
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

第五議会における天皇の影　呪縛
の構造の進行状況

飛鳥井, 雅道

飛鳥井, 雅道. 第五議会における天皇の影　呪縛の構造の進行状況. 人文
學報 1990, 67: 1-29

1990-12

https://doi.org/10.14989/48341



第五議会における天皇の影
呪縛の構造の進行状況

飛 鳥 井 雅 道

1 は じめに

ll ｢flH_亨衆議院議長イこ信什｣一件

m ｢上奏｣とはなにか

Ⅳ ｢勅間｣にたいする議会

Ⅰ は じめ に

この稿は天皇 ｢削｣論ではない｡結果として政治史の 一酌ではあっても,政治史そのものを

目標 とするものではない｡制度的枠組の論,機構論を意識的に避け,『第五回帝国議会 ･衆議

院議事速記録』にあらわれる天皇への態度,天皇のあっかわれかたを具体的に追うなかで,天

皇の議会における存在様式を,あえて回り道をしながら探ろうとする｡｢星亨衆議院議長不信

任｣一作に始まる第五議会 し1893年 [明治26日川 12月)は,｢上奏｣を乱発し,かつそれがな

んの効果をもたない一点だけでも,政治史としてなら,確実に-場の喜劇にすぎない｡

この議会は,政治史においては,条約改正問題によって注目される議会だが,議会の政策討

議以前に,多くの問題をはらんでいた｡

第 一議会以来艮党の中心だったはずの自由党は,｢民力休養｣スローガンの実現不能を悟っ

たとき,第四議会の開会前後から,｢消極政策｣を捨て,政府に急接近しようとしたoこの転

換の中心を担った星亨は,状況にとり残されかけた改進党の憎 しみの的となった｡自由 ･改進

両党の対立は第四議会の会期中に表面化 し,議会閉会とほぼ同時に,泥什合の様相すら呈して

きた｡H両党 『党報』は,1893年11月25u発行の第四十九号まで,自覚を ｢反政府｣｢民党｣

と自称 したが,伊藤博文内閣にすりよっていることは,すでに誰の日にもあきらかだった｡第

五議会開会直前には,自由党みづからあいまいな態度をかなぐりすてる｡一方,自由党の政府

接近に反比例して野党化した国民協会などの旧 ｢吏覚｣や対外硬派は,改進党と連合して新た

な野党連合を組み,第五議会冒頭に自由党員の議長 ･星亨不信任決議を突破口に,政局の指導

権を握ろうとしたのであるoLかし,星亨の辞任拒否によって,議会は混乱をくりかえした｡

しかし,事態の展開がだれも予想しなかった形をとる間に,議員たちのホンネ,オモワクは,

意外に表面化した｡また,タテマ工を語るあいだに,そのタテマ工に制約されて身動きできな

くなる事態も進行した0
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自由 ･改進の -_党連合中心の ｢民党｣から,対外硬連合 (のちのいわゆる ｢碩六派｣)への転換

期に,すなわち政界再編成にさいして,議会が混乱を繰 り返し,政府もほとんど打つすべなく

決定打を欠いたことは,初期議会の政治的ゆきづまりをあらゆる面で表面化させたO民党の中

心たる自由党が更党化しても,更党として作られたはずの国民協会が野党と化した事態は,本

来なら伊藤博文内閣を,より深刻な状況に追い込んでもよかったはずである｡議会と内閣の対

抗関係は振 り出しに戻 り,解決の糸Hを兄いだすことが,いよいよ国難になったからである｡

しかし,そこで浮かび上がるのが,ただ天皇の影だったことは,日本近代の憂欝な状況を象徴

するであろう｡その意味で,政治史および議会史としては滑稽かつ悲惨な星亨不信任 ･作以下

が,精神史の重要なテーマとなりうるのである｡以下の叙述は,天皇にかかわる問題に限定し

た,議事録のひとつの読み方と受け取っていただきたい｡喜劇のなかに悲劇を読み取ることは,

はたして可能であろうか｡事態の進行を追ってゆこう｡

rI ｢星亨衆議院議長不信任｣ 一件

A.11月29日:｢不信任決議｣

1893年 し明治26)11月25し‖二召集された第五回帝国議会衆議院は,25日,曽備荒助の議員辞

任で欠員となっていた副議長の候補者を3名選出した｡楠本正隆 (同盟倶楽部･東京 [以下,各

議員の所属は 『衆議院議員党籍録Jlllにより会派を,選挙区は府県名のみ記す日･安東九重 (議員倶楽

部･大分)･安部井磐根 (政務調査会･福島)である｡議長 ･副議長は,衆議院規則により,候補

者3名をえらぴ,内閣総埋人臣を-て ｢奏上｣し,そのなかから1名が ｢勅任｣されることに

なっていたからであるo第--位が勅任されるのは,単に慣例にすぎず,法的には三名のなかか

ら,天皇に指名は委ねられている｡

この副議長選挙の結果は,いちおう臼巾 ･改進 ･同盟倶楽部三派,すなわち前回の第四議会

での旧民党の票がまとまった結果だったが,同盟 ･自由の交渉も開会前に決裂しており,最後

の妥協にすぎなかった2(,同盟倶楽部とは,自由 .改進に近い無所属議員の院内団体である(〕

27日,楠本正隆は ｢勅任ノ宣下｣の挨拶を行ない,議員最年長の安東九華 (69歳)が祝詞をの

べた｡この日はまだ院の ｢成立二間スル集会｣であり,議席と部属を決定しただけである｡

開院式がおこなわれた28日,衆議院は,開院式の勅語への ｢奉答文｣を作る会議を開いた｡

第一議会のときこそ勅語にどう ｢奉答｣するか議論があり,特別委員を選出して案文を作ると

いったことがあったけれども3､,第二議会以来,議長があらかじめ ｢奉答文｣を作成しておい

て,朗読LnJ一決する習慣が確立していた｡第五議会においても,同様だったoこの日,この議

会における政府委員の任命が報F+u--された｡
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第五議会における天皇の影 (飛鳥井)

会議として成立 した第一 口,11月29日,量議長は,まず ｢奉答吾｣にたいする ｢勅語｣を朗

読した｡

｢朕衆議院ノ深厚ナル敬礼ヲ嘉ス｣｡この文章も,第一一議会以来同文の慣例になっていた4｡

つづいて衆議院書記官長が議案の朗読にはいり,質問書の報告が終わったところで,安部井磐

根が ｢議長-.･･議長｣ と発言するO緊急動議の提出だったoまだ全院委員長および予算委員ほ

か常任委員の選挙も終わっていないときであるのに注意 しておきたいC動議の全文はつぎのと

おり｡

｢衆議院ハ議長星亨君二信任ヲ置ク能ハス同君ノ議長ノ地位二アルヲ欲セサルカ故二同君自

ラ処決セラレンコトヲ望ム｣O

安部井磐根が起ったところに,反自由党グループの思惑が読み取れる｡安部井は大日本協会

所属の対外確の指導者だが,それ以前に,日に 本松藩の上士で戊辰戦争の際,仙台藩や官軍と

の折衝にあたった ｢篤実｣｢誠直｣ をもって高名な人物であった5-0時に,62歳｡当時一般議

員の年令は若かったから,ほぼ最年長に近かった｡第一議会では政府派たる大成会に属 したが,

第三議会から無所属となり,対外硬の主張で反政府色を強めていた｡副議長選挙では第一次投

票で114,決選投票でも112票をえていた人物である｡星の ｢破廉恥｣を ｢篤実｣な安部井に批

判させるのは,だれのアイディアだったのであろうか｡改進党 ･同盟倶楽部 ･国民協会はみな

日から提案者たることを渋ったと新聞では報道されている6)O

星は安部井が登壇 したとき退席はしたが,捨て台詞を残 したo

｢是ヨリ衆議院議長ノ星亨二対シテ信任問題ガアル ト云フコ トデゴザイマス,而シテ其事ハ

･t亨二於テハ不当ナリト認メルノデアル,又ソレガ如何二決シタ所ガコナラハ守ル責任ハナイ

ト考ヘル｣､)議長席には,着任早々の楠本正隆がついたO

自由党関東派の領袖 .星亨は,1892年 (明治251の第二回総選挙で栃木県一区から当選する

と,ただちに第三議会から衆議院議長に選ばれていた｡H由党を牛耳ることにかけては天才的

だった彼だが,明治期 もっともスキャンダラスな政治家だったのも事実である｡議長就任に際

し,はじめは殊勝に,自分は自由党員だが議長の職は ｢全院ノ輿論ヲ代表スル所｣,｢党派ノ如

何こ関係セズ,彼是こ偏奇スルコトナク｣職にあたりたいと挨拶 した彼だが71,こうした言葉

は,自由 ･改進あわせても300議席中132しかなく,陸奥宗光の影響下にある独立倶楽部の支持

によって当選できた状況をふまえていたのである｡殊勝さは,長続 きするわけもなかった｡む

しろ第五議会のこの日の台詞のほうが,いかにも星亨らしいo

彼は民党連合をうちこわす動きでは,自巾党中の先頭にたっていた｡ 1年まえの第鞘 義会以

前から改進見攻撃をはじめた彼は,この年,93年 (明治26)1月,第四議会開会中に神田綿棒

館で ｢吾人の意志｣ と超 して演説 した｡正面からの改進党攻撃,というより誹譲だったし,彼

はそれをあえて自由党機関誌 『党報』に掲載 した87｡｢民党と謂ふ字は,如何にも訳の分らな
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い字と思ふ｡〔中略)民党と云ぶ封j:私は嫌ひであるOまた改進党も嫌ひである｣O当然,改進

党は星を憎み,自由 ･改進両党のあいだが決裂すると,改進党 ･同盟倶楽部は一斉に量亨を民

党破壊者として攻撃を展開した｡この星非難が濡れ衣でないことは,この年夏,星が陸奥宗光

の紹介で伊藤博文と秘かに会見していた事実で明らかだが,当時は無論推測にすぎなかった｡

しかし,民党分断では議長不信任の班由にはならない｡

個人攻撃のスキャンダルに事欠かなかったのが,まさに星だった｡ひとつは ｢明治のLu_-の中

に誰れ知らぬものなき華族相馬家の騒動｣臼で ある｡この陸奥LLJ村旧6万石の相蟻家相続をめ

ぐる事件に,星は弁護士としてかかわったが,その関わり万への人格的 ･道義的非難だった｡

事件自体は人山鳴動して鼠一匹の事件だったが,お家騒動,謀殺の告発 ･葬式中止 ･墓掘 り返

し命令と,明治20年代の新聞読者にはおおいに楽しめる事件であり,それに衆議院議長が金銭

がらみで関係 したのだから,こぞって吾きたてられることになったのである｡紛争当事者の双

方に二股をかけた,態度を金で変えた,が主たる非錐だが,政敵 ･大井憲太郎が会長をつとめ

る東京弁護士会に懲戒裁判を申請されて足は苦況にたった〔〕そして,それを切 り抜けるまでに,

問題は政治化した｡星の主催する ｢日出新聞｣の事件報道の方向を一万円の献金で変更したと

攻撃されるにいたって,自由党内の政治問題となったのである｡,牡の信用失墜にこの事件はお

おきかった｡しかし本来はお家騒動 ･謀殺告訴事件といった三面記事的スキャンダルのため,

直接議会の問題にはなりにくい｡『立憲改進党々報』は,93年 8月7日の第十四号に論説 ｢相

馬事件｣をかかげるが,さすがに星の実名はたせず,あてこするに止まらざるをえなかったO

また,10月24LJ,謀殺云々が事実無根と免訴となったため,正式にとりあげることはますます

山来にくい｡改進党および大日本協会がとりあげたのは,｢取引所問題｣だった｡93年の取引

所法成立および実施にあたり,星が出願者から賄賂をとったとする攻撃であり,さらに衆議院

議長の職を利用 して,取引所の顧問弁護士に就任した事実への非錐であるO｢改進新聞｣は93

年 8月以後, くりかえし星を非難 した〕｢万朗報｣等の人衆紙も星非雄に大々的にくわわり,

白山党幹部にすら収拾つかない状況がうまれてきた｡星亨は非柾する新聞を逆にたてつづけに

告訴して反撃したし,告訴そのものはほぼ認められたが,問題 は何一つ解決しなかった｡取引

所法をめぐっては,農商務大臣 .後藤象二郎および斉藤次官の汚職が表面化 しており,星の一

件は政府攻撃の突破し=二なるのである｡

議会開会が迫った11月20日,自由党は秘密代議士会を開き,対応を協議 した｡出席64名中49

名の支持で星擁護を決定したものの,除名論2名,議長辞任論 1名,をふくむ15名の批判派が

存在 し,議員の動揺は避けられなかったlUJ(l党機構改革で星の影響力を削ごうとしても手遅れ

だった｡脱見首がでるとすら曝されていたのである｡

議場の安部非磐根の提案埋巾にもどろう｡安部井はさすがに ｢札覧事件｣については一言も

触れはしないr,星が取引所顧問弁護士となったのは,星が衆議院議長だからだと ｢大阪米取引
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商会所頭取,株式取引所頭取｣が法廷で明言 した｡また,｢政商 卜待合茶屋二密会シタルガ如

キハ,我衆議院ノ体面 卜栄誉ヲ汚損シタルモノデアルJn｢官紀振粛ノ問題ハ,各党議ニアル｣(

この際 ｢自ラ清メ｣よう,という簡潔なものである｡｢官紀振粛ノ問題｣ とは,もちろんこの

取引所問題にからむ後藤象二郎農商務大山および斉藤次官の汚職容疑をさす｡

HJEB奉遷 (弥Lt_倶楽部 .神奈川)が安部井に,密会は ｢何月何 u何処｣かと質問し,安部井が

かわそうとしたとき,井上角五郎 け=1組 ･広島)はさえぎるように安部井に質問した｡

｢先刻星議長ハ壇ヲ降ル前二当 ッテuク,如何様二議会ガ決スル トモ,私ハ動力ヌ積モリダ

ト云フ議論ガゴザイマシタ,既こ前例二徽シテ兄レバ選挙干渉決議案ノ如キハ,政府 ノ処理ス

ルヲ望ム ト云フコ トヲ云ブタノミデ,何 ノ効能ナク終 り,狩猟法案亦黙.),議長ハ動力ヌ ト云

フ決心ガアル二モ拘ラズ,安部井磐根岩ノ平生謹直ナル御方ガ御出シこナック以上ハ,議長ガ

退カナケレバ此議会全体ハ暫ク措イテ,安部井磐根サン其人ハ如何二御自分 ノ処置ヲナサルカ

ト云フコ トヲ承 ッテ置キマス｣｡)

大同団結運動以来,後藤象二郎の懐刀として政界に登場 し,以後,自d]党以下の各党派を渡

り歩いてその裏表を知りつ くしている井上角五郎は,一匹狼の強みで,確実に安部井磐根の弱

点をついていた｡前述 したとおり,議長は勅任されているのだから,議会には罷免の権限は一

切ない｡その時 ｢安部井磐根サン其人ハ｣どうするか,安部井はとっさには考え付かなかった

らしい｡

安部井磐根は答えた｡｢誠二言ハレタルコ トデアリマス,併シ身衆議院議員 トナッテ之ガ指

揮号令ヲ受クルヲ層 トセズ ト云フ趣意ヲ以テ宜シク御判定ニナルヤウニ致シタイ｣r,井上角五

郎はくいついた｡｢モウ 一度,- ナこ今ノ適リモウ一度言 ッテ戴キタイ｣｡このやりとりは,

後日,井上たちに利用されることになるO

この安部井磐根の動議にたいして,反対演説の通告はなかなか出なかったらしい｡

神鞭知常 (政務調査会 ･京都)は,反対通告がないから自分が ｢一応｣反対すると語った｡安

部井とともに大 日本協会を指導する神鞭知常が,なぜ反対にたったのか,｢意外｣ と当時の新

聞も記すが,押由は不明である‖'C星は ｢余程無円心｣だったが,｢議長｣は ｢議場ヲ整理ス

ルタメ｣に置いているにすぎない｡｢徳義 ノ師匠 トシテ仰イデ｣いるわけではない｡議長だか

ら顧問にするのも硯社会では当然,議員と業界が会うのも当然,我々も安部井をふ くめて帝国

ホテルで業者と会ったではないか｡意見にたまたま不賛成だったから賄賂にならなかっただけ

だ､1むしろ,いま騒いでも,｢恐ラク規則二依 ノテ見マス ト,議長ハ迫力ヌデアリマセウ｣O

｢モット結果ノアルコトヲシタイ｣｡

しかし,改進党の丸LJl名政 (議院集会所 .長野:は,星の業界との接触を,月日.場所 ･人名

をあげて事細かに論 じたてたo丸山は暴露作戦に出,ついには ｢待合ニモ行キ方ガアル,酒モ

飲方ガアル,密会モ仕方ガアル ト私ハ考へテ尿ル,星君ハ此仕方ノ最モ不潔ナル仕方ヲシテ盾
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ルノデハアルマイカ ト私ハ信用スルノデアル｣とまでし]走る｡)丸山の暴露以後,この第五議会

では,個人攻撃,私行暴露が議場でとめどなく繰 り返された｡おそらく議会史でも最高ではな

かったか｡

自由党の藤野政高 (弥′f二倶楽部 ･愛媛)の星弁護｡相馬事件は弁護士として当然,取引所顧問

も ｢名望｣あれば当然,飲食は密会にあらず,と｡

改進鬼の田中正造 し議員集会所 ･栃木)の賛成論には,二つの論点が混在 していたO一つは簡

単である｡｢待合茶屋,一名ハ地獄屋デアル,斯ノ如キ処二帝国議会ノ議長タル者ガ｣｢酒ヲ御

馳走ニナル ト云フコトハ,｣｢其蔭二埋伏シテ屠ル所ノモノヲ察シナケレバナラヌ｣｡｢議論｣は

必要なし｡

しかし,今一つは,簡単であろうか｡

｢帝国議会ノ体面ヲ如何セン,我帝国ヲ如何セン,陛下ハ屡 ゞノ詔勅,即チ昨年帝国議会ノ

衝動,二十三年ノ憲法発布 ノ勅語,種々ノ御勅語ノ出ツル毎二宜シク和衷協同セヨト云フコト

ガアル,国家ノ和衷協同ヲ凶ル二ハ,宜シク此不潔ナル者ヲ取去ラナケレバナラヌ｣｡星がい

ては ｢和衷協同ハ出来ナイ｣｡

｢和衷協同｣とは,いうまでもな く憲法発布時の ｢勅語｣にある ｢和衷協同｣を,また第四

議会で発布された ｢在廷ノ臣僚及帝国議会 ノ各員二告ク｣詔勅にあった ｢和協ノ道｣をさす｡

本来,｢臣民｣ないしは ｢政府 ･議会｣の ｢和衷協同｣を指すのだから,この場合ピントはず

れなのだが,また,田中正造の発言は,第 ･議会以来 しばしばピントはずれだったが,ことこ

こに至ると問題はあとを引 くことになるであろう｡

自由党の小松三省 〔弥斗倶楽部 ･高知)の反対,同盟倶楽部の中村弥六 (長野)の賛成演説は,

今省略 しよう｡

討論終結ののち,無記名投票が起立多数で採用され,不信任動議は,166村119で可決された｡

そこへ,星亨議長はふたたび登壇 してのけた｡国民協会の和田彦次郎 (議員倶楽部 ･広島)が

｢議長モ熟考セラレルデアリマセウシ｣と散会動議を提出すると,星は言った｡

｢議長ハ内こ疾シイコトガゴザイマセヌカラ,折角諸君ノ勧告デゴザリマスケレドモ,受ケ

ルコトハ御断り申シマス,ソレデ散会ノ決ヲ採 リマセウカ｣｡

採決の結果,議長熟考のための散会が決定された｡

この不信任案に自由党の蒲生仙は党議に反 して賛成投票 し,即□党を除名された｡

B.11月3nR.｢休会｣吋決

不信任決議の翌30日,星亨は平然と議長席についたO中村弥六 胴 盟倶楽部 .長野)は,緊急

動議を提出する｡｢星君ガ自ラ処決スル能ハザル以上ハ我々ガ之二対シテ適当ノ処分ヲ為スノ

- 6 -
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必要アリ｣,｢熟慮講究スル必要｣あるための,｢臨時休会｣要求である｡足は,｢今日デスカ｣

と聞く｡｢今日デス｣｡星は ｢今日丈デスナ｣とくりかえし念をおし,中村から,｢明日モ出ル

カモ分ラヌ｣の発言を引き出したうえで,議事日程変更をはかり,可決の上,討論にはいった｡

三崎亀之助 (弥生倶楽部･香川)は休会に反対 して云う｡中村弥六は ｢立憲的制裁｣を加える

といったが,休会するのは,｢立憲的動作｣か(⊃すでに議会は予算案をうけとっている｡15日

以内に調査し報E･せねばならぬはずだO昨日･今口と,｢一日々々延バシテ,遂こ何事モ議会

ノ仕事ヲシナイト云フノハ,果シテ立憲的ノ動作｣か,｢立憲的動作｣をなせ,と｡

井上角五郎もくいさがった｡｢様々二人言ヲ発シ,或ハ笑顔ヲ為サル者ガアルガ｣,｢国民二

対シテ忠義ナラザル人物｣だ｡自由 ･改進両党にはいわないo国民協 会の元田肇は,かつて休

会によって政府に迫るのは,｢足利尊氏ノ様ナ者デアル｣ といったのに,今なぜ休会に賛成な

のか｡国民協会は ｢政府二ハ反対セヌガ,星丈ニハ反対スル｣｡地価修正,鉄道問題,酒水問

題はどうするのか｡全院委員長,予算委員を選べo堤亨のいじめかたは,そのあいだに考えよO

安部井磐根に昨日,星がやめねばどうすると聞いたとき,指捧命令に従うを潔しとしないとい

ったくせに,星の採決提議に起二!ン二しているではないか,｢笑フベキ可笑シナコト｣でなく行動

せよ｡井上の論法に地価だけでなく,鉄道 ･治水がはいるのは,いかにも ｢積極政策｣が課題

となった第五議会を思わせるが,いまはさきに進む｡

立川雲平 欄;生倶楽部･辰野)は当然反対したが,休会動議に賛成演説の申し込み者がいない

事実に皮肉をのべたCなぜ休会の動議か｡議長としての存在ははいけないが,議員としてはよ

いのか｡｢深慮熟議ヲシナケレバナラヌ ト云フヨリハ,-一層明ラサマニ国民協会 卜折合ガ付カ

ナイト何故言ハヌカ｣o

この皮肉はおそらく事実だったろう｡にわか野党の国民協会は,新聞報道によると,改進

党 ･同盟倶楽部との折衝に異常に時間を費やすのが常だったらしいo改進党の九日｣名政が簡単

に反論したあと,星はあっさり採決し,議場は起立多数でこの日の休会を決定した｡

この日,自由党の工藤行幹は脱党し,27名の代議士も星の党からの除名要求署名を集めはじ

めた｡署名は党本部に提出される｡

C.12月 1日:｢上奏案｣可決

12月 1日,本会議は,全院委員長,予算委員他の常任委員をまづ選出した｡開会日に緊急動

議を優先 したのに,この口委員選挙を優先したのは,懲罰委員を選んでおかないと,星を追求

する際,不利とする政略が働いたからである｡しかし,改進党 ･同盟倶楽部の国民協会との院

内交渉は拙劣だったとみえるo懲罰委員18名中,国民協会6,自由党4にたいし,改進党はわ

づか 3名 しか確保できなかった｡さらに予算委員45名中自由党が28名を確保 したのに,改進
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党 ･同盟倶楽部はなんと リヽ も選ばれることができなかった｡IH民党が第一議会以来伝家の宝

刀としてきた予算査定の場を,改進党は失ったのである｡Jとすれば,彼らはやみくもにでも,

星亨一件をまず突破口にする以外に道はなくなった｡この議会の野党が外交問題に熱心だった

印象も,実は予算委員会で野党が主導権をとれなかったこととおおいに関係するのだが,先を

急 ぐ ｡

委員選出の直後,国民協会の和帥要次郎 (議員倶楽部.広島)は緊急動議 として,｢上奏案｣

を提H=ノた｡

｢衆議院副議長臣楠本正隆誠悼誠恐本院ノ決議ヲ具シ謹 ミ奏ス本院ハ衆議院議長星亨二信任

ヲ措ク能ハス故二其職二在ルヲ欲セス ト決議ス臣等臭二議員法第三条二拠 り星亨ヲ薦奏シ勅任

ヲ辱フス是レ臣等不明ノ致ス所誤テ大聴ヲ冒湧ス僅憾ノ至二堪ヘス誰 ミ奏ス｣C

この上奏案は,改進党 ･凶民協会 ･同盟倶楽部 ･政務調査会4派が当日午前中に提出を決定

したもので,執筆は会津出身で政治小説 『佳人之奇遇』の作者 ･柴川朗 (同盟倶楽部･福島)だ

ったとったえられる120

提案理由の説明は以下のとうり｡議長は動作だが,それは議会が議院法三条によって推薦 し

たからだ｡｢然ラバ｣｢不信任ノ議決ヲ致シマシタ以上ハ,此ノ有様ヲ細二奏上シ置ク ト云フコ

トハ,本院か - 本衆議院ガ陛下こ対スル所 ノ正当ナル順序｣であり ｢謹ンデ此意ヲ奏シ置キ

タイ ト云フ二週ギヌノデアル｣C｢陛 Fヲ擁スル ト云フ意ハ墓厘モナイノデア ブテ｣｢上奏ナ

サ ､√ルヲ得ザルモノデアル｣｡

議長席にある副議長 ･楠本利 和ま,討議にはいるにあたって注意 した｡｢此議案ハ苛モ上奏

二係 りマスノデ最モ厳粛ヲ要シマス｣〕

渡辺洪基 (無所属 ･東京:は ｢嘆息 ノ至り慨嘆 ノ至 り｣ と困惑 したあげ く,賛成せ ざるをえ

ぬが,す ぐの議決を待てといい,｢辰襟ヲ悩シ奉ル｣をのみ恐れつづけた′つ

自由党の立川雲平 (長野)の反対は二点である｡ひとつは, 一昨 日の決議は ｢自ラ処決ス

ル｣のを望んだのであり,｢信任ヲ欠ク ト本院ハ決議シタノデハナカッタJo第二に,｢陛下二

対シ奉 ソテ非礼ヂアル｣｡上奏の ｢窮策｣にでなくても,理由があるなら ｢懲罰委員二付シテ｣

｢議員資格 卜云フマデモ剥奪スルコ トガ出来ル｣〕立川は,ここから一気に改進党議員たちが待

合に政商と会合 した事例を ｢三月六日｣｢七月十 一日,十二U, 卜二日｣ と実名を挙げて列挙

しはじめ,｢毎 日続イテ寄合ノ御方ハ｣,これも ｢天聴ニ｣達さねばならないかと開き蘇ったO

｢変ナ決議案 ノ結果巳ムヲ得ス上奏案ニナラネバナラヌ ト云フガ如キプ トハ,何タル理由デゴ

ザイマス｣′｡議長の職は,｢大権二存スル｣,上奏とは ｢政権ヲ皇室二嫁スル｣ もの｡まして叡

膚を悩ますとは何事か｡

中野武宮 (改進･香川1は反論するo｢辰襟ヲ悩シ奉ル｣ というが ｢左様ナ次第デナイ｣o最

初は院議で信任 したが,｢信用ヲ措ク能ハザルコ トガ出来テ来タノデアル｣｡｢其ヲほっとくコ
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トハIrlJ.来ナイ｣｢上奏ヲ致シテ先 ノ不明ナル罪ヲ御託rrl⊥ゲヌケレバー･′マナラヌコ トト思フ｣′,

個人攻撃には答えない,と｡

T藤行幹 (自由･盲森)は,すでに自由党を脱党 していたが,ここでは一応 ｢質問｣ したU

上奏文中に ｢不明ノ致ス所誤テ人聴ヲ冒漬ス｣ とあるが,｢不明｣ といえば,｢ソレヲ打消ス文

ノ効力ガアルヤ否ヤ｣｡

中野武官の答は ｢陛 卜二斯様相成ルヤウニ要請 スル訳デハナイ｣｢不信任 ノ決議ヲシタ鞍末

ヲ天聴二達スルノデアル｣｡

T藤はつっこんだし,｢唯恐 ッタト云7位テ済ム ト思 ヒマ スカ｣,｢二百 ノ衆議院議員ハ自ラ退

イテ仕舞フカ,然ラザレバ (議場略騒)ス腹 ヲ割 ソテ死ナナケレハナラヌ｣o

斉藤珪次 (白E‡い 埼土 ｣も追い打 ちをかけたo｢詫状｣ではす まないo｢誤l)マシタ｣で ｢義

務ハ済ム ト思ハレルカ｣｡不明だったなら ｢全員ガ辞職ヲスルヨリ外こ陛下二対シ奉 ッテ仕方

ガナイノデアル｣し,提案者がいかに弁解 しようと,｢陛下ヲ擁シ奉 ッテ衆議院議長 ノ変更ヲ促ス

モ ノデアル｣Oそれは先例になってよいのか｡またこの上奏は,｢諸君臼ラノ買ヲ陛下二帰セシ

メル手段｣ となるOさきの安部井の発言どうりなら,すでに辞職 していなければならないはず

だ｡｢ナゼ今 日ハ辞職 ヲセヌノデアルカ｣｡｢名ヲ ト奏案二籍テ,自ラノ貢ヲ免カルルモノデア

ル,白ラノ買ヲ陛 卜二帰スル大賊人 卜占フモ決シテ憧 ラヌノデアル,潮 手起コル)Cr逆rlダ｣

卜呼ブ名アリ)且又記憶セヨ,改進党ノ諸君,第四議会ノ終二於テ (/中略)政治家ガ困難ノ位置

二至ル ト苛メ二モ褒竃ノ下二-I-∴袖二隠ル ､ノハ,叉民間政治家モ困難ノ位置二至ル ト籍ルニ

詔勅ヲ引合二出ス ト冷笑ヲシタノデアル,然ルこ今日ハ如何デアル,伊藤内閣二化セラレナル

ノデアルカ,予テ蛋竜ノ袖 ノ下二隠ル ､ハ悪ルイ詔勅二依頼スルハ悪ルイ ト言ッテ,僅力三十

人デ強ガッタ諸君ガ,今 日ハ翻 ッテ拙策ニモ上奏 卜出掛ケタルハ,実二驚入ッタ次第デアルJr,

改進党は答えなかったしっむしろ斉藤珪次のこの論法が発展 させ られず,またしても個人攻撃

に落ち着いて しまったため,答えなくてすんで しまったのであるO 斉藤珪次は脱線 した｡和[H

彦次郎は三菱に禄を食みつつ内情 を暴いた,中村弥六は静岡の山林を六百円で買って,二万[⊥J

で売った,云々と｡

中村弥六の賛成演説は,斉藤の攻撃にふ りまわされ,弁明がなかばをしめる｡

三崎亀之助の反対演説は,｢懲罰委員｣にかけよ,｢議院法｣ を用いよ,とする挑発的なもの

だつたが,国民協会攻撃においては,それなりに一貫 していたといえるだろうO第三議会にお

いて,選挙 十二渉上奏案にたい し,国民協会は反対 したではないかr/決議には賛成だが,｢陛下

こ之ヲ中シ奉ルコ トハ恐人 ッタコ ト｣ といったはずだ｡安部井磐根はどうしたかOまた第lJA議

会の ｢弾劾的上奏案｣にたいし ｢諸君ハ ドウシタノデアル｣｡そもそも不信任166票というが,

国艮協会や安部非磐根 らは,もともと星不信任だった｡今度不信任にまわったのは改進党と同

盟倶楽部｡)とすると国民協会は,汀領たる品川弥二郎から ｢掲車馬 ノ如ク行クガ宣イ｣ といわ
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れているからなのか｡

この上奏案討論では,反対者に論理的に分があるのに,ひとまづ注意 しておきたい｡

角田兵平 (議員集会所 ･東京)も弁明的賛成演説となる｡｢懲罰｣でなく ｢上奏｣をとるのは,

｢懲罰｣では上奏できないからだ｡はじめ任命を上奏 しておきながら,解任を ｢奏聞シナイデ

済 ミマセウカ｣｡上奏案を出すことになったのは,星と自由党のせいだO辞職せず,自由党が

辞職させないため,｢止ムヲ得ズ出タノデアルカラ,我々ガ提出シタノデハナイ｣｡政府は ｢朝

二晩ニ｣上奏 している｡議会に と奏できないなら,｢唯今 ノ内閣ハ毎 日辞職シナケレバナルマ

イ｣｡

井上角五郎はあらためて登壇 して皮肉った｡第三議会 ･第四議会とは逆になった,と彼は毒

突 く｡三崎の演説中,国民協会の和田彦次郎は ｢国民協会ハ史党ヲ脱セリ｣ と議席から叫んだ

が,｢選挙十渉ノ結果人ヲ殺シ｣て,も ｢天皇陛下ノ辰襟ヲ悩シ奉ルニ忍ビズ ト称シテ｣上奏

に反対 した国民協会はどうしたのか｡そもそも,議長は議会が推薦 して任命 された｡それを

｢天皇陛下,我東洋二於テ始メテ立憲制度ヲ開カレタ所ノ天皇陛下,斯ノ如キ前古比類ナキ所

ノ此聖明ナル天皇陛下｣が処分されると思うのか｡諸君は天皇大権にたちいって,星処分を強

要するのか,処分されない場合は,休会して ｢間接- マサカ直接ノ方モアリマスマイ,間接

こハ不満足 ノ御挙動ヲ為サルニ相違ナイ｣Cそれが天皇を擁するということなのだo

改進党の高田早苗の討論終決動議ののち,自由党は記名投票を要求したが否決され,無記名

投票の結果,152対126で ｢L奏案｣は可決されたのである｡

しかし,前議会まで対立 していた国民協会と改進党のにわか連合が,かなりぎくしゃくして

いるのは,誰の目にもおおえなかった｡

｢国民新聞｣は,翌日書 く｡｢彼等の足並は,確かに整はぎりき｡改進党の攻撃せらる ､は,

国民協会に於ては,何となく嬉 し気に見-,国民協会の悪口せらる ､は,何となく改進党に於

ては,面白気に見経たり｡敵の散弾が左翼に達すれば,右翼は笑ひ,右翼に達すれば左翼は悦

ぶ,是れ決 して常勝軍と云1､可らず｣｡13＼

星議長は後席を要求して,ふたたび挑発 した｡

｢私ガ議長ヲ辞スル トカ,辞セナイトカ云フコトハ,誠二小サイコト 私ゝハ考へテ屠 リマス,

唯諸君 卜意見ヲ異こシテ私ノ動カナイ所以 卜云フモノハ,諸君ノ為サレ方ガ憲法的ノ動作二合

ハナイト私ハ考へテ屠 リマス,而シテ悪例ヲ我憲法歴史二残スノ嫌ナシ ト･･｣,議場は騒然と

して,さすがの星も口龍もった｡｢此数日間ハ謹慎 ヲ表スルタメこ,此議事一切 ノコトハ副議

長二任セル｣ と｡

この夜,自由党代議士14名は脱党届を提出 し,翌 2日,10名の代議士が同調 した｡彼 らは,

やがて院内会派として同志倶楽部を結成する-4㌧

- 10



第五議会における大皇の影 (飛鳥井)

D.12月2日:｢勅問｣｢奉答文｣

12月 2日,最初の副議長の発言は,｢皇了一誕生｣の ｢祝賀｣の挨拶だったO 一同起謀 して賛

意を表したのち,副議長は報告した｡今軌 宮内人臣に上奏手続きをとったところ参内を命 じ

られた｡宮内大臣から ｢=述｣によって,｢一字一句 ノ配船スル所ナキ様｣｢御達｣を控えてき

た,報告する,と｡

｢勅間｣は以下のとうり｢)

｢上奏 ノ趣旨ハ朕二議長 ヲ更任セヨ ト請願スルニ在ル乎, ト是ガ一段,議院白ラ不明ナリシ

トノ過失ヲ朕二対シ謝スル ト云フ二 ILル乎,更二院議ヲ尽セ｣

副議長 ･楠本正隆は,そのまま継けて言った｡｢去二於テ議長ノ意見ヲ御和談 ノ材料 トシテ

皆様へ申 トマス,議院自ラ不明ナリシ トノ過失ヲ朕二対シ謝スル ト云フ二日-.)V平,此後段二外

ナラヌ ト云フコトヲ復命ヲ言 卜仕 ソテハ如何 卜考へマス｣o

楠本は議事および結論を, しゃにむに急いでいる｡

丁藤行幹が発言を求めて も,副議長はなかなか発言させず,｢余 り多端二御議論ガアッテハ

ナラヌ｣,｢議長二起草ヲ任セル-｣ と,いいっのるが,抗議によって,やむなく発言 させるに

すぎない｡⊥藤の発言自体 も ｢能ク審議討論シテ奉答｣ しようというにとどまった｡｢奉答｣

は議長に起草 1T:と起立多数で決定され,議事日程の討議にはいろうとした｡ しかし議事は,

伊藤博文内閣総理大臣 ･渡辺国武大蔵大臣の議会開始にあたっての施政方針演説で中断される｡

大臣および政府委員は何時なりとも議会で発言できるとの規定に従ったものである｡

伊藤博文の演説は,きわめて簡単なものだった｡政府は第凶議会での公約たる経費節減 ･行

政整理を実施 しつつある,｢政府 ノ方針｣は前議会と ｢-モ変ハルコ トハゴザイマセヌ｣, と言

ったにとどまった｡人蔵大臣演説 も予算案説明のみであった｡星議長一件は,当面政府の知っ

たことではないのである｡

鈴木車遠 (l口J盟倶楽部 ･愛媛)の要求で休憩 した会議は,55分のちに再開され,副議長の用意

した ｢奉答文｣は,立川雲平 (弥生倶楽部 ･長野)ひとりが野党に皮肉を言っただけで可決され

た ｡

｢衆議院副議長臣楠本JL隆謹 ミ奏ス本[]上奏スル所臣等不明ノ過失ヲ謝シ奉ル二在 リ行文南

葬為二勅間ヲ賜フ臣等悼惜 ノ千二耐ヘス謹 ミ奏ス｣｡

さて,ここまで議場にこだわって付き合いを願ってきたわけだが,ここに宇って,勝負はつ

いたと確言できるだろう｡｢勅問｣ という寄手にぶつかった議会は,なんの打つ手 もなく,｢憧

催 ノ至こ耐ヘス｣ とする以外になすところを知 らなかったのである｡

また,いかにわたしが議場の議論にのみこだわりた くても,ここでは,先回 りして ｢勅問｣

の主人を明か しておかねばならない｡｢勅問｣の一字一句にいたるまで,また楠本正隆への渡
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し方にいたるまで,伊藤博文内閣総理人臣の宮内大臣への指令だった｡

上奏案叶決直後,伊藤博文は上方宮内大臣へ手紙を送 り,すべてを指′J‖ノたのである15■｡

天皇のことばに紙抗することができない以上,この上奏一件は,基本的に終わったのである｡

議会と星亨は,べつの形でけりを付けなければならなくなったo

E.12月2日-13日:｢懲罰｣｢除名｣

この ｢奉答｣の同U,人間育造 〔議院倶楽部 ･lh口)は,星懲罰の動議を提出した｡

一応動議全文を引用するo

｢衆議院議員星亨君ヲ懲罰委員二付スルノ動議

衆議院議員星亨君ハ十一月二十九日ノ議場二於テ議長信任問題ノ発議アルニ当り左ノ如ク演述

セ リ

ソレデ是ヨl)衆議院議長ノ星亨二対シテ信任問題ガアル ト云フコ トデゴザイマス,而シテ其

事ハ星亨こ於テハ不当ナリト認メルノデアル,又ソレガ如何こ決シタ所ガコチラハ守ル責任

ハナイト考ヘル云々

右ハ衆議院規則第二百六条こ所謂議員ノ体面ヲ汚スヘキ所行 卜認ムルニ付懲罰スヘキモノトス

依テ之ヲ懲罰委員二付ス｣｡

懲罰委員会に付する場合は,一切討論をもちいずに採決する規定だったから,動議は討論な

しに可決され,同時に委員会送りとなる･J本会議に報告されたのは,5日だったo

懲罰議案は ｢秘密会｣のため,議事録は残されていないが,各新聞および自由党 『党報』な

どの記述によってほぼ正確に知ることはできる16】｡懲罰委員会は,懲罰理由なしとするものと,

失言の ｢謝辞｣ を読ませよ,とするもの同数であったo委員長 ･高梨哲四郎 (撫所属 .東京)

の ｢判定｣により,｢謝辞｣が採用されたのだが,本会議によって委員会原案より強い ｢一週

間｣出席停止が決定されたという｡

この期限のきれた12月12日,星は登院してまたまた議長席についた｡議場は当然混乱し,高

田早苗 (議員集会所 ･埼玉/lと大岡育造から別々の懲罰動議が提出され,議場はさらに混乱 したO

星が議長席にありつづけ,懲罰動議採決を拒否 したからである｡そもそも懲罰案件は事実発叶

より三円以内のみ有効であり,出席停止中の星の行動は対象たりえない,)とすれば,懲罰は12

月12日当日の引 こ求めるはかなく,その星の行動は,議長席についたことしかないからである｡

星の抗弁は 一理ある｡

問題はもはや星の存在が諭班の如何を問わず許せないというところに至っていた｡自由党脱

党紬 まもはや星を擁護 しようとはしなか-'た｡星の処分は懲罰委員会に強引に付託された0

13日の本会議秘密会は,1時間30分の討議の未,除名叶決に必要な三分の二を一票差で上回

12 -



第五議会における大皇の影 (飛鳥非)

る185対92で,量を議会から除名した｡11月29日の不信任決議から14u目の決着だが,｢肋間｣

以後の事態の進行は,もはや力技にすぎないと云うべきであろう｡

不信任動議のさいの論理と ｢勅問｣以後の論理を区別するために,一応の整理が必要と思わ

れる｡

血 ｢上奏｣ とはなにか

A.｢勅任｣にたいする議会

そもそも星亨一作にあたって,だだちに議長解任ができなかったのは,議長が議会の推薦を

ふまえてではあるが,天皇大権によって ｢動任｣されていたためである｡

したがって,議会としての不信任決議は,政治ないしは制度的問題ではなく,｢徳義｣の問

題と位置付けられねばならなかった｡星が決議に拘束されないと開き直れたのも,ここにあっ

た｡自由覚の星擁護の根拠 もここにある｡のちに自由党の論理は変化 し,政府の大臣は任期な

く職にあるから信任 ･不信任は随時に問題たりうるが,議長は衆議院議員の4年の任期の間そ

の始めに当って信任した,したがって任期途中の不信任はありえないとするものにまで拡大さ

れたが,この論法は,天皇大権の問題 [この場合 ｢勅任｣ 一件｣を語りたくないために,後で

発明された理屈のきらいがある｡

つまり,星は ｢不信任案｣にいうとおり,｢白ラ処決｣することだけを求められたにすぎな

い｡星が拒否すれば,また天皇が自発的に解任 しなければ,彼の地位は動かない｡

自由党が,｢フ付言任決議でなく,なぜ懲罰にかけないか｣と挑発 したのは,論理的には一面

の正 しさをもっていた｡

また井上角五郎が決議そのものが天皇を ｢擁スル｣ ものというのも,また正しいo

｢勅任｣の問題に触れずに星解任はできないのに,野党はそれを避けた｡制度論を避けつつ

｢徳義｣をもちだすことで,肝心かなめの問題をあいまいなまま放置し,｢辞任｣の実をとろう

とし,星や井上に逆手をとられたのであった｡

事実上は,本会議で不信任すれば,｢勅任｣問題に直接ふれずとも,政治的解決が可能とタ

カをくくっていたと思われる｡井上角五郎のほうがことの性格を捉えていた｡つまり,｢勅任｣

一件をつけば,野党が天皇を擁さんとしている事実をつけるとのカンのするどさである｡

B.｢勅｣｢天皇｣の語の乱発

そして田中正造の発言は,まさにその必要もないところで ｢勅語｣をもちだし,天皇を担ぎ
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回りはじめたのであったC

天皇を議場に持ち出したのは,すでに第 一議会における政府委員 ･棚去次官,箕作麟祥が最

初の例をつ くっていた(/1先例としていささか眺めておく必要があろうo

l89O年 (明治23)12月15日,商法の施行延期が超党派的に議員:､7_法として提出され,可決さ

れようとしたとき,政府委員として反対発言をおこなった箕作麟禅は言った｡

商法実施は急務であるO｢既二天皇 ノ人権ヲ以テ,明年 一月 ･日ヨリ之ヲ実施 スル ト云ブコ

トヲ完メラレクルモノヲ,今日延期スル ト云ブコ ト二相成 リマスレバ,此ノ帝国臣民二対スル

信用ヲ失フノミナラズ,諸外国二対シマシテ実二日本ノ政府ハどうデアラウカ｣】7㌧

当然民党はこの時反発 した｡議事録の野次にはある｡

｢(政府委員ハ事実ノミヲ述ベラレテ,決シテ議員ノ発言ノ様ナコ トヲ述ベラルベキモノデハ

ナイ ト云ヒ,又ハ天Lir笹下ナ ドト云フコトヲ述ブルハ,不都合ナリト云フ者アリ)｣｡それでも

箕作麟祥はつずけて言った｡〕政府ノ趣意ヲ述ブルノデアリマス,既二我国政府ノ信用ヲ害スル

恐ガアリマス｣｡,

自由党の板倉胤巨 (千葉)は抗議 した〔〕｢Li今政府委員ノ御諭中二天皇 卜云フコ トヲお述べ

二ナリマシタガ,誠二恐多イコ トデアリマスカラ,どうカ政府委員ハ天皇ノ人権 卜云フガ如キ

コ トハ,今後成ベクお述べ二ナラヌコ トヲ希望致シマス｣っ

箕作麟禅が旧幕臣で開化派だったことと,この政府委員としての発言に不調和は感 じさせる

ものの,司法次官となった止揚,また時の流れを思わせるくらいですむのかもしれない｡

ところが,第二議会で,有名な樺山海軍大山の ｢蛮勇演説｣が行なわれたとき,改進党の島

帖三郎は抗議するにあたって発言したのである01891(明治24)年12月22円であった〔)箕作麟

祥発言のちょうど-年後だが,ここでは立場は逆転 しているO

｢唯今ノ海軍大臣ノ演説ハ議会二モ関係ガアリ天皇陛 トニモ関係ガアリマスカラ,質問シタ

イ｣18 0

発言を確保 した島田三郎の結論は次のものだったn

｢二十三年こ至 ッテ国会ヲ開キ,二日Tq年ノ今日二王ルノハ,薩長内閣ノ功デアル ト云フノ

ハ,天皇陛下二対シテ礼ヲ失 ノタモノデアラウ ト思フノデアル,本員ノ信ズル所二依 リマスレ

バ,明治元年ノ改単二ヨリ今 日ノ有難キ時世二育 ッタノハ,神聖ナル御聖徳二円ル ト人民ガ記憶

シナケレバナラナィ,(中略)何ゾヤ此議会二向 ソテ薩長内閣ノ功デアル ト明言サル ､こ圭 ッ

テハ,碓二此事ヲ議事録二止メテ置カナケレバナラヌ,左様ナ心底ヲ持 ソテ屑ラル ､ナラバ,

孜々ハ益々内閣ヲ信用スルコトハ出来ヌト云フコ トヲ言ハナケレバナラナイト思フ｣｡

この発言をきっかけに,｢天皇陛 卜｣の言葉は,第∴議会において, くりかえしとびかうこ

とになったO民党の予算査定案に反対するかつての民党の一人 ･井上角五郎は,｢何故ニ (午

略)我天皇陛 Fガ統率シ給フ所ノ陸軍省,海軍省二向ヒテ.殊史二多額ノ滅削ヲ加へタカ｣ と

14



第五議会における天皇の影 (､飛鳥井】

発言 した｡さすがに野次がとんだ｡｢(ナゼサウ云フ所二天皇陛下ヲ用ヰルカ ト呼ブ者アー上 叉

天皇陛下ヲ濫用スル勿レト呼ブ者アT))｣ しかし,井上角五郎は,全然動揺 しなかった,｢天皇

陛下ガ統給フ所ノ軍隊二両 ッテ｣｢費額ヲ滅ゼントセラル ､ノハ｣とくりかえす｡

井上角il二郎の攻撃目標は島LH三郎であった｡

｢昨日島田三郎君ハ樺山大臣ノ演説ハ天皇陛下二対シテモ ト云フ言葉ヲ用ヒラレタ,然 レド

モ否々,島田二郎君ノ演説コソ大里陛 卜二対シテ大不敬ヲ来シタモノデアル ト思フ｣この演説

をたしなめたのは,未広重恭 (鞭所属 ･愛媛)ただ 一人であった｡

｢天皇陛 トノ御名前ヲ引出シマスルコ トハ,政府二於テモ慎ムベク議会二於テモ是ハ憤ムベ

キコ トデアルダカデ!一､′将 来 ドゥゾ議場二於テ此ノ如キ議論ハ発スルコ トガナイ様二願ハシイ

コ トデアル｣19㌧

第三 ･第四議会はいま省略 しようノしかし第信義会冒頭の田中正造の ｢勅語｣引用は,いさ

さか念がいりすぎている｡今 ･度引用する｡

｢帝同議会ノ体面ヲ如何セン,我帝国ヲ如何セン,陛下ハ瞳 ゞノ詔勅,即チ昨年帝国議会ノ

御勅,二 卜二年ノ憲法発布 ノ勅語,種々ノ御勅語 ノ出ツル毎こ止シク和衷協同セヨト云フコ ト

ガアル,国家ノ和衷協同ヲ凶ルニハ,宜シク此不潔ナル者ヲ取去ラナケレバナラヌ｣｡

｢和衷協同｣の語は,憲法発布の励,第二議会開院式の勅にあり,民党はこの言葉を第鞘 義

会の上奏文に引用 した｡第情 義会の勅語は,民党が使った言葉をやや避けたかたちで ｢利協ノ

迫｣ と言い換えてあったrっ田中正造の難解では,政府 ･天皇 ･民党三者に共通の従うべき遺と

なっていたと思われる｡田中了I:.造の独特な憲法理解については,rf]升正臣にゆきとどいた諭が

ある20〔,しかし,この場合は,由井正臣の田中正造に好意的な論にもかかわらず,ピントはづ

れと云わねばならないのだ｡つまり星一件で問題になっていたのは,星を議会から排除しよう

という敵対の論坪なのであり,このとき妥協が必要だったのではない｡この時に唐突に天皇の

勅語をもらだすのは,すべてを天皇に流 し込んでしまうことにしかならないはずだ｡川中正追

の発想には,画訴のときまでこの傾向が続 くとわたしは考える211｡そして,天皇を持ち出すこ

とで,井 卜角五郎につけこまれる道を人きく開いて行 くのである㌔

口中正造はこの第五議会の直前に ｢利協の大意｣ と題する演説をおこない,全文が ｢立憲改

進党々報｣に掲載されているが22,彼はここで ｢勤T｣を説き,高山彦九郎を繰 り返 し語って

いるのであるo勤王を持ち出せば,朝敵 ｢足利尊氏｣を持ち出す井上角五郎とおなじ土俵にIJl

き込まれているのであり,天皇の影が強 くなるのは必然だったろう｡

C.上奏の論理

その場合,野党は星が辞任しなかったとき,なぜ 卜奏の手段に訴えたのであろうかn懲罰要
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員会にかけて,星の議員資格を制限することはできたし,事実結局は除名にまで至ったのだか

ら｡一つには,星の取引所顧問弁護士 1牛が,法的に議長の資格に抵触するとは確言できなか

ったからである｡相馬事件はもちろんである｡とすれば,徳義をふりかざす以外にない｡,しか

し野党の本心は,本来,足が自由党を伊藤博文内閣にひきつけ与免化 した,旧民党連合を破壊

したという,政治的攻撃にあった｡さらに星の取引所問題を,後藤象二郎農商厳大臣の取引所

汚職とからめ,伊藤博文内閣ゆきぶ りの突破口にしたいという点にある｡

野党は第五議会開会の以前から,後藤象二郎直接は無理にしても,斉藤次官の汚職追求は充

分可能と判断していた｡斉藤は取引所関係者から ｢金時計｣を受け取ったことを認め,一度は

辞表を提出していたからである｡しかし辞表は後藤象_二郎農相 ･伊藤博文首相の相談のうえで

差 し戻されていた｡とすれば,チャンスである｡斉藤次官の汚職は,そのまま内閣の責任に直

結するO

星一件と取引所汚職をつながないことには,政治的には意味がないに等しかったのであるO

議会として内閣攻撃の唯一そして最終のみちは,法的にも ｢上奏｣だった｡目標が内閣に決

定打をあたえることならば,手段は上奏であり,星一件の上奏も,その前哨戦にすぎなかったく〉

｢上奏｣は憲法によって議会に保証された権利だった｡第四十九条 ｢両議院ハ各天皇二上奏

スルコトヲ得｣｡

D.上奏の前例

議会の上奏の例は,開院式の勅語にたいする奉答書の上奏を除けば,第一議会の議会会期延

長の上奏 日 ),国事犯特赦の上奏 (21があり,本会議で否決された上奏案に,第二議会にお

ける選挙干渉にかんする上奏案があった｡以後,第四議会の内閣弾劾の上奏 (3),条約改正

の上奉 (4),選挙干渉にかんする上奏 〔5う,が可決されたものとしてある｡

(1)は形式にすぎぬOまた (2)は第 一議会最終日に突然提出 ･可決され,まだ上奏の政治

的効果を計算 したものではなかった｡議会として,民権運動以来の政治犯救済を天皇に ｢願

フ｣程度の意味で 一応uT決したものゆえに,議事の前例ではあっても政治的 ｢先例｣のあっか

いは受けにくい｡

検討すべきは第三議会で,なぜ選挙 十渉にかんする上奏案が否決されたのかであり,また,

にもかかわらず第rJq議会で,(3日 4日 5)の上奏がたてつづけに可決されたのかであろうO

いいかえれば,第三議会から,上奏が政治的な問題として意識されたということになる｡問題

点のみを指摘 しておこう｡

第二回総選挙における政府の干渉は議会を憤激させたから,議会の冒頭で,自由 ･改進の両

党が議会の切札としての ｢上奏｣を,と考えたのは当然だが,議会がこれをきわめて慎重に扱
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おうとしたことに,第三議会の特徴を見ることができる｡

天皇に政府を非難する ｢上奏｣と強 く意識 しているがゆえに,提案者の河野広中も,賛成演

説をおこなった島m三郎も,すなわち自由 ･改進両党の代表弁論は,ことごとに天皇を引合に

だした｡

河野の演説から｡｢海外各国ノ正憲政体ハ変乱ノ間二起 ッタト云ブコ トデアリマス,然ルニ

我邦ハ之二反シテ利気嵩然ノ間二此立憲政体ノ成り立チマシタノハ,偏二我聖大子ノ賜デアル

ト深ク信ジテ屠ル次第デアリマス,挽恐 レ多クモ,我聖天子ノ至大ノ賜ヲ空クシ,彼和気嵩然

ノ間二成 り立チタル立憲政体モ思ハザ リキ今 日此総選挙二於テハ--｣23)｡島田三郎 もいう｡

｢我ガ帝国二末曽宥ノ光栄ヲ与へタノハ誰ノ御恩典デアルカ ト申セバ,申スモ畏 レ多キコ トナ

ガラ,天皇陛下ガ早々狩共々 平和ノ天地ノ間二憲法ヲ発布セラレテ,力国広シト錐モ血ヲ以テ汚

サザル所ノ立憲国ナキ二,車ヒナル哉皐々鷹々平和 ノ大地ノ間二,憲法ヲ発布セラレタノデゴ

ザイマス,之ガタメニ国民二万金 卜車ンゼラル ､斯様ナ目出度イ憲法ガ,第二期選挙二至 ッテ

ハ太平ノ時機二血ノ雨,艦キ風ヲ為シ,憤慨ノ涙ヲ有為ノ人二億カシメタト云フノハ実二容易

ナラザル所 ノ人出来事デアル 〔中略)是 ヨリ証ヲ挙ゲテ中央政府 ノ責任デアル ト云フコ トヲ論

断シナケレバナラヌ｣24㌧,

この論理は,もちろん実体としての大星には関係ない｡天皇を憲法 ･立憲制のシンボルとお

いたうえで,政府を反立憲と規定するだけで充分なのであるから｡大皇と政府のあいだを区別

することができればそれでよい｡天皇を美化すればするほど,政府の天皇からの禿離を証明で

きるはずであるO河野も島田も天皇の実体 と関係なく ｢聖天子｣を誉めればよい｡｢上奏｣ と

は政府の ｢悪｣を ｢聖天子｣に訴え,天皇から ｢公正｣なる決断を引き出すために行なわれる

のであるから｡

しかし,当時の議会は,にわかにその ｢ト奏｣に賛成 しなかった｡

反対演説に立った大岡育造 (中央交渉郭 ･山口)が,河野 ･島田に反対 していった言葉は,栄

三議会ではまだ有効性をもっていた｡

｢商法 ノ延期ノ時二司法次官ノ箕作鱗祥君ガ己二天皇陛下ノ裁叶ヲ緯テ｣しいるといったとき]

｢満場ハ非常二反対ヲシタ｣,しかし河野はみづから ｢天皇陛下ヲ呼ブコト幾度デアッタノデア

ルカ,〔中略)格別ノ理屈モナキニ訴フルこ,涙ノ出ルガ如キ声ヲ為シテ陛下ヲ呼ブ トハ何等

ノ卑怯ナル次第デハアリマスマイカ,(夫了一日ラ言 ッテ屈ルデハナイカ ト呼ブ者アリ)｣251｡

大岡育造の結論は,簡単である.民免は第-議会の査定案が破れると,第二議会で信任問題

を持ち出したo解散されると,今度は ｢上奏案｣をもちだした O天皇を利用するのはやめろ｡

河野や島田の大皇の持ち出し方をついた部分は,きわめて正確なものだった｡

選挙十渉にかんする上奏案が143対146で否決されたのは,議会が政府と対決するのを恐れた

からではなかった｡先にも触れたように,自由 ･改進両党でこの時は132名 しかなかったが,
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同盟倶楽部にのちに結集するものを加えれば,優に過半数は獲得できたはずであり,目算が狂

ったのは,上奏という手段にためらう議員がかなり存在 したためだったのである｡この上奏案

-の記名投票は,例外的に議事録に記載されている｡反対にまわった人名には分析を必要とす

るものが多いが,いまは略す26:｡議会は ｢ヒ奏｣こそ否決したが,その翌々U,政府に対する

｢決議｣は154対111で可決 したのであった｡

｢決議｣および ｢建議｣ と,｢上奏｣は違う｡政府にたいするか,天皇にたいするかは,基本

的に違うと第三議会の中間派は考えた｡

この第三議会で否決された ｢上奏｣がなぜ第四議会で可決されたのかO第四議会の と奏は,

それ以前の ｢建議｣｢決議｣ とは違った意味をもって提起されていたo

上奏案は,1892年11月に召集された第四議会が第一 ･第二議会につづいて三度び予算案に大

削減を加え,新予算の重点に政府がおいた製艦賓を徹底的に削って対立 した局面で,最後の戦

術として提起 されたのである｡

1893年 1月17日,政府が衆議院の査定案を再度拒否したとき,議会は自由 ･改進両覚にそれ

までの吏党グループすら加わって,5日間の休会を強行 した｡提案者の河野広中によると,衆

議院の ｢議決ヲ容 レルカ｣｢解散スルカ｣あるいは政府 ｢白ラ勇退シテ両シテ退クカ｣の ｢ニ

ッノ中一ヲ択ンデ決｣せよと迫ったのである27㌧

河野は自由党内部で犀の政府-のす りよりに反対するグル-プの急先鋒だった｡政府がこの

休会 5日を放置したため,休会明けの 1月23円,内閣弾劾の上奏案上程となったのであるO

提案理由の説明も河野広中だった(,しかし彼の登壇と同時に政府は15日の停会をもって臨ん

だO停会明けの2月 7日,上奏案が審議される｡河野はギリギリの立場を強 く意識しているか

ら,第三議会の上奏案のときとは,説明のしかたを変えている｡

｢上奏ノ鼻大ニシテ容易こ為スベカラザルコ ト､云フコ トハ申ス迄モアリマセヌ,然ルニ此

容易二為スベカラザル ヒ奏ヲ為スハ,事巳ムヲ得ズシテ然ル訳デゴザイマス,襲二我々ガ休会

ノ決議ヲ為シマシタト中スモ,誠二深キ意味 ノ存スル所デゴザイマシテ,第一臣民ノ分 トシテ

軽々シク上奏ヲ為シテ聖聴ヲ煩シ奉ル ト云フハ,誠二恐 レ多キ次第デゴザイマスルガタメこ之

ヲ謹ンダ所以デアリマス,第二ハ内閣大臣ガ陛下二対シ奉 ソテ誠忠ヲ表シ,又国民二対シテ徳

義を-徳義二依 ッテ自ラ処決スルノ余地ヲ与へシ故デ アリマス ｢中略)然ルニ休会五日ノ間 卜

云ヒ叉停会十五日ノ間 卜錐モ政府ハ更二処置スルコトガゴサイマセヌ,我々ガ今 日マデ待チマ

シタル甲斐モゴザイマセズ,遂二今E]聖聴ヲ煩シ奉ル ト云フ巳ムヲ得ザル次第二至 リマシタハ

実こ慨嘆ノ次第デゴザイマス｣｡

｢鳴呼堂々タル元勲内閣ノタメ二,否我立憲帝国政府ノタメ我々ハ深ク惜ム所デアリマス,

事既こ斯ノ如シ,苛モ国民ヲ代表スル府タル衆議院ニシテ,(中略〕即ナ憲法 ノ条章二従ヒコ

コこ陛下ノ叡聞二達シ奉 り,陛下聖明ノ叡断ヲ垂レサセラレンコ トヲ仰望シ奉ルモノデゴザリ
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マス｣28㌧

これに対 し,伊藤博文内閣総理人臣は,ただちに本会議に登壇 して,脅すとも,すかすとも

いえない調子で演説 したO

｢此上奏案二対シテ政府ハ徹頭徹尾不承知ヲ陳述スルノ外ハアリマセヌ｣｡事実において違っ

ている｡上奏案は,｢議会創開以来立法行政 ノ両部常こ協和 ヲ失フ｣ というが,第 一議会での

妥協は ｢和衷協同｣ではなかったのか｡第二議会のはじめに天皇は勅語を賜 り,政府 ･議会の

協力を ｢嘉 シ｣賜ったではないか｡たしかに第二議会は解散におわったが,第二議会は ｢和衷

協同｣ではなかったのかnそれとも ｢維新以来不満足小平ノ事ヲ東ネテ此上奏二持 ソテ来テ御

訴ハナサル ト云フノ御趣意デアリマスカ,但シハ本年ノ此議会二於テ政府 卜衆議院 トノ衝突ヲ

御訴ヘナサルノデアリマスカ｣｡

こういうことを至尊にもちだすなという伊藤博文は,上奏はなるほど権利ではあろうが,

｢権利ナシ トハ言ハナイ｣が,｢不承知｣だと言い切った｡

この 卜奏案は,181対103,保留 1,で可決された｢)旧史党から,かなり多数が賛成にまわっ

たわけだ｡また星議長が採決に先立って,可決された場合 ｢文書ヲ奉呈スルノデハナクシテ,

議長ヲ以テ総代 トシ謁見ヲ請 ヒ之ヲ奉呈スル｣,｢文書 ノ意ヲ来ダ尽サナイ所ヲ,議長こ中上ゲ

テ呉レロ ト云ブコ トデ｣ と確認するほど,この議論は緊迫 したのであるこ

この日上奏案の叶決直後,河野広中はさらに一つの決議案を提出した｡｢(前略)政府 ヲシテ

責任アル処決ヲ為サシメンガ為 メ二本uヨリ来ル二十h二日マデ本院ノ休会ヲ決議ス｣｡25日と

は,会期がおわって,閉会の日である｡議員たちからは不安の声があがった｡河野が ｢処決ヲ

セヌ間ハ議事ガ出来ヌ ト云フ意味デス｣ と補足説明 したとき 一声あった()｢陛 ドニ向 ッテデス

ナ｣｡河野はかわしたU｢陛 下ニll'JJッテ ト云フノトハ別デス｣｡ しか し,黒田綱彦 (議員倶楽部 ･

東京)は ｢実ハ失張陛下二御処分ヲ要請シ奉ル｣ことになると反対 した｡元Lu肇 (議員倶焚部 ･

大分)にいたっては,｢語ハ奇麗デゴザ リマスガ｣｢天皇陛下二対シ奉 ッテ御裁決ヲナサ レ御裁

決ヲナサルマデハ我々ハ決シテ議事 ノ進行ヲ致シマセヌ ト云フヤウナ,実二不忠不Liナル所

ノ｣ と激昂 した｡この決議 も採決で賛成はた しかに減ったが,137対134で可決されたのである｡

第rTLJ議会がこの上奏のとき,すでに実は政府との妥協 を望んでいたという分析は29-,かなら

ず Lも正確ではない｡星亨グループを自由党本流 と規定すれば,また1893年後半の自由党板垣

派のみに注 目すればそうなるが,河野広中を中心 とする反星派は強硬であり,解散を覚悟 して

いたとすら考えてよい30㌧

しか し,決定的な民党の挫折は, 2月10日に星議長にわたされた有名な勅語 ｢在廷 ノ臣僚及

帝国議会 ノ各員こ苦ク｣によっておこったのであった｡

周知のように,この勅語は,政府 と議会の ｢利協 ノ道｣ を説いただけでなく,行政整理を約

束し,同時に決定的には,内廷費の十分の-を六年間製艦費にあてるとの奇策を含んでいた｡
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内廷費の十分の-を軍備に投入するとの計画は,すでに1887年の井上毅のメモに規れるところ

であり,政府とくに伊藤博文周辺においては,伝家の宝ノJを抜いたことになるが,民党にとっ

ては予想だにしない寄手であった｡

問題はこの奇手が,天皇の妥協として発動されたことにあった｡野党が予想 したのは,解

散 ･政府の辞職 ･または議会の要求貫徹の三様の解決のいずれかであって,天皇の内廷費の一一

万的削減と結び付けて考える能力は誰にもなかった｡自発的休会はただちに反古となり,政府

との特別交渉委員9名を選出した議会は,もはや為すすべを知らず,奉答害を提出した｡改進

党だけは若干の抵抗を示そうとしたが,これものち,｢巽竜ノ袖ノ下こ隠ル ､ハ悪ルイ詔勅二

依頼スルハ悪ルイト言 ッテ,偉力三十人デ強ガッタ｣(斉藤珪次)と,からかわれる程度の抵

抗にすぎなかった｡第四議会の ｢奉答｣にたいしては,天皇から ｢満足｣との勅が返ってくる｡

上奏はなんの意味も持たなかったのか｡そうではない｡元勲内閣を ｢勅語｣による収拾にに

追い込んだのは確実に上奏であったU事実この時伊藤博文は,解散か別の手段 け なわち勅語

による収拾か)を天真に選ぶよう,伊藤博文なりの上奏を行なっている｡このとき伊藤博文は,

確実に追い詰められていたo天皇が勅語による解決を選んだために,奇手を実行にうつす余地

も生まれえたと解釈できる｡初の政治的上奏にたいしては,政府も天皇も全力あげて立ち向か

ったのであるo

ただこのときの天皇臼体にふれる前に,先回りして注意しておかねばならぬ｡議会が気付か

なかったのは,上奏が効果を挙げるのは一度きりだということを忘れたことだった｡第四議会

は,引き続いて,｢条約改正二間スル上奏｣｢選挙 干渉二間スル上奏｣を行った｡条約改止にか

んするものは,外交問題との理由で秘密会で決定されているため論議は不明だが,｢選挙 I二渉

二関スル｣ものは,議会の最終日にあわただしく決議された｡前回の議会が上奏は慎重にとし

て否決したことなどは忘れたように｡決議理由は簡単であった｡前議会の決議が天皇の耳に達

していない恐れがあるから,というにすぎない,Jもちろん,｢勅答｣などは期待されてもいな

かった｡議会は最後の手段を一度使ったが最後,ただちにその乱発に踏み込んでしまったので

ある｡

E.天皇の実体

さて,わたしは第五議会の星一件の ｢軌間｣について,｢励｣の文章から,議長への渡し方

にいたるまで,まったく天皇は関知せず,伊藤博文の指令どうりだったと記した｡一方で,第

rJLl議会の ｢勅語｣については,天皇の関与を認める叙述をおこなった｡実体としての大皇につ

いて,これ以上避けてとおることはできないであろう｡

そして第-議会以来の議会について触れてきている以上,ごく簡単に,天皇の議会への関わ
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りの実体について,その変化を含めて触れておかねばならない｡資料がきわめて乏 しいことは

いうまでもないが,ある程度は,確認できるからである｡

1890年,すなわち議会開設時の天皇は, もはや即位当時の ｢幼沖の天子｣31で はなかった｡

第 -議会で民堂が優位に:/二ったとき天皇がいかに心配 したかは,井 上_毅の伊藤博文あての報告

書簡が雌弁にものがたっている｡『明治天皇紀』には拝謁の事実すらいっさい記されていない

が,井 L毅は1891年 2月18日,すなわち第 -議会で民党切崩 し｣二作が絶頂にたっしたとき,

｢依召参内｣ し ｢議会の経過を被聞召度との聖旨｣によって ｢自由党,改進党多数兵糧攻めの

計略,政府不振前途叶憂の景況,逐 一不僅奏開｣ した()井上毅は自分の意見書すら天皇に手渡

している｡｢小官の身分にて越分の至 りに有之｣ と井上毅が自覚 しているのは若 卜滑稽ですら

あるといってよい｡内閣法制局長官が天皇に政治指南を行なうことは,明治憲法すら逸脱 した

ことになるのは,井上毅自身はっきり承知だったから32､｡

この稿に必要なかぎりで略記すると,天皇の政治関封 土,第 一議会の後半から強まり,第二

議会解散にいたって絶頂に達 したと思われる｡証拠は徳大寺侍従長から伊藤博文あての書簡で

ある｡1891年12月26日付け,議会解散の翌 日である｡

｢扱議員再選挙に就面は同 一の議員を再撰致候両は幾度 も解散不祥の結果を生すへ くやと深

御憂慮被遊,松方大臣- も度々御沙汰相成,各地方官へ も注意之儀内示有之候得共,将来良民

の議員となる事を被為望候｣33)o

天皇が総坪大臣の松方に質問するのは,きわめて当然だが,｢各地方官- も注意之儀内示有

之候｣は,天皇の役割 を明らかにこえている｡地方官が選挙干渉を行なった際,勅によると云

ったとの抗議が第I_議会で民党から発されたが,おそらく事実をふまえていたものと思われる0

1890年から91年ごろ,天皇の政治関与がとくに強かった甥由は,ひとつには憲法実施-の意

気込みがあったためであろう｡天皇は憲法を自分で作 り発布 したとの自信 をもっていたか ら

(枢密院の審議に際し,ほぼ皆勤だったことを想起したい),議会について自分の思いどうりになら

ない議員が多数をしめる事態は,我慢ならなかったものと思われる｡立憲政体なるものが,そ

もそ もそういう性格の ものと納得で きたのは,『佐々木高行 日記』によれば,ほぼ1900年ごろ

になる3′1ノ｡

さらに,この時期は元出永字 ら侍補による天皇親政運動の余波が,まだ強 く残っていた｡天

皇の政治への直接関与を許谷する雰囲気が,徳人寺侍従長以下に明らかに存在 し,天皇はそれ

を当然 と考えていたらしい,明治憲法の規定はきわめて暖昧だから,機構の運用次第では,天

皇の政治関与はどれだけでもふ くれあが り得る｡

だが,いまひとつには,政治史として重要なのは,1890年ごろのL川具有朋 ･松方正義への天

皇の評価が微妙に関係 していたと思われる｡また,山県有朋 ･松方正義の天皇-の態度がから

まっていたO天皇は山県有朋にこのころ信をおけず, また松方正義を侮るllLがあった｡佐々
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木高石の記すところでは,この松方評価は,終生変わらなかったと思われ,第二議会解散当時

の天皇の不安,内示,早くいえば政治への直接関与も,この要素を除いては理解 しにくい面が

あるだろう｡松方もその関与を許 したのである｡

ただし,松方退陣後,第二次伊藤博文内閣の成立以後,天皇の政治関与は急に減少 した｡こ

れは,たんに 『明治天皇紀Rを信 じるのではない｡『明治天皇紀』の記述はむしろ天皇の政治

的発言を多くのせるが,質的に,1891年末ごろとは変化している｡坪由はふたっ挙げられるで

あろうoひとつは,伊藤博文にたいし,天皇は個人的にまた性格的に不満を持ちつつも,政治

能力については強 く信頼 していたため,天皇自身の政治的発言をそれほど必要としなくなった

こと｡またひとつには,伊藤博文から政治的発言を事実 卜封 じられてしまったことである｡

天皇親政にこだわった元田永字が健在だったなら,元山永字の伊藤博文嫌いともからまって,

おそらくまた, 一もめもふたもめもあったろうが,元田永字は1891年には死んでいた｢,佐々木

岳行にはすでに政治的発言権はなく,天皇個人の愚痴の聞き役におしこめられていた｡憲法削

走の枢密院会議で人生が一回をのぞいて親臨 しつつも遂に ･言 も発 しなかったのは,伊藤博文

の教育によるものだったが,伊藤は天皇の発言を封 じるのに次第に成功 しかけていたといって

よい｡伊藤博文は第二次内閣の組閣にあたって,天皇に言ったという√,

｢聞 くが如 くんば,前内閣総理大臣 L松方lは事毎に叡膚を候 して後,閣議に諮れ りと,臣

不肖と雌 も,重任を拝するあらは,万事御委任あらせられたし｣35ノO

伊藤博文と天皇の関係が特別だったのは,第二議会の解散時に,伊藤博文が勅語の草案を執

筆 していることだけでも明らかであろう36㌧ 伊藤博文はこのとき枢密院議長であ り,職として

勅語草案の執筆は什ではない｡たてまえからいえば,この時期のその任は,正式には文事秘吉

官長たる井 ヒ毅にあった｡井上毅はのち,伊藤博文内閣の文部人臣となったときも,とくに,

侍従長から,文事秘書官長の職をはなれても ｢詔勅文案の御 卜問は従前の如 く漁ることなかる

べ し｣ と通知されている37,｡しかし形式はともかく,実態は伊藤博文 ･井上毅の線で勅語がつ

くられていたことは,事実だった｡

ただ,第四議会において,初めての上奏がおこなわれたときは,伊藤博文が勅語をつ くる以

前に,まず天皇に,勅語による収拾か,議会解散か,を選択 してもらわねばならなかった､〕政

府は,大臣連署の上奏を提出し,決定を人生にゆだねた｡上奏に対 しての某本的態度は,まず

天E]･_が決定 した｡

r動｣による解決が採用されれば,あとは,機構が動 きはじめ,伊藤博文 ･井L毅の線で勅

語が作られ,発布にいたったと推定される‖内容 も井 卜毅の文書類のメモと 一致するとは,先

に述べたo

Lかし,第有議会の星亨 イ牛での ｢勅答｣のさいは,天皇自身がどうするかは,伊藤博文の

周岡で,まったく考えられていない｡すなわち,衆議院が｣二奏を可決 した直後,伊藤博文の友
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婚 ･未松謙澄は伊藤に手紙を送 り,記 している｡｢愚考にては無答に付せらるる方 卜策と存候｡

万 ▲動答あらは兵主意は ｢上奏の事是れ卿等自家の事のみ,刑等若し疾 しき処あらは宜しく白

ら之を処せよO今にして朕に聞するの要なし｣と云ふが如き主意なるべ し｡併牛は無言の方を

賛成致し候｣38 1伊藤博文が直接執筆 した ｢勅答｣のほうがはるかに鋭いのは,伊藤博文の能

力を物語るが,いずれにせよ,天皇その人はここで考慮されてはいない｡

すなわち,第四議会の最初の上奏時に,返答のしかたについて天皇の意志にしたがった伊藤

博文は,もはや第7TL議会の星 一件の上奏においては,天皇に相談する必要も認めていなかった｡

卜奏はもはや二番煎じ,いや,第四議会の二度目,三度Flの上奏が繰 り返された後では,すで

にありふれた議会の戦術に成り卜がっていたのである｡

天皇を擁するとか,擁しないとか以前の茶番が,ここには生まれていた｡

天皇は,1893年末には,伊藤博文の手中に完全に取 り込まれていたoこの第克議会の最中,

天皇は議会の紛糾をしきりに気にして,侍従をあちこちに派遣 し,情報を集めていたoたとえ

ば,この第弄議会の最終局面の天皇について記されているO｢rH隠二十九日,議事相初まり候

節,聖上にはしばしば屡々議院の景況を御尋ねにて,時々内閣に御使いに来りたり,実に一方

ならず叡慮に掛けさせられたり｣:朴｡その様子は,『佐々木高石日記』にも記されているが,天

皇が何の発言もできずにイライラしている様了･も同時に写 しだされている｡天皇のイライラは,

以後数年は続 くことになる｡

しかし,大皇に,それだけしかできなかったことも,また事実だった｡この議会は結局解散

に終わったが,このとき伊藤博文は,天皇にダメをおしている｡｢博文叉今次の選挙に際 して

は,政府は決して 卜渉することなく,政党の軋標より延きて人民に禍害を及ぼすことなきやう

法律を設け,凶器の携帯を禁ずる等厳に地方官に訓令すべきことを奏せ り｣と40㌔,あきらかに

第二回総選挙のときの人生の干渉を封じ,松方の二の舞を踏むまいとする伊藤博文の作戦だっ

たU

ややここでも先回りして,しばしば取 り上げられる,1894年夏,日活戦争開戦時の天皇の不

満についてのべておこう｡開戦にあたって,天皇がこの戦争は大臣の戦争であり,朕の戦争に

あらずといい,伊勢神宮への勅使派遣を拒否したという一件である41-｡これも,わたしの解釈

では,さほど,予想外 とは思われない｡1893年ごろから,天皇はほとんど政治的決定からはは

ずされていた｡決定的な大事件 ･戦ノ勘こついても,事実上つんぼさじきにおかれていた｡日露

戦争の開戦決定のときも同様だった｡天皇はそのことに不満だったのである｡最近,この日

清 ･日露開戦について天皇が平和主義のため ｢大臣の戦争｣と言ったかのような俗論が流布し

かけているが,滑稽な拡大解釈だろう｡天皇の不満は,大事を決定できないこと,棚 卜げされ

ていることにある｡

結論的にのべるなら,伊藤博文は,1893年頃から.天皇を機構のなかのひとつの装置におし
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こめるのに成功しかけていた｡

ただ,民党 ･野党のほうが,天皇のその機能を承認できずに,｢上奏｣にすべてをかける戦

術にこだわり続けたのであったU

Ⅳ ｢勅間｣ にたいする議会

議会が上奏の手段をとったのは,天Eljの実体とはかかわりなく,政府との対決にあたって,

より高い権威に判定を委ねる論理が貫いていたはずである｡政府と議会の対立が豚着状態に入

ったとき,議会にはそもそも憲法上の解決策はなかったからである｡

議会は政府提案の予算および法律案を否決する権限しかない｡議会の立法権はあっても,昌

族院が認めないことには,さらに天皇がそれを裁可しないことには法律にはなりえないU明治

憲法下の議会は,ほぼマイナス ･ベクトルでしか機能しえない論理必然性を担っていたといっ

てよいだろう｡したがって,予算否決という否定においては効力ある議会も,積極策において

は,なにひとつ実行性ある政策は打ち出せない｡

このジレンマを逃れるためには,政府の政策にたいして抵抗する以上のことを試みようとす

るならば,議会に法的決定権がない以上,より卜の権威を担ぎださねばならなくなる｡現在の

日でみておよそバカバカしい ｢上奏｣という手段に議会が頼ろうとしたのも,そのかぎりでは

全面的に否定するわけにはゆかないであろう｡

ただ,政府より上の権威に頗る場合,その権威から発されるものにどう対応するかは,あら

かじめ検討 しておくべきだったC

第円議会の最初の上奏のときは,伊藤博文 ･井上毅ラインではあっても,一応の解決策をと

もなった ｢勅語｣が,返ってきた〔〕自由党はただちにこれに乗った｡政府との特別交渉委員を

選出すれば,それまでの (,算査定案とは縁を切り,｢自由に｣態度決定ができたからである｡

ただしこの場合も,少数派だった改進党は,不利を ･覚でかぶることになったから,第四議会

の終盤では,かなり強硬に抵抗 しはじめざるをえなかった｡勅語にそむくのかと自由党の星亨

派は改進党攻撃に絶好の口実を兄いだしたのだったが,いまは略すO

第五議会における星亨不信任 一件では,｢勅問｣なる,伊藤博文の寄手が発動された｡あえ

て今一度,この考えぬかれた主文のみ引く｡)

｢上奏ノ趣旨ハ朕二議長ヲ更任セヨト請願スルこ在ル乎,議院自ラ不明ナリシトノ過失ヲ朕

二対シ謝スル ト云フ二1トル平,史二院議ヲ尽セ｣｡

議会本来の目的は,第一段にあることはいうまでもないのに,議会は,後段だと ｢奉答｣ し

なければならなくなった｡｢吏任セヨト請願スル｣にあると ｢奉答｣できないのは,天皇に指

凶することができないからであるnとすれば,｢自ラ不明ナl)シトノ過失ヲ｣｢謝スルト云フニ
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11ル ｣ しかない｡

絶対的権威 として ｢上奏｣ した以 卜,楠本副議長ならずとも抗弁はできなかった｡

ここから,議会はとめどなく転落 してゆくほかなくなった｡星更迭ができないとすれば,

｢官紀振粛｣つまり後藤象二郎農相追求がのきっかけがつかみにくくなる｡とすれば,なにが

なんでも星を更迭せねばならないのだが,解任は不能〔とすれば,そもそも星の議員資格を奪

って しまえば,天皇大権に関係なく問題は解決する｡議会が選んだ策は結局,除名によって,

天皇にかかわりなく処理することだった｡では,と当然の問いが生まれるであろう｡はじめか

ら何故そうしなかったのか｡自由党は野党を凶らすために,上奏策をとらずとも議会には懲罰

権がある,と討議中から述べていたのであるo議会としては, しかし,このときは手のうち様

がなかった｡懲罰に付すにも,懲罰事犯がまだ存在 しなかったのであるからOスキャンダルは

懲罰の対象たりえない｡汚職にはまだ証拠もなかったし,また顧問弁護士たることが議長の職

権とかかわりうるのかどうか疑問なしとしない｡

結論を急ごう｡議会はそもそも論理的に星追求の根拠を持っていなかったのである｡

薄弱な論拠で ｢上奏｣ を行なったとき,｢勅間｣ を予想 しなかった議会は,すでに伊藤博文

に敗れていたのであった〔

にもかかわらず,議会はその後に及んでも,｢上奏｣を繰 り返 したし,解散がなければさら

に上奏を行なうべ く ｢上奏｣案を準備 しつづけていた｡

｢官紀振粛｣の上奏は,星一作の ｢上奏｣(11月29日)の 6日後の,12月 4日だった｡この案

の提出者は元円肇以 卜三名の ｢国民協会｣だった｡井 卜角五郎が繰 り返 しからかったことだが,

国民協会は前回の議会では,上奏に反対 しつづけたグル-プだったはずだO｢聖聴｣ を患わす

ことは何時から問題でなくなったのだろうか｡

伊藤博文総理は,この時,議会にはなにも云わずに,上奏案r･｣▲決直後,ひそかに天皇に進退

何いを提出してあった｡議会が伊藤博文の進退がおそい,なにをしているのかと問題にしたと

き,彼は議会で自分のこの ｢上奏｣を読み上げて先手を打ったO議会の ｢上奏｣ と,伊藤博文

の ｢上奏｣のどちらを採用するかは,またしても天皇の決定するものだったからである｡伊藤

博文の開き直った演説をみようo｢諸君ハ我等ヲ被告 トシテ即チ天皇ノ辰断ヲ仰ギ奉 ッテ置キ

ナガラ震断ノ末ダ下ラザルニ当 ノテ御催促ヲナサルノデアリマスカ,如何デアリマスカ,(中

略)此 日本ノ政府ハ主権天皇ニアル政府デアル以上ハ諸君ノ注文二依 ッテ進退スベキニアラズ

シテ,去就 一二天皇ノ伝断二依ラザルヲ得ヌノデアリマス,故二仰イデ震断ヲ待 ッテ屠ルノデ

アル,(中略〕アナタノ御議論ハ此議院二人臣ヲ進退スルノ主権アリト御主張ナサルカ,｣42二O

元田肇の野次はいかにも情けないかぎりだったO｢サウデハアリマセヌ,弁明ヲナサ ックナ

ラバ分ルダラウト云フノデス｣

ここで ｢官紀振粛｣の上奏は意味を失った｡天皇は伊藤博文の ｢上奏｣に困り,この処排を
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和宮院にゆだねようとしたが,枢密院議長 ･山県有朋と伊藤博文のかねてからの対立が絡んで,

処矧 よやや柾航する｡天皇が枢密院に政治問題を諮問したのは,憲法解釈上やや逸脱と思われ,

山県有朋の抗議に止当性があるが,しか し,いまは議会と内閣のテ-マからそれるゆえに省略

したい43Jo

ところが議会はまだこりなかった｡12月19日,議会には ｢条約励行｣建議案が提出され,た

だちに停会10日をうけたし,停会明けの12月26日,外務大臣の陸奥宗光が一方的演説を行なっ

た湛後,議会は再び停会十四Uを受け,停会中に理由を示すことなく解散された｡すなわち,

政府は政府なりに,この議会を乗り切ることが結局できなかったわけではあるが,この間,改

進党を中心とするグループは,｢千島艦事件｣についての ｢上奏案｣をこりることなく準備 し

ていたのであるO

千島艦事件についてはこれまた,今は略そう44㌧ 条約励行建議案が ｢上奏｣でなかったのは,

r1-畠艦事件｣が外交問題での決定打として ｢上奏｣に振 り当てられていたからであった｡

事実の紹介,分析はもはや虚しいとしか考えられない｡もしこの稿が政治史であるなら,別

の分析のしかたがあるけれども,禁欲したいO

問題は,伊藤博文が天皇をふりまわすのには必然性があり,かつまた伊藤博文なりに合理的

であるわけだが,なぜ,野党がことごとに天皇を担ぎだし,上奏を行い,第四議会でその結果

をみたはずなのに,第五議会においても ｢上奏｣にしか決定打を求めようとしなかったかなの

である｡

第五議会は上奏に明けて,上奏に暮れた｡,議会の無能力がこれほど残酷に示された議会はな

かったのである｡

天皇は,いつから議会においてこれだけのカリスマたりえたのであったろうかく)

第 一議会では政府委員が,第二議会では島EEF.郡が,第三議会では河野広中が,それぞれ大

皇をかつぎだした〔)しかし,ここまでなら,いかに井上角五郎にからかわれようと,議論のな

かにおけるレトリックの側面がないわけではないし天皇の語が第五議会において田中止道によ

って,伊藤博文によって持ち出されたとき,そのニュアンスは,あきらかにそれ以前の議会と

は変化 していた｡いま見通しのみをのべるなら,第七議会,すなわち,日清戦争下の議会は,

天皇の影をさらに強く落とすことになるO

さらに,議会とはそもそも何だったのだろうか｡自由民極運動の過程で,議会にすべてをか

け,すべてを流し込んでしまう動きは,すでに根強く存在 していたことはいうまでもないo

Lかし,自由党柿党に参加し,第 一次 ｢自由新聞｣の中核となりつつ,板垣訪欧に反対 して

自由党を去った末広垂恭は,1886年政治小説 『雪中梅』で,作中の地方県会議員が ｢夫れでも

国会が立つHには,言論が十分に自由になって｣と期待をかけるのにたいし,主人公国野暮に

｢今日の模様では何とも請合が出来ぬ様です｣答えさせていた45､｡

26



第市議会における大皇の影 (飛鳥廿)

まともな運動家は,議会開設以前に,どのような議会になるか,おおよその検討はついてい

たと考えてよい｡未広重恭自身は第 一議会のとき,すでに ｢軟派｣ と化 していたが,依然 とし

て民党は健在だったのであるo民党が次第に政策の実硯不能を悟 ったとき,議会にすべてを賭

けることは,最終的に不可能になった｡なにかを実現 しようとするとき,議会で不能な部分を,

すべて入射 二流 し込んで しまう動 きが強まってきた｡第 一議会では,議会ですべてを決定 しよ

うとする動 きは続けられたが,第二議会ごろから,｢天皇｣ を引き合いにだ して政府攻撃をお

こなうにいた り,議会はみづからの無力を熟知 していたのである｡はじめは挙げ足 とりとして

天皇 を日に した議会 も,やがて天皇 を切札に使いは じめたO議会の権限をこえる部分 を ｢上

奏｣ にかけようとしたのが,第円議会から第五議会-の流れだった〔ノこれは議会における民党

の最終的な自殺行為であった｡

この時期,天皇は伊藤博文に完全に取 り込 まれ,不満をもちながらも立憲君主になってゆか

ざるをえなかったが,議会の側が,天皇に超法規的な非立憲君主たることを求めるという,皮

肉な事態 を招いていたのである｡

天皇の実体が機構のなかに抑 しこめられかけていたことと,大皇の権威が無制限に拡大する

ことには,なんの矛盾 も存存 しない｡

天皇制の強化 ･拡大 ･浸透には,議会における民党 も,重要な役割をはた していたことを確

認 しておきたい｡

1) h白第 個帯凶議会宇第九十二回帝同議会 .衆議院議員党籍録』衆議院事務局,1957年uなお,

第五議会において,院内会派として,巨Hfl党は弥生倶楽部.改進党は議員集会所,を第 ･議会以来

なのっていた､)rfrl盟倶楽部は白山 ･改進両党に近い撫所属議員の団体,議員倶楽部は国権派の国民

協会の院内LiJ体,政務調杏会は大日本協会をrfl心とする院内会派であるc ji-卜組は広島を中心とす

る井上角五郎グループである｡

2) ｢民党の交渉 ,1今如何)｣｢万朗報｣1893年11月29口 ｡また ｢去る廿凶日に於ける二派交渉破裂の

穎末及Fnj盟倶楽部の精神｣｢LzJ民新聞｣1893年1日弓28-29H:/および ｢同盟倶楽部交渉談判｣白山

党 『党報』第万十号,1893年12月1OHイ1J｡

3′) 開院式の勅語に ｢奉答スルノ必要ハナイ｣という河島鯨 (自由 ･鹿児島)の発言すら,第 -議会

にはあったことを覚えておきたい｡もちろん河島酷は,かつて伊藤博文のブレーン候補の一人だっ

たこともある人物だから,天皇制を作った側にあり,この発言を議員一般にひとしなみに拡人でき

ないのは,喜うまでもない｡このときの討議で未松兼澄 (大成会 ･山口,伊藤博文の女婿)が口を

すべらせているとおり,比に議長のところに ｢奉答文｣案が用意されていたのは事実である｡しか

し,｢奉答｣が ｢慣例｣となるには,なにがしかの議論がまだ必要だった｡第一議会における天皇

および勅令の扱いについては,部分的にかつてふれた｡飛鳥井雅道 ｢中江兆民と第 一議会｣『日本

近代の山菜』塙書房,1973年,所収,p132以下｡本稿では,『衆議院議事速記録』は東京大学山

散会発行,1979年,の写真復刻によって引用するnほんらい ｢官報｣付録として発行された議事録

は,正式開会までは,｢号外｣の ｢号外｣の形をとるため,ペ-ジ数がつづかない｡開会以後は,

通しページとなるが,便七二上,議会数.年月日,ページのみを記したOたとえばこのtl吋.島の発言は,
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『衆議院議事速記録』第一議会,1890年11月29H,号外,pi-20

4) ｢勅語｣の文章は,第一議会以後,まったくの同文のまま慣例化 した｡衆議院事務局編 『大正川

年四1日曽補衆議院先例嚢慕』1915年,付録,p19｡

5) 安部井磐根抑 古答談話 ｢明治元年戊辰奥羽連合白川会盟に係る前後の*実｣『史談会速記録』第

一軌 明治25年,p57以 F｡

6) ｢議長信任問題｣｢万朝報｣1893年11月29日〔)

7〕 第三議会,1892年5月4日,plo

8/1 星亨 ｢吾人の意志｣r党報』明治26年 1月10口,第二十八号｢､

9) ｢東京日々新聞｣1893年 7月18日〔

10) 『党報』第jjJ十号,1893年12月10E]0

ll) ｢東京 E]々 新聞｣,1893年11月30El｡神鞭は岸とは百年時代から友人だった､つ友情のためだったと,

有泉貞夫 br星亨1別口新聞社,1983年,は解釈 している｡

12) ｢上奏及懲罰｣『万朗報』1893年12月7日｡

13) ｢衆議院傍聴席よりの瞥見｣｢国民新聞｣1893年12ノ｣2日｡

14) 脱党者巾にはのちに動揺もはじまり,娘終的に同志倶楽部に参加 したのは18fTであった0

15) 春畝公追頒会 『伊藤博史伝』中巻,綻正札 1940年,p927-28｡

16) Lj艇吉 ｢塁護良=]懲罰スルノ理由ナキ=)論ス｣,自由党 『免報Jr1第五十号,1893年12月10日,p

lL117n｢衆議院懲罰委員会｣｢国民新聞｣1893年12月5日｡｢星亨処分 (各派の交渉 )｣｢国民新聞｣

1893年12月10Ho｢議艮問題｣同上 12月13EJc｢衆議院開講第十二ロ｣,同上,12月13日｡｢昨朝の

懲罰委員会｣｢星氏除名秘密会議の消息｣Zrll｣二,12月14rloはか｣付言すれば,星ィ､信任から除名

にいたる過程で -TEj.して追求に冷淡だったのは,新関 ｢日本｣だけだったといってよい,今は陸塙

南評価を別にして.事実だけに注意しておきたい｡

17) 第 議会,1890年12月15日,p125-6,

18) 第二二議会,L891年12月22日,p332-3330

19) 第二議会,1891年12月23凱 p340-42｡

20) FTl非止臣 ｢田中止道における明治憲法観の展開｣遠LFJ茂樹編 『近代天皇制の成､:,皿 岩波苦瓜

1987年.所収｡

21) 口中Ili造の直訴の論理については, 遠山茂桝 ｢田中止道における 『政治』 と 『人道』｣『経済と貿

易』109号,1973年,を参照されたい｡

22) ｢和協の大意｣｢立憲改進党々報｣第二十一号,1893年12月5口,および 『田中正造全集』第2巻,

岩波書店,1978年,所収､,

23) 第三議会,1892年5月12E],p.460

24) 第三議会,1892年 5月12日,p470

25) 第三議会,1892年5月12日.p56L,

26) 第三議会,1892年 5月12H,p.82-83｡

27) 第凹議会､1893年 1月17EL p7220

28) 第四議会,1893年1月23日,p740-41｡

29) 坂町潤治はいう｡この上奏は ｢妥協のための儀式だった｣ と｡『大系 ･日本の歴史 13 近代日
本の出発』小学館,1989年,p185,J

3OJ 諭 吉舶用 jの機会にゆずるが,第77.議会においてすら白山免が分裂 したことは,星グループが全党

を支配できていなかったことをしめす-′1960年代以後の研究は,概 して河野広中の評価が低 くなり,

岸の力を過人に評価 しているとおもわれる｡升味準之輔 J日本政見史論』第二巻,東京大学出版会,
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1966年,ま/i,有泉貞夫 u星亨』朝日新聞社,1983年は,ともに河野広Ltlの実力を評価 していない｡

31)｢幼沖の大了一｣については,とりあえず,飛｡削 川l'道 『明治大帝』筑摩喜房.1989年,を参照 され

たいL

32) 井上毅から伊藤博文あて書簡,伊藤博文文書研究会編 『伊藤博文関係文吉』 i,塙善房,1973年,

p.412J

33) Zr,ll,6,p.216｡

34) 津HJ製缶著『明治豊卜と臣■曽J石』 自笑会.1928,p94950)

′nj,J庁 Dl明治天皇紀』第人,出 目弘文館,1973年,p.117〔

平塚篤編 『続 ･伊藤博文秘録』春秋社,1930年,p71｡

『明治大封 己』第八 p223,,

末松謙澄から伊藤博文あて吾軌 1893年12月 1日,『伊藤博文関係文音』5,p.423｡

39) 汀明治聖上と臣'LiLJAljl』p.803C

403『明治天皇紀』第八,p361,1893年･12月30日条｡

41) 洞富雄 朕 皇不親政の伝統』 を参照せよ,,『明治天皇紀』第八,p480,明治二十七年八月十一

日条には,結IJ,次のように記されている,,｢今回の戦争は朕素より小本意なり,閣臣等戦争の□

むべからさるを奏するに依 り之をゆるしたるのみ,之を神官及び先帝陵に奉告するは朕甚だくるし

むと∴ー

42) 第市議会,1893年12月18口,p_219ノ

43) 山I,Pt有朋は,このとき女郎に滞在中だ-,たが,大皇の呼び出しに対 しても病気を理由に容易に帰

京せず,やっと参内しても枢密院の什務は憲法および法律問題であって政治問題ではない,と諮問

に応 じるのに難色を示 した(lやっと開かれた枢密院会議では,あえて ｢変則 ノ手続｣を定めて ｢rAJ

閤人F干｣を排除し,伊藤博文が会議に呼び込まれるのも枢密顧問官の了承を得てからとなっていた｡

会議の記録によれば,反伊藤博文的雰囲気は濃厚であり,後藤象二郎の辞任は当然といった気分に

満ちた議事になっているo佐々木島行,海江出信義は議事のなかでも公然と後藤象二郎解任を辛_張

した｡もし伊藤博文が自分の上奏と議会の上奏を枢密院に検討させ,内閣の正当性を誇示 しようと

企んでいたのだとすれば,山県有朋にみごとに寝業を使われたことになろう(⊃｢官紀振粛 ノ件議事

筆記 ･ù六年 ｢二月二十=AR｣『枢密院会議議事録』5,東京大学出版会,1984年, p136-150u

44) 千島艦事件については,とりあえず,改進党が ｢報知祉｣から出版 したパンフレソト『十島艦事

件』を参照 されたい｡改進党が準備 した上奏案も全文収められているoE明治文化全集』6,外交

編,日本評論社,1928年,に収められている｡

45＼一 束広重が,『雪冊別,『明治文学全集』6 『明治政治小説集 2』,筑摩善房,1967年,p145｡
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