を結び、世界との交際が始まったのである。
しかし、五箇条の御誓文とほぼ同時に貼り出された全国各地の高札「五榜の掲
示」では、徳川幕府時代の禁制と新時代の精神が混交していた。
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第一札:五倫道徳遵守、第二札:徒党・強訴・逃散禁止、
第三札:切支丹・邪宗門厳禁、第四札:万国公法履行、第五札:郷村脱走禁止
とあり、キリシタン禁制は継続された。
京都での五箇条の御誓文発布と同じ時期、江戸（東京）では、新政府軍の江
戸城攻撃を前に、西郷隆盛（42）と勝海舟（46）の会合で江戸城無血開城が決
まった。
②遷都、版籍奉還から廃藩置県へ
新政府首脳は新しい日本を建設するための多くの課題に直面した。
京都の御所を中心に三条実美、岩倉具視、木戸孝允、西郷隆盛、大久保利通、
広沢真臣、後藤象二郎らが協議を行い、次のような施策を打ち出していった。
（ア）遷都＝京都から東京へ
1868・明治元年 10 月、天皇が東京に移り、1869・明治２年に政府が京都から
東京へ移された。背景に京都の公家社会から天皇を引き離し、天皇を士族中心
の新政府の中心に据える必要があったようだ。
（イ）版籍奉還
全国の大名たちが、自分たちの領地＝版図と領民＝戸籍、つまり版籍を天皇
へお返しします、ということで、1869・明治 2 年 6 月から始まった。
戊辰戦争の結果、新政府は徳川家と旗本の直轄地約 800 万石を領有すること
ができ、これを府県と呼んだ。しかし、そのほかの土地は形の上では明治政府
に版籍は奉還されたものの、諸大名が全体で約 2400 万石を管轄するという状況
は変わらず、領地領民は諸大名の支配下に残されていた。日本国内に、府県藩
のいわゆる三治が併存する状態だった。
（ウ）廃藩置県断行
版籍奉還後、明治政府は全国の大名に対して、彼らが支配していた領民と土
地の明細を提出させ、並行して今後の方向を決めるための国法会議を諸藩の関
係者を参加させて何回も開き、名実を伴った中央集権体制への道を探った。
これら諸会議を基に 1871・明治 4 年 7 月、中央集権化を意味する廃藩置県が
断行された。版籍奉還から約２年経過していたが、その間に経営の成り立たな
い弱小の藩から県への編入希望が続出したが、他方薩摩藩、長州藩、土佐藩な
ど維新に功労のあった諸藩は明治政府の中央集権化に抵抗していた。
それゆえ明治政府は極秘のうちに廃藩置県を抜き打ち的に行った。
藩主たちは家族とともに東京への移住を命ぜられ身分は華族に列せられた。
家来たち藩士卒は無職の状態で放り出された。武士無用の時代になったのであ
る。各県には中央から藩とは無関係の県知事が送り込まれた。並行して、武士
たちが藩から得ていた収入＝秩禄を徐々に減らし、数年かけてゼロにしてく「秩
禄処分」が進められ、その代り商工業などの職業を自由に選べるようにした。
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版籍奉還⇒廃藩置県移行については、伊藤博文の郡県制の主張「兵庫論」が
早期から政府首脳に影響を与えていたと言われている。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・明治元年の時点
で、新政府は各藩の処遇について、確たる具体的な方策が定まらず、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。その骨子は、
＊郡県制度を布く。（中央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。であった。
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
伊藤博文
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、生命の危険にも晒された。（「伊
藤公夜話」より）
けれども現実には、伊藤の建白書の通り、政府首脳はまず薩長土肥四藩から
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、これが全国的な
廃藩置県にいたった。私はこの動きを戊辰戦争に続く第２の革命、しかも無血
革命であったみる立場に同調する。伊藤は戊辰戦争での活躍はなかったが、第
２の革命では用意周到な立ち回りを行った。
③新体制模索の経緯
王政復古の大号令は、岩倉具視らによって、建武の中興への復帰ではなく、
我が国発祥の昔、神武天皇への回帰とされたが、その後の５箇条の御誓文では、
公儀輿論と天皇政治が並立して唱導された。新体制の指導者たちは、この両者
の調整に紆余曲折を繰り返していく。
1868・明治元年 6 月 11 日、佐賀藩士副島種臣、土佐藩士福岡孝弟執筆になる
「政体書」が制定された。これはアメリカ合衆国憲法と福沢諭吉の西洋事情な
どを参考に書かれたもので、明治政府はこの案を採用しこれを基に政府の体制
を築くこととした。すなわち、
第１条：5 箇条の御誓文を国家の基本方針とする。
第２条：太政官への権力集中。
第 3 条：立法・行政・司法の 3 権分立。立法官と行政官の兼職禁止。
などが骨子であった。この太政官制は立派な 3 権分立の制度であったが、実際
の運用はこの通りに行かなかったらしい。
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1871・明治 4 年の廃藩置県後、太政官を正院、左院、右院にわけた。その後
数回の修正を経ながら 1885・明治 18 年の内閣制度の発足まで続いた。
征韓論事件の明治 6 年政変（後述）で在野勢力となっていた板垣退助、後藤
象二郎らが、1874・明治 7 年 1 月、民選議院開設を要望して建白書を政府に提
出、自由民権運動の端緒となった。これに対し政府は明治天皇の詔書として翌
年に「立憲政体の詔書」布告し、段階的に立憲政体を立てることを宣言した。
これを契機に、民間で憲法論議が盛んになり、1877・明治 10 年の西南戦争を
間に挟んで、1881・明治 14 年ごろまで実に 60 近い私擬憲法草案が提案された。
その中で、土佐藩士出身の植木枝盛の「東洋大日本国々憲案」は民主主義を基
本とした憲法案であったことが知られている。明治政府も政府首脳たちに立憲
体制についての具体的提案を出すよう求め、参議たちは各自の見解を天皇に提
出した。
この時期はまさに、これからの日本の政治体制をどの方向に定めるべきかが、
かなり自由に論議された時期であった。
④岩倉使節団
戊辰戦争が集結し、版籍奉還、廃藩置県への制度
移行が進行する中で、新政府の地盤が一応固まった
ことを背景に新政府による使節団を欧米に派遣する
アイデアが大隈重信から発案され、当初は小規模の
使節団を予定していたが実際には 107 名の大型使節
団となった。1871・明治 4 年 11 月から 1873・明治 6
年 9 月まで延べ１年 10 カ月の外国訪問となった。
山口尚芳 伊藤博文
大隈は明治政府顧問のグイド・フルベッキの進言から
木戸孝允 岩倉具視 大久保利通
使節団派遣を思いついたと言われている。
特命全権大使 岩倉具視 副使 木戸孝允 大久保利通 伊藤博文 山口尚
好 以下 １等書記官 ２等書記官 ３等書記官 ４等書記官 大使随行 理
事官随行（計 42 名）留学生（計 32 名）随員ほか 29 名。 注目されるべきは、
比較的若い 30 歳の伊藤博文が副使の立場を得たことである。彼は版籍奉還、廃
藩置県の推進役であり、新政府内でも高く評価され、とりわけ岩倉具視の厚い
信頼を得ていた。
使節団の発案者大隈重信は留守居役にまわった。
訪問の目的：－
＊条約を結んでいる欧米各国を訪問し、
元首に国書を提出する。
＊徳川幕府と諸外国間の不平等条約改正
（条約改正）のための予備交渉を行う。
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＊西洋文明の調査。などであった。

訪問国は、アメリカ（8 カ月）英国（4 カ月）
フランス（2 か月）ベルギー、オランダ、ドイツ
（3 週間）ロシア（2 週間）デンマーク、スウエーデン、イタリア、オーストリ
ア、スイスの 12 か国。帰途にスエズ運河経由紅海を経て当時のセイロン、シン
ガポール、サイゴン、香港、上海などに立ち寄り帰国した。
アジア諸国の中で、最初に欧米に伍して近代化を開始した日本国が政府首脳
や留学生を含めこのように多数の人々に欧米諸国の状況を視察し学ばせた意義
は大きい。周知のとおり、その中からその後の日本を背負い活躍した人々が多
数輩出した。使節団の中には、津田うめ（9 歳）、山川捨松（12 歳）など十代
の子女も含まれていた。津田うめは津田塾大学の創設者であり、山川捨松は大
山巌夫人となり鹿鳴館時代の花形となった。
⑤征韓論から西南戦争へ
（ア） 明六の政変
朝鮮半島は日本国にもっとも近い外国である。それゆえ古代からいろいろの
交流が続いていた。多くの朝鮮民族の人々が日本に渡来し住み着いた。５３８
年の仏教公伝は百済からもたらされた。中国文化渡来の経由地でもあった。
豊臣秀吉時代では、明を攻略する取っ掛かりとして秀吉の軍勢が朝鮮半島を攻
略した。室町時代から徳川時代には朝鮮通信使が不定期に来日した。鎖国政策
をとっていた徳川時代でも朝鮮半島との交流は続き、1392 年成立の李氏朝鮮は
徳川将軍の代替わりのタイミングでその都度通信使を派遣していた。
それゆえ明治新政府は当然の手続きとして、李氏朝鮮に対し徳川幕府から明
治政府への変更を通知したが、李氏朝鮮側はこれを受け付けず膠着状態が続い
ていた。
タイミングが悪いというべきか、問題は岩倉使節団外遊中に発生した。
政府首脳は岩倉使節団出発にあたり、その間政府首脳は大きな問題には留守
組だけで決めることをしないことを取り決めていた。
李氏朝鮮側の対日態度は日を追うに従い益々硬直化し、李氏朝鮮政権中枢の
興宣大院君は 1873・明治 6 年 6 月“日本人と交際する者は死刑に処す”という
布告を出した。これに対し明治政府の留守組は対策を協議し、西郷隆盛を李氏
朝鮮を説得するための遣韓大使として派遣することを仮決定し、9 月に帰国した
岩倉たちの同意を求めたが、岩倉たちは時期尚早として反対した。
留守組の首脳たち（西郷隆盛、板垣退助、江藤新平、後藤象二郎ら）はこれ
を不満として、一斉に下野した。「明六の政変」と言われる。
＊西郷隆盛（1827～1877）は薩摩藩士出身。下級武士ながら藩主島津斉彬に
認められ、配下として活躍。斉彬死後、島津久光と折りが合
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わず、苦難の時期を過ごし、小松帯刀や大久保利通の後押しで復帰、薩長同盟、
王政復古、戊辰戦争で頭角を現わした。
＊板垣退助（1837～1919）は、土佐藩上士乾正成の嫡男。根っから
の討幕派で、薩摩と密約を結ぶ。公正な価値観の持ち主で、維新後会
津藩の名誉回復に努めた。明治維新後、政府要職を経て自由党党首。
＊江藤新平（1834・天保 5 年～1874・明治 7 年）は、
佐賀藩士出身。戊辰戦争に従軍。維新では、東京遷都を
提言。国家機構の整備に従事、持論で近代的な集権国家・
板垣退助
四民平等・英仏のような三権分立を主張、政府首脳と対
立した。
江藤新平
＊後藤象二郎（1838・天保 9 年～1897・明治 30 年）は、
土佐藩上士出身。山内容堂の下で大政奉還に尽力、明治政府では参議
となった。明六政変で下野後、板垣の愛国公党に参画、民選議院設立
後藤象二郎
建白書署名の 1 人となった。
（イ）佐賀の乱から西南戦争へ
明六の政変は翌年から約４年間の日本国最後の内乱を惹起することとなった。
江藤新平主導の佐賀の乱、前原一誠主導の萩の乱、西郷隆盛主導の西南戦争
などである。いずれも失業した士族たちの不満がその原因となった。
政府側には 1871・明治４年に発足した大日本帝国陸軍、1872・明治 5 年に発
足した大日本帝国海軍がすでに機能しており、国民の軍隊がこれらの乱・戦争
をなんとか収拾した。大村益次郎が提案し、その後明治政府に引き継がれた国
民中心の軍隊が士族の反乱に勝利したのである。
⑥明治 14 年政変
征韓論を契機として発生した政府の分裂から、板垣退助らの愛国公党による
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・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。
明治天皇は、政府首脳である参議からも憲法案を提出させることとした。各
参議はそれぞれの構想を天皇に示した。1881・明治 14 年、大隈重信参議はイギ
リス流の議院内閣制の設置を提案した。この提案はほかの政府首脳たちにかな
り唐突なの印象を与え、中でも岩倉具視や伊藤博文を中心とするグループが猛
反対し、結果大隈参議は下野せざるをえなかった。
大隈重信は 1838・天保 9 年佐賀藩士大隈信保の長男として生まれた。藩校弘
道館で 16 歳のころ葉隠に基づく儒教教育に反発、藩校改革運動を主導した。蘭
学に転じ 23 歳のとき藩主鍋島直正にオランダ憲法を進講した。当時宣教師とし
て来日していたグイド・フルベッキから英語を学んだ。新約聖書やアメリカ独
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立宣言に影響を受けた。幕末、尊皇派として活躍し、明治維新
後、薩摩の小松帯刀の推薦で外国との交渉係となり、さらに通
貨の整理などに参画、下野直前は参議兼大蔵卿だった。福沢諭
吉とも親しく、参議として提案した憲法案も福沢の部下だった
佐野常民が書いたと言われる。しかし、この憲法案の提出をほ
かの参議たちに内緒で天皇側近の有栖川宮熾仁親王に見せた。
このやり方に伊藤博文らが反発したことが大隈排斥のもう一つ
大隈重信
の原因と言われている。
その後早稲田大学を創始した大隈の偉大さは評価されるべきだが、明治政府
における大隈の行動は、ときに唐突感が見られ、周囲からはらはらさせられる
部分があったようだ。
⑦国内の治安対策と防衛政策
（ア）警察制度確立
徳川時代の警察に相当する役所としては、江戸に町奉行所があり、与力・同
心が警察官に相当した。与力・同心の数は江戸総人口約 100 万人に対して 30 人
と少なく、手下として役人ではない岡っ引、下っ引と呼ばれる非公認の協力者
を使っていた。岡っ引は約 500 人、その手下の下っ引を含め計 3000 人くらいい
たと言われている。
明治維新になり東京の治安は当初諸藩の藩兵が担当してい
た。その後、薩摩藩出身の川路利良が 1872・明治 5 年に欧州
出張、主にフランスの警察制度を導入して、1874・明治 7 年
に警視庁を創設、初代長官に就任した。
（イ）国民軍の創設 1871・明治 4 年 2 月、長州藩出身の大
村益次郎の進言により、明治天皇の御親衛兵として、薩摩・
大村益次郎
長州・土佐藩の兵約１万人の軍隊が創設された。
国民軍創設
1873・明治 6 年に徴兵制度が布かれ国民皆兵の時代に入った。
⑧第１期における外国との関係
（ア）欧米諸国との関係
ａ．明治政府が日本の正統政府であるという宣言
明治元年１月、新政府は英国はじめ諸外国に対して新政府の宣言を行い、これを
米英など諸外国が認め、国際的にも明治政府が公認された。この過程で伊藤博文が
活躍している。明治元年初めごろ、戊辰戦争は続いており、新政府ができたという
ものの各藩は依然存在していた。長州にいた伊藤が兵庫＝神戸にきてみると、外国
人が占領していて日本人が入れなくなっていた。そこで伊藤はパークス英国公使に
会いに行った。兵庫で備前藩の大名行列を外国人が横切ったため備前藩の武士が発
砲したので居留地の外国人たちが応戦、兵庫は外国人たちが占領した。
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パークスは伊藤に対して「新政府は日本の正統な政府なのかどうか、まだ挨拶に
も来ない」と文句を言った。そこで伊藤は政府首脳に会い新政府の宣言を作り、急
ぎ各国公使たちに渡した。これにより諸外国は新政府を公認した。その際、パーク
スは備前藩の責任者を処罰せよと要求、朝廷は備前藩の責任者の処罰を命令した。
備前藩の瀧善三郎が自ら名乗り出、外国人たちの見守る中で古式に則って割腹し介
錯を受けた。これが英国の外交官ミッドフォードによって世界に紹介された。
もっとも維新前でも、幕府は外国人を不当に殺害した日本人に対して、外国人の
面前で斬首の刑に処している。切腹もあったようだ。しかし諸外国の使臣を前に厳
かに行われた切腹は瀧善三郎が初めてであったようだ。アーネスト・サトウはミッ
ドフォードがこの件の野蛮性を強調して、武士の作法の面を強調しなかったことを
批判している。（アーネスト・サトウ著「一外交官の見た明治維新」）
ｂ．条約改正問題；日米修好和親条約他諸外国との不平等条約を改正する交渉は岩
倉使節団派遣から始まった。
（イ）アジア諸国との付き合い。
Ａ．日清修好条規（にっしんしゅうこうじょうき）
1871・明治４年 9 月、天津で日本と清の間で初めて結ばれた対等条約。
日本代表：伊達宗城、清国代表：李鴻章
李氏朝鮮との国交が順調に進んでいない中で、日清双方がともかく条約を結んで
交際しようと手軽に結んだ条約であった。日清戦争まで効力が続いた。
Ｂ．台湾出兵：1871・明治４年、台湾に漂流した琉球御用船乗組員たちが台湾先住
民によって虐殺される事件が起こり、清国は管轄外として関与せず、日本はこれを
利用して、当時日中両国の支配下にあった琉球の日本領化を狙い 1874・明治 7 年
台湾に出兵鎮圧。これが琉球の日本領土化、沖縄県の設置となった。
Ｃ．江華島事件：1875・明治 8 年、朝鮮の首府漢城（ソウル）の北西岸、漢江の河
口に位置する江華島(現仁川広域市江華郡)付近において日本と朝鮮の間で起こった
武力衝突事件である。朝鮮西岸海域を測量中の日本軍艦雲揚艦が、江華島、永宗島
砲台と交戦した。
Ⅾ．日朝修好条規：1876・明治 9 年、江華島事件を契機に締結された。朝鮮側にと
って不平等条約であったが、これを契機に李氏朝鮮はアメリカ、イギリス、ドイツ、
帝政ロシア、フランスとも同様の条約を締結、開国を促進することとなった。
（ウ）日本人の外遊
Ａ．明治維新以前、徳川幕府は日米修好通商条約の批准書を交換するため、1860・
万延元年、遣米使節団を派遣した。勝海舟、福沢諭吉らが参加している。
Ｂ．1862・文久２年、幕府はオランダへ留学生を派遣した。
（榎本武揚、西周、津田真道ら）
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Ｃ．1863・文久 3 年、長州藩は独断で幕府に内緒で、伊藤博文、井上馨ら若者５名
を英国へ密航させた。
Ⅾ．1864・元治元年、新島襄、米国へ密航。アメリカに憧れ、キリスト教に興味を
持ち密航。アマースト大学で学ぶ。その間初代駐米公使森有礼により正式な留学生
として認可され、岩倉使節団の木戸孝允の通訳となる。
Ｅ．1865・慶應元年、薩摩藩遣英使節団（五代友厚、寺島宗則ら１９名）
Ｆ．1866・慶應 2 年、中村正直らを幕府が英国へ留学生派遣。
Ｇ．1871・明治 4 年、岩倉使節団欧米へ
以後、外国との交流が活発となった。
（エ）第１期に活躍した外国人たち

日米和親条約（1854・安政元年 8 月）、日米通商条約（1858・安政 5 年 6 月）
以来、日本における外国人たちの活躍が目立つようになった。英米仏など諸外
国を代表する人々である。このうちハリー・パークス英国公使、レオン・ロッ
シュ仏国公使、アーネスト・サトウ、グラバー、フルベッキなどの活躍が際立
っている。
Ａ．ハリー・パークス（1828～1885）：第 2 代駐日英国公使。
任期 1865・慶應元年～1883・明治 16 年。両親を幼少時に失い 13
歳で姉を頼って中国へ行ってから、東洋との関係が生まれた。中
国語に堪能。1865・慶應元年第 2 代駐日英国公使として着任。幕
末・明治の激動の日本で幕府・朝廷間の軋轢を中立を保ちながら
調停に努める。その過程で幕府の限界を見極め、薩長連合を中心
とする討幕派の勝利を見越した。米仏蘭各国の公使と協議し、
戊辰戦争への局外中立を宣言した。
パークス
明治維新後も明治政府要人に必要に応じてアドバイスと行った。
Ｂ．レオン・ロッシュ（1809～1901）：1863・文久 3 年～1868・
慶應 4／明治元年まで第２代駐日フランス公使を勤めた。長年
北アフリカで活躍し、アラビア語に堪能だった。日本語ができ
ないため、少数の通訳官を雇用したが、当時の日本の情報では
英国公使館に敵わなかった。４か国連合艦隊の下関攻撃に参加、
英国との協調路線を取っていた。しかし、英国とは異なり幕府
の再興に協力、製鉄所、造船所などの建設を支援した。
レオン・ロッシュ
Ｃ．アーネスト・サトウ（1843～1929）
：Sir Earnest Mason Satow
というれっきとした英国人。若いころから日本に憧れ、1862・文久
2 年来日、日本語を学び通訳官として活躍、1900・明治 33 年から
1906・明治 39 年まで駐日特命全権大使を勤めた。幕末・維新の日
本の激動期を体験し、「一外交官の見た明治維新」を書いた。幕末・
アーネスト・サトウ
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維新の幕臣、薩長などの討幕派、公家たちと親しく交わり、外国人の見た当時
の日本を克明に記録している。武田兼という内縁の妻との間に 2 人の男児がお
り、2 男の武田久吉は植物学者、日本山岳協会会長、尾瀬の保護に努め「尾瀬の
父」と言われている。
Ⅾ．トーマス・ブレイク・グラバー （1838～1911）：当時中
国で活躍していたジャーディン・マセソン商会の長崎代理店とし
て、1859・安政 6 年、長崎に「グラバー商会」を設立、生糸や茶
の輸出を行ったが、その後日本の政治的混乱の中で武器商人とし
て活躍した。長州藩の船舶・武器弾薬などの購入に協力、幕末の
討幕派を支援する立場になった。
グラバー
Ｅ．グイド・フルベッキ（1830～1898）：オランダ系アメリカ
人。宣教師として来日（1859・安政 6 年）、長崎に滞在。英語
塾を開設。大隈重信、副島種臣ほか幕末・明治初期の志士・政

フルベッキ

府高官たちを教えた。1969・明治 2 年、明治政府の要請で東京
に移り、大学設立に協力した。ネット上に紹介されたいわゆるフ
ルベッキの群像写真は維新の志士たちを撮ったものとして、話題

になった。
（オ）明治政府のお雇い外国人たち
殖産興業、政府体制整備などの助っ人として雇った。幕末から 1900・明治 33 年

の間に 3000 人弱の外国人を高給で招聘してきた。
アメリカ人では、札幌農学校教師ウィリアム・クラーク、北海道の農業発展に貢
献したケプロンが知られている。「ライスカレー」はケプロンの食事から始まった
と言われている。イギリス人では、鉄道建設に功績のあったモレルやニコライ堂や
東京駅舎を設計した建築家コンドルがいる。フランス人では約５割が軍事顧問だっ
たが、その他民法学者のプスケ、不平等条約撤廃に貢献したボアソナードなどがい
る。。ドイツ人ではメッケル少佐を陸軍大学校教官に任じた。ベルツをはじめとす
る医師や、地質学のナウマンなどが活躍した。オランダ人：海運が盛んな国であっ
たことから船員として働くものが多かった。また治水技術を多く学んだ。イタリア
人では工部美術学校のフォンタネージ、美術分野でのキヨッソーネらが活躍した。
当然経費が嵩むため日本人が彼らの知識・技能を習得すると外国人たちは帰国
させた。1871・明治 3 年ごろの明治政府高官の月給は三条実美が 800 円、岩倉
具視が 600 円だったが、外国人の月俸は 1,045 円から 600 円までと高額だった。
貨幣価値の比較は難しいが、当時の 1 円は今の 1 万円から 2 万円に相当すると
言われており、600 円は少なく見積もっても 600 万円になる。
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（２）経済社会面での出来事
①財政状況ー債務処理、秩禄処分、地租改正、通貨の管理
新政府の経済的基盤をどう築くのかは出来上がったばかりの明治政府の喫緊
の課題のひとつであった。新しい国家ができた以上、国の財産をしっかりと固
め、毎年の財政収支をしっかりと計算し管理しなければならない。
そのための具体策が、幕末での債務処理、秩禄処分、地租改正、通貨の管理
などであった。
（ア）債務処理
幕藩体制は明治維新のほぼ100年前から構造的欠陥を露呈し、財政的にも危機
状態にあったが、その後およそ1世紀近く存続した。
毎年の収入のほとんどを農民の生産するおコメなどの農産物から得ていたが、
幕府、諸侯の出費がかさみ、不足分は農民、商工業者への増税、貨幣の改鋳に
よる収益、各藩によるニセガネ、不換紙幣の乱発、富裕商人からの借入などで
賄ったきた。それに加え戊辰戦争で大きな出費があり、明治政府自身もおカネ
のやりくりに苦労していた。
廃藩置県の結果。これら徳川幕府時代の債務はすべて明治政府の処理対象と
なり、明治政府はできる限りこれら旧債務の切り捨て方針を打ち出し、結果内
国債務総額では 80%近くが切捨てられたと言われている。（これに対して、外国
債は 92.2%が現金償還されている）とばっちりを喰ったのが幕藩時代から大名・
武士たちに貸し付けていた札差などの金融業者で多数の業者が倒産した。その
後明治政府は残りの債務を、農民を中心にかけていた地租から国民全体への課
税へと変更し税収の増加を実現し、さらには輸出の振興を頼りに長期の期間を
かけて解消していった。
（イ）秩禄処分
士農工商の別なく四民平等の世になった限りは大名諸侯、武士階級を平穏無
事に解体し、彼らが得ていた収入を新政府に移行させなければならない。版籍
奉還で全国の大名の権利を新政府に移し、廃藩置県を断行する過程で、新政府
は秩禄処分に取り掛かった。
秩禄とは大名以下武士階級や準武士階級の公家・寺社分野の人々の収入のこ
とである。
幕府末における藩の数は大小取り混ぜて 270 前後と言われている。明治維新
後、武士階級は上下の別なくすべて士族と呼ばれるようになった。その数は約
200 万人であり、当時の日本の全人口約 3500 万人の約 6 パーセントであったが
収入面では国民所得の約 30 パーセントを取得していた。彼らの収入を明治政府
に移さなければ新しい国の経営はできない。そこで秩禄処分となったが、これ
は一言で理解するほどことは簡単ではなかった。明治政府のやったことは、今
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の言葉で置き換えれば、公務員にわずかの失業手当を渡して、別の仕事につく
ように言い渡して解雇してしまうということだった。中には明治政府に再就職
する者もいたが、大部分の士族は巷に放り出された。彼らは農業か商業か工業
かいずれかの分野で生きることになるがなにせ当時の日本の経済規模は小さく、
適当な職を得ることは容易なことではなかった。この秩禄処分という大事業を、
廃藩置県後数年間で完成し、直後に国を揺るがす騒動にならずに収めたことに
対し、当時日本に滞在していた欧米人たちから驚異の目で見られたようだ。あ
るイギリス人は「このようなことをヨーロッパで断行すれば、間違いなく戦争
になる」と政府要人に警告したと言われる。しかし戦争にならず、数年後に起
きた萩、佐賀、秋月における乱および西南戦争では明治政府の国軍が鎮圧に対
応した。これらの乱を起こした藩はむしろ財政的にも余裕のある討幕に貢献し
た藩であり、それがゆえに明治政府の強硬案に抵抗したようだ。
（ウ）地租改正
1873・明治 6 年 7 月、地租改正法が発布された。主な内容以下の通り。
・土地の所有権を保証し、所有権者が地租を負担する。
・土地の収益を基礎として地価を算出し、その地価を課税基準とする。
・当分の間、地租は地価の 100 分の 3（3％）とし、豊凶にかかわらず増減しな
い。（3％という税率は、豊凶により異なるが平年作でも収穫の 30％にもなる重
税と言われた。）
・ただし、将来、茶、煙草、材木などの物品税が増加すれば、1 パーセント減税
するとした。（実現しなかった）
・この制度は農業者のみならず商工業者にも適用される。
地租改正という言葉からは農地に対する新しい租税制度が連想されるが、実態
は国民全員が平等に税を負担し国を運営していくという考えが確定したと言え
る。またもうひとつの背景には、明治政府が欧米に倣い、日本に資本主義経済
を根付かせようとの強い意向が働いていたことがある。そのための資本の捻出
が必要だった。この地租改正によって、耕地・宅地の地価の評価額の総額は
1,624,040 千円、納税者である土地所有者は 6,306 千人となった。この地価総額
の３％が租税とすると、政府の地租収入は年間約 48,721 千円となり、当時の地
租収入に対応する。政府予算の 9 割以上を占めた。
土地に占める米作地の大きさから勘案すると、米価が上昇すれば農民層にと
り減税効果があり、下落すれば増税となった。歴史の経緯からみると、大隈財
政のときは農民層が潤い、松方財政のときは農民層の収入は大幅減となった。
（エ）財政政策と通貨管理政策
第１期での再重要課題のひとつであった。
由里公正、井上馨、大隈重信、松方正義らがこの重責を継承し担ってきた。
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Ａ．通貨の整理
＊金銀の内外交換比率相違問題
徳川時代の通貨制度は、東日本は金での計算（１両＝４分＝１６朱）主体、
西日本は銀での重さを主体とする通貨が一般に通用していた。銀 1 貫（3.75kgs）
＝1000 文であり、銀 4 貫＝金 1 両とされた。純粋な金銀の比価では、金１＝銀
４となる計算である。
それゆえ当時の国内での金と銀の実際の交換率は１:4.65 であったという。と
ころが海外での交換率は金１に対し銀 15.3 であったので大きな差があり、幕末
の外国人たちはこれを利用し、洋銀＝メキシコ銀を日本国内に持ち込み、日本
国内の金を買い、国外に持ち出し大儲けしていた。徳川幕府はこれを問題視し、
日米和親条約締結の際に、ハリス領事と金銀の内外格差の是正を交渉したが、
ハリスは日本に不利な交換比率を押し通し、その結果大量の金が日本から流出
した。
そのため幕府は別の対策として、金銀貨を改鋳して金銀の含
有量の少ない金銀貨を発行して、最終的には国際的な金銀比率
1：15.3 に極めて近い比率に改めることができたという。通貨
万延 2 分金＝万延 2 分版
の改鋳＝悪鋳は、幕府の財政逼迫を緩和する対策として、
過去たびたび繰り返されていた方法であるが、結果的にこれを国際通貨との比
率調整に応用できたのは興味深い。最終的に、万延 2 分金 200 枚＝洋銀 100 ド
ル、万延 4 分金＝万延 1 両＝洋銀 1 ドルとなり、1872・明治 5 年の新貨条例の 1
両＝1 円につながっていく。その前に、井上馨大蔵卿による「銀目廃止令」があ
り、金相場をかっての金 1 両＝銀 60 匁から明治元年 5 月の金 1 両＝銀 220 匁と
大幅な銀安となり、諸藩は銀名目の債務を金に読み替えて豪商たちに返却し債
務減殺に奔走したということも伝えられている。
これらの債務整理の過程で、井上馨は在任中の明治初期の数年間、国内通貨
の安定と統制を通して、健全財政方針をとり、デフレ傾向を助長した。
Ｂ．贋貨（ニセガネ）問題
幕末から明治維新にかけて、各藩の財政事情の悪化、戊辰戦争の戦費の調達
などのため、多くの藩で贋貨を鋳造していた。外国商人たちもかなりの贋貨を
掴まされ明治政府と英米仏独伊との外交問題に発展した。1869・明治２年早々
英国公使パークスの主導で会議が開催され（「高輪談判」）結果明治政府が原
則として補償することで決着した。
C．太政官札
明治政府は明治維新前後約 1 年間、太政官札と呼ばれる政府紙幣（不換紙幣）
を円建てでなく両建てで発行していた。これは 1879・明治 12 年まで流通して
いた。これもインフレの原因の一つになった。
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Ⅾ．大隈重信の活躍
幕末明治初頭の通貨は、幕府が発行していた小判などの金貨、銀貨（丁銀）、
銅貨のほか、明治政府が発行した太政官札、各藩が出す藩札やメキシコ産のメ
キシコドル（銀貨）、さらには前記のような贋貨など様々な通貨が混在してい
た。明治政府の喫緊の課題として、これらの通貨を整理していかなければなら
なかった。この仕事は井上馨に代わって大蔵卿に就任した大隈重信に委ねられ
た。
ａ．新貨条令
大隈重信は 1872・明治 5 年に「新貨条令」制定した。徳川時代の 1 両＝4 分
＝16 朱という 4 進法を、1 円＝100 銭＝10 厘という 10 進法とした。通貨の基本
として金本位制を採用、1 米ドル金貨＝1 円金貨とした。しかし、当時貿易面で
はメキシコドル（銀貨）が通用していたので、ほぼ同品位の貿易銀を鋳造して
流通させた。1870・明治 3 年にはドイツに依頼して西洋式印刷技術で紙幣「明
治通宝」（不換紙幣）を印刷、流通させた。この明治通宝と旧通貨旧藩札、太
政官札などとの交換を行い、明治 12 年までにほぼ回収した。貨幣として 20 円
金貨、10 円金貨、5 円金貨、2 円金貨、1 円金貨、貿易銀として 1 円銀貨などを
鋳造した。それゆえ公的通貨は金銀貨、明治通宝紙幣のみとなった。しかし現
実の市場では徳川時代の貨幣が依然として流通していた。興味深いのは、国民
が硬貨より持ち運びに便利な紙幣を好んだことである。紙幣価値がある程度安
定し、信用が付くという環境が功を奏した。
ｂ．国立銀行条例
同じ時期、銀行の設立の必要性が論じられ、1872・明治 5 年に国立銀行条例
が布告された。当時の世界の銀行制度の潮流として、イングランド銀行を代表とす
る中央銀行制度と、アメリカの国法銀行を代表とする分権方式銀行制度があった。
この国立銀行条例はアメリカ方式を採用し、民間銀行をこの条例に基づき設立し、
通貨や日本国債を担保に兌換銀行券を発行させるというものである。この条例によ
り渋沢栄一が 1873・明治 6 年に日本初の国立銀行である第一国立銀行（現みずほ
銀行の始まり）を設立した。
さらに 1876 年（明治 9 年）に、多くの国立銀行の設立が可能になるように国立
銀行条例は改正された、金禄公債（士族たちが秩禄処分で受け取った債券）を原資
とすることも可能となり全国に 153 の国立銀行が設置された。また不換紙幣の発行
もできるようにした。大隈は積極財政＝「大隈財政」なる殖産興業政策の推進を行
った。産業発展⇒輸出振興につながったが、同時にインフレーションの原因の一
つとなり、地主・農民たちは潤ったが、俸給生活者である士族たちの猛反発を受け
た。積極財政主義者の大隈はそれでもめげず、大量の外債を発行して急場をしのご
うとし、周囲の反発を買っていた。この大隈財政は大久保利通、伊藤博文ら産業振
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興派の支持を得ていたようだが、憲法問題に関わる対立＝明治 14 年政変により大
隈が失脚し、第二期の松方デフレ財政へと移行する。
外債についての政府首脳の反対は、1879・明治 12 年 8 月、グラント米大統領が
訪日し、明治天皇と会見した際に、外債は危険との意見を述べたことにもその一因
である。

②国民生活近代化の諸施策
この期間、明治政府は富国強兵の方針により、近代化を進めた。
（ア）工部省：1870・明治 3 年に設置され、官営事業としての鉄道、造船、鉱山、
製鉄、セメント、ガラス、紡績、電信、灯台などインフラ整備を行った。
（イ）電信の設置
1869・明治 2 年に英国の通信技師を招き、東京・横浜間の電信による電報の
取り扱いが始まった。その後数年間で電信網は全国に張り巡らされた。この通
信網は西南戦争においても大いに活用され政府軍の勝利に貢献した。
（ウ）鉄道建設：明治政府は自国管轄方式で新橋・横浜間の鉄道建設を 1869・
明治 2 年に決め、イギリスの技術・資金を活用して 5 年後の 1872・明治 5 年 9
月に開業した。
（エ）郵便制度開始：1971・明治 4 年 3 月開始。大蔵省駅逓権正（えきていご
んじょう）前島密（37）の発案であった。切手も発売された。1 円切手に前島の
写真が見られる。これは発売以来変わっていない。
（オ）富岡製糸場開設
日本初の本格的な器械式生糸製造工場。
1871・明治 4 年 3 月着工、1872・明治 5 年竣工。
（カ）太陽暦採用
徳川時代まで採用されていた旧暦＝太陽太陰暦の明治 5 年 12 月 2 日の翌日を
太陽暦の 1873・明治 6 年 1 月 1 日と定めた。
（キ）1875・明治 8 年、政府支援による三菱汽船会社による横浜・上海航路が
運航を開始。日本産品を日本の船で輸出する体制の第一歩となった。
③教育制度の改革＝学制発布
日本最初の近代的学校制度で、1872・明治 5 年 9 月に発布された。全国を学
区に分け、それぞれに大学校、中学校、小学校の設置を計画し、身分・性別に
関係なく国民全員が教育を受けられる制度を制定した。フランスの学制を参考
にした。「必ず邑（むら）に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん」しか
し実施には国民の負担などいろいろの困難が伴い、その後制度はたびたび改訂
され第１次・第２次・第３次教育令を経て、1886・明治 19 年の学校令に至る。
この過程で、森有礼が活躍した。
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森有礼（1847・弘化 4 年～1889・明治 22 年）は、薩摩藩士。1865・
慶應元年、五代友厚らとともに薩摩藩の留学生として英国、米国
で学び、明治維新後に帰国、明六社を設立。第一次伊藤内閣で初
代文部大臣となり、教育制度改革を行った。英語を国語にせよと
か極端な欧化主義者であったため、国粋主義者に暗殺された。
森有礼

・新島襄、同志社英学校設立。（明治 8 年）
・札幌農学校設立（1876・明治 9 年）。ウイリアム・スミス・ク
ラークが教頭を勤めた。彼は新島襄がアマースト大学で化学の講
義を受けた人物である。
・東京大学設立。（1877・明治 10 年）
クラーク博士：少年よ大志を抱け
・唱歌教育開始。（1880・明治 13 年）
・第 1 回内国博覧会：1877・明治 10 年 8 月 21 日～11 月 30 日の期間開催。狙い
は、国産品を奨励し、輸入を減らそうというものであった。45 万人が入場した。
④公儀輿論の国民生活
４民平等、言論・情報の自由、文化芸術面の変化など目まぐるしく変わる世
の中で、廃藩置県後、士族の帯刀廃止、散髪の許可、平民が羽織袴着用オーケ
ーとなる。階級間の通婚が自由化され、華族・士族が農工商につくことも問題
なしとなった。国民は戸惑いながら、新しい時代を歓迎した。
新聞については、1870（明治３）年には日本最初の日刊紙である『横浜毎日新
聞』（中立⇒民権派）が創刊される。1872・明治５年には『東京日日新聞』（政府
系）（現在の毎日新聞）、『郵便報知新聞』（在野系）などがそれぞれ創刊された。
明治政府は新聞の普及が国民の啓蒙に役立つという認識から、新聞を積極的に保護
する政策を取った。
西洋式活版印刷はすでに徳川時代に導入され、1856・安政 3 年に長崎でオランダ
の器械を用いて始められていた。
しかしこのような自由化政策は無条件の自由放任ではなかった。1875・明治 8 年
には新聞条例、讒謗（ざんぼう）律が発布され、反政府的言論の統制が始まってい
る。
⑤国民大衆の動き
（Ａ）幕末の一揆多発
幕末の諸藩の財政は逼迫していたが、それに加え長州征伐などの追加出費も
あり、農工商などの一般国民の窮迫に拍車をかけてしまった。それは打ちこわ
し、一揆などの形で関東、関西を中心に幕末の混乱をさらに増大させた。討幕
軍はこれを利用し、年貢の半減を謳い、国民大衆の支持を取り付けることに成
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功した。討幕が成功するとこの約束は反故にされたが、一時期討幕派が民衆の
支持を得たことが、成功の大きな要因であったと指摘されている。
（Ｂ）ええじゃないか
幕末に発生した民衆の動き。中世からあった伊勢神宮への「お陰参り」と類
似した民衆の動きで、京都の町から始まったと言われている。
⑥キリシタン弾圧続く
1869・明治 2 年 12 月、浦上地方で約 3,400 人が弾圧された。その後、英国な
どの抗議で、政府は 1873・明治 6 年、なし崩し的に解禁した。
⑦福沢諭吉の活躍
福澤 諭吉は、今の大分県の中津藩士として 1835・天保５年に
生まれ、幕臣として、1960（万延元）年、幕府が咸臨丸で日米修
好通商条約の批准書を交換するため遣米使節団を派遣したとき勝
海舟とともに参加した。幕末・明治維新期では最も早く西洋に接し
た人物である。帰国後、「西洋事情」を出版、欧米の政治体制や経
済文化事情を紹介した。慶應義塾など多くの学校を設立したほか

福沢諭吉

新聞『時事新報』の創刊者でもあった。慶應義塾は彼が 25 歳のとき
、藩の命令で築地鉄砲洲で蘭学を教えることになったのが起源を言われる。
彼は自分の幕臣の立場を尊重、明治政府入りを辞退し、明治維新後も在野に
あって政府を支えた。彼は自由民権の支持者でありながら、明治政府の政治外
交方針にも協力姿勢を示すという複雑な立場を維持していた。
⑧五代友厚の活躍
五代友厚（1836・天保 6～1885・明治 18 年）は薩摩藩士。父五代
直左衛門は南九州の風土記「三国名勝図会」の執筆者。14 歳のとき、
世界地図を見、海外への飛躍を夢見、26 歳のとき禁を犯して上海へ
密航。紆余曲折を経て 1864・元治元年に薩摩藩に対して今後の国づ
くりに対する次のような上申書を提出した。
五代友厚
(1)米・海産物などを上海に輸出し、これによって利益を得よ。
(2)その利益で、製糖機械を購入し砂糖を製造、販売して収益を得よ。
(3)砂糖輸出で得た収益で留学生を派遣、そして同行する視察員が軍艦、大
砲、小銃、紡績機械を買い付けること。
(4)貿易だけでなく、学校・病院・化学・印刷・鉄道・電話設備など産業革
命の技術を学ぶこと。
このような五代の入念な計画には誰もが感服したという。1865・慶應元年藩
命で五代ほか寺島宗則、森有礼など 15 名の留学生がイギリスへ派遣された。
帰国後、実業の世界に身を投じ、とくに大阪の経済発展に寄与した。
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（３）文化・芸術面での出来事
①明六社：森有礼はアメリカから帰国（1873・明治 6 年）後、欧米に倣って「学会」
設立を提案、福沢諭吉・加藤弘之・中村正直・西周・西村茂樹・津田真道・箕作秋
坪・杉亨二・箕作麟祥らとともに結成。名称の由来は明治六年結成からきている。
「明六雑誌」を発行、43 号まで続いた。
②欧米文化の普及書として、中村正直訳「西国立志編」（明治 2 年）、福沢諭吉「学
問のすすめ」（明治５年）「文明論之概略」（明治 8 年）、植木枝盛「民権自由論」
（明治 12 年）などが発行され、西欧文明についての関心が高まった。
③1871・明治 4 年、イタリアの画家フォンタネージが工部美術学校の教授とし
て招かれ、浅井忠ほか明治の洋画家を指導した。
④1876・明治 9 年、イタリアの彫刻家ヴィンチェンツォ・ラグーザが工部美術
学校教授として活躍した。妻は日本人の画家清原多代（ラグーザ玉）。
２．第２期 1881・明治 14 年～1889・明治 22 年
（明治 14 政変から明治憲法制定まで）
＊概要
この時期から、日本国の体質がひとつの方向へ定まり始め、与党＝明治政府
と野党＝在野勢力に一応区分けされることとなった。明治 14 年政変の直後、政
府は明治天皇勅諭として 1890・明治 23 年を期して、国会を開設すること、欽定
憲法を定めることなどを表明した。
明治政府は、岩倉具視、三条実美、伊東博文らが中枢に位置し、天皇大権中
心の国家体制を目指した。在野勢力では、板垣退助が自由党を、大隈重信が立
憲改進党を結成し、国会開設に備えた。共に討幕運動を戦った同志たちが与野
党に分かれて競いあうこととなった。
伊藤博文は憲法調査のため欧州に出張し、帰国後憲法策定作業を進めた。
在野では自由民権運動が活発化し、明治政府は、讒謗率・新聞紙条令・集会
条例などの言論集会への規制を強めて対抗した。
（１）政治外交の主な動き
①天皇中心の国家へ
太政大臣三条実美、右大臣岩倉具視、参議の伊藤博文らは自由民権運動に連
なる議院内閣制を基礎とした私擬憲法の方向は、日本国にとっては時期尚早で
あるとの考えを持つようになり、これが 1881・明治 14 年、イギリス流の議院内
閣制を主張する大隈重信の追放につながり、政府部内ではプロシャ憲法に近い
憲法への志向が強まった。
明治政府首脳の国家建設の基礎である憲法の内容について、天皇中心の内容
をいかに盛り込むか、さらに民選議員による議会をいかに規定するか。それこ
そ暗中模索の議論が続いた。
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しかし、大隈重信追放の明治 14 年の政変は、日本の政治地図で、はっきりと
明治政府側の与党と自由民権派の野党が区分けされたというきわめて画期的な
出来事だったことは明記されるべきである。
けれども明治政府の中でも、だれもがこれだという定見を持っていたわけで
はなかった。政府首脳はお互いに議論を交わしながら、いつまでもトンネルの
中にいるような状態だった。
②伊藤博文の欧州憲法調査
そこで明治政府の事実上の実力者の位置についた伊藤博文がヨーロッパへ憲
法調査のために出張することとなった。誰の提案であったか、不明である。多
数説は井上毅が岩倉具視を説得し、天皇に伊藤派遣の勅旨を出させたというも
のらしい。勅書には、各国の憲法や皇室、議会（上下院）、内閣、司法、地方
制度など、31 か条にのぼる具体的な調査項目が示されている。これは当時法律
と政治を司る法務官僚であった井上毅が、ドイツ人の法律顧問ロエスレルに意
見を聞いて、憲法に関する綱領をまとめ、岩倉具視に提示したものと言われて
いる。
その要点は
・欽定（きんてい）憲法とする、つまり天皇が憲法を定めたという形にする
・プロイセン＝ドイツ流の漸進主義。つまり、急激な改革はせず徐々に進む
・陸海軍の統率、宣戦と講和、外国との条約などは天皇の大権とする
・元老院と、国民の選挙で選ばれる民撰議院を設ける＝２院制
などがその骨子で詔書にも反映されていた。
伊藤は 1882・明治 15 年 3 月 14 日に横浜を出発、滞欧は 1 年 2 か月におよび、
ドイツ、オーストリア、イギリス、ベルギーなど各国を巡り、半年以上をドイ
ツ・オーストリアに滞在、その間にドイツの国法学者であるグナイスト（Rudolf
von Gneist）、モッセ（Albert Mosse）、シュタイン（Lorenz von Stein）等か
ら講義を受けるなどした。
伊藤博文は、随員として、河島醇（薩摩藩士）平田東助（米沢藩士）吉田正
春（土佐藩士、吉田東洋の嫡男）山崎直胤（大分県、山崎直高長男）三好退蔵（高
鍋藩士）岩倉具定（岩倉具視次男）広橋賢光（公家出身）西園寺公望（公家出
身）伊東巳代治（長崎町年寄伊東善平の３男）など 10 名を伴っていた。
河島醇は 1871・明治 7 年にドイツに留学シュタインに学んでいる。平田東助
は 1871・明治 4 年に岩倉使節団に随行しドイツの大学で法律を学び博士号を得
ている。吉田正春は 1871・明治 4 年から英語を学び外務省に奉職。山崎直胤は
1872・明治 5 年フランスへ出張、ウィーン万国博覧会事務官をしている。三好
退蔵は慶應義塾で法律を学び司法省に奉職、大審院判事のとき随員となった。
岩倉具定は 1870・明治３年に米国ラトガース大学に留学。広橋賢光は選任理由
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不明。西園寺公望は 1871・明治 4 年にフランスに留学 10 年間フランスに滞在
した。伊東巳代治はグイド・フルベッキから英語を学び、伊藤の通訳を務めた。
一行はドイツで、グナイスト、シュタインらドイツ国法学者の重鎮と面談し
た。二人のドイツ人は一国の法律はその国の歴史に基づいたものでなければな
らないとの基本的立場から伊藤らに日本国の憲法も同じく日本の歴史に基づい
て制定されるべきと主張した。彼らの説明は伊藤に自由民権派の「英米仏の自
由論」に対する「道理と手段とを得、心ひそかに死処を得る心地」であると岩
倉具視宛てに手紙に書いている。
そのあと一行は英国に２か月滞在している。彼らは英国で立憲君主制の下で
の議院内閣制も調査している。
③明治憲法制定へ
（ア）憲法制定チームの立ち上げ
伊藤博文は 1883・明治 16 年 8 月に帰国後、憲法制定前にいろいろの制度を整
備する必要があるとして、華族令、内閣制度、官僚制度、宮内省官制、陸海軍
改革などに取り組み、ひと通りの作業を完了した。
1884・明治 17 年 3 月、伊藤は制度取調局長官に就任、憲法制定チームの構成
員として、井上毅（こわし）、伊東巳代治、金子堅太郎を選んだ。
彼らの年齢は、伊藤 43 歳、井上 40 歳、伊東 27 歳、金子 31 歳であった。
チームの４人を簡単に紹介しよう。
伊藤博文は、1841・旧暦天保 12 年、山口県の百姓林十蔵の長男として生まれ
る。後、長州藩の足軽伊藤家の養子となる。吉田松陰の松下村塾に入り勉学に
努め、桂小五郎の従者となった。1863・文久 3 年長州藩が幕府に内緒で英国に
派遣した５人の若者の１人。英国の発展ぶりに目をみはり開国論者となる。
明治維新の渦中を潜り抜けてきた。
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、
1875・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。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陰
井上毅
の立役者とも言われている。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。
伊藤巳代治
金子堅太郎は、福岡藩士金子清蔵道直の長男として、1853 年
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（嘉永 6 年）に生まれた。1871・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
にアメリカに留学、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。日露戦争のとき、
金子堅太郎はルーズベルトに日本の事情を説明し、ルーズベルト
は仲介役を引き受けたと言われている。
金子堅太郎
（イ）憲法制定チームの激論
憲法草案の執筆者は井上毅であったと言われている。これを基にチーム内で
激論が戦わされ会議に次ぐ会議となった。激論の当事者は主として伊藤博文と
井上毅であった。伊藤は欧州出張で得た識見から、君主機関説をとっていた。
天皇大権は憲法の基礎であるが、天皇が大権を行使するにあたっては必ず臣下
（首相および担当大臣）の承認を要するとの立場をとった。これに対し、井上
毅は天皇大権の優位性を損なうような規定に猛反対し、両者の間で激論になっ
たという。それゆえ実際に出来上がった憲法は部分的に曖昧さをのこす結果と
なった。たとえば、憲法に内閣という表現も内閣総理大臣の文字もなく、別途
制定された内閣官制で明記された。なぜそうなったかの理由は「憲法義解（ぎ
かい）」（伊藤博文著だが執筆者は井上毅）という解説書にあり、「・・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。」とある。『首相の責務は重い。しかしほかの大臣たちの上にいるわけではな
い。すべての大臣たちは天皇のご威光で任務についているのだ。ある国で、内閣が
首相の統率のもとで結束して徒党を組んで歯向かうという例があるが、わが国の憲
法はそのような規定を排除する』とはっきり首相の権限を制限している。
これは憲法制定チームの最大の争点であったらしい。君主機関説の伊藤は内閣の
チェック機能を重視したが最後は井上毅の天皇大権優先論に押し切られた跡が透
けて見える。
伊藤の死後だったが、大正に入り問題化する「統帥権」についても、これを内閣
が触れることのできない不可侵の天皇大権とする軍部の主張は、明治憲法の拡大解
釈から生じた。伊藤博文は終始君主権と行政権の関係を改訂したいと思っていたよ
うだが実現しなかった。なかでも内閣と軍部との関係を気にかけていたようだ。
（本件後述）
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④憲法制定手続きへ

1888・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。前述
のように憲法とは別に数年前に太政官制度が内閣制度に変わり、伊藤は 1885・
明治 18 年 12 月に初代の総理大臣に就いていた。しかし、枢密院議長になった
ので、黒田に首相を譲ったのである。
黒田清隆（1840・天保 11 年～1900・明治 33 年）は、薩摩藩士
出身。薩長同盟実現に奔走。戊辰戦争に従軍、幕府側の榎本武揚
の助命嘆願で知られる。
維新後、征韓論に反対し国の内実を固めることを主張した。北
海道開拓に奔走し、赤字続きのため官有物の払下げを画策、これ
を新聞で批判された。西郷、大久保亡き後の薩摩系の重鎮となり
黒田清隆
政府の要職を務めた。 酒癖の悪いことで、たびたび問題を起こ
している。
憲法制定のための手続きの順序として枢密院での審議が始まった。
まず皇室典範が 1888・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の説明は以下の通りであった。
＊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ている。
＊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。
明治憲法の全文は巻末に掲載するが、ちなみに私なりの理解で、明治憲法の
骨子を抽出すると以下の通りとなる。
・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。
・全国民は臣民となり、天皇の臣下となった。
・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）
・帝国議会は、衆議院と貴族院で構成され、法律案、予算案を審議し、議決
する機関として設置された。（第 3 章）
・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。（第 55 条）
・司法は天皇の定めた法律により裁判を行う機関である。（第 5 章）
上記の中で第 55 条が大臣の権限に関する条項である。
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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
つまり“大臣の了解がなければ、陛下はなにも決められません”との君主機
関説をこの条項で収めた形になった。
＊明治天皇への説明と理解
さらに重要なのは天皇自身に自分の立場を理解してもらうことである。そこ
で伊藤は、天皇の侍従藤波言忠を 1885・明治 18 年 8 月から約 2 年間欧州に出張
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）。
明治天皇：
（1852・嘉永 5 年～1912・明治 45 年 7 月 30 日）
孝明天皇の第 2 皇子。孝明天皇崩御後の 1867・慶應 3 年 2 月
13 日 14 歳で第 122 代天皇として即位。同年 11 月 9 日徳川慶喜
大政奉還、翌年の 1 月 3 日「王政復古の大号令」発令。明治と
改元して１世 1 元と定めた。10 月 3 日東京へ遷都。1870 年・明
治 3 年 2 月 3 日、神道の国教化を宣言。1882・明治 15 年、軍人
勅諭を発表、軍隊を天皇の軍隊と定めた。当初自ら天皇親政体
明治天皇
制を企図したらしいが明治憲法制定で君主機関説に
理解を示した。記憶力、理解力も優れていた。日本各地を巡幸（じゅんこう）
された。1872・明治 5 年から 1888・明治 18 年までに北は北海道から南は九州ま
で回り、天皇制の普及に努めたと言われている。悪天・悪路も厭わずある時は
徒歩で進んだ。
私生活；冬でも火鉢一つ、夏でも制服（軍服）をつけた
まま執務した。質素倹約を旨とし、贅沢を避ける努力をした。
⑤在野勢力の動き
（ァ）政党の出現
1881・明治 14 年の国会開設の勅諭を受けて、在野勢力による政党結成の動き
が活発となった。自由党、立憲改進党、立憲帝政党などが設立された。
ａ．板垣退助の自由党
板垣退助は 1837・天保 8 年土佐藩士乾正成の嫡男として生まれた。幕末の動
乱期に後藤象二郎、中岡慎太郎、坂本龍馬らと交流し、尊王攘夷⇒武力討幕を
主張していた。戊辰戦争を戦った後、明治政府の幹部となるが明治 6 年政変で
野に下った。1874・明治 7 年に愛国公党を結成し、民選議院設立建白書を提出、
1881・明治 14 年自由党を結成し、党首となった。
ｂ．大隈重信の立憲改進党
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明治維新後、金融行政などに手腕を発揮したが、明治 14 年政変で野に下り、
1885・明治 14 年、立憲改進党を結成した。
ｃ．福地源一郎の立憲帝政党
明治政府よりの政党、離合集散を繰り返す。
（ィ）自由民権運動の高まり
民選議院の建白書を嚆矢とするが、1881・明治 14 年ごろから、松方財政がも
たらしたデフレ経済による不況を契機に全国で反政府運動が展開された。秋田
事件、福島事件、高田事件、群馬事件、加波山事件、秩父事件、飯田事件、名
古屋事件、静岡事件などが発生し、1889・明治 22 年の大日本帝国憲法制定まで
続いた。
一連の事件は、自由民権家と農民が中心となり、激しい反政府運動になった。
明治政府は新聞条例の強化や保安条例の制定で弾圧を加えたり、大隈重信を
外相に入閣させるなど様々の手段で鎮圧に努めた。
⑥外国との付き合い
（ァ）鹿鳴館時代
鹿鳴館は 1883・明治 16 年に当時の外務卿（後の外務大臣）
井上馨が欧化政策の場として設立した社交場である。井上は不
平等条約改定のため、外国人に日本が欧米並みの文化水準を誇
る国であることを示すためにこの建物を作り、連日連夜外国人
井上馨
たちとのパーティを開催した。これを鹿鳴館外交という。
しかし、日本人がやすやすと西欧風のマナーを習得できるはずはなく、外国
人たちからは冷笑されていたという。また守旧派からは猛反発を受けた。
鹿鳴館外交は、1887・明治 20 年 9 月に井上外務大臣が辞任したときに終了した。
（ィ）李氏朝鮮との関係
日朝修好条約（1876・明治 9 年）以来、李氏朝鮮
内部は開国派と保守派に分裂、李氏朝鮮政府を巻き込
む紛争の時代に突入した。
Ａ．壬午軍乱：1882・明治 15 年 7 月に起こった朝
鮮人兵士の反乱。当時李氏朝鮮は朝鮮国王高宗の王妃
閔妃（ミンビ）を中心とする閔妃政権と高宗の父興宣大
閔妃（？）
興宣大院君
院君が対立していた。
閔妃政権は日本の支援で軍を近代化しようとしたが、旧軍兵士が不満を持ち、こ
れを大院君側が支援し反乱が起こり閔妃政権が倒れ大院君政権が誕生した。日本公
使館、朝鮮王宮などが攻撃されたので、日本は軍艦４隻と千数百の兵士を派遣、清
は宗主国として属領保護の名目で軍艦４隻と兵 3000 人を派遣、清が反乱軍を鎮圧、
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大院君を天津へ拉致、閔妃政権を復活させた。日本は清の斡旋で、朝鮮と済物浦条
約を締結、
賠償金の支払い、公使館護衛のための軍隊駐留を認めさせた。
清国は袁世凱を朝鮮王国代理として駐在させ、朝鮮は清国への従属を強めた。
Ｂ．甲申政変：壬午軍乱から 2 年後の 1884・明治 17 年、急進改
革派（独立党）がクーデタを起こし、親清派（事大党）が清国軍
を介入させ鎮圧した。
急進改革派（独立党）は金玉均、朴泳孝ら青年官僚が中心で、
明治維新後の日本に学び、日本の協力を得て朝鮮を近代化しよう
としたが、親清派（事大党）になった閔妃政権に押しつぶされた。

（ゥ）「脱亜入欧」という言葉
袁世凱
アジア太平洋戦争後、福沢諭吉は中国・韓国などで「脱亜入欧を唱えアジア
から背を向けた人物」とされマイナスの評価が定着している。
１８８５（明治１８）年に福沢諭吉が唱えたとされ、福沢諭吉の評価の基準
とされているが、別の方面では、これは福沢諭吉の言葉ではないとの主張もあ
り微妙な問題である。福沢は李氏朝鮮の改革に外から支援しており、甲申事変
の独立党による改革に期待していた。結果これが失敗に終わり失望していた。
（２）経済・社会面の動き
①大隈財政から松方財政へ
西南戦争後の 1879・明治 12 年、大久保利通、大隈重信、伊藤博文ら殖産工業
派は大隈大蔵卿の音頭で不換紙幣増刷、国債発行を推進し、インフレを誘引し
たが、明治 14 年政変で大隈が下野、松方正義が大蔵卿に就任した。松方はかね
てから紙幣増刷によるインフレ政策に批判的で大隈と対立していた。松方は
1877・明治 10 年から 1 年間フランスへ行き、そこでフランス蔵相レオン・セイ
から中央銀行設立を薦められた。帰国後 1881・明治 14 年 7 月に中央銀行設立案
を提出、大隈重信の後任として大蔵卿就任後、日本銀行を設立、それまでの政
府紙幣を全廃し、兌換紙幣として日本銀行券を発行した。また官営工場の払下
げや各種増税を行い政府の収入を増やし、同時に政府予算も圧縮し財政収支を
大幅に改善させ、インフレを抑えこんだ。しかし松方財政によるデフレーション
政策は、繭の価格や米の価格などの農産物価格の下落を招き、農村の窮乏を招いた。
このデフレーション政策に耐えうる体力を持たない窮乏した農民は、農地を売却し、
都市に流入し、資本家の下の労働者となったり、自作農から小作農へと転落したり
した。一方で、農地の売却が相次いだことで、広範な土地が地主や高利貸しへと集
積されていった。一部の農民は、経済的困窮から、蜂起活動に走り、各地では自由
党に同調して反政府的な暴動を引き起こすようになった（当時、農村は自由党の支
持基盤であった）。
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官営工場の払い下げにより政商が財閥へと成長していったことと相まって、資本
家層と労働者層の分離という資本主義経済の基礎地を作ることとなった。
以下補足する。

＊日銀を頂点とする銀行組織の整備、金利の安定、外貨の蓄積は、この 10 年間
に民間銀行、国営鉄道、私営の紡績などの近代的産業の設立を促した。
＊日本の物価安・通貨安は輸出の増進を促し、生糸、鉱産品、雑貨、綿織物、
食品の輸出が増大した。
＊官営工場の民営化⇒財閥の形成
明治維新後、明治政府は工部省が中心となり産業振興を推進した。民間に資
本が不足していたため、政府が率先して様々な業種で官営工場を設立・運営し
た。その分野は炭鉱、製鐵、造船、農業機械、製糸、紡績、セメント、ガラス、
製糖など多方面におよんだ。西南戦争後、政府は財政難解消のため、政府と密
接な関係を持ついわゆる政商にこれら官営工場・鉱山を安い価格で払い下げた。
これが第 2 期に集中した。
＊農村からの工場労働者の供給
これら産業の発展の裏側に、農村から 2・3 男や婦女子が都市に出て工場労働
者になったことはよく知られている。とりわけ紡績工場などで働く女子労働者
の悲哀は女工哀史として問題となった。
明治期の民法は長子相続制をとり、2 男以下は農業以外の分野で生活すること
が当然視されていた。女子の場合他の農家へ嫁ぐほかは、都市へでて働く道を
選ぶこととなっていた。
農家戸数は明治初年より数 10 年間約 550 万戸を維持しており、これは長子相
続の影響と言われている。土地が細分化せず、各戸の農家の規模が維持されて
いたからである。ただし大半の土地は少数の所有者＝地主に保有されており、
多くの農民は小作農であった。
＊海外移民の始まり：1885・明治 18 年、日本とハワイ王国との間に「官約移民」
制度が発足、日本の労働者を 3 年契約で砂糖プランテーションで働かせること
となり、1894・明治 27 年までの 9 年間で総計 29,000 人が渡航した。
その後アメリカ、南米（ペルー、ブラジル）への移民が本格化した。20 世紀
初めのアメリカ・カナダへの日本人移民の増加は日本人排斥運動につながった。
②人口の変遷
徳川時代の宗門人別改帳に代わり、1871・明治 4 年、戸籍法（壬申戸籍）が
公布され、毎年の人口が把握されるようになった。これによると明治初期の日
本の総人口は 3,311 万人であった。これが 1881・明治 14 年 1 月 1 日現在 3,447
万人、1890・明治 23 年には 4,000 万人になった。年率 2．5 パーセントを上回
る増加率であった。
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壬申戸籍では、華族、士族、平民その他に分けられ、その割合は平民その他
（被差別の人々）が 95 パーセント、華士族が 5 パーセントであった。
③都市の発展
廃藩置県で荒廃した各藩の城下町に代わり、東京、大阪など主要都市の繁栄
が続いた。東京、大阪、京都、神戸、福岡などに人口が集中した。
（３）文化芸術
第二期でも、自由民権関連の著書が引き続いて発行され、代表的なものとし
て、ルソー著中江兆民訳「民約訳解」、馬場辰猪「天賦人権論」がある。
文芸面では、尾崎紅葉、二葉亭四迷らが活躍した。
東京美術学校が岡倉天心・フェノロサにより設立された。
その他、庶民のための文化施設、娯楽が増えていく。
①上野に博物館、動物園出現（1882・明治 15 年）
②「演歌」の誕生。自由民権運動のなかで演説に節をつけて歌われたのが始ま
りで、昭和になり「艶歌」に代わった。
③イタリアからサーカス来日（1886・明治 19 年）
④上野にコーヒーショップ誕生（1888・明治 21 年）
⑤川上音二郎・貞奴は自由民権運動を支持し、明治政府を批判することから近
代演劇を開いていく。音二郎のオッペケペー節は時局を風刺して大衆の喝さい
を浴びた。
３．第３期 1889（明治 22 年）～1909 年（明治 42 年）
（明治憲法制定から伊藤博文暗殺まで）
＊概要
1889・明治 22 年 2 月 11 日の明治憲法発布により、国の形が定まり、憲法に
基づく国家の運営が始まった。この日から明治憲法を基本として重要事項が決
められる体制となった。衆議院議員選挙が実施され、貴族院・衆議院の２院制
による議会が国の方向を議論する時代が始まった。けれども内閣は議会とは別
に明治天皇が指名する形で組閣される、これが明治憲法の特徴となった。明治
憲法は天皇が国の最高の権威者であり権力者であることを明記した。国民は天
皇の臣民となった。国民＝臣民は法律に違反しない限り、言論と行動の自由が
認められ、資本主義経済＝自由主義経済による経済発展が奨励された。
議会は内閣を選ぶ権限がなく、首相は天皇が指名する閣僚のひとりに過ぎず
内閣を率いる権限が付与されず、昭和憲法時代の議院内閣制とは大きな違いが
あった。このためか、第３期の特徴は、予算を中心とする重要案件をめぐって
内閣と議会が鋭く対立したことである。
この期間の中心人物は伊藤博文であった。彼が中心になって明治憲法を作り、
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明治天皇は伊藤に全面的な信頼を置き、伊藤を中心とする元老が首相を決めて
きた。伊藤は明治憲法の特徴を最もよく知る人物で問題点も把握していた。彼
は天皇機関説を重要視し明治憲法の天皇大権を天皇機関説で修正しようとして
失敗した。結果は伊藤の死後、軍部の台頭という方向が止められなくなってい
く。歴史における個人の役割はときに非常に大きい。明治憲法の問題点を伊藤
や明治の元勲と言われる人々が個人的に補ってきた第３期の終わりに明治憲法
の箍（たが＝桶を締める輪）が外れた。
この期間は日清戦争と日露戦争という国の命運を決めた２つの大戦争の期間
でもあった。これらの戦争に曲がりなりにも勝利したことにより、国全体が富
国強兵主義の高揚感、ユーフォリア（幸福感）に浸りこんだ。
他方、不平等条約については、1894・明治 27 年の日英通商航海条約で領事裁
判権が撤廃され、同様の条約が各国と結ばれた。
大多数の国民は心情的に明治憲法下の日本国の高揚を歓迎した。
経済面では財閥を中心とする軽工業から重化学工業への発展が進み、日清・
日露の戦争が軍需産業を育てるきっかけとなった。工場労働者たちは過酷な条
件下で労働者の権利を守る運動を展開した。
1890・明治 23 年 10 月国民教育の基本方針を示した教育勅語が発布された。
芸術の分野では、文芸面で、尾崎紅葉、坪内逍遥、二葉亭四迷らが近代文学
を開花させた。1887・明治 20 年には東京美術学校が岡倉天心・フェノロサによ
り設立された。
（１）政治外交の主な動き
①1889・明治 22 年 2 月 11 日、大日本帝国憲法発布。
明治憲法時代の本格的な始まりであった。
憲法が制定され、衆議院も設置され、総選挙が実施されるというので、日本
中が沸き立ち、提灯行列が日本のあちこちで行われたという。
当時日本に滞在していたドイツ人医師エルヴィン・フォン・ベルツは日記の
なかで、国民大衆が憲法の中身も知らずにおめでた気分であることを冷静に観
察している。
②明治憲法下の政治状況
曲がりなりにも立憲体制が整備され、以後日本国民は明治憲法の諸条項に規
制されながらの生活が始まった。しかし、一般国民が憲法の詳細を理解するこ
とは少なく、選挙権も一定の税金を納めている成年男子に限られていた。
1890・明治 23 年 7 月、第１回衆議院議員選挙が施行された。前年の 12 月２
４日に成立していた山縣有朋内閣（～1891・明治 24 年 5 月）は議会に対応する
最初の内閣であった。山縣は超然主義を標榜し民党が多数を占める議会と向き
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合った。陸軍中将の肩書のままの総理大臣であり、大幅な軍事予
算を提案し議会と対立した。
山縣有朋は長州藩の足軽身分の家に生まれ、山縣狂介の名で実
力主義優先の奇兵隊で頭角を現わし、戊辰戦争を戦い、明治政府
の軍事部門の中心となった。参謀本部の設置、軍人勅諭の制定に
関わった。「国軍の父」と称された。欧州視察旅行中に得たヒン
山縣有朋
トから「主権線」「利益線」理論を提唱、朝鮮半島を勢力範囲とする必要性を
主張した。
第１次松方正義内閣（1891・明治 24 年 5 月～1892・明治 25 年 8 月）
松方正義は薩摩藩士の家に生まれ、若いころから頭角を現わし、島津久光の側
近に取り立てられた。明治政府では大蔵畑を歩み、1881・明治 14 年から大蔵卿
として健全財政を標榜する松方財政を推進した。首相就任直後に「大津事件」
に遭遇するなど波乱含みのスタートとなった。
海軍拡充のための予算で衆議院と対立、1892・明治 25 年
2 月第２回衆議院議員選挙を実施、大規模な反政府派への選挙干
渉を行ったが反政府派の民党が多数を占めた。結果内閣内部の混
乱につながり同年８月に総辞職した。
「大津事件」とはロシア帝国皇太子ニコライが訪日中に、5 月 11
松方正義
日滋賀県大津で巡査津田三蔵に切り付けられ軽傷を負った事件
である。政府はニコライの訪日を歓迎し接待に勤めていた矢先
のことであり大問題となった。明治天皇は急遽京都へ赴き、常
盤ホテル（現京都ホテル）で治療中のニコライを見舞った。政
府は津田三蔵を死刑に処すべく図ったが時の大審院院長（現在
の最高裁判所長官）の児島惟謙は「法治国家として法は遵守され
なければならない」とする立場から、「刑法に外国皇族に関する
ニコライ二世
規定はない」として政府の圧力に反発し津田に無期徒刑
（皇太子の時訪日）
（無期懲役）の判決が下された。
第２次伊藤博文内閣（1892・明治 25 年 8 月～1896 年 9 月）は元勲内閣と呼ば
れ黒田清隆、山縣有朋などが入閣した。民党との提携も重視し、陸奥宗光、後
藤象二郎、河野敏鎌など民党系の人物も入閣させた。しかし予算審議では民党
との対立が続き、天皇よりの和解の詔勅と皇室費割愛、官吏俸給削減などの手
段で海軍の軍艦建造費を確保するなど混乱が続いた。
1894・明治 27 年 8 月、日清戦争が勃発すると挙国一致体制となり軍事予算も
スムーズに承認された。
陸海軍を統帥する大本営が広島に設けられ、明治天皇も議会も広島に移った。
伊藤博文は文官の身分でありながら、明治天皇の指示で作戦指導に関与した。

52

戦争は日本の勝利に終わり（1895・明治 28 年 3 月）、４月の馬
関（下関）条約（日本側全権伊藤博文、清国側全権李鴻章）で日
本は台湾・遼東半島・澎湖列島と賠償金を獲得、清と李氏朝鮮間
の宗属関係は解消された。直後、フランス、ドイツ帝国、ロシア
帝国３国は遼東半島を清に返還するよう勧告、日本はやむなくこ
れを受け入れ、政府は国民の反発に我慢＝「臥薪嘗胆」を訴え国
李鴻章
内の不満を反ロシア感情へ転換させた。
賠償金は当時の日本の国家予算 8000 万円の 4 倍であった。
日本はこれを財源として金本位制へ復帰し、富国強兵への道を進めた。
李氏朝鮮は独立したが、内紛が続き、日清戦争終結後の７月に、ロシアの後
ろ盾で閔氏（明成皇后）政権が主導権を握った。10 月、日本の三浦梧楼公使を中
心とするグループが閔氏（明成皇后）を殺害した。しかし、事件の真相は諸説紛々、
多数説は大院君と三浦梧楼の共謀説で実行犯は朝鮮軍人とされている。
李氏朝鮮では、政府は高宗の下で不安定な政治を進めた。在野では、日露両国へ
の警戒、朝鮮の自主的近代化を目指す運動の母体として「独立協会」が設立され、
王朝政府との対決を意図したが、弾圧に会い解散した。その一方、全国的規模で義
兵闘争が激化した。
第２次松方内閣（1896・明治 29 年 9 月～1898・明治 31 年 1 月）は、 大隈重
信を入閣させるなど政党幹部の政権参加が特徴だが薩摩・長州の首脳から反発され
揺れた内閣であった。金本位制確立、言論統制緩和を実施したが地租増徴提案から
内閣・議会が揺れ、松方は衆議院を解散して自らも辞職した。
第３次伊藤博文内閣（1898・明治 31 年 1 月～同年 6 月）は半年だったが外交面
で台湾統治の安定、朝鮮におけるロシアとの対等関係を確立した。内政面では、地
租増徴案、衆議院改革案で挫折したが、将来の宮中改革および伊藤博文自らの政党
結成のきっかけを得たとされている。
第１次大隈内閣（1898・明治 31 年 6 月 30 日～11 月 8 日）は、板垣退助を内務
大臣に迎え、隈板内閣と呼ばれ、日本初の政党内閣といわれた。それに意義を見出
す声が聴かれた。裏話として、明治天皇は伊藤が引き続き内閣を担当すると勘違い
したという話がある。内部分裂などで短命に終わっている。
第２次山縣有朋内閣（1898・明治 31 年 11 月～1900・明治 33 年 10 月 19 日）
は、政党を排し官僚全員を高等文官試験を通った者に制限した（文官任用令）。そ
の他治安警察法（労働運動取締）、軍部大臣現役武官制を制定、超然内閣となった。
第４次伊藤博文内閣（1900・明治 33 年 10 月～1901・明治 34 年 6 月）は、伊藤
が作った政党、立憲政友会が政府与党となったが人事の内紛が絶えず政権運営は躓
き続けた。山縣有朋は政党嫌いで伊藤の足を引っ張り續けた。
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第一次桂太郎内閣（1901・明治 34 年 6 月～1906・明治 39 年 1 月）は日露戦争
を戦った内閣である。
桂太郎は長州藩士出身。毛利家の流れをくむ家柄であった。戊辰戦
争を戦った後山縣有朋の下で陸軍畑を歩み、陸軍大臣を歴任した後、
首相に就任した。
日露戦争は 1904・明治 37 年 2 月 8 日から 1905・明治 38 年 9 月 5
日まで、約 575 日間続いた。主な戦場は、旅順・鴨緑江・黄海・奉天
（瀋陽）・日本海など現在の中国東北部で展開された。

桂太郎

動機は日露双方で異なるが、日本側はロシア帝国の南下政策を
阻止し、朝鮮半島の保全で日本の安全保障を確保することであった。ロシア帝国は、
日清戦争後に清から租借した遼東半島の権利確保であった。
日露戦争では、ほかの欧米諸国は静観の立場をとり、日露双方に多数の国から観
戦武官が派遣され戦況を見守った。西欧では列強が互いの権益をめぐり対立してい
たが、ドイツ・オーストリア＝ハンガリー帝国・イタリアの 3 国同盟、露仏・英露・
英仏の３国協商、日英同盟などにより勢力均衡の動きが作用し、他方アメリカは孤
立主義を堅持していた。このため他国の干渉がなく、日露 2 か国の戦争になった。
結果、日本の勝利に終わり世界に衝撃を与えた。
戦後、アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領の斡旋でポーツマス条約が締結
され、日本は朝鮮半島における優越権、旧満州での鉄道権益、サハリン半島の南半
分などを獲得したが、賠償金は放棄した。賠償金を取れなかったことで国民は反発
し、日比谷焼き討ち事件が起こった。日露戦争終戦直前、日本政府は財政が枯渇し
戦力を使いつくし、なんとか終戦に持ち込まねば動きが取れないというのが実情だ
ったが国民には実状を説明できなかった。
ロシアは日露戦争敗戦の結果、極東での南下政策を断念、代わりに南下の矛先を
バルカン半島へ向け、第１次世界大戦の原因を作った。ロシア国内では第１次ロシ
ア革命が発生した。
＊韓国を保護国化：1905・明治 38 年 12 月、伊藤博文初代韓国統監就任。
国内では、桂太郎内閣は日露戦争を挟んで４年半の長期政権となった。その後、西
園寺公望政友会総裁との間で相互に内閣を担当するいわゆる桂園時代が始まり、第
１次桂内閣（1901・明治 34 年）から第１次西園寺内閣・第２次桂内
閣・第２次西園寺内閣・第３次桂内閣（1912・大正元年 2 月）まで
約 10 年間継続する。
この時代は山縣有朋率いる貴族院をバックとした桂と政友会総裁
として衆議院の多数派を率いる西園寺との協力の結果であり当時、
「情意投合」と言われた。

西園寺公望
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第一次西園寺内閣
（1906・明治 39 年 1 月～1908・明治 41 年 7 月）
西園寺公望は公家出身。フランスに約 10 年留学。その後政府に奉職、伊藤博文
の欧州憲法調査の随員となった。フランスで学んだ経験
を日本の法制に生かそうと努力した。伊藤博文が政友会を結成したとき創立委員と
して参画、伊藤の後を受けて政友会総裁になった。
＊南満州鉄道発足：1906・明治 39 年 11 月発足。初代総裁後藤新平。日露講和条約
で日本が獲得した旅順から長春までの鉄道と沿線の経営を担う母体
となった。
＊第 3 次日韓協約調印：ハーグ密使事件を契機に、日本は高宗を退位
させ、韓国の内政をも把握することとした。ハーグ密使事件とは、
1907・明治 40 年に大韓帝国が自国の外交権を日本から回復を訴える
ため高宗が、ハーグで開催されていた第 2 回万国平和会議に密使を送
高宗
り、列強から拒否された事件である。
第二次桂太郎内閣
（1908・明治 41 年 7 月～1911・明治 44 年 8 月）
この期間には、1909・明治 42 年 10 月に、伊藤博文がハルピンで
安重根に暗殺され、筆者のニューアングル読みの立場からは明治
憲法時代の第３期が終了したわけである。
安重根
第 3 期から第 4 期にまたがる桂園時代（桂内閣と西園寺内閣交互に
数度登場した時代）には、日露戦争に続いて 1910・明治 43 年 8 月
韓国併合があり、欧米諸国との不平等条約改正が達成された。経済面では重化学工
業への転換が進み、労働問題、公害問題などの深刻度が増大した。
＊伊藤博文の死が意味するもの
伊藤博文は明治憲法の作成を主導し、明治憲法の条項が現実の政治にどう適用さ
れるかを見てきたばかりでなく、自らも首相になり、また朋友の人々（山縣有朋、
黒田清隆、松方正義、大隈重信など）にも首相になってもらい、日本の近代化に邁

進してきた。
彼は明治憲法を最もよく知る人物であり、明治天皇も絶大な信頼を寄せてい
た。同時に彼は明治憲法の問題点も熟知していた。とりわけ彼が気にしていた
のは天皇大権と政府との関係であり、内閣と軍部との関係であった。これを制
度的に明確にすることに苦心していた。「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（むしろ伊藤個人のインディヴィデュアル・コントロールというべき）
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
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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。
伊藤は本来なら憲法第７３条を使って憲法を改正し、陸海軍を内閣の統制下にお
くことが最善であると思っていたらしい。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・明治 32 年に創設された帝室制度調査局の総裁となり、
この地位を利用して、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。
明治天皇は伊藤・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１号が公布された。『軍令』の性格は、軍令第 1 号自身で定
めており、軍令は陸軍大臣が帷幄上奏し、首相の副署は不要で陸軍大臣の副署だけ
で帷幄上奏勅令として成立するとした。この結果、明治憲法の問題点は未解決のま
ま、伊藤博文の死により次の時代に傷が治癒しないままさらに深刻な悪性の癌のよ
うに広がり続けていく。
1912・明治 45 年 7 月に明治天皇が亡くなるという一時代を画する出来事があり、
明治憲法時代は第４期に入る。

③第 3 期の外交面での出来事（補足）
（ア）日露戦争の結末
終戦時の日本の状況は、戦費、人員両面で限界に達していた。これに対しロ
シア側は、「極東の局地戦で負けただけで、敗戦ではない」との強気の姿勢を
崩さず、ポーツマス会議は難航した。何とか締結に至った一つの要因として、
アメリカの日本支援が言われている。アメリカはこの機会を利用して、国際社
会での優位を築くことができた。
（イ）日韓協約
1905・明治 38 年 9 月のポーツマス条約後、11 月に第２次日韓協約により韓
国統監府が設置され伊藤博文が初代統監に就任した。伊藤は高宗をはじめ韓国
の主要政治家たちに韓国の近代化の必要性を説くが、旧体制を是とする高宗た
ちはこれに反発し、逆に日本の韓国支配を国際的に訴える行動に出た。（ハー
グ密使事件）。伊藤は当初韓国に自治を与えるべしとし、統合に反対していた
が、韓国側の守旧姿勢に失望し、日本政府幹部の強硬姿勢に同調せざるを得な
くなった。
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（２）経済・社会面の主な動き
①鉄道網の充実：国有の東海道線全線開通（1889・明治22）、5大私営鉄道（北
海道炭鉱鉄道、日本鉄道、山陽鉄道、九州鉄道、関西鉄道）の整備も進んだ。
しかし、1906・明治39年には、鉄道事業の赤字化が広がり、対策としてこれら私有
鉄道を含む大手私鉄17社が国有化された。
②工業化の進展：
＊綿紡績産業：1882・明治15年の大阪紡績会社の創業を皮切りに、大型輸入機械
を導入した近代的な綿紡績工場が次々と開業、飛躍的に生産量が増加し1890年
に国内生産量が輸入量をはじめて上回った。
＊生糸生産においても、器械の導入が進み、1894年に器械製糸が座繰製糸を上
回った。
＊重工業は軽工業より遅れを取ったが、1901年に官営八幡製鉄所が設立され、
日本製鋼所、釜石製鉄所など民間の製鉄所の設立が相次ぎ、重工業の基礎とな
る鉄鋼の国内生産が本格的に行われるようになった。この時期造船技術は世界
水準に追いつき、1905年に池貝鉄工所がアメリカ式旋盤の完全製作に成功する
など、技術面で大きな進展がみられた。
③労働争議の頻発：甲府雨宮製糸場争議（1886・明治19年）、大阪天満紡績
争議（1894・明治27年）、呉海軍工廠争議（1902・明治35年）、別子銅山争議
（1907・明治40年）など労働条件改善要求を中心とする争議が発生した。
④公害問題：1890・明治23年より問題化した足尾銅山鉱毒事件に代表される
工業化進展に伴う公害問題が各地で問題化し始めた。
⑤社会主義思想の台頭：資本主義の勃興・発展とともに労働者擁護の立場か
ら資本主義を是正すべしとする動きが台頭した。労働組合期成会（高野房太郎
1897・明治30年）、社会主義研究会（片山潜 1898・明治31年）、小作条例期
成同盟会（大井憲太郎1899・明治32年）、普通選挙期成同盟会（幸徳秋水1899・
明治32年）などが代表的なものである。
⑥教育勅語の発布（1890・明治23年）は、地方長官たちの徳育確立運動をう
けて、井上毅法制局長官が中心となって中央政府が制定した。以後、明治憲法
時代の教育の基本として小学校などで新年、紀元節、天長節に校長先生から教
育勅語が読まれた。父母、兄弟、夫婦、友人間の徳目と国家に対する国民の献
身を説いた。一高の嘱託教員だったクリスチャンの内村鑑三（31）は、拝礼を
拒否し、依願退職となった。
⑦1890・明治23年3月、琵琶湖疎水完成。京都への水の供給が始まった。
⑧1893・明治26年、御木本幸吉夫妻、養殖真珠開始。
⑨缶詰の普及：フランス人が明治初期に長崎で伝えたことから始まり、この時
期に普及した。日清戦争で軍隊用食料となった。
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⑩丸の内の原っぱに、三菱１号館完成。イギリス人のコンドル（43）と曽禰達
蔵（39）が設計した。
⑪1898・明治31年、豊田佐吉が動力織機を完成。綿布生産の増大に貢献した。
⑫1903・明治36年6月、日比谷公園オープン。本格的な西洋式公園。その後、松
本楼、日比谷公会堂などができた。男女のデートの場所にもなり問題化した。
⑬第1回早慶戦：1903年・明治36年11月21日、慶應グランドで開催。慶應の勝
ちだった。
⑭初の国産ガソリン車「タクリー号」完成。
⑮「味の素」誕生。1908・明治41年、東京帝国大学理学部教授池田菊苗（45）
が、夫人の作ったコンブ入り吸い物の味に感激して成分を分析、グルタミン酸
を発見した。ヨード製造業者鈴木三郎助（42）が製品化した。
⑯タカジアスターゼ開発。1909年・明治42年、アメリカ滞在中の高峰譲吉（56）
が、消化酵素を発見、パークデーヴィス社から発売した。
（５）文化芸術
①1893・明治26年1月、文芸雑誌「文学界」創刊。第３期を代表する文学者とし
て、森鴎外、幸田露伴、北村透谷、樋口一葉、尾崎紅葉、
正岡子規、泉鏡花、国木田独歩、与謝野晶子、夏目漱石、
島崎藤村、田山花袋、永井荷風などが活躍した。
②美術分野では、日本画の狩野芳崖、橋本雅邦、洋画
の浅井忠、青木繁、藤島武二、黒田清輝、彫刻の高村光
雲らの活躍が目立った。1895・明治28年4月、京都の第4
夏目漱石
樋口一葉
回内国博で、黒田清輝は裸婦像を展示、物議を巻き起こ
したが、この絵を守り続けた。
③建築分野では、英国人コンドル設計の神田ニコライ堂（1892・明治24年）、
辰野金吾設計の日銀本店（1896・明治29年）がある。
④歌舞伎座開場。1889・明治22年に開場した。
上等桟敷4円70銭（約5万円？）、上等平土間2円80銭（約3万円？）
⑤映画の始まり：1896・明治29年、のぞき眼鏡活動写真が神戸で紹介され、映画の
先駆けとなった。翌年、大阪でシネマトグラフという多くの観客が同時に見られる
映画が興行された。２～３分の短い映像を10種類程度組み合わせたものだったが大
人気となった。
４．第４期

1909・明治42年～1931・昭和6年
（伊藤博文暗殺後から満州事変まで）

＊概要
日本の帝国主義的野望の芽が徐々に育って行った時期である。
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1910 年 11 月 8 月、日本は大韓民国を併合し日本の植民地とした。以来、日
本の帝国主義的野望は中国大陸を標的としていく。伊藤博文が懸念していた軍
部の独立的志向が益々高まっていく。これに対して国民は桂園時代の議会尊重
の方向を歓迎し政党による政治運営への期待が益々強くなっていく。しかし第
２次西園寺内閣の後、再度桂が出馬、国民はまたもや藩閥政治の繰り返しかと
怒りこれが大衆運動のきっかけとなった。日本で初めて国会周辺を大衆が囲み
桂内閣打倒を叫んだ。このため桂内閣はわずか３カ月で退陣した。いわゆる大
正デモクラシー＝護憲運動といわれる大正政変である。
第１次世界大戦（1914・大正 3 年～1918・大正 7 年）はヨーロッパの帝国主
義国グループ（フランス・イギリス・ロシアなどの連合国対ドイツ・オースト
リアハンガリー帝国などの中央同盟国）の間の戦いであったが、日本は連合国
側に参戦し漁夫の利を得た。
時の第２次大隈内閣は、中国の袁世凱政府に対して 21 か条の要求を突きつけ
承認させた。
その後、原敬平民宰相内閣の成立で本格的な政党内閣の時代が期待され、第
二次護憲運動、普通選挙法の成立など民主主義の方向が目指されたが、並行し
て治安維持法が制定されるなど圧政政治が行われ、張作霖暗殺事件を経て満州
事変に至る。
経済面では、第１次世界大戦による好況が戦後まもなく金融危機による不況
に変わり、1929・大正 4 年の世界恐慌の大波に揺れる。
この期間は社会運動が盛んとなり、労働組合の結成が相次いだ。
文学分野では、夏目漱石、武者小路実篤、島崎藤村、芥川龍之介などが活躍、
美術分野では竹久夢二、菱田春草ら多数が活躍した。
（１）政治外交
伊藤の死後、1910・明治 43 年 8 月日本は韓国を統合し植民地とした。第 2
次桂内閣の時である。国内では 1910・明治 43 年 5 月に大逆事件が発生、1911・
明治 44 年には警視庁に特別高等警察（特高）が設置されるなど国民に対する締
め付けが強化された。
桂内閣は 1911・明治 44 年 2 月、日米新通商航海条約で関税自主権を回復し、
懸案の条約改正問題が解決したことを契機に総辞職した。
＊南朝・北朝正閏論争：1911・明治 44 年には、文部省編纂の「尋常小学日本歴
史」での南北朝時代の南朝と北朝の扱いについて、何れを正統とするかの論争
が持ち上がり、最終的に南朝を正統とすることで決着した。その結果南朝に味
方した楠正成は忠義の士となり、足利尊氏は逆賊と見なされるようになった。
第２次西園寺内閣（1911・明治 44 年 8 月 30 日～1912・大正元年 12 月 21
日）では、内務大臣原敬が活躍、立憲政友会の勢力を貴族院にまで広げたが、
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伊藤博文暗殺後、山縣有朋の発言力が増大し、陸軍の増強に反対する内閣に対
し、軍部が陸軍大臣を推薦しないことで総辞職に追い込まれた。
第３次桂太郎内閣（1912・大正元年 12 月 21 日～1913・大正 2 年 2 月 20 日）
は設立の当初から元老の横やりと国民の藩閥打破の動きが重なりわずか 2 ヵ月
という短期間で総辞職した。第１次護憲運動の始まりとなった。
12 月 13 日、東京の新聞記者や弁護士たちが運動を開始し、翌年 1 月には全
国的な運動となり、東京では数万人の民衆が国会を包囲した。民衆の直接行動
が内閣を倒した最初の事例となった。
私見だが護憲運動とは明治憲法を守れという運動であったが、明治憲法に政
党政治を規定する条項はなく、議会は内閣から切り離されて予算案などの議案
を審議する機関に過ぎなかった。それゆえ、この大衆運動は護憲運動ではなく
本来なら議院内閣制を規定するための憲法改正要求の動きであるべきだった。
それが護憲という言葉で表現されたと思われる。しかし当時の日本国民にその
ような明確な意識はなかったようだ。大正デモクラシーの理論的指導者と言わ
れる吉野作造は当初明治憲法の趣旨を尊重してデモクラシーを民主主義という
言葉ではなく民本主義と表現した。
日本の政治はその後も明治憲法の規定に従い、天皇が指名する首相が組閣す
る時代が続いた。
山本権兵衛内閣（1913・大正 2 年 2 月 22 日～1914・大正 3 年 4 月 16 日）
山本権兵衛は、薩摩藩士の出身。海軍軍人として海軍の陸軍に
対する立場の強化に尽力した。
この内閣は護憲運動などの混乱の原因が陸軍にあったとし、海
軍大将の山本に組閣が命じられたのである。しかし海軍にかかわ
るシーメンス贈収賄事件が発覚、１年余で総辞職となった。
山本権兵衛

第２次大隈重信内閣（1914・大正 3 年 4 月 16 日～1916・大正 5 年 10 月 9
日）はほかに首相の成り手がなく、最後に当時早大総長であった大隈にお鉢が
回ってきた結果の内閣だった。1914・大正 3 年の第１次世界大戦に同盟国のイ
ギリスの要請で参戦し青島やアジアのドイツ領を占領した。1915・大正 4 年 1
月辛亥革命後の袁世凱政府に対して対華 21 か条要求を行い、主要部分を承諾さ
せた。これが中国の五四運動や満州事変の遠因となったと言われ
ている。
寺内正毅内閣
（1916・大正 5 年 10 月 9 日～1918・大正 7 年 9 月 29 日）
寺内正毅は長州藩士出身。第一次桂太郎内閣に陸軍大臣として
寺内正毅
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入閣、その後陸相兼務で第３代韓国総監から韓国併合後の朝鮮総督就任後、首
相に就任。
山縣有朋系の超然内閣で政党色を排除した。中国への介入を進めた。1917・
大正 6 年のロシア革命後、翌年の 8 月から約 2 年間のシベリア出兵を敢行、
73,000 人の兵士と巨額の戦費を投入、
多数の死傷者をだして撤退した。シベリア出兵開始後の
9 月寺内は体調を崩し総辞職した。
原敬内閣
（1918・大正 7 年 9 月 29 日～1921・大正 10 年 11 月 13 日）
原敬は盛岡藩士原直治の次男として生まれた。祖父直記は家老職にあったほど
の上級武士の家柄であった。就任時「平民宰相」と言われたが、徴兵逃れのた
め２０歳のとき士族から平民戸籍に移して平民となったためである。当時、戸
主であれば兵役義務から免除される法律があり、このような例は
よく見られることであった。藩校「作人館」や南部家設立の「共
慣義塾」で学ぶが、その後経済的理由で学費無料のカトリック神
学校に入学、キリスト教に入信した。その後新聞社経由外務省に
入省した。陸奥宗光に見出され朝鮮駐在公使となったが、原の嫌
う大隈重信が外相になると退職、大阪毎日新聞に移り、社長にな
原 敬
った。1900・明治 33 年、伊藤博文が立憲政友会を作ると入党し幹事長となった。
原敬内閣は、立憲政友会総裁・衆議院議員の原敬による日本初の本格的政党
内閣と言われた。主要政策として、高等教育の拡充、産業の拡充、鉄道網の拡
充、国防の拡充の「４大政綱」を掲げた。1920 年 1 月設立の国際連盟の常任理
事国となった。1921・大正 10 年 11 月アメリカ合衆国が初めて開催した国際会
議である国際軍縮会議がワシントンで開催され、日本から加藤友三郎海軍大臣
が出席した。会議はアメリカ主導で進められた。主力艦の保有を日本は対米英
６割を承認した。
その背景にアメリカが日本の暗号電を傍受していたことがある。
原敬内閣時代、朝鮮では 3・1 独立運動、中国では五四運動が発生している。
３・１独立運動：1919・大正 8 年 3 月 1 日、朝鮮で起こった独立運動。宗教
指導者たちが高宗の葬儀に合わせて、民族代表 33 名がソウルの中心地で独立宣
言を行った。日本の統監府は鎮圧に乗り出したが、運動は朝鮮全土に広がり、
多くの犠牲者をだした。日本政府はこの事件の後、融和政策に転換した。
五四運動：1919・大正 8 年 5 月 4 日、北京の学生数千人が天安門広場からデ
モ行進し、ヴェルサイユ条約反対などを叫んで反日運動を行った。
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原敬内閣は 1921・大正 10 年 11 月 4 日、原敬が暗殺されたため終わった。犯
人は中岡艮一（こんいち）という鉄道員で暗殺の経緯は諸説あり、裁判では無
期懲役⇒恩赦となり、謎を残したままの事件であった。
＊軍部の動き＝バーデンバーデンの密約（1921・大正 10 年 10 月 21 日）
陸軍若手将校台頭の発端となる動きである。永田鉄山、岡村寧次、小畑敏四
郎ら陸士 16 期の同期 3 名が、南ドイツの保養地バーデンバーデンで将来起こる
であろう世界総力戦対策を話し合い、軍の近代化、国家総動員体制の確立、陸
軍の長州閥打破、満蒙問題の早期解決、革新運動の断行などを誓い合ったと言
われる。この動きはその後、周辺に広がり、陸軍内部の統制派と皇道派に分裂、
２・２６事件へ至る。
高橋是清内閣（1921・大正 10 年 11 月 13 日～1922・大正 11 年 6 月 12 日）
高橋是清は幕府御用絵師川村庄右衛門の子息、生後まもなく仙
台藩の足軽高橋覚治の養子となった。15 歳のときアメリカに渡
り、だまされて奴隷同様の扱いを受けながら英語を習得した。帰
国後文部省に入り、共立学校（開成学園の前身）の校長となり、
正岡子規や秋山真之などを教えた。農商務省では特許制度を整備、
日銀副総裁として日露戦争の戦費調達に奔走した。原敬内閣の大
高橋是清
蔵大臣だった高橋是清が総理を引き継いだ内閣で、原敬内閣の
政策を引き継いだ。治安警察法で婦人の政談集会を許可するなど国民への引き
締めを若干緩和した。
加藤友三郎内閣
（1922・大正 11 年 6 月 12 日～1923・大正 12 年 9 月 2 日）
加藤友三郎は広島藩士加藤七郎兵衛の三男として生まれた。海
軍軍人となり、日清・日露両戦争で活躍した。寺内、原、高橋３
代の内閣で海相を勤めた。
1921・大正 10 年のワシントン軍縮会議の全権として、日本案
の対米対等案に固執せず、米国案の米５英５日３の比率を受諾し、
国際的に評価された。その際の加藤の言葉「これまでアメリカか
加藤友三郎
らお金を借りて戦争をやった日本は将来アメリカと戦争はできな
い」が残っている。
その海軍大将加藤友三郎が首相となった内閣である。加藤は在任中の 1921・
大正 12 年 8 月 24 日に死去、外務大臣の内田康哉が任期まで臨時総理を兼任し
た。9 月 1 日に関東大震災が発生した。
第２次山本権兵衛内閣（1923・大正 12 年 9 月 22 日～1924・大正 13 年 1 月
7 日）は、震災の混乱の中で摂政裕仁、後の昭和天皇の認証で設立された。内務
大臣兼帝都復興院総裁後藤新平は１年分相当の国家予算で首都の大改造を提案
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したが入れられず中規模の首都改造にとどまったが、現在の東京の骨格の基礎
となった。1923・大正 12 年 12 月難波大助の摂政裕仁狙撃事件「虎の門事件」
が起こり、総辞職した。
清浦奎吾内閣（1924・大正 13 年 1 月 7 日～6 月 11 日）
清浦奎吾は肥後国鹿本郡（熊本県山鹿市）の明照寺住職の 5
男に生まれ、司法省で刑事訴訟法制定に関与した。山縣有朋に
引き立てられ、第 2 次松方内閣、第 2 次山縣内閣、第 1 次桂内
閣で司法大臣を歴任、貴族院議員を経て枢密顧問官から議長に
なった。 枢密院議長であった清浦奎吾が首相となった。政党
排除の超然内閣の色彩が強く、衆議院の政友会、憲政会、革新
清浦奎吾
倶楽部のいわゆる護憲３派による倒閣運動でわずか５カ月で
退陣した。第２次護憲運動と言われる大正デモクラシーの流れと評価されてい
るが今回は国会内での出来事であった。
加藤高明内閣（1924・大正 13 年 6 月 11 日～1926・大正 15 年 1 月 30 日）
加藤高明は、尾張藩士（代官手代）服部重文の次男。東京帝
国大学法学部を首席で卒業、三菱に入社。1900・明治 33 年には
第 4 次伊藤内閣の外相に就任。
第 2 次大隈内閣の外相時代には対華 21 か条要求で活躍した。第
2 次護憲運動で清浦内閣の後、立憲政友会・憲政会・革新倶楽部
の護憲三派の組閣により比較第 1 党の憲政会を率いる加藤が首
加藤高明
相となった。
護憲３派を支持基盤とする政権として出発した。高橋是清、犬養毅、幣原喜
重郎、若槻礼次郎など大物政治家たちが入閣した。25 歳以上の男子すべてに選
挙権を付与する普通選挙法、左翼思想対策の治安維持法などの成立、ソ連との
国交樹立、労働争議調停法制定など硬軟取り混ぜた政策を実行した。この内閣
は１年２か月後に護憲３派内で国税地方税の分配をめぐって紛糾し、政友会が
脱退し、憲政会単独の内閣となった。問題となったのは両税委譲問題と言われ
地方財政充実のため地租と営業税を地方税にするという主張で
これに加藤首相が反対した。加藤首相は 1926・大正 15 年 1 月
に死去、次の若槻礼次郎内閣へ移行する。
第１次若槻礼次郎内閣
（1926・大正 15 年 1 月 30 日～1927・昭和２年４月）
若槻礼次郎は、島根の松江藩の足軽奥村家に生まれ極貧の環
若槻礼次郎
境であった。19 歳のとき官費で勉強ができる司法省法学校受験
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のため叔父の若槻敬に旅費を借りて上京、1500 名の受験者の中で定員 50 名の
狭き門を突破した。若槻の養子となる。その後東京帝国大学法学部を首席で卒
業し大蔵省に入る。若槻は加藤高明亡きあと、憲政会総裁として首相になった。
大正天皇崩御（1926・大正 15 年 12 月 25 日）と昭和天皇即位という時代の
変化の中で、昭和金融恐慌や朴烈事件、松島遊郭事件などに見舞われ政権維持
に汲々とした。さらに国際融和を標榜する幣原喜重郎外交に
反発する枢密院の平沼騏一郎や伊東巳代治の策動で約 1 年で
総辞職した。
＊昭和金融恐慌：1914・大正 3 年～1918・大正 7 年の第一次
世界大戦の好況終焉で、日本経済は戦後不況に陥った。
これに関東大震災が加わり、多くの企業、銀行が不良債権
を抱えていた。これが 1927・昭和 2 年 3 月 14 日の衆院予算
委員会での片岡蔵相の失言から鈴木商店倒産、台湾銀行休業
昭和天皇
の結果、金融恐慌発生となった。
＊朴烈事件：関東大震災の 2 日後、朝鮮人無政府主義者の朴烈と愛人の文子
が治安警察法に基づく予防検索で検挙された事件が若槻内閣倒閣運動にまで至
った。でっち上げだったようだが、司法や警察の思惑と、朴烈の英雄気取りの
態度で世論が沸騰し、政争の具となった。
＊松島遊廓疑獄事件：大阪の松島遊郭の移転を巡って、不動産業者の政治家に対
する贈賄が発端となり、若槻首相まで予審順門を受けた。
田中義一内閣（1927・昭和 2 年 4 月 20 日～1929・昭和 4 年 7 月 2 日）
長州藩士田中信祐（藩主の駕籠かき）の三男として生まれ、陸軍大学校卒業。
日清戦争に従軍後、ロシアに留学、ロシア正教に入信。ロシア軍に入り内部か
らロシア軍を調査した。日露戦争では総参謀児玉源太郎の補佐を勤めた。日露
戦争後、「帝国国防方針」作成に関与。
陸軍出身で立憲政友会総裁の田中義一首相の時代である。
田中は枢密院の意向を受けた陣容で内閣を発足させた。昭和
金融恐慌対策として、高橋是清蔵相が日本銀行から市中銀行へ
緊急融資を行ったが急遽片面だけを印刷した新紙幣を発行して
すべての銀行の窓口に積ませ、取り付け騒ぎをおさめた。
国内治安に関しては、治安維持法の強化や日本共産党を壊滅
田中義一
に追い込んだ。
外交面では、満州・蒙古・中国における日本の権益を守るため軍事力による
介入へエスカレートさせた。これが中央の指示を受けない形での関東軍若手将
校による張作霖爆死事件（1928 年・昭和 3 年 6 月 4 日）につながり、田中は責
任を取らされ総辞職した。
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浜口雄幸内閣（1929・昭和 4 年 7 月 2 日～1931・昭和 6 年 4 月 14 日）
浜口雄幸は土佐国（現高知市）で林業を営む水口胤平の三男として生まれ、
浜口家の養嗣子となった。東京帝国大学法学部を卒業後、大蔵省に入る。憲政
会、政友本党の後身として結成された立憲民政党の初代総裁となる。
元老西園寺公望は立憲政友会の対抗馬として、立憲民政党を
支持基盤とする内閣として浜口を昭和天皇に推戴した。
浜口内閣の井上蔵相は 1930 年 1 月 11 日、まさに 1929 年
10 月 24 日のアメリカの大恐慌の直後に金解禁を実施し、結果
極端な円高⇒国内市場収縮⇒輸出不振を招き日本経済は大打
撃を被った。日本保有の金を国際的に自由に売買できるという
ことは、日銀券を金との兌換できる紙幣とし国の金保有高に
浜口雄幸
合わせて発行量を決めるので、お札をどんどん刷ることができず、結果金融引
き締めとなりデフレ傾向を強めることとなる。今回はこれが裏目に出てしまっ
た。
幣原外相は国際協調を標榜し、ロンドン海軍軍縮条約締結を締結した。国内
では改正工場法で婦女子少年の深夜勤務を禁止した。１９２９年１０月の世界
恐慌による影響を被った。
野党の立憲政友会総裁犬養毅は、1930 年（昭和 6 年）、濱口内閣が進めるロン
ドン海軍軍縮条約に反対して鳩山一郎とともに「統帥権の干犯である」と政府を攻
撃した。犬養のこの行動は、統帥権が軍部が政治的手段として政府に刃向かえる事
を教えたことになり、日本の民主主義と政党政治が衰退する要因となった。
浜口首相は、海軍軍縮条約への反感を持つ愛国社党員佐郷谷留雄に東京駅構
内で銃撃された。統帥権干犯問題の発端とされる。
第２次若槻礼次郎内閣（1931・昭和 6 年 4 月 14 日～12 月 13 日）は、浜口
の後を受けた立憲民政党主導の内閣であった。
内閣発足後５か月後の１９３１年９月１８日の関東軍主導による柳条湖事件
から満州事変が勃発、政府は事後的に陸軍の動きを認めたものの、不拡大方針
を決めた。これに対し陸軍は同調せず最終的に陸軍の暴走を認めさせた。若槻
は事態を立憲政友会との挙国一致内閣により打開しようとしたが閣内一致せず、
総辞職した。
こうして明治憲法時代の第４期は終了するが、この第４期は次の第５期の軍
閥活躍時代の前奏曲であった。
（２）経済社会の動き
①財閥の跋扈：第３期に富国強兵を土台にスタートした日本資本主義の発展
期であった。三井・三菱・住友財閥をはじめ複数の財閥が官営工場や国営鉱山
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を譲り受け、財閥への産業・金融集中が進んだ。鈴木商店などの新興財閥の活
躍が目立った。
政府は財閥を水力発電による電力事業推進により後押しした。猪苗代湖から
東京への送電開始（１９１４・大正４年）
②強兵政策による軍事産業が政府主導で拡大され、財閥が元請けとなった。
③国際環境では、韓国併合・第一次世界大戦参戦勝利によるアジアのドイツ
権益の獲得などで好景気を維持した。
④経済不況：資本主義特有の経済循環が本格化し、1929・昭和 4 年の世界大
恐慌の渦に巻き込まれた。折悪しく、浜口内閣による金解禁が追い打ちをかけ
る形となった。
第一次世界大戦以前、主要国はすべて金本位制を採用、兌換紙幣を自由に金
と交換することを認めて、金の国際移動を自由化していたが、大戦中、アメリ
カが金の国外流出を危惧し、1917・大正 6 年 9 月に金輸出を実施、日本も同月
金輸出禁止の措置を取った。しかし戦後アメリカは金輸出を再開、主要国もこ
れに倣ったが、日本は遅れていた。1930 年 1 月に金解禁を実施するにあたって
は事前に十分の検討を行い、金解禁によるデフレと財政緊縮によって一時的に経
済状況が悪化しても、問題企業の整理と経営合理化による国際競争力の向上は進み、
金本位制が持つ通貨価値と為替相場の安定機能や国際収支の均衡機能が発揮され
て、景気は確実に回復するはずであると考えたのである。だが、日本国内では金解
禁直後から銀価格の暴落が始まり、同年 6 月には生糸価格の暴落、同年 10 月には
米価の暴落が続いた。このために企業の倒産・合理化が激増して大量の失業者が発
生し、中小企業や農村は窮乏化した。さらに緊縮財政問題とも関連が強かったロン
ドン海軍軍縮条約締結を巡る統帥権干犯問題も絡んで軍部からも反感を買い、遂に
同年 11 月に濱口首相が狙撃される事件も発生した。
⑤第一回国勢調査：1920・大正 9 年に実施され、内地人口 55,963,053 人との
結果を得た。1871・明治 4 年の戸籍法「壬申戸籍」に基づく 1872・明治 5 年 1
月現在の推計人口は 34,806,000 人であった。
⑥社会の動き：
（ァ）政府の反政府的運動取締強化
「大逆事件」：1910・明治 43 年 6 月、幸徳秋水ら数百人が刑法
７３条の大逆罪で逮捕、１２月幸徳らら２４名が死刑に処せられ、
社会主義運動は冬の時代に入った。裁判は非公開で行われ、大逆
幸徳秋水
があったのかどうかも定かではなかった。
徳富蘆花、森鴎外、永井荷風らが批判した。
（ィ）天皇機関説論争（1912・明治 45）：
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憲法学者美濃部達吉の天皇機関説と上杉愼吉の天皇主権説が対立した。明治
憲法制定時の伊藤博文と井上毅の論争を彷彿させるが、時代はファシズムへ移
行しつつあり天皇機関説を排除する動きが強くなり 1935・昭和 10 年美濃部は
貴族院議員を辞し、著書は発禁となった。
（ゥ）1912・明治 45 年、クリスチャンの鈴木文治が中心となり労使協調主義を
主張する「友愛会」結成。
（エ）国家社会主義者の出現：1919 年、大川周明（34）猶存社結成。北一輝（37）
は上海で「国家改造法案大綱」を出版。
（３）文化・芸術・国民生活
①武者小路実篤・志賀直哉・有島武郎ら上層階級の子弟による「白樺」が創
刊され、反自然主義の拠点となった。
②女性の社会進出：
＊「青鞜社」結成。1911・明治 44 年 9 月同人誌「青鞜」創刊。
“原始女性は太陽であった”は主幹平塚雷鳥の巻頭言であった。
＊1913・大正 2 年には、東北帝国大学に初の女子学生 3 人が
入学したが、世間の目は冷たかった。
③日本人作詞作曲中心の「尋常小学校読本唱歌」発行（1910・
明治 43 年）。「春が来た」「ふじの山」「われは海の子」など。 平塚雷鳥
④近代演劇演芸の始まり
＊「自由劇場」小山内薫・市川左団次ら（1909・明治 42 年）
＊「芸術座」トルストイ「復活」を公演。1914・大正 3 年
＊「宝塚少女歌劇団」1914・大正 3 年 4 月初公演。
⑤東京大正博覧会（1914・大正 3 年 3 月 20 日～7 月 31 日）
大正天皇即位奉祝と産業振興を目的に、上野公園・青山練兵場・芝浦埋め立
て地などで開催。エスカレーター、ロープウエイ、小型乗用車、飛行機などが
展覧され、約７４６万人が入場した。
⑥初のスキー講習会：1911・明治 44 年 1 月、新潟県高田（上越市）で、オース
トリアのレルヒ陸軍少佐（43）が指導した。
⑦「カフェプランタン」銀座 8 丁目に開店（1911 年 3 月）、「カフェライオン」
尾張町に開店（1911・明治 44 年 8 月）。
⑧1913・大正 2 年、野口英世（38）はロックフェラー研究所研究員として、進
行性麻痺の原因を究明した。
⑨1916・大正 5 年 5 月、インドの詩人タゴール来日。軍国日本に警告。
⑩同年、川上肇「貧乏物語」。貧乏退治の方策として。富者の奢侈廃止を主張。
⑪1918・大正 7 年、東大に「新人会」発足。デモクラシー、普選、社会改造を
主張。
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５．第５期

１９３１年（昭和６年）～
１９４５年（昭和２０年）８月１５日まで
（軍閥台頭からアジア太平洋戦争敗戦まで）

＊概要
満州事変から１９４５年８月までの約１５年間を１５年戦争と総括されるこ
とがあるが、これは１つの見解であり通説ではないようだ。けれども満州事変
勃発のころから日本の政治的動向がはっきりと軍主導に移行したことは否めな
いと考える。軍閥の台頭と軍支配の政治体制が大勢の赴くところとなり、日本
国民全体が巻き込まれていく。日本国民の大部分がむしろ能動的に時代の動き
を進めていった。それが大きな流れになった。国威の高揚に国民は陶酔状態に
なり満州から中国へと侵略を進めていき、それが欧米帝国主義諸国、ソ連邦の
利害とぶつかりながら、帝国となった日本国として立ち止まることができず、
さらには東南アジアの諸地域への侵略となり、最後に第２次世界大戦の一部と
してのアジア太平洋戦争へと突き進んでいった。
この思想的背景には軍部が統帥権を盾に政府機能をマヒさせ、天皇大権を前
面に押し出したということがり、在野勢力のなかにも天皇親政を主張する血盟
団に代表されるような過激派集団が台頭し、政府財界首脳へのテロを実行し、
軍閥支配の大きな流れを形成した。奇妙なことにこの動きは明治憲法の条項の
中から解釈されたことであり憲法違反とは言えなかった。
海軍将校中心の 5・15 事件（1932・昭和 7 年）、陸軍青年将校らを中心とし
た 2・26 事件（1936・昭和 11 年）が軍閥支配への礎となった。
1928・昭和 3 年に起こった張作霖爆殺事件の処理で、国際的な信用を保つため
に容疑者を軍法会議によって厳罰に処すべきとの主張は、軍の強い反対に遭ったた
め果たせなかった。5・15 事件では実行犯の最高刑は禁固刑であった。2・26 事件
では、実行犯は昭和天皇の命令で極刑に処せられたが、実行犯たちには予想外のこ
とだったようだ。満州事変の実行者たちは裁判にもかけられなかった。
軍閥支配の背景としては、経済的な事情も指摘されている。都市の労働者階
級、農村の貧農階級の貧困度は増大し、政府は満州を獲得したことで、彼らの
一部を満州国開拓団として移動させ、農村の余剰人口を軽減しようとした。
（１）政治外交の動き
①満州事変⇒「満州国」建国⇒国際連盟脱退：
関東軍参謀板垣征四郎大佐（47 歳）、石原莞爾中佐（43 歳）らが画策、1931・
昭和 6 年 9 月 18 日、柳条湖付近の満鉄の線路を破壊し、これを中国軍の仕業と
宣伝、自衛のためのとして中国軍への攻撃を開始した。
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外務省は事前にこの計画を察知し、若槻礼次郎内閣の南陸相が抑えようとし
たが関東軍はこれを無視し実行した。若槻内閣は不拡大方針を打ち出したが無
視され、事態は満州国建国へ向かっていった。
1932・昭和 7 年 3 月 1 日、関東軍主導のもと瀋陽（奉天）で
「満州国」建国宣言。清王朝最後の皇帝溥儀を新国家の首班に迎
えた。関東軍は当初満州地域を日本の領土とするすもりであった
が、満州事変を満州の自衛のためと言い訳したため領有を断念せ
ざるを得なくなった。
板垣征四郎
日本政府は 6 か月後の 9 月に「満州国」を承認した。
国際連盟理事会は日中戦争の実状調査と解決策を探るため、１
９３２・昭和７年２月英国のリットンを団長とする英・米・仏・
独・伊の五か国からなる調査団を現地に派遣、１０月に“「満州
国」は自発的な独立運動ではなく、日本軍によってなされた”と
報告、解決策として列国の共同管理を提案したが、日本は拒否、
結果国際連盟を脱退した。
石原莞爾
②日本政府の動静
（ァ）立憲政友会犬養毅内閣（1931・昭和 6 年 12 月～1932・昭和 7 年 5 月）
犬養毅は 1855・安政 2 年、今の岡山県の庄屋・郡奉行だっ
た犬飼源左衛門の次男として生まれ、慶應義塾卒業後、新聞
記者となる。大隈重信が結成した立憲改進党に入り政界へ進
出、1929・昭和 10 年 10 月に立憲政友会の第 6 代総裁となっ
た。
犬養は組閣後解散・総選挙で政友会の議席を大きく伸ばし、
犬養毅
高橋是清を蔵相に起用して経済不況の打開に取り組んだ。高
橋は金輸出再禁止と兌換停止を行い、日銀引き受けによる政府支出を増やしで
デフレ脱却をはかった。
満州問題については、犬養毅は当時孫文とも親しく、中国との話し合いで解
決しようと画策していたが、周囲の反対で進展せず、逆に５・１５事件で海軍
青年将校たちに暗殺された。
この事件は明治憲法時代の政党政治の終焉といわれた。
＊血盟団事件と５・１５事件：血盟団とは日蓮宗の僧侶である井上日召が組
織した政治運動で天皇親政主義を掲げ、政府財界要人を一人一殺主義で暗殺し、
その後海軍の行動を待つという国家革新運動であった。1932・昭和 7 年 2 月、
若槻内閣の前蔵相井上準之助が、同年 3 月には三井合名の重役団琢磨が殺害さ
れた。5・15 事件はこれに呼応するもので、5 月 15 日海軍将校たちが首相官邸
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を襲い、犬養毅を暗殺した。事件首謀者たちは裁判の結果死刑にはならず禁固
１５年を最高とする有罪判決を受けた。
（ゥ）斎藤実（まこと）内閣（1932・昭和 7 年 5 月～1934・昭和 9 年 7 月）
斎藤実は、現在の岩手県水沢区の水沢伊達藩士斎藤高康の子と
して生まれ、海軍兵学校を卒業、海軍大臣、第 3 代朝鮮総督を歴
任した。若いころアメリカに 4 年間駐在武官として滞在したこと
から英語に堪能で駐日大使のジョセフ・グルーと親しかった。
斎藤内閣は立憲政友会と立憲民政党の双方から大臣を迎えた
挙国一致内閣で高橋是清が蔵相に就任した。高橋は積極財政を採
斎藤実
用、1933・昭和 8 年には不況から脱出し農村の救済に尽力した。
他方斎藤内閣は「満州国」を正式に承認し、これにより国際連盟脱退に至り国
際的に孤立の方向へ進んだ。陸軍の若手将校にはリベラル派として嫌われ、帝
人事件＝汚職事件で政界が混乱した責任をとり総辞職した。これは政界内部か
ら斎藤の足を引っ張るために企まれたとの噂が流れた。
（ェ）岡田啓介内閣（1934・昭和 9 年 7 月～1936・昭和 11 年 3 月）
岡田啓介は、福井藩士岡田喜藤太の長男として 1868 年・慶
應 4 年に生まれる。海軍兵学校卒業。日清・日露両戦争に従軍、
1932 年のロンドン海軍軍縮会議のとりまとめに奔走した。
岡田啓介内閣は組閣拝命後、立憲民政党と立憲政友会の一部
有力者を与党に組み入れ、安定政権としてスタートしたが、軍
部の圧力で第二次ロンドン海軍軍縮条約を脱退し、軍の華北進
岡田啓介
出を容認した。それにもかかわらず 2・26 事件が発生、内閣総
辞職となった。
在任中、天皇機関説事件に対し、“天皇が統治権の主体である”ことを主張
する言葉として「国体明徴」声明を発表し、天皇機関説を否定。美濃部達吉の
著書発禁、貴族院議員の資格を剥奪した。
＊２・２６事件：陸軍皇道派とされる青年将校と 1,500 名弱の下士官兵が起
こしたクーデター未遂事件。かれらは明治維新のような天皇中心の近代的民主
国家復元を「昭和維新」と呼び、これを実現するために君側の奸を殺害すると
した。死亡者は、松尾伝蔵首相秘書、高橋是清蔵相、斎藤実内大臣、渡辺錠太
郎教育総監、負傷者は鈴木貫太郎侍従長ほかであった。岡田首相は辛うじて難
を逃れた。首謀者たちのうち野中四郎歩兵大尉、河野壽航空兵大尉は自決、そ
の他首謀者たちの多くは死刑など極刑に処された。
＊永田鉄山暗殺事件：2・26 事件おきっかけとなった事件と言われている。
永田鉄山は長野県諏訪市の高島藩藩医の子に生まれる。同じ諏訪出身の岩波
書店創立者岩波茂雄の親友だった。陸軍大学卒。バーデンバーデンの密約の首
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謀者で陸軍の改革と国家総動員体制による総力戦理論を展開し
た。統制派の中心的人物として、皇道派から目の敵にされ、1935
年（昭和 10 年）8 月 12 日皇道派の相沢陸軍中佐により暗殺され
た。この陸軍内部の抗争は、
1933 年（昭和 8 年）6 月の陸軍全幕僚会議が発端で、対支戦先
行を主張する永田と対ソ戦先行を主張する小畑敏四郎との対立
永田鉄山
が統制派・皇道派の対立となった。統制派は陸大出身者中心、皇
道派は陸大に行かず陸士卒で陸軍軍人となったグループに分かれていた。
（ォ）広田弘毅内閣
（1936・昭和 11 年 3 月～1937・昭和 12 年 2 月）
広田弘毅は福岡県那珂郡で、1878・明治 11 年、石材店を営
む広田徳平の子として生まれた。外交官となり、斎藤内閣、岡
田内閣では外相を勤めた。軍国主義国家体制の実質的開始時期
となった。広田首相自身は文官であったが、軍部の方針に追随
せざるをえない状況下で、内閣としては軍国主義強化の方向を
進んだ。五相会議で「国策の基準」を決定。首相・陸相・海相・
蔵相・外相の５閣僚による会議で、大陸・南方への進出と軍備
広田弘毅
拡充を決めた。(1936/8/7)
＊日独防共協定(1936/11/6)：日独間でコミンテルンの影響を防圧しようという
きわめて曖昧な協定であった。一時、英国にも参加を持ちかけた経緯がある。
この協定協議の過程で、首相の動きはほとんど見られなかった。蚊帳の外であ
った。
＊経済の国家統制強化、軍需予算増額を進めた。
＊「文化勲章」制定：広田首相の発案で制定された。科学技術や芸術などの文化
の発展や向上にめざましい功績のある者に授与されることとなった。
なお広田自身、大アジア主義を標榜していた玄洋社の一員であった。
玄洋社（1886～1946）は旧福岡藩士らが中心に結成された。初代社長平岡浩
太郎はアジア問題に関心を持ち、その後頭山満の大アジア主義に引き継がれる。
自由民権運動の一角を担い、結成時の「憲則 3 条」は「皇室第一、愛国精神、
人民主権固守」であった。
（ヵ）林銑十郎内閣（1937・昭和 12 年 2 月２日～6 月 4 日）
林銑十郎は、1876 年・明治 9 年、加賀藩士の子として生まれる。
陸大卒。満州事変勃発時、朝鮮軍司令官として中央の指示なしで朝鮮
派遣軍を越境させ越境将軍の異名をとった。周囲の強気に押されこと
林銑十郎
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を進めるロボット的な人物であったと言われている。発足当初から評判の悪い
内閣だった。わずか４カ月の短命内閣で「何もせんじゅうろう内閣」と皮肉ら
れた。
（キ）近衛文麿内閣（1937・昭和 12 年 6 月 4 日～1939・昭和 14 年 1 月 5 日）
近衛文麿は平安時代の藤原北家の流れを組む近衛家の第 30 代当主。父の篤麿
はアジア主義者で東亜同文書院の経営母体東亜同文会を設立した人物。学習院
高等科へは行かず、旧制一高校長だった新渡戸稲造の影響を受け
東京帝国大学哲学科で学び、さらに京都帝国大学で学んだ。京大
では川上肇や社会学者の米田庄太郎に学ぶ。革新思想に感心を持
つ貴族であった。
貴族院議長であった近衛文麿の内閣。実質挙国一致内閣であっ
た。内閣の第一の課題は日中関係であった。発足１カ月後の７月
７日に日中戦争の発端となる盧溝橋事件が勃発。中国各地で戦争
近衛文麿
が続き、日中戦争は拡大していった。
＊盧溝橋事件（中国側呼称は７７事変）：北京の南西郊外にある盧溝橋で、７
日夜、付近に駐屯していた日本軍（支那駐屯軍）の支隊が夜間演習していると
き、数発の銃声が響き、これを付近を警備していた中国軍の攻撃として日本軍
が応戦する形で戦争が始まった。東京の陸軍中央部はこの報告を受け、拡大派
（武藤章中心）と不拡大派（石原莞爾中心）に分かれた。現地には不拡大と指
示、現地で中国側の責任として和解が成立した。しかしその後、陸軍中央で拡
大派が大勢を占め、中国への増派を決めた。
＊第二次上海事変（8・13）：日本海軍陸戦隊と中国軍の衝突。
＊南京占領（1937・12）：市街制圧の過程で多くの軍民を含め多数の中国人を
殺害したとされる。（東京裁判でも問題化した。）
＊「国民政府を相手とせず」声明。南京陥落後、ドイツが仲介する和平工作で
日本の厳しい条件を蒋介石政府が保留したためにこの声明を出し、和平の道を
自ら閉ざし、全面戦争へと進んだ。
＊対汪兆銘工作（1938・11）：中国国民党副総裁汪兆銘との和平工作を画策し
たが国民党内に同調者は出ず失敗した。
国内対策
＊国民精神総動員運動（1937・８）：「挙国一致」「尽忠報国」「堅忍持久」
を掲げた政府主導の国民運動。
＊国家総動員法公布（1938・４）：勅令により、物資・資金・設備・労働力な
どを、政府が統制したり、徴用したりすることができるようにした。
近衛内閣総辞職（1939・1・4）
日中戦争和平工作、国内の戦時体制整備などを続けたが、閣内対立が激化し、
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総辞職となった。
（ㇰ）平沼騏一郎内閣（1939 年 1 月 5 日～8 月 30 日）
平沼騏一郎は岡山県津山藩士出身。東京帝国大学法科卒後、司法省に入り司
法畑で活躍した。33 歳前後のころ、実業界の資金調達のため「担保付社債信託
法」を書きあげ法律化した。その後検事総長として辣腕を振るった。政治思想
は国粋主義的で民主主義から共産主義までを危険視した。戦後Ａ級
戦犯として終身刑となり、獄中死した。
平沼内閣は、国内的施策としては、戦時体制強化のため国民
総動員体制推進、警棒団設置、また米穀配給統制法・国民徴用令を
制定した。同盟を結んでいたドイツが、独ソ不可侵条約を締結した
ことで、「欧州情勢は複雑怪奇」と声明して総辞職した。
平沼騏一郎

＊天津英租界封鎖事件⇒日米通商航海条約破棄：1939 年（昭和 14 年）4 月、
抗日ゲリラが天津の税関の中国人の監督を暗殺した事件で、犯人が英国租界に
逃げ込んだが、英国側は犯人引き渡しを拒否、日本軍は英仏租界を封鎖した。
その後日英間では和解したが。アメリカは、これを日本の中国侵略の推進とし、
1939（昭和 14）年 7 月、日米通商航海条約の破棄を通告した。日本はアメリカ
から中国へ必要物資を輸入していたので、打撃となった。
＊ノモンハン事件：1939 年 5 月に起こったノモンハン事件は、8 月に日本軍の
大敗北となった。この事件は満州国とモンゴルとの国境で、日本とソ連・モン
ゴルが争った事件である。
＊日独防共協定に基づくドイツとの関係をさらに強化することを政策に掲げた
が、8 月 23 日に独ソ不可侵条約が締結されたことから、いわゆる「複雑怪奇」
声明をだして総辞職した。
（ヶ）阿部信行内閣（1939・昭和 14 年 8 月 30 日～1940・昭和 15 年 1 月 16 日）
阿部信行は金沢藩士の出身。陸軍の要職を歴任した。
1939 年（昭和 14 年）9 月、ドイツ（ナチス・ドイツ）がポーラ
ンドに侵攻したことにより、イギリスとフランスが 9 月 3 日に対
ドイツ宣戦布告して、第二次世界大戦が勃発。阿部内閣は大戦不介
入の方針を採り、日中戦争の解決に努めたものの、
陸軍が反対し総辞職した。その際彼が語ったと言われる言葉「今日
のように、まるで二つの国、“陸軍という国”と“それ以外の国”
阿部信行
とがあるようなことでは、到底政治がうまくいくわけはない。自分も陸軍出身で
前々から気になってはいたがこれほど深刻とは思っていなかった。認識不足を恥じ
ざるをえない」（原田熊雄伝）は明治憲法時代の日本の真実を穿っている。
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（コ）米内光政内閣（1940・昭和 15 年 1 月 16 日～7 月 22 日）
米内光政は盛岡藩士出身。海軍の要職を勤めた
海軍大将米内光政の内閣。異例ともいえる昭和天皇の意見の結
果であった。天皇は日独伊三国同盟を推進しようとする陸軍を米
内内閣によって阻止したいと思っていた。陸軍は米内を嫌い倒閣
運動に動き、わずか半年で瓦解した。
（サ）第二次近衛文麿内閣
米内光政
（1940 年・昭和 15 年 7 月 22 日～1941 年・昭和 16 年 7 月 18 日）
当時の世界的潮流の大きな流れである全体主義が国の繁栄をもたらすとの認
識が「新体制運動」となり近衛が推進者の一人であったことから組閣すること
となり、全政党を自主的に解散させ、大政翼賛会となった。
北部仏印進駐（1940/9/23) 日独伊三国同盟締結（19409/27) 日ソ中立条約
（1941/4/13)。1941/6/22 独ソ戦勃発、政府の対応が混乱し、７月１８日総辞職。
強硬派の松岡洋祐外相を更迭するためだったと言われている。
（シ）第三次近衛内閣（1941 年・昭和 16 年 7 月 18 日～10 月 18 日）
第三次近衛内閣成立の１週間後、アメリカは日本の仏印進駐に対しアメリカ
国内の日本資産を凍結した。８月１日には石油の対日輸出を禁止した。
政府は御前会議で帝国国策遂行要項を決定した。これは外交手段で解決でき
ない場合は対米戦争をも辞さずというものであった。近衛はあくまで外交交渉
で事態を好転させようとするがうまくいかず退陣した。
（ス）東條英機内閣（1941・昭和 16 年 10 月～1944・昭和 19 年 7 月）
東条英機は、盛岡藩に仕えた宝生流能楽師東條家の子孫。父
は陸軍軍人英教。陸大卒。バーデンバーデンの密約に参加。永
田鉄山亡き後の統制派のリーダーであった。近衛内閣の陸軍大
臣。その間、内閣総理大臣直轄の総力戦研究所より日米戦争は
日本必敗との報告を受けたが、無視したようだ。
昭和天皇は大命降下を受けた東條に対し「帝国国策遂行要項
東條英機
を白紙還元せよ」との沙汰をだした。当初東條首相は昭和天皇の
言葉通りの政策を実行しようとし、日米交渉に尽力したが、11 月 26 日のハル
ノートの対日強硬案で断念開戦に踏み切った。
この間、日本政府と駐米大使館の暗号交信はすべてアメリカ側に傍受されてお
り、アメリカは日本が戦争に踏み切ると読み、戦略的に強硬なハルノートを作
成したと言われている。
１２月８日対米英戦争開戦、それがアジア太平洋戦争へと拡大し、日中戦争
と合わせ、大日本帝国は大東亜共栄圏への野望を描きつつ、４年後の８月に敗
戦を迎えた。

74

（セ）小磯国昭内閣(1944・昭和 19 年 7 月 22 日～1945・昭和 20 年 4 月７日）
小磯国昭は旧新庄藩士の子孫。陸大卒。朝鮮総督。朝鮮での皇民化政策推進、
徴兵制度実施。東京裁判で終身刑を宣告された。獄中死。
東条内閣の軍事政策が行き詰まりを呈していた 1944 年半ばに、重臣たちが東
條降ろしを画策、後任に朝鮮総督の小磯が選ばれた。中央政界から離れていた
小磯を補佐するとして米内光政が副首相格で入閣し、天皇から小
磯・米内両名に大命降下された。しかし組閣で躓き、大政翼賛会
との関係もぎくしゃくし、効率の悪い内閣だとして「木炭自動車」
と揶揄された。1945 年 3 月の米軍の沖縄上陸、中国国民政府との
和平工作に失敗し退陣した。
小磯国昭

（ソ）鈴木貫太郎内閣（1945・昭和 20 年 4 月７日～8 月 17 日）
鈴木貫太郎は現大阪府堺市にあった関宿藩代官の子として生ま
れた。海軍大学卒。日露戦争に従軍。海軍大将のとき連合艦隊司
令長官を務める。1929 年（昭和 4 年）に侍従長就任。昭和天皇の
信任は厚かったと言われている。
鈴木貫太郎
昭和天皇に懇願されて侍従長だった鈴木が組閣した。
就任後間もなく死去したアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトの死に
敬意を表したことで、ヒットラーがルーズベルトを罵ったことと対比され、こ
の点ではトーマス・マンから称賛された。就任直後から終戦工作に従事、広島・
長崎への原爆投下後、８月１５日に終戦となる。
（２）経済社会の動き
① 世界恐慌の影響
１９２９年・昭和４年１０月２４日アメリカ・ニューヨークの株式市場大暴
落から始まった世界恐慌は、２年前に金融恐慌を被った日本にとって２回目の
大パンチとなった。その影響は生糸輸出の大幅減少という形で日本の農村を襲
った。
しかし世界恐慌の深刻さを軽く見た、時の浜口内閣は井上準之助蔵相の主導
で１９３０年１月に金解禁を実施、結果金融引き締め、デフレ亢進、生糸の大
暴落などを引きおこした。１０月には米価が暴落し、農村を不況のどん底に追
いやった。物価の下落から需要の減少は鉱工業生産の減少を招き、失業者が増
大し、大学を出たけれど職のない若者であふれた。
同様な問題は当然世界的規模で起こったわけで、英国は１９３１年９月金本
位制を停止した。日本の民間銀行は政府がいつまでも金本位制を維持するのは
困難との予測の下で円を現在の相場でドルに換え、ドルの保有量を増やし将来
の円暴落に備えた。結果浜口・若槻民政党内閣は１９３１年１２月に倒れ、代
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わった犬養毅政友会内閣は直ちに金輸出停止を実施、円は暴落した。その中で
財政資金を散布し、軍事費を増大させ、一応景気を回復させた。しかし冷害に
よる不作もあり農村の疲弊は進んだ。「借金で苦しむ農民たちのなかには、娘
の身売りや夜逃げが横行し、1931 年の山形県のある村では、15 歳から 24 歳ま
での若い娘 467 人中 110 人が『身売り』という形で村を離れたという報告が残
っている」（「日本全史」講談社）。他方輸出面では綿製品を中心に大幅に増
大し英国ほかとの摩擦を引き起こした。
英国を中心とするブロック経済圏が構成されていき、日本も大東亜経済圏の
方向を目指すようになる。
②経済の軍事化と統制経済への移行
軍国主義国家をはっきりと標榜したことにより、日本経済は軍事態勢強化の
方向へ進み、自由経済から統制経済へと転換する。
既に述べたが「国家総動員法」を公布した。1938・昭和 13 年 4 月 1 日、「戦
時に際し、国防目的達成のため・・・人的及び物的資源を統制運用する」こと
を決定した。
③満州開拓移民
1932・昭和 7 年 1 月、拓務省が満蒙 6000 人移民案を閣議にかけ、高橋蔵相
に一蹴されたが、その後関東軍と加藤完治（小学校教師）などの画策で推進さ
れた。5・15 事件の後、第一次武装移民計画が国策として発表された。広田内閣
は 7 大国策のひとつとして「20 か年 100 万戸 500 万人送出計画」を策定した。
妄想的計画だったが、終戦時の満蒙開拓団・家族の数は 27 万人と言われている。
幾多の悲劇の舞台となったのは衆知のとおりである。
④国民精神総動員運動（既述）
国民の戦争協力を引き出すため、政府は 1937・昭和 12 年 8 月「国民精神総
動員実施要項」を
その他の社会的な出来事
・初の防空大演習（1933 年 8 月 9 日）
・1933・昭和 8 年、左翼弾圧を強化：2 月 20 日、左翼プロレタリア作家小林多
喜二（31）が特高に逮捕され虐殺された。6 月 7 日、日本共産党幹部、佐野学、
鍋山貞親は獄中で転向を発表した。
・1935 年 12 月 8 日、警察は大本教本部を急襲、聖師出口王仁三郎ほか幹部 65
名を検挙した。国家神道以外の宗教排除の始まりとなった。
（３）文化・芸術・国民生活
1932 年・初の日本ダービー
1934 年・プロ野球誕生
1935 年・第 1 回芥川賞、石川達三、直木賞、川口松太郎受賞。
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大阪帝大理学部講師、湯川秀樹（29）が中間子理論を発表。
1936 年・ベルリンオリンピック
以後、文化・芸術は国策に奉仕する道具と化していった。
Ⅵ．明治憲法時代の評価
①富国強兵政策の一つの道程
開国からアジア太平洋戦争まで、日本国民はそれぞれの生活環境の中で、日々
の活路を求め、国の方向を見つめながら歩んできた。集団としての日本国民は
大国への道を夢見ながら、自己を犠牲にして、国が進める世界との戦いに加担
してきた。それが明治憲法時代だった。なぜそうなったのか？根本的な原因は
どこにあったのか？
筆者の観点からすると、その原因の最大のものは明治憲法にあったと言わざ
るをえない。天皇機関説と天皇主権説の対立は、伊藤博文と井上毅の対立で終
わらず、その後、美濃部達吉と上杉愼吉の対立に続き、時代の流れが天皇主権
説に有利に傾き、昭和の血盟団⇒５・１５事件⇒２・２６事件に至り、さらに
は大日本帝国の国是にまで昇華していった。強兵政策の基本となった。日清・
日露・第一次世界大戦に勝利し、日中戦争から太平洋戦争にまで突進する原動
力になった。
政治の世界では、この動きになんとかブレーキをかけようとするグループも
存在した。それは代々の内閣であった。統帥権の独立を標榜する軍部の動きを
必死になっておさえようと尽力し、最後は軍部に譲歩していった。
他方、明治憲法は国民に経済的自由を保障した。徳川時代の封鎖経済体制を
脱し、国民に職業選択の自由を保障した。しかし、それは国民全体がゼロから
スタートするのではなく、徳川時代の既得権を前提としたスタートだった。そ
れは日本に資本主義経済の導入と発展をもたらした。多くの資本家が輩出し、
工業化が進展し、他方で農村の疲弊から多くの労働者群を輩出した。西欧の諸
国が国の経済発展していく過程ときわめて類似した現象が起こった。
もう一つ特記すべきことは、政府がは能力主義を優先したことである。努力
と能力次第では、たとい貧しくても国のリーダーになれる機会を保障した。
②議院内閣制への模索の欠如
明治憲法時代を概観してみて、明治 14 年の政変のとき、大隈重信が提唱した
議院内閣制が、その後殆んど話題に上ることがなかったのは奇妙な現象と感じ
ざるをえない。出版された書物では、種々紹介されてきており、頭山満の玄洋
社でさえも人民主権を謳っていたにもかかわらず、議院内閣制への移行を提言
した政治家やメディアが見当たらない。大正デモクラシーの護憲運動でも、憲
政の常道として政党内閣を主張しながら、政党の存在を明記していない明治憲

77

法を改正すべしとの声がなかった。「憲政の常道」という言葉が独り歩きし、
尾崎行雄が憲政の神様のようにメディアではやし立てられたが、言葉の魔術と
いうほかない。大隈重信や福沢諭吉がその後議院内閣制導入の主張をしたとい
う記録が見つからない。大隈重信は数回首相を勤めたが、当初自分が主張して
いた憲法ではなかったにも拘わらず、明治憲法通りの政治を行った。どういう
わけなのだろうか？
明治憲法を作った伊藤博文は、統帥権制限の観点から憲法改正の必要性を認
識していたが実現しなかったことはすでに見た通りである。伊藤はプロシャ憲
法に則って明治憲法を作ったが、米国憲法、英国の基本法もよく研究していた。
1900・明治 33 年、伊藤は立憲政友会という政党を結成して、周囲を驚かせたと
言われるが、彼はこれからは政党政治の時代が来ると期待していたのではない
かと思う。明治 14 年政変のころは、議院内閣制は時期尚早と言っていたようだ
が、以来 20 年を経て、そろそろ日本にも議院内閣制の時代がきてもいいのでは
ないかとひそかに思っていたのではないかと筆者は推測している。
しかし、時代は全く逆の天皇大権尊重の方向へ進み、井上毅の思惑にはまり
込んでいった。彼が生きていたらどう思ったであろうか？
③周辺諸国への波紋
膨張を続ける大日本帝国は、朝鮮半島、中国大陸、東南アジア諸国へと触手
を延ばしていった。その経緯はすでに見てきたが、その過程で、日本民族の異
民族に対する理解不足と蔑視心理が行動の底に流れていた。たとえば韓国統監
になった伊藤博文は、高宗と彼の臣下に対し、日本のように近代化を進めるこ
とが李王朝にとってとてもよいことだと勧め、種々の施策を提案するが、高宗
らはこれらの施策を異民族である日本人から言われることにまず抵抗感を持ち、
当然のように反発した。伊藤はこれを高宗らの考えの頑迷さと捉え、彼らを蔑
視することとなる。高宗たちの朝鮮人としての民族意識への理解に至ることが
なかった。
同じように、日本軍は中国で中国人たちの民族意識に理解を示すことはでき
なかった。逆に蔑視し、人間扱いすることができなかった。
当然のことながら、他民族に対する理解不足、蔑視は地球的なものである。
米国における黒人解放の歴史、イングランドとアイルランドの対立の歴史など
民族対立の事例は多数あり、現在でも世界各地で民族紛争や対立が起こってい
るのは衆知の事実である。
明治憲法時代の日本民族の朝鮮民族、中国民族への蔑視的態度は、そのアジ
ア版といえなくもない。日本人は昭和憲法時代になって、民族和解・友好への
道を歩んでいる。
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④アジア諸国の独立に対する評価
第二次世界大戦後、アジア諸国は続々と独立を果たした。インド、インドネ
シア、ミャンマー、マレーシア、ベトナム、フィリピン、ブルネイなどが平和
的にあるいは、独立戦争を経て独立を勝ち取った。反植民地とされた中国は統
一を達成し新中国となった。これに対して、明治憲法時代の日本がどのような
影響を与えたかの評価は微妙である。アジア太平洋戦争の最中、日本は大東亜
共栄圏を提唱して、日本がそのリーダーとして植民地の解放を進めると豪語し
たが、内実は、帝国主義的侵略の一手段に過ぎなかったようだ。日本国内でも
見方がわかれている。「日本はよいこともした」と感じる日本人も多いと思う。
その際留意すべきことは、この問題で自己評価が通用するかどうかである。
私見では、それは相手が判断することであると思う。
⑤戦時法への理解
東京裁判でも争われたように、大日本帝国陸海軍の戦時の捕虜の扱いが、
1929 年に定められた「俘虜の待遇に関するジュネーブ条約」に違反するという
問題である。ある情報では、ドイツ軍の捕虜になったアメリカ兵の死亡率は
1.1％、日本軍の捕虜になったものは 38.2％が死んでいるとある。フィリピンで
のバターン死の行進など、忌まわしい話があった。すでに東京裁判やＢＣ級裁
判で裁かれた事柄であるが、戦時の捕虜の扱いについては、ジュネーブ条約に
違反するような事件は日本に限られなかったようだ。ソ連軍のポーランド軍捕
虜大量虐殺事件や独ソ戦において、ナチス・ドイツの捕虜となったソビエト赤軍将
兵に対する大量虐殺されたという例もあるようだ。
ジュネーブ条約については、当時の日本は調印したが批准はしなかったというが、
それでも人道上の観点からも捕虜虐待を是認できないであろう。
それゆえ日本とドイツは糾弾された。しかし、ソ連や米英などの捕虜扱いの問題
は裁かれることはなかった。
Ⅶ．ポツダム宣言時代（1945・8・15～1952・4・28）
（アジア太平洋戦争敗戦後からサンフランシスコ平和条約発効まで）
＊概要
1945・昭和 20 年 8 月 15 日、大日本帝国はポツダム宣言を受諾して、アジア
太平洋戦争が終結した。それから新憲法＝昭和憲法が施行された 1947・昭和 22
年 5 月３日を経て、1952・昭和 27 年 4 月の独立回復までの約７年間を、私は
ポツダム宣言時代として区分けすることとしたい。
日本国民の心情として決して愉快なことではないが、歴史の事実は否定する
ことはできない。明治維新とは別の意味で、日本国の形が大きく変わった時代
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であった。敗戦の結果、明治憲法に代わってポツダム宣言が日本国を規定する
こととなった。
ポツダム宣言は巻末に記載されているように、１３項目からなっている。
その要旨は、
①戦争を早期終結し、日本軍は無条件降伏せよ。
②戦争犯罪人は処罰される。
③日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯した勢力を永久に除去する。
④日本に国民のための民主的国家が樹立されるまで、連合国は占領を続ける。
などである。
衆知のように日本政府は、唯一「国体を護持できるなら受諾する」旨通告し、
連合国は「終戦後派遣される最高司令官の指示に従うこと」という条件を示し、
終戦＝敗戦となった。
アメリカのダグラス・マッカーサーは 1945 年 8 月 30 日に、連合国最高司令
官として来日し、9 月 2 日、東京湾に入港していた戦艦ミズーリ号上で降伏文書
が交換された。占領政策が始まった。彼の仕事の基本はポツダム宣言の諸条件
を具体化することであった。
そのために出した指示は「ポツダム命令」といわれる。しかしこれが直接日
本国民に命令されたわけではなかった。日本政府と連合国軍は占領政策を間接
統治の形とすることで合意し、ポツダム命令は明治憲法の第８条に基づく勅令
の形で国民に伝えられた。
マッカーサーの立場はポツダム宣言に基づく連合国軍最高司令官司令部の代
表であり、Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP) あるいは
General Headquarters (GHQ)と呼称された。この機関は正式には、1945 年 9
月にワシントンに設けられた 11 か国の連合国による極東委員会の下部機関であ
った。さらに SCAP/GHQ の諮問機関として、極東委員会の出先機関であるアメ
リカ、イギリス、ソ連邦、中華民国の代表による対日理事会が設置された。
SCAP/GHQ は最高司令官以下ほとんどのスタッフがアメリカ人で構成され
アメリカ主導で占領政策を実施した。(以後、GHQ とよぶ）
これには戦後の世界情勢も厳しく反映していた。終戦直後から世界情勢が東
西対立の様相を呈し始め、ドイツが敗戦後米英仏ソ連の４か国の分割占領で米
英仏の支配地域とソ連の支配地域とに分割され、結果、戦後約４６年にわたり
東西ドイツに分裂していたのと違い、アメリカは日本についてはソ連の分割占
領という主張を退け、アメリカ１国の占領という方針を貫いた。
占領の中身については、アメリカは当初軍政を布くことを目論んでいたが、
日本側の要請を受け入れ、日本政府経由の間接統治という体制に落ち着いた。
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戦後の日本をどのような方向へ向けるべきかについては、当初、明治維新前
の農業国に戻すべきであるとの見解が強く主張されていたが、その後の東西対
立の国際情勢を反映、共産圏に対する防波堤説が大勢となった。
ポツダム命令は、その形式として明治憲法第８条第１項「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」を活用した。それゆえ国民に伝達されるときは「ポ
ツダム勅令」と呼ばれた。けれども日本政府がポツダム命令と勅令との間で修
正することはできず、ＧＨＱの指令をそのまま実行することとなった。アメリ
カ単独の日本占領という現実から、ポツダム勅令は実質的にＧＨＱ勅令ともい
うべき内容だった。
当初は日本の民主化の徹底、新憲法の制定、農地改革など民主化を徹底する
内容が主であったが、その後東西冷戦の国際情勢を反映して、労働運動規制、
反共政策などが打ち出されるようになった。
日本国民は戦後の荒廃から復興への道を歩むこととなる。厳しい食料不足が
国民を襲い、インフレが追い打ちをかけ、社会不安が心配された。政府はアメ
リカの支援で食料を確保し危機をしのいだ。
サンフランシスコ平和条約は、ソ連邦の他数か国を除いた条約で全面講和で
はなかったが、独立によりＧＨＱは廃止され、占領軍は撤退した。
その代り東西対立を反映して、日米安全保障条約が締結され、日本は西側諸
国の一員に組み入れられた。
沖縄県は、1972・昭和 47 年 5 月 15 日まで、アメリカの委任統治の状態が続
いた。
（１）ポツダム宣言時代の政治と外交
私の時代区分の基本は、その時代の形を決める過程で支配的であった事項、
例えば法律、グループなどをベースとして区分けするという立場なので、ポツ
ダム宣言時代もこの線に沿って推移を辿っていく。
①降伏文書調印
1945 年・昭和 20 年 9 月 2 日、東京湾上のアメリカ戦艦ミズーリ前方甲板上に
おいて調印された。日本側は、重光葵外務大臣、梅津美治郎参謀総長が署名し
た。連合国側は連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーのほか、アメリカ
合衆国代表チェスター・ニミッツ、中華民国代表徐永昌、イギリス代表、ソビ
エト連邦代表 、ほか連合国代表 が署名した。その内容以下の通り：－
・その所在地に関わらず日本軍全軍へ無条件降伏布告。全指揮官はこの布告に
従うこと。
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・日本軍と国民へ敵対行為中止を命じ、船舶・航空機、軍用非軍用を問わず財
産の毀損を防ぎ連合国軍最高司令官及びその指示に基づき日本政府が下す要
求・命令に従わせる
・公務員と陸海軍の職員は日本降伏のために連合国軍最高司令官が実施・発す
る命令・布告・その他指示に従う 非戦闘任務には引き続き服する
・ポツダム宣言の履行及びそのために必要な命令を発しまた措置を取る
・天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認め
る処置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれる
・日本政府と大本営は捕虜として抑留している連合軍将兵を即時解放し必要な
給養を受けさせる 以上。
これを受けて昭和天皇は「降伏文書調印に関する詔書」を発した。
“朕ハ昭和二十年七月二十六日米英支各国政府ノ首班カポツダムニ於テ発シ後
ニ蘇聯邦カ参加シタル宣言ノ掲フル諸条項ヲ受諾シ、帝国政府及大本営ニ対シ、
聯合国最高司令官カ提示シタル降伏文書ニ朕ニ代リ署名シ且聯合国最高司令官
ノ指示ニ基キ陸海軍ニ対スル一般命令ヲ発スヘキコトヲ命シタリ。
朕ハ朕カ臣民ニ対シ、敵対行為ヲ直ニ止メ武器ヲ措キ且降伏文書ノ一切ノ条
項並ニ帝国政府及大本営ノ発スル一般命令ヲ誠実ニ履行セムコトヲ命ス
御名御璽 昭和二十年九月二日（東久邇宮内閣閣僚全員連署）
②在外軍人と一般邦人の本土への帰国
（ア）8 月 15 日時点で、北海道・本州・四国・九州の外（海外）にいた軍人、
軍属は陸軍が 308 万人、海軍が 45 万人であり、合わせて 353 万人にのぼった。こ
れに一般人 300 万人を加えた、約 660 万人が海外にいたことになる。総数の半分が
中国（除、満州）、4 分の 1 が満州・朝鮮・樺太地区にいた。陸軍省・海軍省は復

員省に組織替えになり本土の外に残された邦人たちを日本本土に復員させる業
務を開始した。引き揚げ開始から 4 年間で 99 パーセントが帰国した。
（イ）シベリア抑留者
ソ連との交戦地域では、武装解除された日本軍捕虜たちが長期間シベリアに
抑留され強制労働に従事させられた。その人数は、76 万人と言われている。1947
年～1956 年の間に 47 万 3000 人が帰国した。その差約 30 万人のほとんどは死
亡した。
（ウ）蒋介石の声明：終戦時、国民政府主席の蒋介石は中国国民に対して、“日
本の兵隊や国民に罪はない。報復してはならない”という趣旨の声明を出した
と言われる。この声明の影響か、終戦時中国に滞在していた日本人への報復は
少なかったと言われる。蒋介石は何故このような声明をだしたのだろうか？こ
れを私は中国とベトナムの間の歴史から一つのヒントを考えたい。中国は前漢
の武帝以来当時の越南（今の北ベトナム）を征服し、以来約 1000 年間越南は中
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国の支配下に置かれた。1000 年後越南は独立を回復したが、その後中国は失地
回復のためたびたび越南を攻撃した。元の時代、明の時代とも侵略と攻撃が続
いた。しかしその都度ベトナムは中国の攻撃を撃退した。中国軍は降参した。
越南は越南国内に残留した中国兵たちに対して、帰国のための船や食料を提供
し帰国させた。しかし中国軍の指導者たちは許さなかった。かれらは処刑され
た。（「ベトナムの歴史」（中公新書）」蒋介石はこの歴史の経緯を参考に、
日本に対する方針を着想したのではないだろうか？
③ＧＨＱの機構と活動
（ア）ポツダム宣言時代の統治機構となったＧＨＱの統治機構は以下の通り。
本部：第１生命館に置かれた。
連合国最高司令官ー参謀長の下に参謀部と幕僚部が置かれた。
＊参謀部（General Staff Section）は、
１．参謀第１部（Ｇ１ 人事担当）
２．参謀第２部（Ｇ２ 情報担当）プレスコード（検閲）担当。
３．参謀第３部（Ｇ３ 作戦担当）
４．参謀第４部（Ｇ４ 後方担当）
＊幕僚部／特別参謀部／専門部（Special Staff Section）
１．法務局 ２．公衆衛生局 ３．民生局（政治行政担当）４．民間諜報局
５．天然資源局(農地改革担当) ６．経済科学局（財閥解体担当）
７．民間情報教育局（教育改革担当）８．統計資料局 ９．民間通信局
（イ）ＧＨＱの目的：ポツダム宣言および降伏文書により、日本国を占領統治
し、占領政策に合致するように日本国を再構成することであった。したがって、
当然のことながら彼らは日本国のために働いたわけではない。昭和憲法をはじ
め農地改革、労働者保護政策など戦後の平和と民主化に役立ったいくつかの施
策が実施されたことは間違いのない事実であるが、これらに対する日本国民の
感情が単純ではないことは現在に至るまで賛否両論の論議が続いている情況に
見られるとおりである。
④日本政府の機構
明治憲法時代の政治体制がそのまま残ったが、もはや日本国を統治する政治
組織ではなくなっていた。それはＧＨＱの命令をそのまま行政機関や国民に伝
達する機能しか持っていなかった。明治憲法は中身の伴わないままとりあえず
外構のみが便宜上のこされた。明治憲法はＧＨＱが置かれた時点で機能不全と
なっていた。明治憲法時代の終了であった。
⑤ＧＨＱの諸施策
ポツダム宣言に基づきＧＨＱは矢継ぎ早に占領政策を実行し始めた。
（ア）米国の初期対日方針
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米国は 1944・昭和 19 年 4 月ごろから敗戦後の日本をどう処理するかの検
討を始めていた。これが諸事項の修正を経て、「初期対日方針」として、１９
４５・昭和 20 年 8 月 29 日にマッカーサーに通達された。
その骨子は、間接統治、自由主義助長などであった。
（イ）矢継ぎ早のポツダム勅令
ａ 検閲開始（９月１０日）日本の新聞・ラジオなどが反ＧＨＱの内容を報
道しないように検閲を行った。
ｂ 戦争犯罪容疑者の逮捕開始（９月１１日）
ｃ 「自由の指令」思想・言論規制法規の廃止、特高の廃止。
政治顧問ジョージ・アチソンは、国務省に対し憲法改正のための指示
を要請。（１０月４日）。ＧＨＱは日本政府に対し憲法改正作業を指示。
ｄ「教育制度の運営に関する覚書」（１０月２２日）
軍国主義的・国家主義的教育の禁止、代議政治・国際平和・基本的人権の
ための教育を奨励）。
ｅ 財閥解体を勧告（１１月６日）
ＧＨＱは初期対日方針で、財閥を「日本軍国主義を制度的に支援した」との
認識があり、これを解体する事で軍国主義を根本的に壊滅できると考えていた。
当初、日本政府は財閥解体には消極的だったが、三井財閥内で三井本社の解体
論が台頭してきた事や、安田財閥の持株会社である安田保善社が、10 月 15 日に
自社の解散、安田一族の保善社及び傘下企業役員からの辞任、及び一族保有の
株式を公開する方針を決定した事から「財閥解体やむなし」の方向に傾いた。
このような情勢下、GHQ 経済科学局長レイモンド・C・クレーマーは 10 月 16 日
に声明を発し、財閥解体に当たっては日本側の自発的な行動に期待し、GHQ はそ
れを支援するに留めるが、日本側に積極的な動きが見られない場合は自ら実施
に乗り出すとの姿勢を示した。これを受け、政府は三菱、住友を加えた 4 財閥
や GHQ と財閥解体に向けての協議を進め、11 月 4 日、安田案を土台にした財閥
解体計画案を GHQ に提出した。日本政府は 11 月 23 日、勅令第 657 号「会社ノ
解散ノ制限等ノ件」を公布。
ｆ 農地改革＝第二次農地改革法（1946・昭和 21 年 10 月）
日本は戦前から農村の改革を検討していたが、地主たちの反対で具体化しな
かった。1945 年 10 月幣原内閣の農林大臣となった松村謙三の主導で農地改革の
審議が行われ国会で成立した。しかしその内容が微温的であるとして、ＧＨＱ
から横やりがはいり「第一次農地改革」は中止された。その後、対日理事会で
骨子案が作成され、ＧＨＱから日本政府に提示された。これを基に制定された
のが「第二次農地改革」であった。その骨子は、
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政府が強制的に安値で買い上げ、実際に耕作していた小作人に売り渡すとい
うもので、次のような原則が規定された：
・不在地主の小作地の全てを買い上げる。
・在村地主の小作地で、北海道では 4 町歩、都府県では 1 町歩を超える全小作地。
・自作農の所有地では、合計が北海道で 12 町歩、都府県で 3 町歩を超える場合。
この結果、当時のインフレの中、小作農は割安で農地を手に入れた。
小作地は戦前の４６％から１０％に激減した。
（ウ）極東国際軍事裁判
（1946・昭和 21 年 5 月 3 日～結審 1948・昭和 23 年 11 月 4 日～12 日）
Ａ．同裁判開始までの経緯
ａ．法廷開設まで：アメリカでは終戦の約 1 年前からドイツと日本に対する
処理方法が検討されていた。戦犯即時処刑論と裁判方式が対立し、結果裁判方
式が大勢を占めた。ナチスドイツの戦犯裁判がニュールンベルグで行われ、東
京裁判はこのニュールンベルグ裁判を参考に検討が進められた。「平和に対す
る罪」（Ａ級犯罪）、「通常の戦争犯罪」（Ｂ級犯罪）「人道に対する罪」（Ｃ
級犯罪）が裁かれることとなった。
ｂ．開廷（1946・5・3）後の経緯
・罪状認否；5 月 6 日に行われ、28 名のＡ級戦犯として訴追された被告のう
ち大川周明（精神異常とされた）を除く全員が無罪を主張した。メディアにこ
れを批判する論調が出たが、無罪主張の背景には、それなりの事情があった。
「罪状認否は英米法では必須の手続きである。被告自身が訴追事項にたいして
有罪か無罪かを答える。有罪を認めれば裁判はおこなわれず、ただ刑の量定だ
けとなる。まずは無罪と答えるのが常識である。」（児島襄「東京裁判」上、
中公新書）開廷前、弁護人たちはこの事情を被告たちに説明・説得するために
大変苦労した。とりわけ広田弘毅は頑強に“自分は有罪と言う”と主張し、花
井弁護人を当惑させた。しかし最後には無罪と言おうと了解した。
・弁護側の管轄権忌避動議：清瀬一郎弁護人は「ポツダム宣言時点で規定さ
れていた戦争犯罪は「交戦法違反」のみでその後規定された平和に対する罪、
人道に対する罪の管轄権はこの裁判所にはない」と論じた。あるアメリカ人の
弁護人は“戦争は犯罪ではない、戦争には国際法があり合法である、戦争は国
家の行為であり個人の行為ではない、個人の責任を裁くのは間違っている”と
主張した。しかしこれらの問題はうやむやのまま無視され、裁判が続いた。
・裁判経過：検察から満州事変から太平洋戦争までの 15 年間の戦争の中での日
本軍の様々な罪が糾弾され、弁護側の弁護が続いた。
・判決：公判中に死去した 2 名を除く 25 名に対し、死刑、終身刑その他の有罪
判決が言い渡された。

85

Ｂ．昭和天皇は訴追せず
連合国の間で、昭和天皇の訴追について、立場が分かれていたが、最終的にアメ
リカの意向で訴追せずと決まった。それゆえ、東京裁判の過程で昭和天皇のことを
取り上げられないように細心の注意が払われた。特にＡ級戦犯たちが昭和天皇の立
場に言及しないように弁護人たちとＡ級戦犯たちとの綿密な打ち合わせあ行われ
た。中でも東条英機は天皇を尊崇するあまり、きわめて微妙な発言をし始め、検察
と弁護人の双方をはらはらさせた。その後、東条英機は事情を理解し発言を訂正し
た。

⑤ポツダム宣言時代の日本側の動き
（ア）ポツダム宣言時代の内閣
Ａ．東久邇稔彦内閣（1945・昭和 20/8/17～10/4）
戦後処理内閣として発足。皇室の権威をもって
約５９０万人の帝国陸海軍を平和的に解体した。
国体護持のため占領軍の影響力を
最小限に留めようとした。
昭和天皇とマッカーサー
9 月 27 日、昭和天皇はＧＨＱにマッカーサーを
東久邇稔彦
訪問した。昭和天皇とマッカーサーの会見にあたり撮影された写真が翌日の新
聞に掲載され、国民は大きなショックを受けた。マッカーサー回想記によれば、
天皇は会見のときに「自分はどうなってもよいかから、国民を飢えさせないで
ほしい」と要望したという。マッカーサーは、これには大いに驚いたと言って
いる。マッカーサーは天皇が自分の命乞いにくるのではないかと思っていたら
しい。（「マッカーサー回想記」津島一夫訳）
ＧＨＱは１０月４日に日本の政治的・市民的・宗教的自由に関する覚書を発
表、東久邇内閣はこのＧＨＱの方針に対応できないとして総辞職した。この過
程で、山崎巌内務大臣がＧＨＱにより罷免されている。彼は、天皇とマッカー
サー会見の写真を新聞に掲載することに反対、戦前の政治犯釈放に反対してい
た。
Ｂ．幣原喜重郎内閣（1945・昭和 20・10/9～1946・昭和 21/4/22）
＊首相就任後２日後の１０月１１日にマッカーサーを訪問、
マッカーサーから、「五大改革と憲法改正」を示唆された。
五大改革とは、
・選挙権付与による婦人の解放・労働者保護の諸措置
・教育の民主化、自由化、検察・警察制度の民主化
・経済の民主化などである。憲法改正については草案を作成す
幣原喜重郎
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ることを求められた。それまで日本政府は憲法については明治憲法で対応でき
ると考えていた。しかし、ＧＨＱの指示を受けて松本丞治国務相を中心に草案
作成作業に入った。
その後の政治外交の主な動き：－
＊日本社会党結成（１１月２日）
＊財閥解体のポツダム勅令（１１月６日）
＊農地改革開始（１２月２９日）
＊１９４６・昭和２１年１月１日、昭和天皇、人間宣言。
＊公職追放開始（１月４日）
＊野坂参三帰国（１月１２日）明治憲法下の国家権力と皇室を分け、国家権
力の排除を強調した。
＊マッカーサーはＧＨＱ民生局に対し憲法改正草案作成を指示した。これは
２月１日にリークされた松本丞治国務相案が明治憲法とあまり変わらないので
ＧＨＱの案を作成することにしたもの。（２月３日）１０日後の２月１３日Ｇ
ＨＱは、象徴天皇制、戦争放棄、封建制度廃止などを骨子とする自由主義的な
憲法案を日本政府に示した。幣原内閣は衝撃を受けたが部分的な修正を加えて
幣原内閣案として国民に発表した。（３月６日）
＊天皇巡幸始まる（２月１９日）１９５４・昭和２９年８月まで断続的に続
き、沖縄県を除く全国に及んだ。
＊４月１０日戦後初の総選挙。成年以上の全国民が投票権を有する初の総選
挙であった。
＊４月２２日、幣原内閣総辞職。
＊５月３日、東京裁判開廷
国際軍事裁判所憲章に基づく極東国際軍事裁判所条例による裁判所で、市ヶ谷の
元陸軍省本館大講堂にて開催された。
日本政府は内閣不在の間であり、国民もただ傍観するという立場だった。
Ｃ．第一次吉田茂内閣
（1946・昭和 21 年 5 月 22 日～1947・昭和 22 年 5 月 24 日）
＊吉田茂という人物：1878 年（明治 11 年）9 月 22 日、高知
県宿毛出身の自由民権運動の闘士で板垣退助の腹心だった竹
内綱の五男として東京に生まれる。父親が反政府陰謀に加わ
った科で投獄された。芸者だった母は、竹内の投獄後に東京
へ出て竹内の親友、吉田健三の庇護のもとで茂を生んだ。茂
は吉田健三の養子となった。養父・健三が 40 歳の若さで死去
し、11 歳の茂は莫大な遺産を相続した。長じて外交官となり、
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吉田茂

主に中国大陸で過ごしている。中国に対する日本の方針で積極論者であったが、
外交的には覇権国英米との関係を重視し、駐英大使としては日英親善を目指す
が、極東情勢の悪化の前に無力だった。また、日独防共協定および日独伊三国
同盟にも強硬に反対した。太平洋戦争開戦前には、開戦阻止を目指すが実現せ
ず、和平工作に従事。1945 年（昭和 20 年）2 月逮捕された。この戦時中の投獄
が逆に戦後は幸いし「反軍部」の勲章としてＧＨＱの信用を得ることになった
といわれる
＊組閣の経緯：4 月 10 日戦後初の総選挙後に幣原内閣が総辞職したあと、後継
首相に予定されていた鳩山一郎が公職追放となり、吉田はほかの首相候補を探
す仕事をしていて、結局自分にお鉢が回ってきてしまった。やむを得ず吉田は
「1. 金作りは一切やらない、2. 閣僚の選考に一切の口出しは無用、3. 辞めたくな
ったらいつでも辞める」という条件を付けて首相になった。明治憲法の天皇の大命
による最後の首相であった。
＊第 1 次吉田内閣の仕事：すべてＧＨＱの指示で動いていた。
・第２次農地改革（記述の補足）自作農を創設はかなり徹底して行われた。これ
により明治以降拡大・確立した寄生地主制は崩壊し、いわば封建的な土地所有
形態が解消した。ただし、山林は手付かずであった。
・日本国憲法公布（４６年１１月）
・ニ・一ゼネストに中止命令（４７年１月）
・裁判所法の公布（４７年２月）
・教育基本法・学校教育法公布（４７年３月）
・労働基準法、独占禁止法公布
・日本国憲法施行（４７年５月）
Ⅾ．片山哲内閣（1947・昭和 22 年 5 月 24 日～1948・昭和 23 年 3 月 10 日）
和歌山県田辺市出身。東大法学部卒。弁護士。社会民衆党書記長。1930 年総
選挙に初当選。1932 年社会大衆党中央委員。1946 年日本社会党委員長。1947 年
の第 23 回総選挙で比較第一党になる。
日本国憲法の下、国会の指名を受け組閣した最初の内閣。
発足当初から組閣が難航した。
片山内閣の仕事
・公務員の「公僕」化を目指す国家公務員法の制定
・内務省を解体・廃止し、新たに国家地方警察と、全国に約 1600
の自治体警察を設置する警察制度の改革
・労働省の設置
・失業保険の創設
片山哲
・封建的家族制度を廃止を目標とした改正民法の制定
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・刑法改正
・臨時石炭鉱業管理法（通称「炭坑国家管理法」）
炭坑国家管理法は、社会主義政策を具現化した社会党の重要法案であったが、産
業界から猛反発を受け、政権内部が分裂、遂に政権運営に行き詰まり片山は 1948
年（昭和 23 年）2 月 10 日退陣を表明した。

Ｅ．芦田内閣（1948・昭和 23 年 3 月 10 日～10 月 7 日）
芦田均は京都府福知山市の豪農に生まれ、外交官畑を経て政
界入り、戦前・戦後を通じてリベラルな立場を維持、日本国憲
法の国会論議で、日本国憲法第九条について、日本国の自主的
戦争放棄を強調する文言に修正した。いわゆる「芦田修正」で
ある。 芦田内閣としては、昭電疑獄事件に巻き込まれ７カ月
芦田均
で退陣した。
昭電疑獄事件は、昭和電工が肥料工場拡充のため復興金融公庫から 30 億円の
融資を受けるにあたり、電工社長日野原節三が政財界に金をばらまいたとされ
る事件で、芦田を含む 24 人が逮捕された。ＧＨＱの陰謀説がある。ＧＨＱ内部
の対立、日本の民主化推進派と日本の防共体制推進派との対立で、リベラルな
芦田が追われたという説である。
Ｆ．第２次吉田茂内閣
（1948・昭和 23 年 10 月 15 日～1949・昭和 24 年 2 月 16 日）
Ｇ．第 3 次吉田内閣（1949・昭和 24 年 2 月 16 日～1952 年 10 月 30 日）
＊ アメリカ主導の経済安定策
・ドッジライン：デトロイト銀行頭取のジョセフ・ドッジが 1949・昭和 24 年 2
月来日、悪性インフレの処方箋を探るべく調査を行った。それ以前彼は西ドイ
ツへ行き経済安定の処方箋を策定していた。アメリカではインフレ退治主義者
として知られていた。経済安定 9 原則を提示した。ドッジは「日本経済は片足
は米国の援助と片足は国の補助金に乗った竹馬経済」と断じ、緊縮財政、財政
赤字解消、為替レート 1 ドル＝360 円設定、輸出促進に貢献した。規制を緩和
し、自由競争を促進すべしと提言した。その結果戦後インフレは収まったが失
業や倒産が相次いだ。
・シャウプ勧告：当時の日本の税制についてのシャウプ使節団による勧告であ
る。シャウプは租税専門家として、世界各国の税制の提案を行っていた。ヨー
ロッパでの付加価値税の発案者としても知られていた。ＧＨＱの要請で 1949・
昭和 24 年 5 月 10 日から 8 月 26 日まで、7 名の経済専門家が訪日、税制改革の
ための勧告を行った。直接税（特に所得税）中心の税制、申告納税制（青色申
告）の採用、地方財政の強化など、現在の日本の税制の原点となっている。付
加価値税・消費税の提案はしなかった。
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（２）ポツダム宣言時代の経済・社会事情
①戦後の荒廃と食料不足
ＧＨＱによる民主化、自由、平等の言葉を新聞やラジオで読んだり聴いたり
していた国民を襲った現実は、食料不足であった。1926・昭和 21 年 5 月 19 日
皇居前を 25 万人を超すデモ隊が集まり、飯米獲得人民大会を開催、人民民主政
府樹立要求も行った。結果マッカーサーの「暴力的な運動は許せない」旨の声
明で終わった。
②ララ物資、ガリオア・エロア資金
戦後の日本の経済的窮境を補うためにいろいろの援助があった。
（ア）ララはサンフランシスコ在住の日系アメリカ人浅野七之助が中心となって設
立した「日本難民救済会」を母体としている。
支援物資は 1946 年（昭和 21 年）11 月から 1952 年（昭和 27 年）6 月までに行わ
れ、重量にして 3300 万ポンド余の物資と、
乳牛や 2000 頭を越える山羊などもあり、
全体の割合は食糧 75.3%、衣料 19.7%、医薬品 0.5%、その他 4.4%となった。多数の
国にまたがり、多くの民間人、民間団体からの資金や物資の提供であったためその
救援総額は不明であるが、推定で当時の 400 億円という莫大な金額であったといわ
れている。救援物資の 20%は日系人が集めたものだといわれている。「アイスクリ
ームにチョコレート、日本のみんなに下さった、ララのみなさんありがとう」とい
う歌があったという。
（イ）ガリオア資金
GARIOA (Government Appropriation for Relief in Occupied Area) ＝占領地域
救済政府資金。占領行政の円滑化を図るためアメリカ政府が陸軍省の軍事予算か
ら支出した援助資金である。対日援助額は 18 億ドルである。1962 年に約 5 億ドル
の返済を行った。（西ドイツと同率）
（ウ）エロア資金
エロア基金 Economic Rehabilitation in Occupied Areas Fund は、冷戦を背景
に、アメリカの援助政策が資本主義諸国の経済復興と強化を目ざすようになっ
たのに伴い、1948 年から日本と南朝鮮に実施された援助のための基金。日本に
対しては機械、原料などが供給された。
③ＮＨＫのドキュメンタリーに見る終戦直後の指導者たちの裏側
「戦後ゼロ年 東京ブラックホール 1945－1946」（2017 年 8 月 20 日放映）
は鈴木貫太郎内閣による軍需物資処分の指令により、軍を中心とする政権の中
枢部が保有していた食料など国民が 2 年間生活可能な物資の大半がいずこへか
消失していたと報じていた。これはアメリカの内部資料が公開されたことによ
り初めて明るみになった大日本帝国指導者たちの裏側である。なお、映像で紹
介された終戦直前に日本政府が東京湾の越中島海底に隠匿していた大量の貴金属
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地金が 1946 年 4 月 6 日に米軍によって発見された事件は、「Ｍ資金」の名でかね
て噂されていたＧＨＱに関わる隠匿物資の一部としては世に知られていた。
マッカーサーは、昭和天皇から日本国民の飢餓救済を要請されたり、食料メーデ
ーの動きに対して、米本国に食料援助を要請したと言われる。しかし、現実に日本
に終戦時 2 年分の食糧があったと部下から報告され、憮然とした表情であったとの
話が伝えられている。

（３）ポツダム宣言時代の教育
明治憲法時代の教育制度が白紙に戻され、いわゆる民主主義教育に取って代
わった。8 月 15 日の敗戦からしばらくの間、学校教育は空白が続いた。初等教
育の場では、再開された学校の名前が国民学校から小学校に変わり、国語・歴
史などの教科書は使えないまま、教師たちは教壇から「日本は間違っていた」
という説明を繰り返した。1945・昭和 20 年 12 月、ＧＨＱは修身・日本史・地
理の授業停止と教科書回収命じ、翌年の 1 月から黒塗りの教科書を使用する授
業が再開された。1946・昭和 21 年 10 月、ＧＨＱは小学校の日本史の授業再開
を許可した。新しい教科書「くにのあゆみ」は、神話ではなく考古学からの叙
述に変わった。1947・昭和 22 年いわゆる 6・3・3・4 制の学校教育法が制定さ
れた。
（４）ポツダム宣言時代の文化・芸術
①文学：坂口安吾「白痴」、石坂洋二郎「青い山脈」、大岡昇平「俘虜記」「野
火」、太宰治「人間失格」、吉川英治「新平家物語」伊藤整訳「チャ
タレイ夫人の恋人」
②美術：第 1 回日展（1946・昭和２１年）、法隆寺金堂焼失（1949・昭和 24 年）
丸木位里・赤松俊子「原爆の図」
③音楽：「リンゴの歌」「青い山脈」「長崎の鐘」
④映画：「羅生門」（黒沢明監督）、ヴェネチア国際映画祭でグランプリ受賞。
⑤学術：湯川秀樹ノーベル物理学賞受賞（1949．昭和 24 年）
以上のように日本人の学術文化芸術分野の活躍は、敗戦の重圧を乗り越えて
結実していた。
（５）ポツダム宣言時代の評価
「評価」という言葉を使うだけで、“何を言うんだ？”という反応が返ってく
るのを覚悟で使う。同じように、「日本の台湾統治時代の評価」「日本の韓国
統治時代の評価」というテーマもありうる。さらに広げれば、「イギリスのイ
ンド、ビルマ、マレー半島植民地化の評価」「スペインのフィリピン植民地化
の評価」「フランスのインドシナ半島植民地化の評価」「イギリス、フランス、
ドイツ、ベルギーのアフリカ植民地化の評価」「スペイン、ポルトガルの中南
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米植民地化の評価」「ヨーロッパ人によるアメリカ大陸支配の評価」なども大
きなテーマである。
いずれも共通しているのは、長年その場所に居住し、ＤＮＡを共有し、ほぼ
共通の言語を使用してきた人間集団、別の言葉で言えば民族を、多民族が一時
的にあるいは半永久的に支配する時代を評価するということだ。
地球の創造主がなぜか人類を創造し、多くの民族と多くの言語を作り出した。
これが紛争の大きな原因として、過去の様々な争いを起こしてきた。
日本民族もその例外ではない。地球上の一隅でどちらかというと、世界の中
で孤立して生き続けることのできた特異の地理上の位置づけから、国家が形成
されてから、約 1300 年の間、他民族の侵略を免れてきたが、鎖国政策をとる徳
川幕府の時代、19 世紀後半から欧米諸国の人々が来訪し、大混乱の末、開国と
なり、この書のテーマである日本の近現代史の時代にはいる。
栄光の明治憲法時代の後にやってきたのは、他民族が一時的に日本国を支配
したポツダム宣言時代の到来であった。
勝った国の軍隊が、負けた国にやってきて占領し、軍政を布く、あるいは植
民地化する。人類の歴史のなかでしばしば起こった事柄であった。過去の占領
行政、植民地化行政は程度の差はあれ、過酷なものであった。大日本帝国の植
民地行政もその例外ではなかった。それゆえ、日本国民は今度はわが身に降り
かかってきた外国軍による来るべき占領行政を恐怖の念で迎えることとなった。
結果的に米国の単独占領となり、間接統治となったことはすでに見てきたと
おりである。しかも米国はポツダム宣言という連合国の約束に縛られ、ポツダ
ム宣言の履行が完了すると撤退するという条件付きの占領となった。これはそ
れまでの戦争の後の占領と中身が違っていた点であった。
ポツダム宣言の中身を理解していなかった一部の米兵の暴行も頻発した。
しかしダグラスマッカーサーを筆頭とするＧＨＱは、ひたすらポツダム宣言
とそれに基づく降伏文書の内容を忠実に履行して、早期に占領行政を終了した
いと思っていたように見える。
①ポツダム宣言時代の光の部分：日本の民主化に貢献したことである。日本国
は絶対君主制の時代から、国民主権の時代に一足飛びに切り替わった。天動説
から地動説に変わったような大きな衝撃を日本国民にもたらした。「国はもっ
と人命を尊重する方向へ行くべきである。一人一人の人民の生命と生活を尊重
するべきである」と呼び掛けてきた。このようなことを占領した国に求める戦
勝国を日本国民は期待していなかった。欧州の歴史をみると、国家の体制は君
主制から民主政へと移行することが一つの流れであるが、その移行には往々に
して革命的な変革が仲介することが多かった。これが日本国には敗戦の結果と
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して、もたらされたのである。アジア太平洋戦争で多くの人命が失われたこと
は間違いなく、それは革命以上に厳しいものであったともいえる。
②ポツダム宣言時代の影の部分：
（ア）ＧＨＱ内部の分裂
参謀部（General Staff Section）と幕僚部／特別参謀部／専門部（Special Staff
Section）の内部に、当初から対立があったとは言えないが、国際情勢の変化か
ら日本という国の見方について、参謀部、幕僚部の内部で立場により意見の相
違あみられるようになったようだ。それはアメリカとソ連・中国の東西対立の
激化が一つの要因であった。
以来、日本を対ソ連・中国に対する防波堤の役割を重視し、国内的には左翼
勢力弾圧の方向へ進んでいく人々と新憲法制定と付随する日本の民主化の方向
を継続しようとする人々に分かれていったようだ。ＣＩＡ、キャノン機関の動
きも活発となっていく。
（イ）ＣＩＡの暗躍
ＣＩＡはアメリカ大統領直属の対外諜報機関である。ポツダム宣言時代の日
本でも反共政策推進のため暗躍したと言われているが、実状は不明の部分が多
い。ＧＨＱ内部の参謀第 2 部（Ｇ2）傘下のいわゆる「キャノン機関」はＣＩＡ
の役割を担っていたとされる。自由民主党を陰から支援していたという噂、1949
年の国鉄 3 大ミステリーと言われる下山事件、三鷹事件、松川事件への関与も疑
われている。詳細は不明である。
（ウ）日本軍参謀たちの活用
有馬哲夫氏の著書「大本営参謀は戦後何と戦ったのか」によると、戦後、
ＧＨＱは一部の帝国軍人たちを、ＧＨＱのエージェントとして活用した。その
詳細が、2005 年にアメリカ国立第二公文書館で新たに公開された「ナチス戦争
犯罪、日本帝国政府公開法に基づく第二次公開資料 1946～2003」で判明した。
これによると、ＧＨＱの参謀部第 2 部（G2 情報担当）や幕僚部民間諜報局（Civil
Intelligence Section, CIS）傘下の防諜隊（Counter Intelligence Corps, CIC）
の下部組織機関として、大本営参謀たちは、司法取引の手法で戦犯訴追を免除
され、東西対立の中で米国の知識に乏しい中国・台湾・朝鮮半島・旧満州の情
報源として活躍した。
彼らのなかには、以下のような人物がいた。
宇垣一茂、河辺虎四郎、有末精三、服部卓四郎、辰巳栄一、
辻政信、野村吉三郎、児玉誉士夫。
上記とは別の情報だが、陸軍航空隊の青木喬中将の「将軍は語る」（偕行社）
によると、同氏は朝鮮戦争勃発の半年前（1950・昭和 25 年 1 月）、韓国の李承
晩大統領の部下蔡秉徳（チェ・ビョンドク）参謀総長に頼まれ、ソウルに赴き、
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開戦前の作戦指導に当たった。皮肉なことに当時長年日本の植民地であった韓
国に韓国人の軍隊はほとんど育っていなかったのである。1954・昭和 29 年には
台湾に招聘され、蒋介石総統に大陸反抗のための空軍作戦についてアドバイス
した。
③精神力と情報力との戦い
「大和魂」という言葉は、戦後死語になった感が強い。けれどもその淵源は
古くすでに平安時代から、「漢（から）ごころ」に対する「大和ごころ」のよ
うに対比されて使われていた。徳川時代の本居宣長の「敷島の大和心を人問はば
朝日に匂ふ山桜花」や吉田松陰の和歌（既述）はその伝統を引き継いでいる。
これがアジア太平洋戦争中に兵を鼓舞し、困難な戦いを強いるために用いられた
ことは悲しい事実である。ナチスドイツには、アーリア民族神話を信仰する「ドイ
ツ魂」があったようだ。
これに対して、米英両国は第二次世界大戦の前から、情報戦を重視していた。
これが多大な効果を発揮したことは衆知の事実である。いずれが優位をしめた
かは、今更言うまでもない。2014 年の英米合作映画「イミテーション・ゲーム/
エニグマと天才数学者の秘密」（The Imitation Game）は、第二次世界大戦中のド
イツ軍の暗号解読に成功した英国の天才的数学者アラン・チューリングの伝記であ
るが、彼の功績で戦争終結を 2 年早めたとされる。
日米戦では、開戦前からほぼすべての日本の暗号がアメリカ側に盗聴されていた
ことは衆知の事実である。
④壮大な文明の衝突
ポツダム宣言時代を、「日本がアメリカによって占領されていた時代」と捉
えると、その世界史的な観点からそれてしまう。明治憲法時代が特殊日本的な
事象の集まりと捉えると、ポツダム宣言時代はアメリカによる占領時代という
見方になるだろう。しかし別の見方もできる。ニューアングルで見るのだ。
幕末維新の諸現象は世界との関連なしに語れないのはすでに見てきたとおり
である。当時西洋文明は開かれた世界を現出しつつあり、他方東洋文明は閉鎖
状態を通常の国のありかたとして選んでいた。この双方の文明が極東の日本国
で衝突したのである。それは惑星同士が衝突したのと酷似している。小惑星で
ある日本国は自分なりの方法で国を守りながら膨張する道を選んだのである。
当然衝突が起こった。過去地球上で起こってきた異文明の衝突の１例であると
いえる。
この衝突により、東洋文明のなかに「明治日本文明」が発生した。小惑星の
一つ明治日本文明は凝縮されたエネルギーを醸成しつつ膨張を始める。対外戦
争に勝利し、周辺諸国への侵入を開始する。当然のことながら明治日本文明は
周辺の諸文明との衝突に至る。すでに野蛮性の戦いが終わりつつあった世界に、
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あえて野蛮性を持ち込み明治日本文明は品位を下げていった。似たような現象
が欧州のドイツでも発生していたので、明治日本文明はナチスのドイツ文明と
共鳴し、野蛮性を正当化していった。
野蛮性を過去のものとして捨て去りつつあったアメリカ・イギリスなどを中
心とした連合国は明治日本文明の制裁に踏み切った。結果、野蛮性を卒業しつ
つあった連合国が明治日本文明を敗北に追いやったのである。
これは世界史的なひとつの現象であり、連合国はこれをポツダム宣言に集結
したのである。
このようにアジア太平洋戦争を文明の衝突と捉えることで、過去を別のアン
グルで見つめ、将来への展望を開く糸口を探るのは無駄ではあるまいと思う。
ドイツ圏を除く米英仏蘭豪州などが一体となった連合国という西欧文明と明治
日本文明とは規模も経済力でも大きな差があり、これらの文明同士が力でぶつ
かれば、その結果はほぼ間違いなく西欧文明の勝利となることは後智慧ながら
当然のことであった。先智慧でも、東条英機は陸軍大臣のとき、内閣総理大臣
直轄の総力戦研究所より日米戦争は日本必敗との報告を受けたように、敗戦必
須との予測にも拘わらず、戦争に踏み切らざるを得ない状況に追い込まれ、明
治日本文明は明治維新時の西欧との文明の衝突に続き、第二の衝突をこのよう
な形で迎えたのである。
これは民族的屈辱と捉えるには、あまりにも壮大な衝突であって、地球規模
での異文明の衝突の一例と言えるのではないかと思う。衝突を通して栄光の明
治文明が新しく生まれ変わる生みの苦しみの一形態であったと筆者は判断する。
それは新しく生まれた昭和文明の輝きを作り出した。人類への平和のメッセン
ジャーになったのである。
このような見方の参考になったのは、サミュエル・ハンチントンの「文明の
衝突」による。
⑤マッカーサーの日本人１２歳説
ポツダム宣言時代、日本国民の多くはは昭和憲法と付随する民主主義の諸施
策はダグラス・マッカーサーが日本国民に与えてくれた贈り物と思いこみ、彼
がアメリカ大統領から解任されて 1951 年・昭和 26 年 4 月 16 日に帰国すると
き沿道に大勢の人々が感謝の意を込めて見送ったという現象を記憶している。
さらには、マッカーサー神社建設の提案さえあったらしい。
当時の首相吉田茂や毎日新聞、朝日新聞はマッカーサーへの感謝の意を表明
した。
しかし、内実ははマッカーサーは連合国が派遣した在日駐在員の所長でしか
なかった。繰り返しになるが、彼はポツダム宣言の条件を実現する仕事を当時
の連合国から委任され、その委任事務を遂行していたに過ぎなかった。当時、
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世界を代表した列強は、日本を弱体化させるために昭和憲法を日本に導入した
のである。それは第一次世界大戦の後でドイツにワイマール憲法を導入したの
と類似している。
マッカーサーは、アメリカへ帰国後退任したが、最後の公的任務としての米
国議会での公聴会で総司令官解任後の 1951 年 5 月 3 日から、マッカーサーを証人
とした上院の軍事外交共同委員会が開催された。主な議題は「マッカーサーの解任
の是非」と「極東の軍事情勢」についてであるが、日本についての質疑も行われて
いる。その中での「日本人は 12 歳」発言が日本で問題となった。
詳細はネットなどで読むことができるが、人類の歴史において占領の統治がうま
くいったためしがないが、ポツダム宣言時代の連合国による日本統治が例外的にう
まくいったことの理由として、日本人１２歳説が飛び出したのである。それはナチ
スドイツの様々な悪行は成熟した４５歳前後の大人の確信的な行動であったのに
対し、第二次世界大戦中の日本人の行動は確信があって行ったのではなく、ただ夢
中で遂行したような経緯が認められた。それはあたかも１２歳の子供の行動のよう
だったと、説明したのである。この説明はあくまでナチスドイツとの対比で出た言
葉であって、たとえとして適当だったかどうかは別として、日本国民にとっては衝
撃的な発言として受け取られた。日本側の解釈も様々であり、いまさらに私見の解
釈を付け加える必要はないであろう。
たしかにマッカーサーが帰国した時の様々な感謝の表明に、彼自身が内心驚いた
ことは十分に推測できる。在日中、皇居のＧＨＱ司令部で暮らすことが多かったマ
ッカーサーが帰国時に初めて見た日本の群衆が彼の離日を惜しみ、沿道に並んで見
送った姿をみて、彼がどのような感情を持ったかは不明だが、その時点で、今回の
占領政策は歴史上稀な成功だったとの確信を抱かせたとしても不思議ではない。
多くの日本人があとで「しまった」という思いを持ったことも推測できる。
ところで私はこの事象に明治憲法時代の日本人が置かれていた政治環境にその
原因があると見ざるをえない立場である。
それは、日本国民はマッカーサーを連合国の代理人という見方はしにくかった、
ということである。すでにみたように明治憲法時代、国政の最高責任者である首相
が軍隊の言いなりになったという国柄であったから、ＧＨＱの最高責任者は日本の
軍隊と同じように全権をもつ人間であると考えても抵抗はなかった。彼がアメリカ
大統領の指揮下にあったとは、まるで気が付かなった。
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Ⅷ．昭和憲法時代（1952・4．28～現在）
（サンフランシスコ平和条約発効から現在まで）
現在に至る昭和憲法時代の６５年有余のことについては、日本人の一人とし
ていろいろの思い、見解があるが、それらは別の機会に譲りたいと思う。
現代＝昭和憲法時代は、昭和日本文明という新しい輝きを帯びた世界でも注
目される文明圏の一つが誕生し、政治・経済・社会・科学・文化のあらゆる分
野で世界に様々なメッセージを発信してき、世界にそれなりの位置を占めてき
た。
昭和憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三大原則を中心に規
定され、国民が日本の行方を決める国となった。
言論の自由は、明治の初期、日本で初めて日本国民に認められたが、その後
天皇制の軛によって抑えられたのとは違い、昭和憲法時代の自由は憲法がそれ
を保障し、公共の福祉に反しない限りにおいて、ほぼ無条件の自由であった。
この憲法の下で、日本国民が辿ってきた道筋は複雑多岐にわたり、それゆえ
昭和憲法時代は、筆者にとっても大きな課題であり、今後真正面から取り組ん
でいきたい。
Ⅸ．結びの雑談
（１）日本人の胆力
日本人が胆力において、ほかの民族よりも抜きんでているということはない。
人類の胆力はほぼ共通に分布しているはずである。それにも拘わらず、ここで
日本人の胆力を取り上げるのは、幕末・維新を駆け抜けた人物たちのなかに、
とりわけ優れた胆力を持った人々が目立ったのは、偶然のことということにな
るのだろうか？
①吉田松陰の塾生たちの胆力について
吉田松陰はわずか 5 歳で吉田家の当主となったため、叔父の玉木文之進から
過酷な薫陶を受けた。居眠りをすればぶん殴られる。一度教わった四書五経の
文章でわからないというと叩かれた。それでも松陰はじっと耐えた。安政の大
獄で死刑に処せられたとき、首切り役の獄吏が驚くほど落ち着いていたという。
（司馬遼太郎「世に棲む日々」）
高杉晋作の胆力も並大抵ではなかった。米英露仏の四国連合艦隊との交渉に、
長州藩は無役の高杉に頼った。長州藩の世俗派を打つために立ち上がった功山
寺の挙兵でも、高杉は公卿たちがおたおたする前を傲然と馬に乗って去ってい
く。彼には持って生まれた豪胆なところがあった。乱世に生き甲斐を感じ、平
時を嫌った。
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彼の後輩たちも胆力の点ではかなりにものだった。久坂玄瑞しかり、井上馨
しかり、伊藤博文しかり。単に向かう見ずというわけではなかった。目的のた
めには命を賭す覚悟の上での胆力だった。
徳川時代、日本は士族という有閑知識階級を生んだ。彼らは戦争と肉体労働
から解放され、官僚的な仕事をする傍ら、武道と学問の道に励んだ。武道は今
ならスポーツの一種であるが、すべて１対１の戦いの形式をとり、そこで胆力
が養われていったと考えられる。戦国時代のような死を賭すような機会はなく
なったが、武士階級の生き方には、絶えず死に向き合う世界が残っていた。
彼らの日常を規制していた武家諸法度では、1 番目に「武芸や学問を嗜め」と
ある。彼らは名誉を重んじ、そのためには切腹することもためらわない風習が
あった。いずれの場合も胆力が試されるわけで、幕末の士族たちであれば、何
も長州藩士に限らず、日本中の藩士が胆力を養い、一部の農工商の人々の間に
も武士道が生きていたといえる。
②東郷平八郎、秋山真之と日露戦争
日本海海戦で、東郷と秋山が敵弾を浴びる艦上の外の司令塔で艦隊の指揮を
執ったという話はよく知られている。わざわざ外に出なくても、艦内に指令室
があったにも拘わらず、東郷と秋山は一番危険な場所を選んだ。東郷は「ここ
のほうがよく見える」と言って、部下の制止を聞かなかったという。これも胆
力であろう。
他方、ロシアの司令長官ロジェストヴェンスキーは、艦内の指令室から指揮
を執っていた。このほうが上に立つ者の常識なのかもしれない。
③アーロン収容所にて
相田雄次の「アーロン収容所」のなかに出てくるある日本兵は戦闘中相田が
驚くほど大胆だった。危険な場所で率先して飛び込んでいき、敵と戦った。そ
の姿勢には死の恐怖など無縁の淡々とした表情があり、相田を驚かせた。けれ
ども収容所では、その男はまるで別人のようにおとなしくなり、静かに目立た
ないようにじっとしていた。相田はこの違いに驚いている。
④Ａ戦犯たちの胆力
児島襄の「東京裁判」によると、死刑を宣告されたＡ級戦犯たちは、全員顔
色も変えずに死刑台の階段を上り絞首刑になった。そういえばイラクのサダ
ム・フセインも絞首刑のとき、平然と死についていた。指導者たちに共通の胆
力なのかもしれない。
（２）明治の元勲たちの収入、手当など
伊藤博文が 1882・明治 15 年 3 月に憲法調査のため渡欧したとき下賜された旅
費は、今の貨幣価値に換算すると 10 億円強と言われている。貨幣価値の時代的
換算は一様ではないが、明治の元勲を中心とする政府幹部の収入・手当は並外
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れていたらしい。たとえば山縣有朋は自分の収入で、今の椿山荘、京都南禅寺
周辺の広大な庭園を購入している。栃木県那須の青木周三邸、大山巌農園など
も広大である。もちろん当時の那須の山林の値段は今と比べれば破格の安値で
あっただろう。伊藤博文は小田原と大磯に別荘を保有していた。
（３）明治の元勲たちの私生活
幕末維新に多くの友人や同志の死を悼みながら、自らも死を賭して無事生き
残り、国の要職に就いた人々の私生活は、人それぞれであったであろうが、よ
く話題にされるのが彼らの女性関係である。筆者が伊藤博文に言及するとある
友人は「女たらしだったそうですね」と応じた。たしかに伊藤は主として芸者
を相手に相当派手な女性関係を持っていたようだ。伊藤公夜話によると、「予
は麗々しき家屋に住まうという考えもなければ、巨万の財産を貯うるという望
みもなく、ただ公務の余暇、芸者を相手にするがなによりだ」という弁解をし
ている。松方正義は明治天皇から何人くらい女を囲っているのかと問われ、一
瞬返答に詰まり、「後程調査の上ご報告申しあげます」と逃げたという。夏目
漱石は「それから」の中で、主人公の代助が父親が妾を持つことにあまり抵抗
感を示していない情景を描いている。そういう時代だったのであろう。
世に男女関係の話は尽きることがなく、明治の元勲たちの女性関係について
取り上げて云々しても通俗話以上の意味はないような気がする。
（４）明治・大正・昭和の天皇の私生活での若干の感想
既述のように、明治天皇は私生活は質素倹約を旨とし、冬でも火鉢ひとつ、
服装は常に制服である軍服を常用し、夏でも軍服で通したといわれている。那
須の田母沢御用邸を見学したとき、大正天皇の執務室でガイドが、ここで大正
天皇は訪問者たちとの接見に、「ずっと立ったまま話を聞かれたそうです」と
聞き、内心驚嘆したことを覚えている。昭和天皇の逸話は多いが、私はその中
で一番印象深かったのは、病床にあって施療を受けられたとき、医師から「痛
いですか？」と聞かれ「痛いとはどういうことか？」と質問されたと伝えられ
たことである。まさか「痛い」という意味をご存知なかったわけではあるまい。
そうであればこのご質問はどういう意味なのだろう？いまだにわからない。
自分で天皇になりたかったわけではない方々は、生誕以来、帝王学なるもの
を学ぶ生活のなかで、このような人格を形成されたのであろうか？
（５）日本の識者たちの歴史認識について、伊藤博文の例に見る
筆者の明治憲法時代の第２期～第 3 期で活躍した伊藤博文は、今ではほとん
ど話題に上ることは少ないが、当時は良きにつけ、悪しきにつけ話題の中心人
物の一人であった。ここでは彼の影の部分を覗いてみたい。
①孝明天皇怪死問題
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伊藤博文暗殺の犯人安重根は公判で、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。本の題名で、安重根を伊藤博文の前に置いたのは、無意識
にではあるまい。彼は「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。
（６）歴史に関わる裏話のこと
インターネットが普及し、情報過多の現代、歴史に関わる裏話も沢山掲載さ
れている。日本史に関しては、明治天皇替え玉説がある。明治天皇は孝明天皇
の皇子ではなく、長州あたりから連れてこられた替え玉だという。その他、皇
室にかかわる裏話は多い。
興味深いことは、国民の多くが読んだり、聞いたりしているこれらの裏話を、
大手の新聞やテレビ局が一切取り上げないということである。当然、メディア
は事実を報道することが使命であるからそれでよいということだが、もうひと
つ言えることは、多くの国民が歴史の神話を尊重していることがあるだろう。
万世一系を真実と思う人々は少ないだろう。でも国民は神話を大切にしている。
文化の一つと捉えている。キリストを神の子と本当に信じているクリスチャン
は多くはないだろう。ムハンマドがヒラー山の洞窟でアラーの啓示を受けたと
信じるイスラーム、これが信仰なのである。
人類は、毎日起こる事実と宇宙の不思議な現象と自分の心の動きの中で、過
去を思い明日を夢見ている。
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（７）幕末・明治のころの政治指導者たちの年齢のこと
吉田松陰は 5 歳で吉田家の当主となった。11 歳で藩主の前で四書五経を講義
した。吉田松陰に限らず、徳川時代の家制度では、たとえ乳飲み子の男子でも
父親の当主が他界すれば、途端に当主になる。物心つくころから当主として尊
重され、当主学（帝王学？）を習得しければならない。その中から１０代 20 代
で頭角を現わす人物がでてきても不思議ではない。高杉晋作が長州藩を討幕派
の主流に仕立てたのは、26～７歳のときであった。27 歳で他界した。
総じて幕末明治の指導者たちは若かった。当時の平均寿命は 43 歳程度と言わ
れており、当主は 40 歳を過ぎればそろそろ隠居の年齢になったようだ。それゆ
え、若いということは未熟を意味しなかった。
＜主な参考資料＞
「詳説 日本史」（山川出版社）高校検定教科書
「日本全史 ジャパンクロニック」講談社
「日本の歴史」（中央公論社）
「図説日本史」東京書籍
「両から円へー幕末・明治前期貨幣問題研究ー」（山本有造著ミネルヴァ書房）
「世に棲む日々」「坂の上の雲」（司馬遼太郎）
「廃藩置県」（松尾正人著 中公新書）
「地租改正」（佐々木寛司著 中公新書）
「秩禄処分」（落合弘樹著 中公新書）
「明治初期の財政構造改革・累積債務処理とその影響」
（大森徹 日本銀行金融研究所/ 金融研究/ 2001.9）
「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）
「安重根と伊藤博文」中野泰雄
「東京裁判」上下（児島襄 中公新書）
「平成 12 年度年次経済報告」（経済企画庁）
「文明の衝突」
「文明の衝突と 21 世紀の日本」（Ｓ．ハンチントン 鈴木主税訳）
Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ、コトバンクなどによる諸情報・資料
「A modern history of Japan」（Andrew Gordon．Oxford University Press）
「Ａ History of Japan」(Conrad Totman, Blackwell Publishing)
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大日本帝国憲法
第１章

天皇

第１条大日本帝国ハ万世１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
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
第２章

摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

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
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１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３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５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３分ノ１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

103

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
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１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
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
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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
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
第７章

会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

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３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３分ノ２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６十７条ノ例ニ依ル
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日本の降伏のための定義および規約
1945 年 7 月 26 日、ポツダムにおける宣言

1. 我々合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣は、我々の数億の国民を代表し協議の
上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで１致した。
2. 3 ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。この軍事力は、日本
国の抵抗が止まるまで、同国に対する戦争を遂行する１切の連合国の決意により支持され且つ鼓
舞される。
3. 世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された場合にド
イツとドイツ軍に完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅するこ
とを意味する。
4. 日本が、無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者の指導を引き続き受けるか、
それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が到来したのだ。
5. 我々の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩せず、我々がここから外れる
ことも又ない。執行の遅れは認めない。
6. 日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を永久に除去する。無責任な軍国主義
が世界から駆逐されるまでは、平和と安全と正義の新秩序も現れ得ないからである。
7. 第 6 条の新秩序が確立され、戦争能力が失われたことが確認される時までは、我々の指示する基
本的目的の達成を確保するため、日本国領域内の諸地点は占領されるべきものとする。
8. カイロ宣言の条項は履行されるべきであり、又日本国の主権は本州、北海道、９州及び４国なら
びに我々の決定する諸小島に限られなければならない。
9. 日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る機会を与えられる。
10. 我々の意志は日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではないが、
日本における捕虜虐待を含む１切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。日本政府は日本国国民
における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除するべきであり、言
論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである。
11. 日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらない
ものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される。
12. 日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。この項目並
びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退するべきである。
13. 我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行動について日本政府が十分に
保障することを求める。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅があるのみである。
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日本国憲法
前

文

第１章

天

皇（第１条－第８条）

第２章

戦争の放棄（第９条）

第３章

国民の権利及び義務（第 10 条－第 40 条）

第４章

国

会（第 41 条－第 64 条）

第５章

内

閣（第 65 条－第 75 条）

第６章

司

法（第 76 条－第 82 条）

第７章

財

政（第 83 条－第 91 条）

第８章

地方自治（第 92 条－第 95 条）

第９章

改

正（第 96 条）

第 10 章

最高法規（第 97 条－第 99 条）

第 11 章

補

則（第 100 条－第 103 条）
昭和 21・11・３・公布
昭和 22・５・３・施行

前 文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて
再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、こ
の憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であ
り、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排
除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名
誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうち
に生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道
徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立た
うとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第１章 天 皇
第１条

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総

意に基く。
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第２条

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第３条

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第４条

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

２

天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第５条

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。

この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第６条
２

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第７条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一

憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二

国会を召集すること。

三

衆議院を解散すること。

四

国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五

国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証する
こと。

六

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七

栄典を授与すること。

八

批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九

外国の大使及び公使を接受すること。

十

儀式を行ふこと。

第８条

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基か

なければならない。

第２章 戦争の放棄
第９条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による

威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
２

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第３章 国民の権利及び義務
第 10 条

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第 11 条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵

すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第 12 条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければな

らない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責
任を負ふ。
第 13 条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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第 14 条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、

経済的又は社会的関係において、差別されない。
２

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

３

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来
これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第 15 条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

２

すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

３

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

４

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的に
も責任を問はれない。

第 16 条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関

し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第 17 条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共

団体に、その賠償を求めることができる。
第 18 条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する

苦役に服させられない。
第 19 条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第 20 条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政

治上の権力を行使してはならない。
２

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

３

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第 21 条
２

検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第 22 条
２

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第 23 条

学問の自由は、これを保障する。

第 24 条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協

力により、維持されなければならない。
２

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第 25 条
２

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら
ない。

第 26 条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有す

る。
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２

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務
教育は、これを無償とする。

第 27 条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

２

賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

３

児童は、これを酷使してはならない。

第 28 条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第 29 条

財産権は、これを侵してはならない。

２

財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

３

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第 30 条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第 31 条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を

科せられない。
第 32 条

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第 33 条

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつ

てゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第 34 条

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又

は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに
本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第 35 条

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第

33 条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状
がなければ、侵されない。
２

捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第 36 条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第 37 条

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

２

刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手
続により証人を求める権利を有する。

３

刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依
頼することができないときは、国でこれを附する。

第 38 条
２

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とす
ることができない。

３

何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第 39 条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問は

れない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第 40 条

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にそ

の補償を求めることができる。
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第４章 国 会
第 41 条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第 42 条

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第 43 条

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

２

両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第 44 条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身

分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第 45 条

衆議院議員の任期は、４年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第 46 条

参議院議員の任期は、６年とし、３年ごとに議員の半数を改選する。

第 47 条

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第 48 条

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第 49 条

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第 50 条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議

員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第 51 条

両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第 52 条

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第 53 条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の４分の１以上の

要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第 54 条

衆議院が解散されたときは、解散の日から 40 日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日

から 30 日以内に、国会を召集しなければならない。
２

衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、
参議院の緊急集会を求めることができる。

３

前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後 10 日以内に、衆
議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第 55 条

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席

議員の３分の２以上の多数による議決を必要とする。
第 56 条

両議院は、各々その総議員の３分の１以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができな

い。
２

両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数
のときは、議長の決するところによる。

第 57 条

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の３分の２以上の多数で議決したときは、秘密会を

開くことができる。
２

両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、
これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

３

出席議員の５分の１以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第 58 条

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
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２

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議
員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の３分の２以上の多数による議決を必
要とする。

第 59 条
２

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の３分の２以上の多数
で再び可決したときは、法律となる。

３

前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げな
い。

４

参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて 60 日以内に、議決しな
いときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第 60 条
２

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議
会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中
の期間を除いて 30 日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第 61 条

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第２項の規定を準用する。

第 62 条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を

要求することができる。
第 63 条

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時で

も議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたと
きは、出席しなければならない。
第 64 条
２

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第５章 内 閣
第 65 条

行政権は、内閣に属する。

第 66 条

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組

織する。
２

内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

３

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第 67 条

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案

件に先だつて、これを行ふ。
２

衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開
いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて 10 日以内に、
参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第 68 条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければな

らない。
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２

内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第 69 条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10 日以内に衆議

院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第 70 条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣

は、総辞職をしなければならない。
第 71 条

前２条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第 72 条

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告

し、並びに行政各部を指揮監督する。
第 73 条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一

法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二

外交関係を処理すること。

三

条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四

法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五

予算を作成して国会に提出すること。

六

この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任
がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第 74 条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第 75 条

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴

追の権利は、害されない。

第６章 司 法
第 76 条

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

２

特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

３

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第 77 条

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項につ

いて、規則を定める権限を有する。
２

検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。

３

最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第 78 条

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いて

は、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第 79 条

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長

たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
２

最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その
後 10 年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

３

前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
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４

審査に関する事項は、法律でこれを定める。

５

最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

６

最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額すること
ができない。

第 80 条

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁

判官は、任期を 10 年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
２

下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額すること
ができない。

第 81 条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有

する終審裁判所である。
第 82 条
２

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、
公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第３章で保障す
る国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第７章 財 政
第 83 条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第 84 条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必

要とする。
第 85 条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第 86 条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第 87 条

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出

することができる。
２

すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第 88 条

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければな

らない。
第 89 条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の

支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第 90 条

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報

告とともに、これを国会に提出しなければならない。
２

会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第 91 条

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければ

ならない。

第８章 地方自治
第 92 条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第 93 条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
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２

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接
これを選挙する。

第 94 条

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲

内で条例を制定することができる。
第 95 条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住

民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第９章 改 正
第 96 条

この憲法の改正は、各議院の総議員の３分の２以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案

してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる
投票において、その過半数の賛成を必要とする。
２

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直
ちにこれを公布する。

第 10 章 最高法規
第 97 条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、

これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利と
して信託されたものである。
第 98 条

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他

の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
２

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第 99 条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務

を負ふ。

第 11 章 補 則
第 100 条
２

この憲法は、公布の日から起算して６箇月を経過した日から、これを施行する。

この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施
行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第 101 条

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会

としての権限を行ふ。
第 102 条

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを３年とする。その議員

は、法律の定めるところにより、これを定める。
第 103 条

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地

位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施
行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命された
ときは、当然その地位を失ふ。
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