第３章 「明治憲法体制」の矛盾 と 展開
「下 からの正統 性」＝国会開 設開設をめ ぐる対立 ～自由民権 運動の挑
戦と限界
「 革命 政府 」 とし ての 維新 政 府の 専制的 な権 力は 、「天 皇の信 任」
という上から の正統性と ナショナリ スティック な正当性で あった。し
かし 、政権を維 持しつづけた ものの、被 支配者の 「合意」と いう「下
からの正 統性」をも たず、軍 ・警察とい う暴力装置 に依存する 支配に
終始した 。このため 、明治国家 は、安定は してきたもの の「合意」 に
よる「正統性 」に欠落を もっており 、つねに不 安定さをも っていた。
自 由民 権 運動 が 攻撃 した の は 、「 下か ら の正統 性」 の欠落 であ り、
その視点 から「国会 開設」を求 めた。そ れは、欧米 的な近代の 原理を
もと める も ので あ ると とも に 、「万国 対峙」 下で 専制政 府に 対しオ ー
ルジャパン体 制を求める 「公議政体 」論の復活 であり、国 家の基盤を
国民 内部に位置 づけて「国民 国家」へと 変えていく 運動でも あった。
ただ、 維新政府は 、幕末の混 乱の中でオ ールジャパ ンのシンボ ルと
して認知さ せられた 天皇という 権威を上に 仰ぎ、やはり 反対派も認 め
ざるを得ない 「万国対峙 」という明 確な国家目 標をもち、 廃藩置県を
経て 整備された 中央集権的な 官僚組織を 有し、幕末 以来の経 験を踏ま
えた国際 的センスを 有する有能 な官僚群 を結集し、 近代化され た圧倒
的な軍隊と 整備され つつある警 察機関とい う暴力装置を 持つ強力な も
のに成長しつ つあった。 そしてこの 暴力装置が 日本最強と 言われた薩
摩の 士族軍を粉 砕したのであ る。
自由民 権運動から しても、そ のめざすも のは政府と 共有する点 が多
く 、 対 抗 軸 は 「 下 か ら の 正 統 性 」（「民 権 」 の 尊 重 ） の 欠 如 や 、 自 由

・人権 といった「 近代化」の 「質」を問 うものとな り、さらに は政府

の政策の 「弱点」を みつけて攻 撃するしか なった。その 「弱点」と し

て見 いだ した も のが ナ ショ ナル な課 題で あった 。こ こに 、「民権 」が

「国 権」へと移 行する背景 を見いだす ことが出 来、ここを 執行権力側
に突か れていくこ とにもなる 。

他方、 明治国家の 側にも民権 派の論議を 無視できない 事情があっ た。

国会は、条約 改正の条件 である「欧 米化」の面 から必要な 内容であっ

た。 また、自ら の正統性を 国民のなか に位置づけ 、安定さ せる必要も

あった 。そのため には、農村 を支えてい る農村指導 者や、資本 主義化

を支える ブルジョア の支持を何 らかの形で とりこんでい く必要があ っ

た。 すで にみ た よう に 、憲 法制 定 、「議会 」開設 は、木 戸・ 大久保 時

代以 来、政権側 の共通理解 であった。 問題は、自 らのヘゲ モニーを維

持 した まま （「玉 」を 奪わ れ ない まま） の議 会開設 であっ た。明 治十

四年の政 変の対立点 はここにあ ったし、憲 法研究のため ヨーロッパ に

向かう伊藤博 文の悩みも ここにあっ た。

執行権力 の独立と 、国家機関 としての「 天皇」の分 離

伊藤のヨ ーロッパ 留学で得た 「解答」は 、政府＝執行 権力に相対 的

独自性を持た せることで あった。国 会は開設す るものの、 執行権力に

は 手 を触 れさ せ ず（ 議院 内閣 制 の原 理を拒 絶す る ）、 執行権 力の独 自

性を維持 したまま 国政を運営 するという やり方であ った。その やり方

の「 正統 性 の原 理 」は や はり 「天 皇の信 任」 であっ た 。「天 皇」の 名

の下 に執 行権 力 が正 統 化さ れ 、「天皇 」に責 任を負 って 国政運 営を 行

う。 したがって 、執行機関は 、国会に 責任を負う 必要はない と位置づ
けたので ある。

た だ、 伊藤 に は、 国会 を つく る以 上 、「納 税者の 権利を 認める のは
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階級をみ ずからの政 権基盤に組 み込むこと で、政権の 「下から の正統

当然 」というま っとうな感覚 はあったし 、民権運動 に引きつけ らる諸
たされたので ある。

割」が与 えられた。 天皇は国家 権力の「奥 の院」とし ての存在 感をも

ど リ ア ル な 政 局 か ら 超 越 し対 立 す る もの の 調 停 にあ た る と い う「 役

執行機 関の整備も 進んだ。議 会が開設さ れても、その 影響を限定 的

執行 権力の独立 とエリート文 ・武官僚の 形成

性」を担保せ ねばなら ないとの意 識もあっ た。執行権力 の独立は、 天
皇 親 政で あっ て はい けな い こと も理 解し ていた 。「 生身 の天皇 」が 政
局 に関 与 し 、「 目に 見 える 形 」での 権力 を行使 し、 国民か らの批 判の
的に な るこ と は 、「 天皇 の信 任 」に よって執 行権 力の正 統性 を担保 す

経験 を積み、政 治家としての 素養をみせ つつある明 治天皇とも 一時的

そ れは、天皇 側近の土佐 閥や漢学 者らを排除 する過程で もあった。

進出 し てく る 民権 派＝ 「 民党 」、そ れは限 定的な がら も国民 の声に 他

制度 を整備し、 軍の独立性を 高めた。こ うしたこと によって、 国会に

く りがすすめ られた。太 政官制に変 わって内閣 制をつくり 、地方自治

なものとする ため、国 会＝政党に ヘゲモニー を奪われな い執行権力 づ

ではあれ 、対立する ことでもあ った。しか し、最終的 に天皇が最 も信

ならないのだ が、執行 機関に及ぶ ことを食い 止めようと した。

る「国家原理 」自体を 揺るがす危 険性をもつ からである 。

頼し たの も 伊藤 であ っ た。 執 行機 関の独 立は 、「生身 の」天 皇か らの

り離 された法体 系も整備した 。執行権力 から分離さ れた「天皇 」が、

した 。国家予 算と分離し た皇室財産 を独立、皇 室典範とい う憲法と切

任、総理大臣 となった後 も宮内大 臣を兼任、 精力的に宮 中制度を整 備

皇 』」を 「 整備 」 した 。伊 藤 は、 内閣総 理大 臣に先 だって 宮内卿 に就

伊 藤 は 、 内 閣 な ど の 執 行 機 関 と は 別 の 、「 国 家 機 関 と し て の 『 天

などを学んだ エリートた ちも、官 僚として執 行権力の運 営に参加、 行

牽制した 。東京大学 （のち帝国 大学）など で体系的に 欧米流の行 政学

中心 となり、伊 藤が進めよう とした内閣 の一体化や 議会の権限 強化を

毅は 、岩倉の 遺志をつぐ 保守派とし て明治憲法 や教育勅語 制定などの

ることで、み ずからの再 生産を進 めた。たと えば熊本藩 士出身の井 上

知識が豊 富で優秀・ 有能な人材 を官僚とし て登用、執 行権力を分 与す

中心 の「志士」 を中心とした 維新官僚た ちは、とく に留学経験 や欧米

こ のころには 、執行権力 の「再生 産」もすす んでいた。 当初、薩長

臨時 勅 令な ど 判断 を迫 ら れた 場 合も 、「生 身の天 皇」 に責任 が生 じた

動し はじめる 。かれらは 強い国家意 識に裏付け られた選民 意識をもつ

独 立という要 素も持って いた。

り、個人的判 断とならな いための システムも 整備された 。その一つ が

官僚 層として政 府内で存在感 を増してい く。

こうし て憲法制定 ・国会開設 期の明治国 家において、 権力の頂点 に

枢密 院で、天 皇が臨席す る「御前会 議」であり つつ、親王 や元老や大
た。 さ らに 天 皇を 補佐 す る内 大 臣や宮 内大臣 なども おか れた 。「国 家

は幕末の志士 にルーツを もつ薩摩 長州両藩出 身の藩閥リ ーダー（元 老

臣な どが「天皇 」の判断を代 行し、天皇 の名で公布 する組織で であっ
機関 とし て の天 皇」 は 、「生 身の 天皇 」責任 が問わ れな いよう に、 何

おい ては欧米的 な高等教育を 受けたテク ノクラート がいた。彼 らは、

・元 勲）が君 臨していた が、政策の 作成・運用 などの具体 的な部分に

こう して、明治 維新によっ て国民の前 に姿を現し た天皇は再 び奉安

元 老 な ど 実 力 者 と の 間 で 公 的 ・ 私 的 な つ な が り を 得 て 派 閥 を 形 成、

重も のバリア をもうけた 慎重な設計 がなされて いた。
殿の奥に ひそむ「神 聖にして不 可侵」な神 秘性な存在と なり、政 争な
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こ うした動き は、軍におい ても始まっ ていた。 当初、武士 という軍

つくり、 権力の中枢 にいつづけ られるシス テムを構築し た。その権 力

のみが 内閣・軍部 ・宮中・外 交など横断 的な権力を 行使しうる 条件を

国家 機関・諸装 置の間のネ ットワーク をつくら ないことで 、みずから

執行機 関の独立を 実現した ことで、元 老たちは、 大久保・木 戸・岩

人と官 僚という二 つの顔を持 つ身分の出 身者によっ て占められ た軍隊

の正統性も天 皇の詔勅に もとづく「 天皇の信任 」であった 。国会開設

「 天 皇 の 信 任 」 を 得 て 執 行権 力 に 加 わっ て い た 。こ う い っ た権 力 を

も、軍備 の近代化と ともに専門 化が進行、 軍事官僚とし ての軍人が 生

直前 の黒田首相 の「超然主 義」演説は こうした自 信の現れ であった。

倉ら の 「革 命政 権 」（維 新 政府 ）に はじま る権限 を国 会開設 後も 維持

まれはじめて いた。そし て、陸軍士 官学校・陸 軍大学校や 海軍兵学校

「藩閥」 権力という 言葉で総括 することは 、その姿を見 誤ると思わ れ

など のエリート 軍事官僚が 、長州閥と ならんで軍 の中枢に 席を占めは

しかし 、国会が開 催されると こうした 自信は通用 しないこと を思い

し続けること が可能とな った。そし て、国家諸 機関を天皇 直属とし て

じめる 。かれらは 軍人と政治 家、二つの 立場を巧み に使い分け てきた

知らされ る。制限選 挙であると はいえ、国 民（の一部） から選挙で 選

る。

山県らと 異なり、軍 の立場に政 治を従属さ せるという傾 向をもつグ ル

初期議会 ～旧支配 層と地主・ ブルジョワ ジー階級の 抗争の開始

力の独裁とい う統治形態 を組み替え ろという要 求でもあっ た。

張して予 算の組み替 えを求め、 はげしくた たかった。こ れは、執行 権

決 、納 税者 と して 予 算承 認権 を タテに 、「 民力休 養・政 費節減 」を 主

威」 は侮れない ものがあっ た。議会軽 視の執行権 力と真っ 正面から対

出され、納税 者代表でも ある「下か らの正統性 」を有する 議会の「権

藩 閥政治・藩 閥勢力という 単純ないい 方では、理 解しきれ ない時代

ープでもあっ た。
となり つつあった 。
帝国議会開設とその意味
一 八八九年明 治憲法が制定 され、翌一 八九〇年に は帝国議 会も導入
さ れる 。こ れ によ り 、内 容は と もあれ 、「 国民代 表」を 語りう る勢 力

名望家と いう顔を もつ地主た ちも力を伸 ばした。か れらは力を 蓄えつ

このころ 、松方デ フレを経て 産業革命が 本格化し、近 代資本主義 が

つあった にもかかわ らず、維新 政府以来の 開発独裁政策 のもと、政 治

次第に姿を現 しはじめて いた。自作 農の没落と 引き替えに 寄生地主制

し か し 、「『国 民 』 の 声 」 は 議 会 の 一 部 （「衆 議 院 」） に 封 じ 込 め、

の舞台への参 加は認めら れてこなか った。自由 民権運動は 、没落しつ

が、国家 権力の一角 に参画、形 式的ではあ るにせよ「下 から」の意 見

議会には 同等の資格 をもつ「貴 族院」がお かれた。その 上には「天 皇

を組み込んだ 国家の「正 統化」が実 現する。税 を負担した ものは、そ

の信任」で正 統化され法 的にも整備 された執行 権力が存在 し、そのも

つあ る士族層に よる運動であ るととも に、有力農 民（豪農⇒ 地主）層

も形 成されはじ めた。新勢力 としての ブルジョワ ジーが成長 し、地方

とに 巨大化した 官僚機構が、 さらに軍 隊も存在し た。さらに その上に

やブルジ ョワジー の政治参加 要求でもあ った。しか し、かれら は地方

の負 担に見合う 発言権を保障 しうると の原理が認 められた。

執行機関 からも相 対的独自性 を与えられ た天皇制諸 機関が存在 した。

議会の整 備などによ って、まず 地方政界へ 進出を果たし 、一八九〇 年
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の帝 国議会開催 によって国政 に進出、み ずからの階 級的利害を 議会を

歩み寄ら せたものは ナショナリ ズムの高揚 であった。 初期議会 におい

目標 において大 きな対立点を もつもので はなかった 。最終的に 両者を

さ れたもので あった。地 主資金は、 鉄道などの 国家的事業 や産業革命

離した寄生地 主化しつ つあり、や はり同じく 国家の政策 によって形 成

力するこ とで、さま ざまな利権 を手に入れ 、さらに地 位の安定も 図る

の協 力をとりつ ける手段を学 び、政党に 結集した議 員たちも政 権に協

ナ リズムと地 域的な利益 誘導などで 地方名望家 を基盤とす る議員たち

日清戦争は 、国家の構 造を大きく 変化させた 。執行権 力は、ナシ ョ

て、条約改正 交渉や、 内政をめぐ る対立を 収拾できなか った執行権 力

に投 入されるな ど、明治国家 にとって決 して敵対的 な存在でも なかっ

ことが出来る ことを学 んだ。こう して政府・ 執行権力と 、政党に結 集

とはいえ、 ブルジョワ ジーはこれ までの開 発独裁勢力 の庇護下に 成

通し実現 しようとし ていた。

た。かれ らは明治国 家の政策に よって多く の利益を引 き出してき たし、

し た ブ ル ジ ョ ワ や 地 主 （「地 方 名 望 家 」） が 接 近 し 、 明 治 国 家 は し だ

が 強引にふみ きったのが 清との対外 戦争（日清 戦争）であ った。そし

今後も引き出 しうる存 在であった 。さらにい えば、今後 、国家がす す

いに かれらを権 力基盤に組み 入れ、支配 が安定して いく。講座 派的な

長 したもので あったし、 松方デフレ 下にすすん だ「官営事 業の払い下

め ていくであ ろう諸政策 は、彼らに 新たな利権 や収入源を 与えうるも

いい方を すれば、ブ ルジョワ・ 地主を基盤 とした国家 が成立した 。議

て、 これによっ て引き起こさ れたナショ ナリズムの 高揚が、明 治国家

ので もあった。 かれらの政治 参加要求自 体、その階 級的な要求 と密接

会を通して平 民身分の一 部をも「 国民」とし て権力基盤 に組み入れ る

内の対立 を一挙に緩 和させた。

にかかわ ったいたと いえる。さ らに人間的 なつながり で見れば、 彼ら

こと で幕末期 以来のオー ルジャパン 体制＝「公 議政体」が 一応完成し

げ」 が、その成 長の大きなス テップとな っていた。 自由民権運 動の主

の子弟は、高 等教育など を経るこ とで政府諸 機関に官僚 として組み 込

たと もいえる。 しかし、この オールジャ パンには、 小作農や都 市貧民、

要な担い 手であった 有力農民も 、松方デフ レを経るな か、土地か ら分

まれ ていた。 すでに明治 国家の中に 地位を得て いたし、さ らなる地位

プロレタ リアはもち ろん大部分 の勤労者は 含まれてお らず、オー ルジ

を得 る有資格者 でもあった。
初期議 会から日露 戦争へとつ づく時期は 、帝国議会に 進出してき た
を繰 り返しな がら、政治 参加を実現 していく過 程ととらえ ることがで

する 中、執行権 力の正統性の 根拠はます ます曖昧と なっていく 。なぜ

議 会が「国民 代表」とし て権威を高 め、執行 権力との協 力も本格化

ャパンという には著しく 不十分で あった。

きる 。その過程 において、政 府はおいつ められ、と きには天皇 の権威

「国民」 代表が執行 権力を握れ ないのか、 執行権力の 正統性は何 なの

諸階級が、権 力を独占し 続けよう とする旧来 の執行権力 と対立と妥 協

にすがり 、ついには 日清戦争と いう対外戦 争にすら頼 らざるを得 なく

か、との問い かけが高ま ってくる 。あるべき 姿としての 責任内閣制 が

政友会の 結成であっ た。伊藤は 、国家のな かに国民代表 たる議会 （衆

こう した情勢に 対応すべく 伊藤がめざ したが政党 政治であり 、立憲

求め られるよ うになって くる。

なるのである 。
日清 戦後の権力 の組み替え～ 新たな「オ ールジャパ ン」の成立
すでに みたように 、民党と執 行権力は、 激しく対立し つつも、国 家
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もつこと （それは明 治国家をブ ルジョワジ ーと地主＝地 方名望家階 級

議院） を正当に位 置づけ、そ の正当なア クターとし ての傘下の 政党を

に一九〇五年 の日露戦争 では大国ロ シアを破る ことで「追 いつけ」 だ

本は台湾 を植民地と して保有す る帝国主義 国家の一員と なった。さ ら

一八九 四年おおむ ね実現し、 一八九五年 の日清戦争 の勝利によ って日

こうした国 際的地位の 変化は、近 代化の推進 力を失わせ 、その意味

の基 盤の 上 、「下 から の 正統 性」 を確 保しよ うと するこ との他 なら な

合い を変化させ た。列強の 抑圧からの 自立をめざ すこれま での「万国

けで なく「追い 越せ」も一 部実現した 。一九一 〇年の朝鮮 の植民地化

しかし執行 権力専制の 維持をはか る山県や山 県派官僚ら にとって、

対 峙 」 か ら 、 列 強 と 帝 国 主義 的 覇 権 競争 を 繰 り 広げ る と の 「万 国 対

で日本 は帝国主義 大国の一員 となり、極 東・西太平 洋における 唯一の

こう いった伊藤 の動きは自 らの権力を 脅かす危険 な行為と 見えた。こ

峙」への 変化であっ た。しかし 、こうした 国家目標はす ぐには定着 せ

い） で、執行権 力との関係 を安定化さ せようと した。執行 権力専制の

の段階 で、伊藤を 支持するも のはまだ少 数であった 。ただ、伊 藤も元

ず、 三浦 銕太 郎 や石 橋 湛山 らに 見ら れる ような 「小 国家主 義 」「植民

もとに いた官僚た ちのなかか らも、政党 を通じての 政策実現を めざす

老とその 継承者によ る執行権力 の優位を維 持しつづけよ うとしてい た

地放 棄論」など も生まれ、 それが受容 される空気 が醸成さ れつつあっ

「欧米風 」近代国家 とみなされ るようにな った。

し、山県らも ブルジョワ ジーや地主 たちを権力 基盤に組み 入れていく

べきと考 えるものが 現れ、立憲 政友会など の政党に参加 していく。

こと は重要と考 えていた。 両者とも、 議会の手の 届かない 場所で「天

た。

結果にみあう ものであっ たかとの疑 問も生まれ た。戦争の 結果生じた

「アジア の一等国 」となった 戦争での犠 牲の大きさと 国民の負担 が、

皇の信 任」をふり かざし内閣 ・軍部・宮 中・外交な どに横断し た権力
を行使し 、議会がこ れを協賛す るという意 向はかわらな かった。

化 」 とい った 国 家目 標の 下、 強 引な までの 近代 化を進 めて きた 。「 欧

夷」 ＝「 条約 改 正」 を 悲願 とし 、そ のた めにも 「富 国強兵 」「文明 開

「半未開 国」として 組み込まれ た「屈辱」 をバネに生ま れた「破約 攘

近 代 日 本 は 「 万 国 対 峙 」の 状 況 の 中、 世 界 の 主権 国 家 体 制の 中 に

たな「敵 」を作り出 す。社会主 義者への大 弾圧事件＝「 大逆事件」 が

け、地方 名望家や 在郷軍人会 などを中心 に国民統合 を加速させ 、あら

な国 家目標の設 定と国民意識 の高揚を 図ろうとし た。人心の 掌握に向

いし、桂太郎 内閣は「戊 申詔書」を だし、天皇 の権威をも とに、新た

の時期に かかれた。 明治政府へ の求心力も 急速に失われ た。これに た

が深まり 、若きイ ンテリの間 で自殺が流 行した。夏 目漱石の作 品はこ

重税 もあって、 日本全体を沈 滞した空 気が包んだ 。社会主 義への関心

米 列強 へ追 い つけ 、 追い 越せ 」「一 等国 をめざせ 」と いうス ロー ガン

発生した。

条約改正と日露戦争～国家目標の当面の
「達成」
と混迷

は旧士族 層や地主・ ブルジョワ 層において も否定しがた い権威を持 っ

「脱亜論 」に先駆的 にみられる アジア諸国 への優越・差 別意識であ る。

成 化 し 、「 ア ジ ア の 一 等 国 」 と な っ た こ と の 「 副 産 物 」 が 、 福 澤 の

な お 、 国 家 目 標 の 達 成 ＝ 条 約 改 正 、「 文 明 化 」「 帝 国 主 義 」 化 を 達

ていた。天皇 への求心力 も、独裁的 な明治政府 が権力を維 持し続けら
れた のも、この 目標のためで あった。 国民国家の 急速な形成 もこうし
た目標と のかかわ りで捉える ことが出来 る。
ところが 、日本を「 半未開国 」として規 定した不平等 条約の改正 は、
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この 意識は、や がて国民とく に支配層の 冷静な判断 を誤らせ、 破滅的

撤退をめ ぐる伊藤ら との対立は 、元老すら 軍隊に対し 影響力を 容易に

家 とし て の山 県 への 反発 も高 ま った 。日露 戦争後 の 、「 満州」 から の

維新 政 権は 、 戊辰 戦争 とい う 暴力 の中か ら生ま れ 、「下か らの 正統

ス ター化を示 すものであ ったが、他 方でこのモ ンスターに 立ち向かう

姿を見せつつ あった。 大正政変に 至る二個師 団増設問題 は軍部のモ ン

る権力全 般の統制は 困難となり 、自己の論 理のみで動 くモンスタ ーが

こ うして、軍 部の独立性が 強化される につれて、 元老と後継 者によ

ら 軍人が統治 を任され、 軍部の政治 への関与も 加速した。

は通用さえな い状況を 示した。さ らに植民 地は、統帥権 との関わり か

な戦争へ と日本を導 き、現在に おいても悪 影響を与え 続ける。
軍 部の独立化
日 清・日露と いう二つの戦 争の勝利は 、元老を頂 点とする横 断的・

性 」の欠落を 国家の「暴 力」によっ て埋めてい た。そのた め、暴力装

勢力 も育ってい た。

包括的な 執行権力内 部から反逆 者を生み出 しつつあっ た。

置 の中 心 とも い える 軍隊 は早 く から 整備 さ れ 、「強 兵」 が図ら れた。
このため 、執行機関 においても 、軍隊は独 立性の高い 場所に置か れた。
と が明らかに なると、軍 隊の実力者 山県有朋は 軍隊が天皇 直属である

つぎと死 亡する。桂 など第三世 代の政治家 たちも死亡 していく。 その

あわ せもった明 治天皇が死亡 、第二世代 の元老たち も高齢化し 、つぎ

一 九〇九年伊 藤が暗殺さ れ、一九 一二年には 政治家とし ての実力も

明治の終結と 権力の分 散＝権力中 枢の「空洞 」

こと を強調し、 他の権力機関 の介入も拒 む動きを強 めた。そし て、天

とくに、竹橋 事件によ って、軍隊 内に民権運 動の影響が 及んでいる こ

皇 を 「 大 元 帥 」 と し て あ お ぐ 統 帥 大 権 の 理 論 を う ち た て （「 軍 人 勅

一方で、軍部 の独立化が すすむ。 執行権力の 中でも、こ れまで通り の

こうし た事態は、 内閣・軍部 ・宮中・外 交などを横断 して権力を 行

官僚 に分裂、後 者は政党との 融合をすす める。

権限 を維持し ようとする 官僚と、政 党との結び つきを強め ようとする

諭」体制 ）
、明治憲法 内にも位置 づけた。
こ うして軍部 は、他の国 家機関・ 執行機関か らの独立性 を高めてい
く。 しかし当時 の軍隊を掌握 していたの が山県や大 山といった 軍人も
かねる藩 閥政治家＝ 元老であっ たため、独 立性は抑制 されていた 。そ

て日 本を守った 」との自負を 高めさせた 。日露戦争 前後、幕末 以来の

日 清・日露の 勝利は、軍 人たちに「 自分たち の『血と努 力』によっ

失われつ つあった。 近代国家を 作り上げて きたという カリスマ性 を持

てい るにもかか わらず、執行 権力全体を コントロー ルする調整 機能が

った のである 。議会に対 する執行権 力の優勢は 全体として 、維持され

使することの 困難さを増 大させた 。権力の中 枢部に空洞 が生じつつ あ

武士出身 の軍人たち が次々と現 役を退くと 軍中枢は陸 軍大学校・ 海軍

たない政治家 たちに元老 たちの代 わりを期待 することは 無理であっ た。

れはあくまで も 、
「人」的な 力による抑 制でしかな かった。

兵学校などで 軍事教育の みをうけ て育って来 た軍事エリ ートに占め ら

明治 憲法体制 の構造的欠 陥が露呈し はじめた。

った。伊 藤の構想も そこにあっ た。元老山 県との信頼関 係を築く こと

政党 政治、議院 内閣制こそ がこうした 「空洞」を うめうるも のであ

れる ようにな った。かれ らは、軍組 織の整備や 軍備拡張と いう「軍の
論 理」 を 第一 とし て 考え 、「 国家 」や 「国民 」全体 をト ータル に考 え
ることを 否定した。 軍に対する 政治の介入 を拒む傾向が 強まり、 政治
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に成功 した原敬政 友会内閣時 代は、もっ ともその可 能性が高ま った時
変えつつ あった。

国家」 を、国民の 参加意識を 背景とした 内実のある 「国民国家 」へと

の高 まりを背景 にした一九 二五年の護 憲三派内 閣の成立で あった。

そうした動 きは、政治 における変 化を求めた 。それが普 通選挙運動

期であっ た。しかし 原が暗殺さ れ、その後 を継ぎうる有 力政治家も お
ら ず 、 山 県 も 皇 太 子 妃 入 内 問 題 （「 宮 中 某 重 大 事 件 」） で 力 を 失 い、
こうし て、追加補 充された 西園寺を残 し維新期の 開発独裁期 以来の

つい で死亡する 。

る。その中心 が巨大な暴 力をもち、 民間右翼な どにもつな がりをもつ

目立ちは じめ、自組 織の利害を 国家の利害 として打ち出 す傾向が高 ま

ショナ リズム、自 分たちの組 織・派閥の 論理や利害 にそっての 行動が

機関 は統一性を 失い、国家 としての意 志よりも、 各機関・ 装置のセク

った調整機能 も力を失っ た。執行権 力中枢部に 大きな空洞 が生じ、諸

十分 には届かな かった。金 融恐慌にお ける第一次 若槻内閣 と枢密院と

院などの諸機 関、宮中、 各官庁の官 僚、さらに は閣内の各 大臣にすら

がって、 内閣、とく に内閣総理 大臣の意向 は、軍部はも ちろん、枢 密

政治に 否定的な規 定を有する 明治憲法の 下では実現 しなかった 。した

力行 使に依存し たものであ り、そうし た手順を踏 むことで しか、政党

実際に成立 した政党政 治はその正 統性を最後 の元老西園 寺公望の権

「下から の正統性」 の回復とし ての政党政 治とその崩壊

軍部 であったこ とは言うま でもない。 軍部は組織 の利権拡 大、予算獲

の関係 はこうした 問題の存在 を示してい る。なお、 普通選挙法 が治安

カリスマ 性をもつ元 老は姿を消 し、元老ら のリーダーシ ップの下に あ

得のた めに、仮想 敵を設定し その脅威を 宣伝し、批 判拒否の傾 向を強

口民 政党内閣を みることがで きる。浜 口は軍縮条 約をめぐ る一連の流

執行権力内 の空洞を政 党内閣の側 から埋めよ うとした努 力として浜

維持法と 同時に成立 したことは 、注意して もしたりない ことがない 。

れ、 声の大きな もの、暴力を 行使しう るものの利 害が優先 されるよう

れにおい て、軍部 をも含めた 国家権力の 把握をめざ す動きを示 した。

それぞれの 諸機関の利 害が調整さ れないまま 政治の舞台 に持ち込ま

め、つい には暴力行 使へとすす んでいく。

になって いく。

だからこ そ、軍部は これに激し く反対した のである。そ れが統帥権 干

一 九三一年の 浜口の辞職、 柳条湖事件 ＝満州事変 の発生は、 日本の

犯問題であり 、浜口狙撃 事件であっ た。

こ うした空洞 は、正統性を 持つ国家意 思で埋めら れるべきも のであ

国家とし ての一体 性を崩壊さ せた。内閣 など執行権 力は、その 一機関

社会運動の高まりと国民国家の定着
った。そ れはもは や国民の意 思による選 挙、普通選 挙の結果に 基づく

である軍 部、さらに その一部に 過ぎない「 関東軍」の暴 走を追認し 、

他 方、執行権 力内のセクシ ョナリズム はつづき、 日中戦争期 には、

協力するしか ない状態へ と変えた。

・議 院内閣制を めざす運動は 、経済・ 社会構造の 変化を背景 とした政

戦線拡大 を嫌い講 和を模索す る陸軍の意 向を、内閣 や外務省が 否定し、

政党政治 でしかなか った。しか し、それを 保障する法的 裏付けはな か

治・社会 運動に支 えられ、高 まりを見せ た。社会・ 政治運動は 、上か

講和打ち 切りを決め るといった 行動も取る 。

った。にもか かわらず、 普通選挙と その向こう に展望され る政党政治

ら、ナシ ョナリズム による強迫 観念をもと につくられた 明治の「国 民
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明治維新に おいて、幕 府を倒した 薩長の中 下級武士を 主体とする 武

小括・「天皇の信任」と「天皇の決断」
士 の一群は「 天皇の信任 」を唯一の 正統化の原 理として自 分たちの権
かれら の後継者た るいわゆる 「藩閥勢力 」は、成長し つつある官 僚

力を 集中し執行 権力を独占し た。
群を組み込み つつ、執 行権力の自 律性を確保 することで 、その権力 を
明 治憲法体制 成立後にも 持ち込んだ 。
しか し、民党 は「国民の代 表」として の正統性を 背景に、執 行権力
側と激し く対立、産 業革命の進 展、日清・ 日露両戦争 という出来 事を
経て、執行権 力と議会 ＝政党＝地 主・ブルジ ョワ階級は 相互依存的 な
関 係へと姿を 変えていく 。
日露 戦争の勝 利後の国家目 標の喪失と 混迷、元老 たちの相次 ぐ死、
軍部の発 言力拡大、 さらに執行 権力の後ろ 盾であった 明治天皇の 死は、
国家を統一的 に運営する 能力を急 速に低下さ せた。こう して国家は 統
一性 を失ない 、執行機関 はセクショ ナリズムに 従ってばら ばらな行動
を取 りはじめる 。
こうし たなか、国 家の統一は いったん政 党政治に託さ れたが、そ れ
を嫌う軍部ら に破られ、 軍部は統 帥大権とい う「天皇の 信任」の名 の
もと に暴走を はじめる。 それにたい し、他の執 行機関も、 国会すらも
なす 手段をもた ないまま、屈 服・協力を 余儀なくさ れる。
そして 、軍部の支 配（ただし 軍部自体の 統治能力も喪 失していく ）
と国家の統治 能力の喪失 状況がつ づいていく 。
そ して、こう した統治の 崩壊を終了 させたの は、皮肉に も生身の裕
仁天 皇の意思、 天皇主権の行 使であった 。
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