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第 70回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会 読書会  

瀧井 一博著 『文明史のなかの明治憲法 — この国のかたちと西洋体験』  

                                               (講談社選書メチエ） 

                                       2017.7.29 報告者：佐藤 健人 

本書を今回のテキストに採用したのは、現在から 130余年前、「憲法」の無かった国＝日本に明治の

政治指導者たちは、どうして「憲法」を必要としたのかを知りたいという理由です。 

その動機は、「日本国憲法」という優れた「憲法」が存在する 2017年現在の日本国家で、愚かな政

治指導者たちによって、その「日本国憲法」が失われようとしている状況にあります。 

蛇足ながら、報告者にとっては、「北朝鮮」のミサイル発射の脅威よりも、「安倍」の一連の愚策―安

保法制・共謀罪・そして憲法改悪の意図―のほうが何十倍もの恐怖を感じていることも併せて述べ

ておきます。 

 

序章 西洋体験としての明治憲法成立史 

本書は、明治の CONSTITUTIONの形成過程をテーマとしている。その際、問題とされているの 

は、「憲法」にとどまらず、それを基軸としながら構築された明治国家の「かたち」（本書では明治国制 

という語を用いる）であることを特に強調しておきたい。 P13（以下もページを示します） 

CONSTITUTIONを狭義の憲法と解し、そこから法典化された単一の政治文書のみを観念するの 

では、この語に本来託されている「微妙な味わい」が見失われてしまうことになるであろう。

CONSTITUTIONには、「国のかたち」、すなわちその国の全体的な統治のあり方や仕組みという制 

度の側面、そしてそれを構想し決断して運営する実践政治の側面が含意されているとみるべきなの

である。  

 

本書の関心は、憲法を中心とする明治国制がいかに形成されていったかというものであるが、この課

題にここではつぎのような視角を設定してアプローチを試みたい。それは、当時の国家指導者たち 

の西洋体験といういわば異文化接触の観点である。 P13 
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本書が考察する憲法が無かった明治という時代とは ——著者の瀧井氏は、 

一九世紀の洋の東西をこう記しています。 

 

一九世紀を通じて、ヨーロッパの諸国で憲法が制定されていった。それは国民の政治的開放のシン 

ボルとなっていたことが指摘できる。それは何も、かっての専制主義や絶対主義を排し、国民の政治 

的地位の向上がそこで保障されたからというにとどまらい。ナショナリズムの台頭する時代思潮のな 

かで、憲法は国民の政治的独立を国内的のみならず国外的にも宣明する政治的文書だったのであ 

る。 P11 

一九世紀とは、当の西洋において、憲法の時代でもあった。アメリカとフランスでの二大革命をきっ

かけとして、西洋諸国は憲法を政治の中心に据え、立憲主義を掲げることになる。憲法は文明国の

シンボルとしても作用していたのである。 

 

「憲法」——ここで語られている憲法とはどのようなものなのか？  

 長谷川正安著『日本の憲法』から引きます。 

（憲法とは）「ある国民、国家、あるいは政治体が、それにしたがって組織され、統治される基本原

理の体系、あるいは、基本原理の集合。この意味は、１６８９年から１７８９年の間に、しだいにできあ

がった。」 

オックフォード英語辞典（OED）１９９３年度版 

１６８８年から１７８９年というのは、イギリスの名誉革命からフランスの大革命にいたる近代憲法生成

の１世紀である。この間北アメリカでは、アメリカ合衆国の独立と合衆国憲法の制定（１７８７）があっ

た。 

１６８８年イギリスの名誉革命、１６８９年イギリスの権利章典、 

１７７６年アメリカの独立宣言、１７８７年アメリカ合衆国成文憲法制定、 

１７８９年フランス革命と人権宣言 

つまり、「憲法」という言葉には、「近代」をつくったイギリスーアメリカーフランスという、３か国がお互 



3 

 

いに影響しあい、１００年の歳月をかけて確立した歴史的かつ国際的・普遍的な理念と体系が含意 

されているのです。 

「日本国憲法／押しつけ論」を語る愚かな首相は、「憲法」の歴史を理解しているのだろうか？ 

 

一九世紀とは、東アジア諸国にとって、ウエスタン・インパクトの時代であった。東漸する西洋文明の 

衝撃に突き動かされ、日本も開国を遂げ、明治新政府のもとで文明開化に邁進する。憲法の制定も 

そのような脈絡のなかで把握できる。だが、立憲制度というすぐれて西欧的な政治システムをはたし 

て明治の指導者たちは、何のためらいもなく受容したのであろうか。むしろそれは、欧米との文明的 

対峙のなかで熟考のうえで決せられ、慎重に推し進められてきた国家運営上の大計だったのではな 

いだろうか。 P14 

 

一九世紀とは、先に記したように、ウエスタン・インパクトとナショナリズムの時代であった。欧米を中 

心とする世界システムの体系内に他の文明圏が組み込まれていく時代であったといってよい。それ 

はまた、西欧の所産である国民国家の制度と精神が国際社会に浸透していく時代のはじまりでもあっ 

た。対岸の中華帝国・清国が西洋諸国に浸食されていくさまをつぶさに眺め日本は欧米にならった 

国づくりを決断する。その際に、日本の国制改革の具体的目標として眼前に現れてきたもの、それが 

憲法だった。 P17 

 

そのように考えると、立憲制度という意味での明治国制の成立は、西欧の文明原理との邂逅と交渉、 

その受容と同化という一連のプロセスとして考えることができよう。本書が、西洋体験という視座を設 

定するのは、この点を重視するからである。 P14 

 

われわれが考察するのは、明治国家による三つの西洋調査団である。すなわち、明治四（１８７１）年 

発遣の岩倉遣外使節団、明治一五（１８８２）年の伊藤博文による滞欧憲法調査、そして明治二一 
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（１８８８）年の山県有朋による欧州視察である。 P16 

 

本書では明治期のわが国における憲法を中心とした立憲制度の形成を、日本の国内史の視点から 

ではなく、国際的文化接触の視点、すなわち西欧文明の東アジアへの進出という事態を踏まえた比 

較文明史の観点から捉え直すことが試みられる。 P16 

 

立憲主義の採用は、したがって、明治日本の深刻な国家目標であった。立憲政治を確立して文明 

国として自立し、もって不平等条約を改正して全き意味で国際社会の一員となること。このような国 

家的願望において、藩閥政府と在野の民権家たちとの間に径庭はなかった。むしろ、政権を実際に 

運営し、西洋諸国と現実の交渉の場にあった政府の指導者たちのほうこそ、その意識は強烈であっ 

たといってもよいのである。岩倉使節団に参加した木戸孝允や大久保利通、そして後年の伊藤と山 

県といった明治を代表する政治家たちは、欧米への派遣によって西洋文明の只中に身を置くことを 

通じて、立憲制度の採用についていかなるヴッジョンをえがいたであろうか。われわれが以下の論 

述でみていきたいのは、そのことである。 P17 

 

第１章 岩倉使節団の憲法体験 —万国公法から憲法へ―  

 

岩倉遣外使節団 

明治四年十一月十二日（1871年 12月 23日）横浜港出立し、明治六年九月（1873年）帰国、アメリ

カで半年、イギリスで約４か月、フランスで約２か月、ドイツで約１ヶ月、ロシアで半月、その他はベル

ギー、オランダ、デンマーク、スエーデン、イタリア、オーストラリアと、西洋諸国を網羅する法外な

国家巡行。 P36 

全権大使岩倉具視（47歳）、副使木戸孝允（39歳）、大久保利通（42歳）、伊藤博文（31歳）、山口 

尚芳（33歳）等団員数 46名、その他留学生等をふくめて総勢 107名。 

 



5 

 

使節団派遣の目的として、通常挙げられるのは、①列国への聘問 ②明年に迫った条約改正交渉 

の延期願い ③欧米文化の視察、である。だが、これらの目的のさらに奥には、当時の明治政府の 

特異な文明意識があった。 P20 

 

著者は、高橋秀直の論文を参考にして記します。 

当時の政府の意図を、「明年の改正交渉の延期・列国と協議の上での今後の国内改革方針の決定

→使節団帰国後の実施→条約改正交渉の開始」と説明されている。換言すれば、使節一行の任務

とは、日本の今後のあり方について、欧米先進国から虚心坦懐に教えを乞い、そのうえで国家として

の制度改革の指針を決定し、条約改正のための基盤作りをおこなうというものだったといえよう。この

意味で、岩倉使節団とは、紛れもなく、「憲法＝国制」調査のための派遣団であった。 P23 

 

高橋秀直氏は、前掲の研究のなかで、使節団派遣前の維新政権には、廃藩置県とそれにつづく一

連の改革の順調な成功によって、自信と楽観が横溢していたことを指摘している。そして、「成功に

酔った一種の多幸症とも言うべき状態」が、「欧米観にも反映し、日本に都合のよい、極度に楽観的

な評価につながった」とされる。 P52 

 

「列国公法」とは、当時「万国公法」とも呼ばれていた。国際法のことである。しかし、今日のわれわれ 

が考えるような、主権国家間の法的取り決めを基礎とする国際社会のルールという定義を超えて、当 

時その言葉（万国公法）は新時代のスローガンのように唱えられていたことに注意する必要がある。 

それは西洋文明そのものとして、つまり明治の日本がめざすべき国家目標として語られていたのであ 

る。 P23 

 

西洋列強主導の国際舞台上に突然ほうりだされた感のある日本にとって、「万国公法」は唯一の拠り

所であったことがうかがえる。 P24 

万国公法はこれまでの中華（＊中国を中心とする華夷秩序）に代わって、新時代の徳を体現するも

のとして立ち現れてきたわけである。この時の日本の課題は、この「万国公法」が要請する徳にいか

に自身を同化させるか、ということにもとめられる。 P25 
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今日本が列国から対等の扱いを受けていないのは、自分たちがまだ万国公法をもって他国と接する

ためのじゅうぶんな準備を有していないからであること、そして万国公法に適った地位を享受するた

めに、わが国の「国体政俗ヲ変革改正」しなければならないことが、一点の曇りもなく書き留められて

いる。そこに認められるのは万国公法への全幅の信頼の精神である。 P25 

 

万国公法の徳とは、「ヨーロッパ文明」＝文明国基準 

 第一の文明化された人類に属するのは、「ヨーロッパのすべての国家」 

 第二の野蛮な人類とは、「トルコ、ヨーロッパの属国とならなかった中国、タイ、日本」 

 第三の未開の人類とは、「その他の国々」 

 

このようなヨーロッパ中心主義の文明秩序像のもと、国際法にしたがうのはヨーロッパ文明を継承す

る国々のみとされ、それ以外の国家が国際法の適用を受け、欧米諸国と平等な取り扱いを受けるた

めには、「何事かをなさねばならない」と求められる。 P26 

 

使節団派遣の意味も、この歴史的文脈のなかで把握されなければならない。岩倉使節団の視察旅

行はしばしば、「この国のかたち」を探し求める旅と形容されるが、その「かたち」とはヨーロッパ文明に

承認されうるものでなければならないという要請が強く働いていた。 P27 

 

加藤陽子氏は、使節団の人々と「万国公法」に対して、『戦争まで』で、こう語っています。 

 明治維新の結果、討幕派だった人たちは、政府の主人となりました。～～倒幕攘夷を唄えていれ

ばよかった人たち（＝岩倉具視、大久保利通、伊藤博文）が、新たに主人となった明治政府で、開

国和親を唄えなければならなくなる。民衆から見れば、外国人出て行けと言ったその当人が、外国

人に媚びを売っている、けしからん、となるでしょう。このような批判の高まりを見た政府は、民衆を

説得しようとするのですが、その説得の論理がなかなか卓抜だった。明治政府ができる前までの日

本人は、外国人を夷狄禽獣などと呼んで、獣のように劣ったものと毛嫌いしていた。けれども、よく調

べてみると、外国人の側には、万国公法という、人間のつきあいの方法を定めて法があるらしい。

そして、我々日本人に向かって、「天下の公道」に従って交際しようと言っている。ならば、日本人の
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側も、その公法とやらに従って、交際してみたらどうだろう。みだりに、交際を拒絶するのは、「古来

の仁義の道」に背くことになるし、お天道様の公道にも反するのではないか、と。 

明治政府は、このような、噛んで含めるような言い回しで、人々に向かって、開国和親や万国交際

の必要を説いていました。 

 

久米邦武（33）――権少外史・使節団の記録係 

『米欧回覧実記』—岩倉使節団の「公的な実況報告書」（田中彰） 

  ＊岩倉使節団一行の異文化・異文明との遭遇によるカルチャーショック（精神的・生活様式）の

エピソードの数々、そして、『回覧実記』の歴史的な評価などについては、『明治維新と西洋

文明』 田中 彰 岩波新書を参照してください。 

 

著者は、『実記』第八九巻は、久米の鋭敏な文明観察眼がとらえた興味深い比較政治文明論として、

この浩瀚な旅行記の白眉をなすとして記述します。 

 

西欧政治思想の二大特質 

 １）「法理」＝社会規範と「道理」＝道徳の分離➡政治と道徳の分離 

   ・政治と道徳の分離の要請は、道徳的な配慮は度外視して、国民の利益活動を 

対内的に促進し、対外的に保護すること、つまり政治は実利に奉仕するもの 

   ・公正＝Justiceや結社＝Society といった欧州政治の要諦となるファクターも、道 

義的な色彩はなく、あくまで利益政治の手段として社会に通用している。 

 ２）個人の「自主」＝自律 

   ・自律した個人（＝文明化した国民）とは、国家の独立の前提要件として不可欠なもの 

＊「一身独立して一国独立す」（福沢諭吉） 

   ・利益をめぐる競争とそれに奉仕する政治 

     東洋の徳治（＝政治は徳の最高の顕現）の伝統とはまったく精神を異にする利益保護のた 

めの権力政治が、西洋文明を貫く論理であり、欧米の隆盛の根幹となっている。 
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久米は、自律した個人が自らの利益を求めておこなう競争に西洋文明の精髄をとらえた。競争は個

人間の競争から、社会的な競争へ、果ては国家間の競争へと高められる。利益の追求という「太平ノ

戦争」が、国際政治の本質となり、この争いに勝利を収めるために、ひとびとは国家を構成する。 

P59 

 

自分自身を愛し、自分の家を愛することの延長に、自分の国を愛するという意識もある。このような

「人情ノ自然ニ発」する愛国心＝ナショナリズムを開花させ、発展させていくこと。日本の文明的課題

である「人心協和」は、そのように言い換えられる。「欧米ノ民開ヲ論スルハ、愛国ノ心ヨリ始ル」ので

ある。文明国への課題は、ナショナリズムの開発として設定された。国制の課題としていうならば、ナ

ショナル、すなわち国の独立心の制度化ということになろう。 P60 

 

なぜ「政体法規」＝憲法を定めるのか。その解答が明快に示されている。それは、憲法を通じて国

民の独立心の涵養と一体化を図り、そうすることで自律した個人を生み出して国力を高めるためであ

る。国民統合の基軸、それが憲法なのである。  P61 

  

明治五（一八七二）年八月：大英博物館、明治六（一八七三）年：万国博覧会（ウィーン）見学博物

館を見学しながら、久米の観察眼は国家の発展法則に向けられていた。ここで彼が体得したことは、

進歩が旧習の徒な廃棄ではなく、伝統を維持しながら「漸ヲ以テ進ム」、すなわち、漸進主義の洞

察である。 P63 

日本（国内）において唱導されている急進的な開化主義（文明開化）は、軽佻浮薄なおこないとして

咎められ、それを是正するものとして、久米は漸進主義を提示するのである。 P64 

久米の結論 

久米は、欧米回覧の旅を通じて学びとるべきものを＜文明のエートス＞と見定めた。ひとつにはナシ

ョナリズムの精神であり、もうひとつは漸進主義であった。 P64 

二つの文明精神を制度化した＝文明の国制とは、ナショナリズムの制度化と政治的伝統の制度化

である。このような国制の青写真は、決して久米個人の創見にとどまるものではなかった。副使の両

雄、木戸と大久保は帰国後、それぞれの立場から国制にかんする意見書を提示している。それは、

両者の西洋体験の真価を示すものといってよい。  
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木戸孝允 

明治六（一八七三）年七月二三日帰朝後、「憲法制定の建言書」を上奏する。 

著者は、その内容を次のように読み解きます。 

・五箇条の御誓文を拡充して、「政規」＝憲法を定めること。 

・良質の憲法を定めるのは、国家の存立の柱石をなし、繁栄の礎となる。 

・国家の独立と富強は、ひとりの統治者のもと（天皇と彼を戴く政府による強力なリーダーシップ）に国 

民が結集しているところでこそよく保障されている。 

 

木戸には、西洋体験に裏打ちされた彼なりの意図があった。～「独裁の憲法」とはいえ、憲法というか

らには、それは君主の専制を保持するためのものではなく、民意を尊重し、国民の団結を促すもので

なければならない。民意による為政者の統制こそ、憲法政治の眼目なのである。 P69 

 

国民の政治的社会的自律を基盤として、国家の独立を全うするというのが、木戸の描く国制のプロ

ジェクトであった。～独裁の憲法を云々しながらも、木戸の視線の先には、君民同治の立憲君主制

がある。 P70 

 

  天皇陛下の英断を以て民意を迎へ、国務を條烈し、其裁判を課し、以て有司の随意を抑制し、

一国の公事に供するに至らは、今日に於ては独裁の憲法と雖も他日人民の協議起るに至り、同治

憲法の根種となり、大に人民幸福の基となる必せり。 

木戸の政治信念の具体的内実、それは国民創出と独裁から同治への漸進主義とを二つの大きな

柱とする立憲政体のプランである。そして、このことは、大久保においても共有された国政像であっ

た。 P70 

大久保利通  

アメリカ イギリス、フランス視察後の感想 

  自分は幕府を倒して天皇の政治になそうと考えた、そしてその事業もほゞ成って我々 
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  のやることだけはやった。然し後はどうも困る、斯うして西洋を歩いて見ると、我々は斯んな進歩の

世には適しない。 P52 

ドイツ体験 

帰国の直前に訪れたドイツにおいて、ビスマルク、モルトケという立国の英雄に接した大久保はこれ 

までの憂鬱を吹き払うことができたかのようである。～ドイツでの体験は、大久保にとって、唯一の美 

果ともいえた。 P72 

 

ビルマスクは自らの推し進めたプロイセンの鉄血政策を弁証して言う。 

周辺の諸国は、わが国が軍備を増強したのを忌み嫌い、他国の国権を侵そうとしているとして非難

するが、それは誤りである。プロイセンの望みとするところは、国権を重んじ、各国が互いに自主独立

し、対等の外交を遂げ、決して相互に侵略しあうことなく公正に領土内に居住するということである。

これまでわが国がなした戦争も、みなドイツ国の権利のためやむにやまれずしておこなわれたもので

ある。英仏のように、海外に侵攻し、植民地を築いているのとはわけが違う。 P73 

 

大久保のみならず使節一行にとって、この説話はたしかに目から鱗を落とす作用をもったであろう。

文明と万国公法の本質が勢力の競争と均衡に他ならないことを抉りだすビスマルクは、小国がその

渦中で独立を保つには、赤裸々なパワーに頼る以外に道はないことを教え諭しているのである。  

P74 

明治六（１８７３）年五月、大久保はビスマルクの教えを胸に帰朝した。国の力を高め、独立を保全す

るためには何をなさねばならないか。大久保が出した結論のひとつ、それは木戸と同じく、憲法の制

定であった。 P74 

 

もっとも、その憲法の内実という点において、両者の間にはニュアンスの相違が認められる。君民独

裁を説く木戸に対して、大久保が唱えるのは君民共治である。 P75 

だが、そのような字面のうえでの差異を論じるよりも、両者の憲法論の同質的な構造に注目するほう

が有益だろう。独裁か同治かの違いはあれ、二人の議論はともに「民」の政治的位置づけという点で、

径庭するところはない。～～木戸も大久保もその目標とするところは、民の開化を促す国民政治の

システムであったといえる。 P76 
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「民主」と「漸進」。この二つのファクターを構成原理とする点で、木戸と大久保の憲法論に大きな違

いは認められない。大久保も、まず憲法という国政の大枠を定め、それを通じて国民の政治的社会

的活力の開拓と国家的統合を期する。そして彼もまた、この課題に斬新的な立憲国家化をもって応

えんとするのである。 P77 

 

一年半に及ぶ欧米回覧のなかで、一行のこのような文明信仰（＊万国公法に対する信頼の念）は完

膚なきまでに打ち砕かれることになる。彼らが垣間見たのは、文明のヴェールをまとって展開される

国力の放恣な増強と競争という西洋政治の猛々しい現実だったのである。そこには、ビスマルクの演

説に端的に示されていたように、一国の法や主権というものは、国家の富強という裏付けなくしては維

持できないという冷徹な論理が貫かれていた。 P79 

 

 この現実に直面して、使節団の指導者たちは視座の転換を余儀なくされる。すなわち、万国公法

への無垢な信頼を捨て、国力の充実による国際競争力の増進を図るという方向への路線変更であ

る。換言すれば、国際法という文明の徳に訴えるのではなく、覇道の論理たる力の追求ということであ

る。 P80 

 かくして、使節団という西洋体験を経た今、明治国家の目標は、過酷な国際環境のなかで生き残

るための国家の基礎体力の充実に定められた。岩倉、木戸、大久保ら使節一行が挙って説く内治

優先政策には、このような文明論的背景があったのである。 P80 

 

文明受容の指針は、万国公法から憲法へと変換されたのである。 P80 

 

岩倉憲法意見書 明治十四年六月 

 執筆者・井上毅は明治憲法の真の起草者として、夙に専門家の間で評判が高い 

欽定憲法体制、皇室典範・憲法典２分論（典憲体制）、前年度予算執行主義など、後に明治憲法に

おいて採用されることになる根本原則がすでに表明されている。 

 

第二章 伊藤博文の滞欧憲法調査 ——憲法から国制へ 

  明治十五（一八八二）年三月十四日横浜港出立、明治十六（一八八三）年八月三日帰国。 伊

藤博文を団長に、伊藤巳代治、西園寺公望など一四名 
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著者は今回の伊藤の滞欧をこう記します。 

 

伊藤はウィーン大学法学部・国学学者ローレンツ・フォン・シュタインの講義から、単なる憲法典の制

定ということに尽きない立憲制度の全体像を獲得し、そのなかにおける行政の役割について多くのこ

とを知った。～これに伴って伊藤は、そのような全体的な国家構造の一環として憲法を位置づけると

いう広やかな国制改革の展望を抱き得た。 P121 

 

伊藤はシュタインの講義を通じて憲法を相対化し、国家の政治体制をより広い見地から把握し得る

に至ったことがまず指摘できる。憲法なり議会とは本来国家生活の一部をなすものに過ぎず、また行

政による補完をまってはじめてその機能を完遂し得る。そのようにして国制の全体像についての認識

を獲得し得たことは、伊藤に立憲指導者としての資質を付与するものであった。 

健全な議会制度を備えた立憲国家を作るための「道具と手段」をつぎの二点にまとめた。 

第 1に国民なき国制のもとでは、議会制度は機能しないということである。議会が階級や民族などの

諸々の政治イデオロギーによって引き裂かれないためには、国民精神という内的な支柱が必要とさ

れる。その滋養が立憲国家の前提として不可欠とされる。 

第２に議会を外から補完するシステムの必要である。伊藤滞在中のオーストリアではフランツ・ヨー

ゼフが単身その役を担っているかの如きであった。伊藤もその働きには感銘を受けている。だが他

方で、伊藤はシュタインの講義を通じて、この面についての行政部の役割にも開眼していた。伊藤は

議会政治の不安定さを認識しつつ、にもかかわらず日々の政治的業務を円滑にこなしていくための

行政システムの存在、そして議会が破綻した際にそれをいわば高権的に救済する立憲君主の存在

を学んだのである。 

このようにして議会制度を支える内外両面の条件を整備し、そのうえで漸進的に議会政治を日本に

定着させていくというのが伊藤の描いたヴィジョンだったと思われる。 P128 

 

伊藤博文 

ヨーロッパの地で伊藤が確信したこと、それは「憲法」に尽きない、CONSTITUTIONの深奥なからく

りであった。立憲政治というものが、単に憲法の制定によって実現されるものではなく、その前提として
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行政諸制度をはじめとする国家諸機関ならびに為政者と国民の意識をそれに見合ったかたちに作り

変えなければならないこと。伊藤が体得して帰ってきたのはそのことであった。 P138 

明治一八（一八八五）年十二月 初代内閣総理大臣に就任 

     太政官制度を廃止して、近代的内閣制度を導入 

明治十九（一八八六）年三月  帝国大学令公布・帝国大学（東京大学）設立 

     立憲政治を行政的に支える近代的官僚の養成システムの構築 

     国家体制との連関を強く意識して設けられた高等教育研究機関 

明治二一（一八八八）年四月  枢密院が開設。初代議長に就任。（首相は辞任） 

     憲法や皇室典範などの国家基本法案の審議のために設けられた制度 

＝天皇の政治的行為のための諮問機関 

明治二二（一八八九）年二月十一日 明治憲法公布 

     皇室典範の制定、憲法付属法（議院法、衆議院議員選挙法、会計法、貴族院令）を 

同時に設定 

 

大日本帝国憲法のみが憲法の名称を冠せられているが、実際にはこれら諸法が一体となって明治

の CONSTITUTIONが構成されたのだった。したがって、国家の基本法という次元で論じるならば、

これらの制定法をワンセットとしてとらえる必要がある。それらによって日本は近代的な皇室、議会、

内閣といった制度的外観を整え、立憲国家としての歩みをはじめるのである。 P143 

そもそもシュタインが伊藤に教示したように、立憲主義の眼目は、君主・議会・行政という国家の三機

関の調和に置かれている。そのために伊藤は、議会権限の当初の広範な制約や天皇の立憲化のた

めの様々な措置、行政システムの近代化といった諸法制を考案したのだった。それらを総合した明

治の CONSTITUTION＝国制こそ、伊藤が「日本的」と呼ぶものであろう。西洋と文明の理念を共有

しつつも、そのモメントたる力の発現の方法と形態に創意工夫をこらした日本型立憲国家がここに成

立したのである。 P198 

 

憲法制定の意義とは、統合とシンボルの機能である。 
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憲法によって諸々の国家制度を束ねる求心力が設定され、国家の統合原理が確立する。特にそれ

によって国の最高規範が定立されたことの意味は大きい。これまで時局に応じて恣意的に発せられ

てきたきらいのある諸法令がいまや、憲法という基準にしたがい、それとの整合性をつねに意識して

定められることになった。国家は、憲法を頂点とする首尾一貫した法体系として構築されることになっ

たのである。 P144 

憲法のシンボル的機能とは、対外的対内的のふたつの意味がある。対外的には、憲法の発布とは、

何よりも文明国参入への意思表示であった。条約改正を悲願としていた当時にあった、憲法は文明

国のシンボルと観念されていたのである。 P144 

 

公布というかたちで広く国民に向けて国家の成り立ちを開示したことによって、憲法は国民を政治的

に活性化させ、国家へと統合していく作用を担いうる。憲法を通じて、国民の政治的エネルギーを国

政の場に汲み上げる水路が設けられ、国民のほうも憲法を通じて、国の統治作用に影響を及ぼして

いく可能性が保証されたのである。その意味で、憲法は疑いもなく国民国家としてのシンボルだった。 

P145 

 

第 3章 山県有朋の欧米巡遊—もうひとつの「憲法」調査 

明治二一（一八八八）年十二月二日出立、明治二二（一八八九）年十月二日帰国。目的は、欧州

の地方制度と軍事制度の調査＋「憲法」調査 

山県の２度目の外遊はグナイストの地方行政論、国家論やシュタインの権力圏、利益圏、そしてクル 

メツキの国会開設への意見書など、国会対策や外交政策といった国の全般にわたって講義を受け 

た。この意味で山県の洋行も紛れもなく、CONSTITUTION＝国制の調査であった。 

しかしながら、山県の明治初年以来十八年ぶりの訪欧での見聞から、いたずらに西洋文明を礼賛す

るのではなく、肝要なのは、「宜シク欧州今日ノ事情ヲ洞察シ、其弊害ノ生スル所ヲ反復熟考」すべ

きであり、自由放任という文明の病癖に侵された西洋は、予防すべき病理現象として、つまり西洋は

反面教師として立ち現れた。 

 

欧州において憲法発布を知ったとき、山県はそれを「第三之維新」と叫んだ。しかし、そこで彼は、

「維れ新たにする」という意味で憲法を語ったのではなく、むしろ新時代に対抗して、神話化された明
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治維新という歴史的経験への回帰を促すものとして、この言葉を使ったものと思われる。憲法の制定

がもたらすであろう「内部の混乱」から維新の大業を守らなければならないというのが、山県の思惑だ

ったのである。彼の思考は、明治維新という神話へ絶えず回帰していくものだったといえよう。 P200 

 

山県の「第三之維新」の施策とは 

  地方自治制 

   山県が地方自治のもとで指向しているのは政論にうつつを抜かさず、地方自治に参加して国家 

の公益を盤石ならしめる「忠良なる臣民」の育成である。 

公共の場から可能なかぎり政論を放逐し、党派の抗争を取り除くことを意図する。 

   「憲法制度は、人民の親和協同の精神に倚るにあらざれば、之を安全に実行すること能わ」ず。 

   

  内閣制度 

    国政を担う者たちの「一致協力」の精神による、内閣官制。 

    総理大臣が行政各部を統制し、国政の方針を定めるという宰相主義は払拭され各各の大臣 

が自らの職務責任をもって天皇に直属するというあり方、つまり天皇の内閣を前面に押し出す。 

 

 山県の秩序観は一貫して「人」＝忠孝を旨とする非政治的な臣民にあり、臣民精神の注入のため 

に、明治二三（一八九〇）年十月に＜教育勅語＞を制定 

 

終章 外から見た明治憲法 

金子堅太郎の欧米巡遊 

明治二二（一八八九）年七月から約 1年にわたり、翌年の議会開設を前に「彼国議院内部の組織 

を始め議事規則、議院建物の管轄、院内の警察権、議事の速記」といった「憲法政治の実況を調 

査、つまり欧米諸国の議院制度を実務的見地から視察すること。 
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もうひとつは、発布なった大日本帝国憲法ならびに伊藤博文が編集したその公定注釈書たる『憲法 

義解』の英訳を携え、各国の政治家・学者から日本憲法の批評をうかがうという、西洋諸国への新憲 

法のお披露目の旅であった。 P189 

 

グナイスト、イェーリング、シュタイン、クルメツキ、スペンサー、ホームズ、ダイシー、シジウィック、ル 

ボン、アンソンなど欧米の識者からは明治憲法は好意的な評価を得ることができた。 

たとえば、オリバー・ホームズ（後の米国の最高裁判事）の談話である。 

  この憲法につき予がもっとも喜ぶ所のものは、日本憲法の根本は、日本古来の歴史、制度、習慣 

に基づき、而してこれを修飾するに、欧米の憲法学の論理を適用せられたるにあり。 

 

西洋の文献のみならず、古事記・万葉集をはじめとする和書の典籍をもふんだんに援用して肉付け

された『憲法義解』を金子から示されたホームズは、そこに「日本の憲法は日本の歴史、制度の習慣

より成り立たざるを得ざる」ことの明証を認めた。他方で、この憲法には、「天皇といえども濫りにこれを

変更することを得ざることの政体」、そして「人民もまた政治上に参与するの権限を得たるの政体」が

保障されている。君主権の制限と国民の政治参加という立憲主義の精髄はしっかりと堅持されてい

る。つまり日本憲法は、日本の歴史的伝統と西洋の立憲主義との絶妙なブレンドの賜物なのである。

P194 

 

それは単に憲法の完成度の故ばからでなく、当時の西洋を覆っていた歴史主義の思潮に棹差して 

周到に作成された『憲法義解』の存在も大きかった。憲法典と『義解』の両者をワンセットとした作品 

としての明治憲法は、幾人もの有識者からドイツ型やイギリス型に偏らない日本の歴史に根差した日 

本固有のナショナルな憲法との評価を得ることができたのだった。 P196 

  

明治二二（一八八九）年にいったん成立した明治憲法体制は、決して一枚岩のものだったわけでは 

ない。～ ひとつは明治憲法への求心力であり、もうひとつはそこからの遠心力である。前者を明治 

国制における伊藤的なもの、後者を山県的なものと呼んでもよいだろう。伊藤が憲法を制定し議会 
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制度をわが国に導入することによって、国民の政治的糾合を図り、ゆくゆくは議会と政府の協働によ 

る立憲政治の完遂を志向するのに対し山県は中央・地方の官界や軍部などに自らの閥族を配置す 

るほか、教育勅語の初等教育への浸透を通じて、それら諸制度の立憲政治からの隔離を画策す 

る。～ 

明治という「国のかたち」は、この二つのファクターの潜在的葛藤を含んだものとして成立し、そして 

両者のせめぎ合いとつばぜり合いのなかで展開・変容していくのである。本書はその端緒を素描した 

ものに過ぎない。明治の CONSTITUTION＝国制の以後の展開過程については、別の一書が必要 

とされよう。 P204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告者感想 

私たちは、大日本帝国憲法＜明治の CONSTITUTION＝国制の以後の展開過程＞の歴史の結末

を知っています。 

しかしながら、明治初期の政治リーダーたちは、幕末の不平等条約を改正して、欧米諸国に伍して

文明国家として＜独立＞するためには、『憲法』を必要とし、立憲主義に基づいた近代国家を

CONSTITUTION＝構築しようとした真摯な態度を本書は教えてくれました。 
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また、大日本帝国憲法の事実上の製作者・伊藤博文については「立憲カリスマ」として、以下のよう

に語っています。 

 

明治 10年代、天皇の精神的肉体的成熟とともに、天皇親政の気運の上昇が見られた。しかし、

伊藤は天皇およびその側近が独自の意志をもって政治に介入したり、あるいは天皇が政治に吸

引されるのを防ぐために、宮中を政治から自律した空間として構築し、天皇と政治との直接的な

つながりを断とうとするのである。それは、天皇の立憲君主化への第一歩である。 P139 

 

明治憲法はよく知られているように、強大な天皇大権を定め、天皇が統治を総攬するという天皇

主権を謳った。しかしすでに見てきたように、起草者伊藤の真意は別のところにあった。伊藤の

志向していたのは制限君主制であり、政府と議会の共同作業として政治がおこなわれることを

彼は理想としていたのである。 P144 

 

歴史を読む、ということの意味を著者は問いかけているのかもしれません。 

2017年７月 29日現在、対米従属のみならずトランプの忠犬ポチとして対米属国化を「漸進」させて

いる安倍政府は、自民党改憲案を海外の＜有識者＞に評価を求めたのか、平成天皇の退位の言

葉を、どう読んだのか？ 

 

    憲法、それは私から遠い 

  むしろ、自分からはなれず、 

私の根の中に、 

    憲法とひびきあう何かをさがしあてなければ、 

    私には憲法をささえることはできない 

                               それをさがしあてたい   鶴見俊輔 

 

問われているのは、国民として、市民として、私たち一人ひとりなのかもしれません。 

 


