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近代日本の請願制度の研究（一）：
立憲政治と民意との関係
及び衆議院の政府監督・批判、1890 〜 1932 年
趙
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はじめに
一、対象と課題
本論文は、近代日本の立憲政治の成立・発展・成熟の各時期における近
1）
代日本の請願（一般請願）
制度の形成・発展状況を考察し、究明するも

のである。以上の請願制度の研究を通じて、本論文は二つの課題を検討す
1） 明治憲法の第三十条が規定した臣民の請願権には、一般請願と訴願（行政訴訟）
との両方が含まれている（広義の請願）。『枢密院会議議事録』第三巻（東京大学
出版会、1984 年）、235 頁付図。今村千文「君主に対する請願をめぐる井上毅の
思想の転回」は、この図を紹介している（
『中央大学大学院研究年報』35 号、
2005 年 2 月、1017 頁）。
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る。本論文の第一の課題は、請願を以て表出された民意 2）が各統治勢力に
よってどのように対応され、どれほど実現されたかを究明し、立憲政治と
民意との関係という視点から、近代日本の立憲政治の性質・特徴を検討す
る、ということである。
17、18 世紀の市民革命を契機に世界史に登場した近代的立憲主義は、
基本的人権 3）の保護・促進を究極的な目的とした。それ故に近代的立憲主
義の基本的な統治原理は、民意の代表機関である議会（立法部）は統治組
織の中心に位置して政府（行政部）の恣意的な権利行使を抑制することを
主眼とする権力分立論であった 4）。立憲政治は、人権の保護・促進を目指し、
民意に従って行われる政治である、といってよい。
立憲政治が民意に従って行われる政治である以上、明治二十二年（1889）
の大日本帝国憲法（以下、明治憲法と略記）の発布及び翌年の帝国議会開
会を以て発足した、近代日本の立憲政治の性質・特徴を検討する際に、立
憲政治の下での民意の対応状況を考察し、民意との関係に焦点を当て、立
憲政治の度合いを量ることが、重要な研究課題であると思われる。明治憲
法は外見的立憲主義に過ぎないとよくいわれているが 5）、その中で近代的
立憲主義の要素が存在していた。一方、自由民権運動を経て民意尊重とい
う近代的立憲主義の要素を受け入れた各階層の人民は、憲法発布の後、自
らの意思を政治に向けて積極的に表出していったからである。ところが、
従来の研究は、主として枢密院、政府、帝国議会、裁判所などの国家機構
に分置された藩閥政治家・官僚・軍・政党・華族の各統治勢力が、明治憲
法という新たな共通規範に従い対立・妥協を繰り返した過程 6）、及びこの
2） 本論文は、民意を被治層が個人的・集団的・直接的・間接的に表出した意見・
要求・希望と定義する。民意の概念及び民意認識の可能性をめぐって法学、
政治学、
情報学などの各学問分野が論争しており、それを検討するのは本論文の力を超え
る。民意に接近するための方法論について、高作正博「民意へのアプローチ」（石
坂悦男編著『民意の形成と反映』、法政大学出版局、2013 年）を参照。
3） 奥平康弘ほか『憲法を学ぶ――いまなぜ憲法を学ぶか』（有斐閣、第 4 版、
2001 年）、16-17 頁を参照。
4） 鵜飼信成氏は、憲法が当初「君主の絶対権力に対抗し、それを制限し、国民の
権利自由を保障するために生れて来た」ものであり、立憲主義が「従来の絶対君
主の権力を、民主的な勢力によって制限する」ことを原理とすると指摘している
（鵜飼信成『新版 憲法』、弘文堂、第 22 刷、1978 年、10-11 頁）。
5） 奥平康弘ほか『憲法を学ぶ――いまなぜ憲法を学ぶか』、18-19 頁を参照。
6） 坂野潤治『明治憲法体制の確立――富国強兵と民力休養』
（東京大学出版会、
復刊第 2 刷、1982 年）
。坂野氏の研究に続き、氏の研究を発展あるいは批判する
形で、立憲政治研究は進んでいく。先行研究の成果は、第一部第一章以降の具体
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過程の中で政党が勢力を拡張し、政権主体の地位に上昇していった過程 7）
を分析し、
立憲政治と民意との関係にあまり注意していない。したがって、
本論文は、改めて民意との関係という視点から、近代日本の立憲政治の性
質・特徴を検討していきたい。
勿論、政党こそ、公式の民意代表者である。しかし、政党の活動及び政
党政治の成立過程だけを考察すれば、民意の対応状況を究明し、立憲政治
の性質・特徴を確実に把握することは必ずしもできない。数多くの先行研
究 8）が指摘しているように、近代日本において、納税額を以て有権者数を
厳しく制限した制限選挙制が 1920 年代まで持続し、大正十四年（1925）
に普通選挙法案が成立したものの無産階級勢力の政治的進出を抑圧する治
安維持法が同時に成立した。各政党は、多数の民意の代表というより、地
主・資産家の意思の代表を務めていたのが実状だったからである。
そこで請願制度を研究対象として取り上げたい。請願制度は人民 9）の権
利救済と政治参加を保障するために制定され、また選挙制度と違い、誰で
も利用できる自らの意見・希望を統治機関に伝達する回路だったからであ
る 10）。事実、近代日本憲政史を通じて、各階層の人民、特に選挙を通じて
自らの意思を政治に十分に反映できず、政府の「富国強兵」路線に犠牲を
強いられた一般人民が、政治的・社会的な権利の保護・促進を求める請願
を各請願業務機関に提出し続けていた。人民の請願が各統治勢力によって
処理された状況を考察すれば、立憲政治の下で人権がどれほど保護・促進
的な論説の展開に従い紹介する。
7） 三谷太一郎『増補 日本政党政治の形成――原敬の政治指導の展開』（東京大
学出版会、1995 年）。
8） 最近の研究として、坂野潤治『〈階級〉の日本近代史――政治的平等と社会的
不平等』（講談社、2014 年）があげられる。
9） 本論文は、統治勢力と区別する被治層という意味で人民という用語を使う。ま
た、意思が政党によって代弁された地方名望家、資産家を除き、普通選挙制度の
成立まで十分に参政権をもっていない中小商工業者、労働者、農民などの諸階層
を一般人民と呼ぶ。但し、行論のうち、煩雑を避けるために「一般」を省略する
場合がある。辞事典及び学問諸分野における人民の概念の変遷について、加藤哲
郎「20 世紀日本における『人民』概念の獲得と喪失」
（『政策科学』8 巻 3 号、
2001 年 2 月）を参照。
10） 伊藤博文は臣民の請願権を規定する明治憲法の第三十条の説明で、請願権の意
義が「匹夫匹婦疾苦ノ訴ト父老献芹ノ微衷ト」を天皇をはじめとする各統治機関
に伝達することであると説いていた（伊藤博文『帝国憲法皇室典範義解』
、哲学
書院、1889 年、55 頁）。伊藤は近代的立憲主義を受け入れたわけではないが（第
一部第一章詳述）、それにしても伊藤は人民の権利救済と政治参加の保証という、
立憲政治体制に相応しい請願制度の役割をある程度、認めていたのである。
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され、民意がどれほど実現されたかをより広範囲で究明し、立憲政治の度
合いを正確に評価し得ると考えられるのである。
本論文の第二の課題は、衆議院が請願の審査・処理を通じて政府統制を
行い、人民の権利を保護・促進した状況を究明し、衆議院が政府統制面に
おいて明治憲法を立憲主義的に運用する可能性を探究する、ということで
ある。衆議院が明治憲法を立憲主義的に運用する可能性は、これまで主に
衆議院の予算審議及び立法の権能を中心に研究されてきた。以上の視点を
とった重要な研究は、坂野潤治氏の著書である。坂野氏は、予算をめぐる
各統治勢力の争いを政治過程の主軸として設定している。坂野氏は、明治
憲法が衆議院に相当強い予算審議権を与えた一方、予算の使用に大きく関
わる衆議院の立法権を貴族院の設置を通じて制限した。その結果、予算審
議を通じて財源を獲得しても衆議院が予想通りにそれを使用できないと、
予算審議及び立法面における明治憲法の実際の機能を分析している。この
分析枠組みに基づき坂野氏は、初期議会期において衆議院第一党の自由党
が、当初の「政費節減・民力休養」路線を放棄して藩閥政府の「富国強兵」
路線を支持した理由を説明し、自由党が「富国強兵」路線に乗じて地方名
望家の社会資本整備要求を満たし、勢力を拡張していった過程も具体的に
描き出している。坂野氏の研究は、現在に至っても通説の地位を有し、後
の近代日本政治史研究の視点と射程を規定し続けている 11）。
以上のように、予算審議・立法の権能を中心に、衆議院が自らの権能を
発揮した状況の研究は充実してきた。だが、帝国議会の権能は予算審議と
立法との二つだけではないように思われる。大正三年の頃、吉野作造氏が
「若し議会の権能と云ふものを」「法律と予算を議定するといふ事丈けに止
め」るならば、
「議会を設けたと云ふ特別の意味は消滅するであらう」12）ま
で極論し、
「議会に行政監督の広い権限を認むる」重要性について注意喚
11） 新たに出版された伏見岳人氏（『近代日本の予算政治 1900-1914――桂太郎の政
治指導と政党内閣の確立過程』、東京大学出版会、2013 年）の研究は、なお予算
政治の視点をとり、帝国議会の中核的な権能を予算審議と設定した上で、予算交
渉会方式という慣行の形成過程を考察している。伏見氏は、この慣行による予算
成立の確保を以て桂園政治期の政治運営の安定性を説明し、各統治勢力の予算を
めぐる事前合意が予算の使用に関わる法律案の成立率を高めたことも指摘してい
る。
12） 吉野作造「民衆的示威運動を論ず」
、吉野作造『吉野作造選集』第 3 巻（岩波
書店、1995 年）、38 頁。

164

近代日本の請願制度の研究（一）（趙）

起を務めていた以上、行政監督、つまり政府統制の権能も、議会の重要な
権能であると思われる。いうまでもなく明治憲法は責任政治の原理を排除
したため、議会の政府統制の権能も根本から制限された。しかし、議会が
質問権、建議権、上奏権などの、議会の政府統制の権能に属する権限を有
していた。これらの権限を利用すれば、議会が相当の程度で政府統制を行
い得ると考えられる。
帝国議会の政府統制の権能を考える上で示唆的なのは、大石真氏の研究
である。大石氏は、議会の権能に立法権・予算審議権・政府統制権の三つ
があると説き、議会の政府統制権について「立憲的議会は、政府に対して
実効的な批判・監督をおこなうことのできる機関でなくてはならない。こ
れは、実は、議会制度そのものの存在理由にかかわる点であ」ると強調し
ている 13）。大石氏の研究は、議会の政府統制の権能を正面から論じる点で、
大きな意義を有する。但し大石氏は、議会が政府統制の権能を発揮した状
況を具体的に考察していない。大石氏の指摘を手掛かりとして、本論文は
議会の政府統制の権能を、議会が事後的に政府の施政を審査・監督し、政
府の失政を批判・修正する権能 14）と定義し、議会、具体的にいえば民意代
表機関である衆議院が政府統制の権能を発揮し、明治憲法を立憲主義的に
運用した状況を検討していきたい 15）。
具体的な研究対象として、本論文は衆議院における請願制度の状況を設
定する。政府の「富国強兵」路線に苦しむ一般人民が自らの権利を主張し、
帝国議会に提出していった請願は、政府の失政を批判する意味も有してい
た。また、議会法学において、政府統制の権能の一部こそ、近代的議会の
13） 大石真『日本憲法史』
（有斐閣、第 2 版、2005 年）、300 頁。著書が 1995 年に
初出した際に、帝国議会の政府統制権に言及したが、第 2 版においてこの権能の
重要性を強調している。本論文は行論上、第 2 版を使う。
14） 近代の議会は歴史上、そもそも政府統制の機関として登場した。議会の予算審
議権及び立法権も当初、政府統制の手段として獲得された。その意味で広義の定
義をとれば、議会のすべての権能が政府統制の側面を有する、といってよい（小
島和司「行政の議会による統制」、『岩波講座現代法 4 現代の行政』
、岩波書店、
第 5 刷、1969 年）。しかし、議会の発展と権限拡張につれ、議会の予算審議権及
び立法権は独立した権能として成立していた。したがって、本論文は狭義の定義
をとり、議会の政府統制権を、議会が事後的に政府の施政を審査・監督し、政府
の失政を批判・修正する権能と定義する。
15） これまでの帝国議会の政府統制の権能に関する先行研究として、佐々木高雄「明
治憲法と弾劾制度」（『青山法学論集』25 巻 3 号、1983 年 12 月）があげられる。
永井秀夫「明治憲法の制定」
（『岩波講座・日本歴史 16 近代 3』、岩波書店、
1967 年）は、上奏権について注意を払っている。
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請願受理権の位置づけであり 16）、近代日本の場合も、この点が明治維新初
期において、建白の処理を通じて行政監察を行おうとした左院、元老院ら
の立法部の位置にある機関の行動によって示唆され、明治憲法制定期に至
ると請願制度の設計者によって明確に認識されたからである（第一部第一
章詳述）。それでは衆議院は、既存の請願法制を生かし、あるいは請願法
制を再整備した上で、請願の審査・処理を通じて政府統制を行い、人民の
権利を保護・促進していたのだろうか。
ところで、立憲政治の発展と議会の地位上昇につれ、議会の請願受理権
は、議会の政府統制の権能の一部としてだけではなく、議会の立法権能を
補足する点にも働いている 17）。そうであれば、近代日本の場合、衆議院は
請願書の内容から啓示を受け、自らの立法能力を高めていたのだろうか。
また衆議院は、請願を後楯にし、自らの立法権への貴族院の掣肘を突破で
きたのだろうか。本論文は、これらの問題にも注意を払う。

二、先行研究の整理及び本論文の視点・構成
戦後の請願権・請願制度研究は、1960 年代の安保改定反対請願運動を
きっかけに 18）、国民主権原理の維持と議会制民主主義の活性化という問題
意識からなされ始めた。1980 年代までの研究は、日本国憲法の下での請
願権・請願制度を主な研究対象とし、ただ前史として、明治憲法の下での
請願権・請願法制を考察している。
1990 年代以来、歴史学的・政治史的なアプローチから、近代日本の請
願権・請願制度に接近する研究が断片的になされている。だが、これらの
研究はまた主に請願権の成立と請願法制の整備の過程に目を向け、請願制
度の実際の運営状況に対し関心が不足している。請願制度の運営状況を取
り扱うわずかな研究は概ね、一請願業務機関が通常手続きに従い請願を処
16） 原田一明『議会制度――議会法学入門』（信山社、1997 年）、188-189 頁。大石
真『議会法』（有斐閣、2001 年）、124 頁。
17） 明治憲法の発布直後、帝国議会の請願受理権を規定する憲法第五十条に対して、
進歩党系の朝野新聞は、請願受理権が歴史上「準司法権」として「両院の司法通権」
（弾劾権）に属してきたが、今むしろ立法権の一部として「両院の立法通権」に
分類すべきであると解釈していた（明治政治史研究会『憲法解釈資料』
、ナウカ社、
1936 年、477-479 頁）。
18） 渡辺久丸『現代日本の立法過程』（法律文化社、1980 年）、109 頁。
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理していた状況だけを考察し、請願が政治過程において影響力を発揮した
状況及び請願の実現状況を考察していない。
個別研究の紹介を各章の注に譲り、ここで先行研究に共通する問題点を
指摘しておく。これが、実証を行わずに請願制度の運営を政治過程から独
立する過程とし 19）、請願の効果を考察していない、ということである。また、
各研究は一請願業務機関の請願処理状況だけを考察する点にも問題を有し
ている。ほかの請願業務機関の請願処理状況との比較検討がなければ、請
願に対する当該機関の姿勢さえ、理解しきれないと考えられる。
先行研究の問題点をふまえ、本論文の課題に沿い、本論文は以下の分析
視点を設定する。第一に、本論文はすべての請願業務機関を視野に入れて
そこでの請願処理状況を考察し、それを以て請願を通じて表出された民意
が各統治勢力によって対応され、実現された状況を総合的に究明する。各
機関の請願処理状況の比較検討を通じて各統治勢力の請願に対する姿勢も
浮き彫りにする。第二に、本論文はすべての請願の処理状況を考察するが、
特に選挙権をもたない一般人民の請願の処理状況に注目する。第三に、本
論文は請願の審査・処理を政治過程の一部として位置付け、政治過程にお
ける請願の影響力及び請願の実現状況を重視する。つまり本論文は、各統
治勢力が通常手続きに従い請願を処理した状況だけではなく、各統治勢力
が請願に配慮してほかの政治活動を行った状況及び請願の実現を図った状
況も考察する。
本論文の構成は以下の通りである。第一部「請願制度の形成」では、明
治初期から初期議会期までの時期に請願制度が設計され、形成された状況
を考察する。第一章「請願制度の設計」
（本号）では、建白制度の沿革を
整理した上で、私益の主張が請願権の範囲に入った状況に焦点を当て、請
願権の成立過程を考察する。官僚・藩閥政治家の請願権観と彼らの帝国議
会の請願受理権の機能・意義への認識、議会の権限全体に対する構想をと
もに制度設計の影響要因とし、社会情勢の要因も重視し、請願制度の設計
過程を考察する。請願制度の運営状況については、第二章以降で考察する。
19） 貴族院の請願審査・処理状況を考察している小林和幸氏の研究（
『明治立憲政
治と貴族院』、吉川弘文館、2002 年、第 2 部第 4 章、330 頁）、及び衆議院のそれ
を考察している今村千文氏の研究（
「初期議会期衆議院における請願の一考察」
、
『中央史学』27 号、2004 年 3 月、123 頁）は、ともに帝国議会の請願審査・処理
を「日常的な議会活動」としている。
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第一部

請願制度の形成

第一章

請願制度の設計

はじめに
請願を通じる人民の意思表出は請願権の承認を前提としており、また各
統治勢力の請願処理は既存の請願法制によって規定された。したがって、
第二章以降の請願制度の運営状況への考察の前提として、本章では、請願
権の成立と請願法制の整備の過程を考察し、請願権・請願法制の性質を検
討する。以下、本章の課題を詳述し、分析視点を提示する。本章の第一の
課題は、請願権の成立過程と内容を考察し、請願権がどれほど人民の意思
表出を保障したかを究明し、請願権の性質を検討することである。分析視
点として、私益の主張が請願権の範囲に入った状況に焦点を当てる。近代
日本の請願権は、建白・建白制度を前史としている。だが、建白制度は取
り扱う対象を「公益」（国家の利益）に関わる意見・希望に限定し、「私益」
（個人の権利と利益）の主張を取り扱わなかった。ところが、私益の主張
が排除されたままでは人民が請願を通じて自らの意思を十分に表出でき
ず、近代的立憲主義の出発点も、人民の自由権の保護・促進にほかならな
かった。そうであれば、人民が統治機関に対して自らの権利と利益も主張
できて初めて、近代的人権としての請願権（以下、
「近代的な請願権」と
呼ぶ）が成立し、請願を通じる人民の意思表出が完全に保障される、とい
えよう。建白と請願とは以上の質的な区別があるが、これまでの請願権の
成立過程についての先行研究 1）は、その点を見落としているように思われ
る。したがって、私益の主張が請願権の範囲に入った状況に焦点を当て、
改めて請願権の成立過程と内容を考察し、請願権の性質を検討する必要が
あると思われる。これが、本章の第一の課題と分析視点である。
1） 請願権の成立について最もまとまった研究が、縣幸雄氏の一連の論文であると
思われる（「請願権考――奨励と抑圧と許容の系譜」その一 - その四、
『大妻女子
大学文学部紀要』19 号 -21 号、23 号、1987 年 3 月 -1989 年 3 月、1991 年 3 月）。
縣氏は、明治憲法発布までの建白・請願・訴願法制の関連資料を収集し、論文で
全文を掲載した。そのため、資料集としても、高い価値を有する研究成果である
といえる。縣氏の研究のほかに、池田政章「請願権の研究」
（『立教法学』36 号、
1992 年 3 月）及び序章に言及された渡辺久丸氏の著書も、参照されるべきもので
ある。
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本章の第二の課題は、請願制度の設計過程と内容を考察し、請願法制が
どれほど請願の処理ひいては実現を保障し、請願に基づく帝国議会（衆議
院）の政府統制を許したかを究明し、請願法制の性質を検討することであ
る。分析視点として、制度設計者である官僚・藩閥政治家の請願権観と、
彼らの議会の請願受理権の機能・意義への認識及び議会権限全体に対する
構想をともに制度設計の影響要因とする。請願の提出を主な運動方法とし
て展開していった自由民権運動という社会情勢の要因も重視する。請願制
度の設計過程はこれまで、主に前記の請願権の成立過程についての研究に
よって、藩閥政府の請願権観を析出するために考察されてきた 2）。この場
合、官僚・藩閥政治家の請願権観のみ、制度設計の影響要因とされている。
しかし、議会の請願受理は、人民の請願権を保障するという議会の義務で
あると同時に、明治憲法で明記された議会自らの権限でもあった。そうで
あれば官僚・藩閥政治家のこの権限の機能・意義への認識及び議会権限全
体に対する構想が、同じく彼らの制度設計に影響を与えたと考えられる。
また、請願運動の形をとった自由民権運動が高揚しており、大量の請願が
提出されているので、官僚・藩閥政治家が請願制度の設計に際し、この社
会情勢を考えていた。したがって本章は、官僚・藩閥政治家の請願権観の
ほか、以上の要因にも注意を払い、改めて請願制度の設計過程と内容を考
察し、請願法制の性質を検討したい。これが、本章の第二の課題と分析視
点である。
本章は次のような構成と内容を以て展開する。第一節「建白から請願へ」
では、左院や元老院などの議法機関 3）の、建白の処理を通じて行政監察を
2） そのほか、帝国議会への請願の受理・処理を規定する制度の設計については、
議院法の制定過程を取り扱った稲田正次氏（『明治憲法成立史』下巻、有斐閣、
1962 年、第 30 章）、大石真氏（『議院法制定史の研究――日本議会法伝統の形成』、
成文堂、1990 年）の研究も先行研究である。また本章の内容は、大石氏の研究に
負うところが大きい。天皇及び政府への請願の受理・処理を規定する制度の設計
過程については、国分航士氏の研究（
「大正六年の請願令制定と明治立憲制の再
編」、
『史学雑誌』119 巻 4 号、2010 年 4 月）が考察している。今村千文氏の研究（「君
主に対する請願をめぐる井上毅の思想の転回」、
『中央大学大学院研究年報』35 号、
2005 年 2 月）も、天皇への請願を規定する制度の設計過程を取り上げているが、
氏は天皇への一般請願を規定する制度と天皇への訴願を規定する制度との両方の
設計過程を同時に考察している。
3） 帝国議会開会まで近代日本において立法部が存在していない。待詔局から元老
院に至るまでの一連の機関は、立法部の位置にあったが、予算審議権も立法権も
なく、下付された法律案を議し、あるいは建議の形で意見を表すことしかできな
かった。本論文は、以上の事実に基づき、これらの機関を議法機関と呼ぶ。
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行い、自らの権限拡張を試みたという示唆的な動きを主軸に、建白制度の
沿革を整理する。
自由民権運動期において近代的な請願権概念が形成され、
定着していった過程を考察し、下からの請願権概念の提示及び民権家、一
般庶民の請願運動の高揚に対応し、政府が請願制度を模索していった状況
を考察する。第二節「請願制度の設計」では、近代的な請願権概念が範囲
の広さを維持し、臣民の権利として明治憲法体制に収斂された過程を考察
し、請願制度の設計過程を考察する。請願権・請願法制の性質を検討する。
第一節

建白から請願へ

一、建白制度の沿革
近代日本の建白制度 4）は、待詔局の成立を以て発足した。人心収攬のた
めに 5）
「言路洞開」6）を掲げた明治新政府は、
明治二年（1869）三月に待詔局
を東京に開き、
「此度於東京城待詔局被為開候間有志之者草莽卑賤ニ至迄
御筋ノ儀早々建言可致」7）と、
社会一般に「建言」の提出を呼びかけた。同
月十七日及び五月九日、政府はそれぞれ一通の指令を追加した。三月十七
日の達は「今般待詔局被開候ニ付テハ有志ノ者ヨリ建言ノ事柄ニヨリ其関
係スル所ノ官員右局ヘ致出席篤ト可遂議論」8）と述べた。五月九日の布告は
「
（建言の処理に――筆者注）就テハ重大之事件ハ上裁ヲ経夫々御取捨相成
候エ共各官府県限リニテ可否決定可相成程之事件申出候族ハ待詔局ニ於テ
一応尋問之上為証拠局印ヲ押シ其官及府県ヘ向当人差越書面為差出候間其
事之可否得失ニヨリ取捨可致ハ勿論仮令即今採用難相成儀申出候共懇切ニ
説諭（後略）
」9）と述べた。建白制度は、建白への積極的な姿勢を以て発足
したのである。だが、
「建言」という用語から分かるように、発足の時点
から、建白制度は取り扱う対象を公益に関わる意見・希望に限定していた。
4） 建白という用語の成立について、頼鈺菁「幕末期における『諫言』と『建言』/
『建白』――『言路洞開』をめぐって」
（
『言葉と文化』14 号、
2013 年 2 月）を参照。
5） 縣幸雄「請願権考――奨励と抑圧と許容の系譜」その一、『大妻女子大学文学
部紀要』19 号、1987 年 3 月、5 頁。
6） 慶応三年（1867）十二月九日の王政復古の大号令が、
「旧弊御一洗ニ付言路之
道被洞開候間見込有之向ハ不拘貴賤無忌憚可致献言且人材登庸第一之御急務ニ候
故心当之仁有之候者早々可有言上候事」を掲げた（内閣官報局編『法令全書』第
一巻、原書房、1974 年、8 頁）。
7） 内閣官報局編『法令全書』第二巻（原書房、1974 年）、123 頁。
8） 同前、127 頁。
9） 同前、169 頁。
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それ以降、待詔院から左院に至るまでの議法機関の発展につれ、議法機
関の業務とされ続けた建白受理・処理についての法制も整備されていった。
具体的な経緯は先行研究に譲り 10）、ここでその沿革を記しておく。明治二
年七月に待詔局は待詔院と改称され、翌月に集議院と改称された。集議院
は建白法制を系統的に整備する「建白取扱規則」を公布した。集議院は明
治四年八月に左院と合併され、左院の下で建白業務機関として存在した。
明治五年七月に集議院は「建白書受付規則」を公布した。明治六年四月に
集議院は廃止され、左院は直接に建白業務を取り扱っていった。左院は、
数回で「建白書受付規則」を修正し、建白の審査を強化し、処理方法を細
分化した。
このように建白法制は、建白への積極的な姿勢を維持し、整備された。
但し、積極的に審査・処理されたのは、あくまでも建白、即ち公益に関わ
る意見・希望だけであった 11）。私益の主張が議法機関に提出されれば、却
下された。ところで、当時、請願という用語はまだ法律用語として成立し
ていなかった。当時、後の使い方と近く、一部の嘆願が請願と呼ばれたが、
一般行政書類の中の願書類も、請願と呼ばれた。
さて、建白法制の整備過程に、注意すべき動きが生じた。議法機関の発
展とその政府部内における周縁化につれ、議法機関が建白の処理を通じて
政府主流派の政策を批判し、行政監察を試み、自らの存在感を高めた、と
いう動きである。この動きは、左院に最も鮮明に見られる。政府部内の反
主流派（保守派）の拠点となった左院は、政府主流派の急進的な開化政策
を批判する建白を主流派の手元に送付することを通じて、自らの意見を主
張したのである 12）。
明治八年四月、板垣退助、大久保利通、木戸孝允の三人の大阪会議の結
果として「漸次立憲ノ詔」は公布され、左院の代わりに元老院が設置され
10） 縣幸雄「請願権考――奨励と抑圧と許容の系譜」その一を参照。
11） たとえば集議院のとき、集議院は難波町、浅草町に住んだ源八、橘造のそれぞ
れに対し、「御為筋度々建白致」すため、「奇特ノ至ニ付、鳥目十貫文被下」。ま
た集議院は千束藩神職の矢幡八郎に対し、
「其方儀御為筋ヲ存シ、遥々出京致シ
建言候条、奇特ノ事ニ候。依為御賞美目録ノ通下賜」した（
「集議院日誌」
、吉野
作造編『明治文化全集・憲政篇』、日本評論社、1928 年、188 頁、197 頁）。
12） 水野京子「建白書の『政治的』機能と左院――左院受付建白書の分析を通じて」
（『青山史学』21 号、2003 年 3 月）、牧原憲夫『明治七年の大論争――建白書から
見た近代国家と民衆』（日本経済評論社、1990 年、第 5 章）を参照。
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た 13）。建白業務が、元老院の業務となった。政府主流派は当初、相当強い
権限を元老院に与え、元老院の建白受理権も強化した。明治八年四月の「元
老院章程」14）は、第一条に「元老院ハ議法官ニシテ新法ノ設立旧法ノ改正
ヲ議定シ及ヒ諸建白ヲ受納スル所ナリ」と掲げ、元老院の建白受理権を元
老院の議法権に等しい地位にひきあげた。また章程は、第八条に「各行政
官ニ於テ既定ノ法令規則ニ違背スル所アレハ之ヲ推問シ其事由天皇陛下ニ
具奏スルヲ得ト雖モ官員ノ黜陟ヲ議スルヲ許サス」と規定し、制限付で行
政官への元老院の監督・批判を許した。議法機関が初めて、行政監察権を
獲得したのである。
しかし、板垣退助を後楯とし、急進派主導の、政府部内の反主流派（急
進派・保守派）を集めた議官陣 15）を有する元老院は、この程度の権限では満
足できず、成立後まもなく、権限の拡張に乗り出した。権限拡張の一環とし
て元老院は、建白受理権の拡張を図った。翌月の六月に元老院は自ら、
「元
老院職制章程増補更正案」16）を作成した。更正案は、第一条に「本院ハ立法
官ニシテ凡テ新法ノ設立旧法ノ改正ヲ議定ス（二項）天皇陛下ノ直管スル所
ナリ」と、元老院の「立法官」の立場を打ち出した上で、第十六条に「本院
ハ常ニ行政司法ノ動静及ヒ其長官ノ責任ヲ視察シ若シ法律規則ニ違ヒ或ハ
限外ノ権力ヲ使ヒ其他公事ニ就テ犯戻スル者アル ハ之ヲ推問シテ其事由ヲ
上奏ス然レ ソノ黜陟ヲ議スル㽃ヲ得ス」
、第十七条に「本院ハ国民現有ノ
権利ヲ保護シ其乞願並ニ建白ヲ採聴シ其処分ヲ議スル㽃ヲ得ル」と規定した。
請願制度史において更正案は、二つの点で画期的である。第一に、建白
との区別が維持されたが、「乞願」、即ち人民自らの権利・利益の主張が議
法機関の取り扱う対象となり、しかも元老院が乞願・建白処理の目的を「国
民現有ノ権利ヲ保護」すると定めた。第二に、乞願・建白に基づき行政監
察を行う可能性に元老院が目覚め、しかも本格的にそれを企てていた。第
十六、十七条を連記した元老院は、自らの野望を明示していた。
13） 元老院について、角田茂「元老院の成立――石川県区長総代（忠告社）建白と
元老院の機構編成を中心に」
（『中央史学』9 号、1986 年 3 月）、久保田哲『元老
院の研究』（慶応義塾大学出版会、2014 年）などの研究がある。
14） 大日方純夫ほか編『元老院日誌』第一巻（三一書房、1981 年）、106 頁。
15） 最初の元老院議官は勝安房、山口尚芳、鳥尾小弥太、三浦梧楼、津田出、河野
敏鎌、加藤弘之、後藤象二郎、由利公正、福岡孝弟、吉井友実、陸奥宗光、松岡
時敏であり、幹事は陸奥であり、副議長は後藤であった。
16） 大日方純夫ほか編『元老院日誌』第一巻、149-152 頁。
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政府主流派は、更正案を認めなかった 17）。六月二十二日に明治天皇が元
老院副議長後藤象二郎に「前日付与スル所ノ職制章程及参議板垣退助伊藤
博文等ノ説明セル所ヲ遵行」18）という勅語を下し、章程更正の見送りを指
示した。ところが、元老院は勅語を受けても実際、更正案に従い乞願・建
白業務を行い続け 19）、さらに森藤右衛門の建白を素材とし、行政監察を試
みた。森建白の背景と内容は以下の如きである。幕府時代から荘内藩の実
権を握った松平親懐、菅実秀は、戊辰戦争に際し献金を以て黒田清隆、西
郷隆盛らの薩摩閥の重鎮と結託し、廃藩置県に乗じて新設された酒田県の
地方官に転身した。松平らはさらに石代納全面許可などの政策を通じて、
地主・資産家に転身した。松平らの施政に対し本多允釐や森藤右衛門の改
良派士族は、松平らの政策の犠牲となった農民を指導し、地元で過納金償
還・雑税廃止運動を始め、進んで上京建白を行った。明治七年九月、森が
左院に最初の建白を提出した。以後、酒田事情の深刻性が分かった中央政
府の主流派は運動の弾圧を強めていき、弾圧に比例して地元農民も闘争の
水準を高めていった。明治八年五、六月頃、森が元老院に四回にわたって
建白を提出した。建白は既に、政府主流派の政策と対決するものとなっ
た 20）。元老院は、建白を受理するとすぐに沼間守一をはじめとした 4 名の
書記官を鶴岡県に派遣し、建白書の内容に沿い調査し始めた。
沼間らの調査活動は、三島通庸酒田県令（明治七年十二月任命）に大き
な衝撃を与えた。沼間らは精力的に調査を進め 21）、彼らの調査活動に勇気
17） 木戸孝允は、井上馨に対し次のように元老院の更正案を評していた。
「元老院
章程に付天皇陛下之大権を限制候処不少（中略）僅々たる元老院之先生に而未一
度之会議も無之已前に自分どもの権を強求候は実に不都合千万」（明 8・6・5 井
上宛木戸書簡、日本史籍協会編『木戸孝允文書（復刻版）』六、東京大学出版会、
1971 年、139-140 頁）。
18） 大日方純夫ほか編『元老院日誌』第一巻、172 頁。
19） その後、元老院が制定した院の運営に関する各種の細則は、依然として自らを
「願書」と「建白書」との両方の業務機関としていた。なお七月十二日、元老院
は「願書建白書受附規則」を決議した（同前、207 頁）。
20） 今回の森建白の裏に河野広中の支持と指導があり、また森建白事件は、自由民
権運動の一部でもあった。事件と自由民権運動との関係、事件の具体的な経緯及
び「ワッパ騒動」と呼ばれる旧酒田県の農民闘争の全貌について、服部之総「自
由民権と封建貢租」（服部之総『服部之総全集』11、福村出版株式会社、1974 年）、
佐藤誠朗『ワッパ騒動と自由民権』（校倉書房、1981 年）、藤田正「元老院の権限
問題――国家形成における地方と中央」
（杉山晴康編『裁判と法の歴史的展開』
、
敬文堂、1992 年）を参照。
21） 調査の成果として、沼間らは 5 冊もの「森藤右衛門建言ノ儀ニ付事実詳審書」
を元老院に提出した（
「元老院文書」
、国立公文書館所蔵）
。文書の内容及び沼間
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づけられた地元農民も、村役人不正追及の運動を広げていった。この事態
に三島県令は悩まされ、ついに文書を以て、内務卿大久保利通に元老院の
沼間派遣及び沼間らの調査活動に抗議した 22）。
三島の手紙と上申書を受けた政府主流派は、元老院の権限拡張の阻止に
とりかかった。十一月八日に太政大臣三條実美は元老院に沼間派遣を厳し
く詰問し 23）、十七日後の二十五日、伊藤博文が主導した法制局によって起
草された新しい「元老院章程」24）が元老院に下付された。章程は、
「元老院
ハ議法官ニシテ凡ソ新法制定旧法改正ヲ議定スル所ナリ」（第一条）と、
元老院の地位を「議法官」と限定した上で、元老院の推問権・行政監察権
を奪った。さらに章程は第十一条に「元老院ハ立法ニ関スル建白書ヲ受ク」
と規定した。乞願どころか、建白でさえ、元老院が「立法ニ関スル」もの
しか受理できなくなった。章程下付の直後、太政官は「諸建白書元老院ヘ
可差出旨本年四月第六十八号ヲ以布告候処自今立法ニ関スルモノハ元老院
ヘ其他ハ主任ノ庁ヘ可差出」25）という布告を追加し、元老院が受理できる
建白範囲への制限を強化し、具体化した。
元老院は、章程を認めた。翌月、元老院は「建白書差出方心得」、「建白
書取扱心得」26）を作成した。四か条の「建白書差出方心得」は、第一条に「凡
建白書ハ立法ニ関スル事項ニ非サレハ本院ニ於テ受付セサルヲ以テ若シ誤
テ他事ヲ言フ者ハ之ヲ廃棄スヘシ」と掲げ、第四条に「建白書ハ国ノ為メ
意見ヲ上陳スル者ニ乄固ヨリ乞願書ノ類ニ非サレハ其取捨ハ別ニ本人ニ告
ケス」と規定した。明治九年四月、元老院は詳審書も含めて森建白事件の
関係文書をすべて司法省に移送し、推問権・行政監察権の喪失を認め
た 27）。
このように、乞願・建白の審査・処理を通じて行政監察を行おうとする
元老院の野望は失敗し、私益の主張も再び政治の世界から排除された。元
老院が抵抗なしに建白受理権への政府主流派の制限を受け入れたのは、明
らの調査の経過について、佐藤誠郎『ワッパ騒動と自由民権』、232-256 頁に詳細
な紹介がある。
22） 佐藤誠郎『ワッパ騒動と自由民権』、264 頁。
23） 同前、同頁。
24） 内閣官報局編『法令全書』第八巻の一（原書房、1975 年）、801-802 頁。
25） 同前、438 頁。
26） 大日方純夫ほか編『元老院日誌』第一巻、301 頁。
27） 同前、383-385 頁。
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治十年以来、自由民権運動が請願の提出を主な運動方法とし、展開されて
いったからである 28）。制限は元老院にとって、民権家が大量に提出した国
会開設の請願の受理を拒否する口実になり得るのである 29）。
二、自由民権運動期における請願権・請願制度への模索
明治十二年十一月の愛国社第三回大会は、建白ではなく請願を以て天皇
に向けて国会開設を求めることを初めて決めた。当時、この決定は、ただ
建白処理結果の非通知を規定した、元老院「建白書差出方心得」の第四条
への現実的な対応策に過ぎなかった。自らの政治的な要求を建白として提
出すれば無視されることを恐れた民権家は、用語自体さえ法律用語として
成立していない請願から、元老院及び太政官をとばして要求の処理を直接
に最高統治者の天皇に迫り得る活路を見出し、文書の形式に請願を選んだ
のである 30）。

4

とはいえ、請願という概念が明示されると、請願権（傍点筆者注）の正
28） 自由民権運動について、1960 年代以来、家永三郎（『植木枝盛研究』、岩波書店、
1960 年）、内藤正中（『自由民権運動の研究――国会開設運動を中心として』
、青
木書店、1964 年）、下山三郎（「自由民権運動」、
『岩波講座・日本歴史 16 近代 3』、
岩波書店、1967 年）、江村栄一（『自由民権革命の研究』、法政大学出版局、1984 年）
諸氏は研究している。1990 年代から、鶴巻孝雄氏（『近代化と伝統的民衆世界―
―転換期の民衆運動とその思想』
、東京大学出版会、1992 年）、牧野憲夫氏（
『民
権と憲法』、岩波書店、2006 年）により、民衆史の視点から、新たな研究がなさ
れている。
29） 法案審議権の強化と推問権・行政監察権の獲得をめぐる元老院の権限拡張の努
力は、明治二十三年の元老院廃院まで続いた。大日方純夫ほか「『元老院日誌』
解題」（同編『元老院日誌』第四巻、三一書房、1982 年）及び久保田哲『元老院
の研究』を参照。
30） 建白の代わりに請願を以て国会開設要求を提出することの具体的な発議者につ
いて、河野磐州伝編纂会編『河野磐州伝』上巻（河野磐州伝刊行会、1928 年）に
よると、河野広中が「上書や建白と言ふ如き微温的のもの」に満足できず（ルビ
原文、304 頁）、大会開会に先立ち板垣退助に請願という形式の採用を力説した（293
頁）。板垣退助監修、遠山茂樹ほか校訂『自由党史』上（岩波書店、1957 年）は、
立志社代表北川貞彦が、
「之を請願と為すべしとの案を発せしより、直ち満場の
是認する所となれり。蓋し建白の規定は、維新の当初以来既に諸種の繁文を以て
制束する所あり（中略）且つ建白は主として国民が政府に向って意見を上陳する
に止り（中略）中途取捨の如何は、一に政府の意思に存し、為めに其進達を糊塗
せらるゝの恐あり」と記している（265-266 頁）。
請願という形式をとることを通じて文書の処理を求めるという民権家の狙い
を、官僚層も見抜いた。岩根県令島惟精は、太政大臣三條実美に対して、「高知
県民等ニ於テハ建言ト言ハスシテ故サラニ願望ト称シ其指令ヲ得ンコトヲ要スル
者ナラン」と述べたのである（明 13・6・30「国会開設願望書御取扱之儀ニ付上申」、
鶴巻孝雄ほか編『明治建白書集成』六、筑摩書房、1987 年、71 頁）。
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当性は直ちに民権家によって、西洋諸国憲政史の経験及び近代政治思想の
知識に基づき正面から主張され始めた。愛国社第三回大会からわずか五か
月後の国会期成同盟第一回大会、開会に先立ち地方で請願権の正当性がフ
ランス 1791 年憲法に基づき説かれ 31）、開会すると請願書の文体を哀訴体に
するかどうかをめぐって論争が起こった。自由党左派の植木枝盛が、
「卑屈」
な哀訴体に反対し、「公明正大の文体」を提案した。植木の意見が容れら
れた。
「国会開設願望書」は、哀訴体ではなく一般の文体で起草された 32）。
一般の文体の使用に、請願の提出が人権であるという意味合いがあり 33）、
人権としての請願権の概念は形成され始めた。
明治十三年三月、片岡健吉と河野広中の二名は「国会開設願望書」を携
え、二府二十二県による八万七千人の参会者の代表として上京した。だが、
太政官と元老院はともに願望書の受理を拒否した。具体的な経緯として、
片岡らは太政官を通じて願望書を天皇に提出することを目指したが、太政
官は願望書が「立法に関する書面なるを以て元老院に呈して可ならん」と、
受理を拒否した。元老院は建白なら受理できるが（だが、処理結果を知ら
せない――筆者注）、請願書「を本院に受理したるは誤なり」と言った。
太政官、元老院を回った片岡らは、太政官書記官谷森真男に、人民が「天
皇陛下に願望するの権理なきを以ての故に受理せられざる乎」と質した。
谷森は「然り」と言った 34）。
片岡らの願望書の不受理及び谷森の失言をきっかけに、各地の民権家が
続々と請願のために上京し、国会開設請願運動は高揚していった 35）。それ
と同時に、中央・地方の各新聞紙は人民の請願権の有無及び請願権の内容・
性質をめぐって、大論陣を張った。民権家の運動及び民権家・民権派新聞
31） 江村栄一『自由民権革命の研究』、294 頁。
32） 森山誠一「国会期成同盟の研究」⑴、『金沢経済大学経済研究所年報』6 号、
1986 年 3 月、37-40 頁。
33） 松沢裕作氏は、「哀訴体が天皇の慈悲にすがって国会開設を嘆願する者である
のに対し、請願体は日本国民の当然の権利として国会開設を要求するものである」
と指摘している（
『自由民権運動――「デモクラシー」の夢と挫折』
、岩波書店、
2016 年、103 頁）。
34） 請願の顛末は、板垣退助監修、遠山茂樹ほか校訂『自由党史』上、307-312 頁。
35） 片岡らの請願と同じ流れをたどった、ほかの民権家・民権結社による請願が太政官
と元老院ともに受理を拒否された事例を、板垣退助監修、遠山茂樹ほか校訂『自由党
史』上（313-314 頁）及び指原安三『明治政史』第十三編（吉野作造編『明治文化全
集・正史篇』上、日本評論社、1928 年、343-355 頁）は、それぞれ一例を記している。
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の理論模索の中で、近代的な請願権概念は形成された。①請願権が権利、
しかも天賦された人権として語られた。②私益のための請願も認められる
ようになったのである。以下、この二点を具体的にみていこう 36）。
①について、民権派新聞はいうまでもなく、御用新聞 37）の『東京日日新聞』
すら、
明治十三年五月十七日の社説「願望ノ権理」で次のように断言した。
「願望ノ権理ハ（中略）天稟ノ最大権理ナリ凡ソ人ノ世ニ在ル其安寧康福
ヲ求ムルニ当リ必ラズヤ願望ナキ能ハザル者ナリ（中略）国体政体ノ如何
ヲ問ハズ在上ハ敢テ初ヨリ其垂聴ヲ拒絶シ以テ人民ヲシテ天性ニ稟ル願望
ノ権理ヲ人為ニ破壊セラレ（中略）㽃無シ」。
②について、民権家は国会開設請願の受理を求めるうちに、個別の請願
の重要性を超え、請願権自体の重要性に基づき自らの要求の正当性を主張
し始めた。そのとき彼らは、請願権が人民の権利と利益の保護・促進の必
要な手段であるというところに、請願権の重要性の論拠を見つけた。左大
臣有栖川宮熾仁親王宛の山梨県民権家依田孝、田辺有栄の請願が、
「夫レ
政府ハ人民ノ総合ヨリ成立チタル者ニシテ而シテ政府ノ挙措ヨリ生スル処
ノ一利一害ハ皆ナ人民ニ返照スル者ナリ然レハ人民タル者各自ニ蒙ル処ノ
利害ノ為メニハ何事タリトモ之ヲ請願シ得ヘキ天縦ノ権利ニシテ（中略）
誰カ能ク天縦ノ権利ヲ圧塞シテ請願ヲナサヽラシムヲ得ンヤ」38）、
と論じた。
民権派新聞は人民に向けて、私益のために請願を提出せよ、と呼びかけ
た。自由党系の『朝野新聞』は、明治十三年十一月六日の社説「請願ノ権
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モ冤屈アリ損害ヲ被ル者ハ皆共ニ此ノ請願ノ門ニ出」すと論じた（傍点原
文）
。改進党系の『東京横浜毎日新聞』は、明治十三年六月二十五日の社
説「羽後ノ国々会請願ノ惑ヲ解ク」で、「夫レ請願権ハ天賦ノ権理ナリ国
36） 中央紙、地方紙の国会開設請願運動をめぐる議論について、有賀義人氏の整理
がある（『上条䴵司の自由民権運動とその背景――信州の国会開設請願者』、鶴林
堂書店、1967 年、376-399 頁）。しかし、有賀氏はそれを運動史の一部として整
理し、特に議論の中の請願権に関わる部分に注意を払っていない。
37） この時期の各新聞紙の党派別は、美土路昌一『明治大正史Ⅰ 言論篇（復刻版）』
（クレス出版、2000 年、112-113 頁）による。
38） 明 13・6・26「内閣ニ於テ人民ノ請願ヲ聴理スルコトヲ決定セラレンコトヲ乞
フ書」、鶴巻孝雄ほか編『明治建白書集成』六、68 頁。
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格段ナル事情アッテ（中略）猶人ノ害ヲ受ケテ之レガ回療ヲ乞フガ如ク然
リ若シ国アリ国民害ヲ受クルモ之レガ回療ヲ為スノ法ヲ設ケズ（中略）是
レ此国民タル者天賦ノ権理ヲ受クル㽃ヲ得ズ」と論じた。
民権家による国会開設請願の提出は、国務（公益）に関わる意見・希望
が請願権の範囲内であることを意味する。以上のような民権家及び民権派
新聞の請願権概念をめぐる論争を経て、私益の主張も請願権の範囲に入り、
請願権の性質も天賦された人権として明確化された。このように、国会開
設請願運動において、近代的な請願権概念は形成された 39）。
さて、国会開設請願運動の高揚と請願権をめぐる論争の興隆に直面し、
政府は関連法制の再整備を図らざるを得なかった。明治十三年十一月に太
政官は、
「願望書取扱規則」40）を作成し、元老院に下付した。規則は、第二
条に「願望ヲ分テ二種トシ自己ノ私益ニ関スルモノヲ請願ト云ヒ一般ノ公
益ニ関スルモノ（内政外政立法行政財政軍事経済等）ヲ建白トス」と掲げ、
公私益の区別を維持した上で請願を私益の主張と定義した。その上で規則
は第四、五条のそれぞれに請願は管轄庁、建白は元老院に提出することを
規定し、第十一条に「建白人ハ管轄庁ニ対シ建白処分ノ報告ヲ求ムルコト
ヲ得」と規定した。
既に形成された近代的な請願権概念と合わせて読めば、規則が請願運動
の鎮静を目指す、保守的な請願暫定対策であったことは分かる。これまで
考察したように、民権家及び民権派新聞が請願という文書の形式に拘り、
請願権概念を説いたのは、建白処理結果の非通知という建白制度の規定へ
の対応策にとどまらなかったが、太政官は依然として公私益の区別を維持
し、請願を私益の主張と定めた。言い換えれば太政官は近代的な請願権概
念を受け入れなかった。その上で太政官は、建白法制を修正した規則の第
十一条を以て民権家の請願運動を既存の建白制度の枠組みに収め込もうと
39） 御用新聞の『東京日日新聞』は、請願権を天賦人権として認めたが、「之ヲ誤
用シテ一歩ヲ過テハ其弊ヤ輒チ嗷訴ニ渉ル（中略）嗷訴ハ衆力ヲ特ミテ在上ヲ強
迫スルノ悪事ナリ願望ハ公道ニ基キテ幸福ヲ冀望スルノ善事ナリ（中略）是故ニ
願望ノ権理ハ専ラ立法ノ区域ニ止マリ敢テ為ニ私利ヲ希ハズ為ニ行政ヲ干サズ
（中略）シカモ毫末モ嗷訴ニ類スル㽃無クシテ初メテ天地ノ公望ニ基ク者ナリト
云フベキ也」と警告し（明 13・5・8 社説「願望ノ権理（前号ノ続キ）
」）、私益の
ための請願を認めなかった。注 36 の有賀氏の研究は、380 頁に『東京日日新聞』
の請願権説を高く評価しているが、この点を見落としている。
40） 加藤福太郎編『元老院会議筆記』前期第九巻（元老院筆記刊行会、1968 年）
、
686 頁。
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していた。とはいえ、私益の主張を取り扱う制度を設計し始め 41）、しかも
新たに政府をその業務機関として設定した点で、規則は一定の程度の積極
的な評価に値すると思われる。
元老院は、規則を認めなかった。地方自治体の発展及び社会階層の分化
につれ公私益が区別し難くなり、
「内政外政立法行政財政軍事経済等」とい
う「公益」の説明も不明確だったからである 42）。元老院は規則を一度可決し
たが、同年末の十一月、元老院議官細川潤次郎が「願望書取扱規則ヲ発セ
ス別ニ国事上言ノ取扱方ヲ布告スベキ件」を提出した。意見書は、まだ不
十分な規則を公布せず、国事に関する上言をすべて元老院に提出させるこ
とを提案した 43）。
元老院は意見書を可決した。
太政官も、
意見書を受け入れた。
明治十三年十二月九日、意見書をもとにして太政官第五十三号布告が公布
された。
「凡ソ人民ノ上書一般ノ公益ニ関スルモノハ何等ノ名目ヲ以テスル
ニ拘ハラス渾テ建白ト為シ元老院ニ於テ取扱ヒ候」44）、という布告であった。
布告の公布を以て明治十三年における請願制度への政府の模索は、私益
の主張を再び政治の世界から排除し、建白業務機関も元老院に限定し続け
るという形で一段落した。但し、布告の性質について、以下のことを付記
したい。布告が公布されると各民権派新聞が一致して請願権の否定を嘆
き 45）、
現代の研究者も概ね布告を反動的なものとしてとらえたが 46）、意見書
を提出した元老院の意図が恐らく太政官と同じく、単にこれを請願暫定対
策としていた、ということである。意見書の賛成者の山口尚芳が、
「願望
書取扱規則」の審査の際、西洋各国憲法を例に近代法における請願の定義
を説明し、今回の請願運動を機に請願権を人民に与えることを力説した一
人だったのである 47）。
41） これまでの私益の主張の関連法制の整備は、明治三年十一月「府藩県交渉訴訟
判准規程」の公布を以て打ち切られた。木野主計「訴願法制定過程の研究」（上）
（『大倉山論集』33 号、1993 年 3 月）を参照。
42） 元老院は、第二条の修正のために修正委員会を組織したが、多数の議官を満足
させる修正案を作り出すことができなかった。規則の元老院における審査の記録
は、加藤福太郎編『元老院会議筆記』前期第九巻、685-725 頁に残されている。
43） 同前、817-826 頁。
44） 内閣官報局編『法令全書』第十三巻の一（原書房、1976 年）、260 頁。
45）『朝野新聞』明 13・12・11 社説「五十三号ノ布告ヲ読ム」、『東京横浜毎日新聞』
明 13・12・11 社説「請願ノ権理死シタル歟」
『扶桑新誌』明 13・12・21 社説「五十三
、
号布告ノ精神ハ果シテ那辺ニ在ル耶」。
46） 縣幸雄「請願権考――奨励と抑圧と許容の系譜」その三、12 頁。
47） 加藤福太郎編『元老院会議筆記』前期第九巻、724-725 頁。
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明治十四年「国会開設ノ詔」が下され、それにつれ国会開設請願運動と
いう政治的な請願運動は退潮した一方、租税減免などの各種の経済的・社
会的な請願運動は、同じく太政官、天皇を目指して起こった。これらの請
願運動を通じて近代的な請願権概念が社会中に定着していった。以下、植
木枝盛の指導を仰いだ酒屋会議（酒税減税請願運動、以下運動と略記）48）
を具体例とし、請願書にあった請願権に対する酒造家の理解を析出し、近
代的な請願権概念が社会に定着した状況を考察する。
明治十五年五月十日、小原鉄臣外 43 名は太政大臣三條実美宛で天皇に
「酒税減額請願書」49）を提出した。請願書は次のように展開した。請願書は
4

4

4

「在今我営業ニ関シテ陛下ニ乞願セサルヲ得サルモノ有リ」（傍点筆者注）
と始まり、自らの営業のために請願を提出する立場を打ち明けた。続いて
請願書は、酒税の重きを訴え、政府の酒税増加の理由を営業者の営業自由
ひいては「私事」における消費者の自由権に基づき逐一論破した。進んで
請願書は現行酒造税則の不合理さを三点に分けて指摘し、
「検税吏」の乱
暴行為について、酒造家「ヲシテ自ラ以テ自由ノ人間タルノ思ヲ為スコト
ナク。世間モ又酒造家ヲ以テ渠寔ニ罪人ニ等シキモノ哉ト為スニ至リ」と
4

4

4

4

4

4

4

強調した。最後に請願書は、「陛下乞フ鉄臣等ノ為メニ 」（傍点筆者注）、
酒税を軽減し、税則を改正せよと述べ、「陛下乞フ鉄臣等ノ請願ヲ協ヘシ
メヨ」と結んだ。
まとめてみれば請願書は、たとえ策略的にも国益に一言も言及せず、哀
訴的な用語も使わず、正面から請願者の営業の自由と利益を主張したこと
を大きな特徴としていた。請願書は、典型的な私益のための請願であり、
近代的な請願権概念の実践であった。明治十五年頃、近代的な請願権概念
は社会中に広く認められ、定着していたのである 50）。
48） 酒屋会議について先駆的な研究は、家永三郎氏の研究（「植木枝盛と酒屋会議」、
同『植木枝盛研究』所収）である。家永氏の研究に続き、長倉保（
「明治 10 年代
における酒造業の動向――酒屋会議をめぐって」、
『歴史評論』126 号、1961 年 2 月）、
山田昭次（「明治 10 年代における明治政権と酒造業者の動向――酒屋会議小論」、
『歴史評論』135 号、1961 年 11 月）、柚木学（「明治前期における酒造業の展開と
酒屋会議――酒造経営を中心として」、『経済学論究』16 巻 2 号、1962 年 7 月）
諸氏の研究がある。
49） 鶴巻孝雄ほか編『明治建白書集成』六、766-774 頁。
50） 酒屋会議は、そもそも天賦された人権の請願権の行使と自認し、展開した。運
動が準備段階において地方官の弾圧に遭うと、運動を後押しした地方紙は、地方
官の弾圧を「国法ノ認許セル請願ノ権利」を妨害する行為として批判した（家永
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さて、各種の請願運動に悩まされていた政府は、地方官からの酒屋会議
の報に接すると危惧した。政府は、法制官僚井上毅を主役とし、本格的に
請願法制の整備を検討し始めた 51）。明治十五年に井上はドイツ人顧問ロエ
スレルに、プロイセン憲法中の「ペチヽオーンノ権」の種類を質問し、ま
た「普国ニ於テハ、国民ヨリ請願書ヲ国王ニ捧クル㽃ヲ得ルカ」、「国王ハ
諸省卿ニ政務ヲ分任シテ各其責ニ任セシム。然ルニ国民ヨリ差出ス所ノ請
願書ハ、諸省卿ヲ経スシテ国王直ニ之ヲ受理スル

ハ、憲法ノ主意ニ背キ

（中略）ニ似タリ、如何」と、国王への請願の受理の可否及び請願の処理
方法について、一連の質問を提出した 52）。ここで注意すべきなのは、一般
庶民も天皇に請願を提出していったという社会情勢に対応し、井上が天皇
への請願の受理・処理を規定する制度を構想し始め、天皇を一つの請願業
務機関とした、ということである。
ロエスレルの回答は、後の請願制度の枠組みを相当の程度で決めるもの
であった。ロエスレルは、プロイセン憲法の「ペチヽオーンノ権」に「訴
願ノ権」と「請願ノ権」の二種類があり、「訴願」は「行政ノ官衙及国王」
に提出し、
「請願」は「立法府即チ議院」に提出すると説明した。国王へ
の請願の受理・処理についてロエスレルは、人民が国王に請願を提出する
権利を有すると肯定し、また「普国ノ政権ハ国王自ラ之ヲ総攬シ、諸省卿
ハ国王ニ対シテ各其責ヲ任スルカ故ニ、人民ヨリ直ニ国王ニ請願書ヲ出シ、
国王ハ之ヲ主務卿ニ移シテ処分セシム。是レ当然ノ順序ニシテ、憲法ノ主
意ニモ背カス」と、井上の見解を否定し、直接に天皇に請願を受理させる
三郎『植木枝盛研究』、233-234 頁）。「国法」が実際、まだ請願権を認めていない
だけに、この批判は近代的な請願権概念がどれほど社会に定着していたかをよく
示すものとなった。
51）「又古澤・植木等之煽動ニ而、関西之酒屋会議連ゟ追々直願之書を宮廷に呈上
スル之企有之、其他各府県抔ニも請願論を唱へ、追々種々名義を拵へ、多衆紛擾
を企つる之様子ニ付、急に請願規則を公布せられ、一定之規則を以而截断いたし
候筈ニ有之候」（明 13・5・20 伊藤博文宛井上毅書簡、井上毅伝記編纂委員会編『井
上毅伝 史料篇』第四、国学院大学図書館、1971 年、64 頁）。「又、自由党は頻
ニ人民を煽動し、百般之苦情を以而請願となし、大政官門ニ迫る之内謀と相見へ
申候、ペチシオン之事、之迄一定之規則無之候得ハ、又以一昨年之例により、官
府を愚弄する様之事無之様、山縣殿苦心有之、近日請願規則制定発布之筈に有之
候」（明 13・6・9 同書簡、同前、65 頁）。
52） 井上の質問及び後述のロエスレルの回答は、国学院大学日本文化研究所編『近
代日本法制史料集』第五（国学院大学、1982 年）、127-128 頁。請願権の種類の
質問について、井上の質問の原文が残されておらず、ロエスレルの回答から質問
の内容が分かった。
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と説いた。請願の種類と各種の請願の業務機関を詳細に解説し、天皇親政
の原則をどのように請願制度に貫徹すべきかをも示したロエスレルの回答
を、井上は完全に受け入れた。それ以降、井上は一貫して、天皇、政府、
帝国議会をともに請願業務機関とする構想を以て、請願制度を設計して
いった。なお井上は、人民が請願を天皇に提出し、天皇が請願を内閣の各
省庁に下付するのを、天皇への請願の受理・処理を規定する制度の枠組み
としていた 53）。
とはいえ、請願運動の激化 54）に対応策を迫られた井上は、実際の制度設
計に際し、自らの構想から後退せざるを得なかった。井上は急いで 55）
「請
願規則」56）を作成した。七月二十一日、規則は元老院に下付された。規則は、
請願を「人民各自ノ利益ニ関スル事件」と定義した上で（第一条）、郡区
長戸長から太政官までの順序に従い逐次請願し、請願書に請願者自身の「署
名捺印」と住所戸長の奥印が必要であり、しかも「太政官ノ裁令ヲ経タル
者ハ更ニ請願スルコトヲ得ス又裁判所ニ訴フルコトヲ得ス」と、請願業務
機関及び請願提出の手続きを規定した（第二―十一条）。規則は、一か条
を設け、
「凡ソ事ノ立法ニ関シ建白ニ属スヘキ者ハ各自ノ利益ニ係ルヲ以
テ請願スト雖モ受理セス」を強調した（第十三条）。また「請願者ニ侮辱
誹毀ノ語ヲ用ヒ及第二条ニ示ス所ノ官署外ニ向ヒ請願スル者ハ受理セス」、
53） 井上は、明治十四年に伊藤博文に天皇親政の立憲政治体制の創設を勧めた際に、
『続古事談』の中の歴史的な事実をあげ、天皇が自ら臣民の「上言」を処理する
ことが天皇親政の一形態であると説いた（井上毅伝記編纂委員会編『井上毅伝
史料篇』第一、国学院大学図書館、1966、246 頁）。したがって、ロエスレルの回
答は、井上にとって、日本の伝統とも合致し、認め得るものであった。
54） 明治十五年五月二十九日、大阪府警視大浦兼武は、書簡を以て井上に酒屋会議
の請願書を送り、
「今般五百部ヲ印刷シ全国酒造営業人ニ配布シタリ因テ各営業
人ハ（中略）均シク政府ニ進達スルハ必然ノ義ト相考候」と報じた（鶴巻孝雄ほ
か編『明治建白書集成』六、775 頁）。この書簡は、井上宛書簡を集めた『井上毅
伝 史料篇』第五に収録されていない。
55）「扨請願条例者、昨朝大森へ附与シ、早速印刷ニ取かゝらせ候様申含置候」といっ
た明 15・5・21 井上宛山県有朋書簡（井上毅伝記編纂委員会編『井上毅伝 史料篇』
第五、国学院大学図書館、1975 年、252 頁）及び「請願規則活版印刷之分、御手
元ニ有之候ハヽ、一本此者へ御渡可被成下候」といった明 15・6・2 井上宛山田
顕義書簡（同前、275 頁）によれば、明治十五年五月末頃、酒屋会議が全国的に
展開しかけていたと同時に、井上は請願規則を整えた。なお、山田顕義に、五月
末に、「此事（請願規則――筆者注）向後最も切要之件と存候間、酒屋会議之願
ニ間に合と否に拘らす考究致置ものと存候」と井上に勧めたことがあった（明
15・5・29 井上宛山田書簡、同前、274 頁）。
56） 加藤福太郎編『元老院会議筆記』前期第十三巻（元老院筆記刊行会、1967 年）、
726-727 頁。
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「請願人ハ儀杖ニ逼近シ又ハ引謁ヲ乞フコトヲ許サス」をはじめとする、
請願運動への六か条の罰則も設けられた（第十六―二十一条）。
請願という用語を法律用語として使い、私益の主張を正式に取り扱い始
め、政府を請願業務機関として認めた点で、規則は請願制度史上において
一定の意義を有する。だが、天皇を目指した人民の請願運動を、処理結果
非通知の規定を維持した建白制度の枠組みに収めることこそ、規則の真意
であった 57）。規則の説明役の政府委員水本成美は、元老院の第一読会にお
いて、特に酒屋会議をあげ、「酒問屋ノ如キハ自己ノ利益ノ為メナルモ其
旨国税ノ改正ヲ望ムニ在レハ寧ロ建白ノ部分ニ皈シ元老院ニ上呈スヘキ
者」58）と述べたのである。
規則は法律案としても欠陥を抱えてはいたが 59）、元老院を通過した。規
則の公布を期に、明治憲法制定期までの請願権・請願制度への政府の模索
が終わった。私益の主張は政治の世界に入ったとはいえ、それと公益との
区別が厳に維持され、下から提示された近代的な請願権概念は退けられた。
また、議法機関だけではなく政府も請願業務機関とされたが、天皇がまだ
請願業務機関とされておらず、各機関のそれぞれの業務範囲も限定された。
第二節

請願制度の設計

一、請願権・請願受理権の成立
明治十八年（1885）の内閣制度の創設から明治憲法の制定は準備され始
めた。それ以降、準備作業を担当する井上毅が、作業の一環として、請願
権・請願制度についてドイツ人顧問ロエスレル、モッセに質問した。明治
十九年に井上は、請願権の必要性及び議会の請願受理権の詳細について、
ロエスレルに二つの質問を提出した。①「ペチシオン之権ハ（中略）実際
57） 規則の条項を分析し、規則を請願を許容するものとしてとらえた縣氏の見解は、
不正確であると考えられる（縣幸雄「請願権考――奨励と抑圧と許容の系譜」そ
の四、
『大妻女子大学文学部紀要』23 号、1991 年 3 月、101 頁）。規則を弾圧政策
の系譜でとらえた渡辺久丸氏（『現代日本の立法過程』、法律文化社、1980 年、
143 頁）及び勝田政治氏（「統治機構の確立――内務省を中心にして」、鹿野政直
ほか編『近代日本の統合と抵抗』1、日本評論社、1982 年、189 頁）は、規則の
真意を見抜いた。
58） 加藤福太郎編『元老院会議筆記』前期第十三巻、729 頁。
59） 規則における請願の概念に、一般請願と訴願との両方が混在していた。この点
は、規則が元老院で審査された際、元老院議官によって指摘された（同前、761765 頁）。
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ニ於テハ、徒ラ形式ノ光栄ニ属シテ、施救、又ハ人民ノ実益ヲナサスト聞
ク。今新タニ一国ノ為ニ憲法ヲ設ケントセハ、特ニ此条ヲ設クルコト必要
ナルヤ」
。②「人民ヨリ議院ニ当ツル『ペチシオン』ハ、之ヲ許スヘキヤ、
又ハ之ヲ許サヾルヘキヤ、又ハ或ル制限ヲ設ケテ之ヲ許スヘキヤ（後略）」
60）
（ルビ原文）
。

井上の質問から二点の事実が確認される。第一に、この時点で井上は、
自由民権運動期に形成され、定着した近代的な請願権概念を受け入れ、人
民の意見・希望全般の意味で請願という用語を使っていた。第二に、井上
は議会への請願の受理・処理を規定する制度に最も関心をもち、つまり井
上は、議会を中核的な請願業務機関と想定した。
質問に対しロエスレルは、五条に分けて丁寧に回答し、回答の総論であ
る第一条が画期的なものである。ロエスレルは第一条に「請願ノ権利ハ、
旧来ノ制度ニ属ス」と請願権の必要性を肯定した上で、議会の請願受理権
の機能・意義を次のように説明した。「（前略）又此請願及建白ヲ君長ニ呈
出スル権利ハ、従来、国会ノ重要ナル権利ト認メラレタリ。故ニ此目的ヲ
達スル為、国会ハ又臣民ノ愁訴及嘆願ヲ採用シ、審査ノ上、時宜ニ依リ、
之ヲ王者ニ上奏スルノ権利ヲ有セザルヘカラス」
（ルビ原文）61）。この説明
によって、議会の請願受理権の機能・意義は、初めて議会の政府統制の権
能との繋がりから明示された。つまりロエスレルは、議会の請願受理権を、
議会の上奏権を発揮するための基礎と位置付けただけではなく、議会が直
接に請願書を上奏することも認めた。議会の上奏権は、議会が政府統制を
行う主な手段の一つに間違いない以上、この説明は、議会の請願受理権を、
議会の政府統制の権能の重要な一部と定めるものとなった。
ロエスレルの回答、特に請願権の必要性及び議会の請願受理権の機能・
意義を説明する部分は、井上に大きく影響した。井上は明治十五年頃、各
統治機関をともに請願業務機関とするという請願制度構想をもっていた
（前節既述）
。回答を受けた井上は、社会情勢への対応策を超え、請願権の
確保というところに自らの制度構想を意義付け直し、維持した。また議会
への請願の受理・処理を規定する制度について井上は、議会による請願処
60） 国学院大学日本文化研究所編『近代日本法制史料集』第二（国学院大学、1980
年）、142 頁。同じ資料は、同シリーズの第五にも収録された。
61） 同前、143 頁。
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理の保障と請願に基づく議会の政府統制の権能の発揮との両方を意図し、
制度を構想していった。井上は、そもそも近代的立憲主義を一定の程度で
認め、議会の権限に対して積極的な姿勢をとった人物である 62）。
明治二十年二月、井上は最初の憲法草案（「初稿」）を作成した。草案は
未完成であったため、請願権を規定する条項を含まなかったが、第三十五
条に帝国議会の請願受理権を規定した。この第三十五条の規定及びその説
明 63）は、井上の請願権観、議会の請願受理権の機能・意義への認識、及び
請願制度構想のすべてを表した。第三十五条は「両院ハ人民ヨリ呈出シタ
ル文書ノ請願ヲ受ケ政府ニ報告シ又ハ意見書ヲ付シ天皇ニ上奏シ及主務大
臣ノ弁明ヲ求ムルコトヲ得（二項）請願ヲ受ケルノ方法ハ議院規則ノ定ム
ル所ニ依ル」と、議会の請願受理権を規定した。この条の説明は以下の通
りである。
「請願ノ権ハ（中略）必要ナル保護ヲ人民ニ予フル者ナリ」。だ
からこそ「人民ハ直チニ天皇ニ請願シ又ハ本属官庁ニ請願シ又ハ議員ニ請
願スルコト総テ其意ニ随フコトヲ得」。議会の場合、「議院ニ在テハ各人ノ
請願ヲ受ケテ之ヲ審査シ之ヲ議決シ或ハ之ヲ政府ニ報告シ或ハ之ニ意見書
ヲ附シテ天皇ニ上奏シ及主務大臣ノ弁明ヲ求ムルコトヲ得此レ亦議院ノ職
ニ於テ法律ヲ保護シ及間接ニ政務ヲ監督スルノ権任ヲ全クスル所以ナリ
（後略）」
。井上は、請願権を確保するために、天皇、政府、議会をともに
請願業務機関とした。また井上は、議会による請願処理ひいては実現を保
障し、それを通じて議会の政府統制の権能も発揮させるために、議会に強
い請願処理権限を与えようとしていたのである。
三か月後、最初の草案に基づき、井上は「乙案試草」、「甲案試草」を作
成した。人民の請願権と帝国議会の請願受理権についての両草案の規定が
変わらなかったので、
「甲案試草」の規定をみていこう。草案は、第八条
に「凡ソ日本国民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ法律ノ規程ニ循ヒ天皇及議院ニ請願
ヲナスコトヲ得」と、基本的に自由民権運動期に形成され、定着した近代
的な請願権概念に沿い人民の請願権を規定し、請願業務機関も明記した。
第四十二条に草案は、
「両院ハ人民ヨリ呈出シタル請願ノ文書ヲ受ケ政府
ニ移牒シ又ハ意見ヲ付シ天皇ニ上奏シ或ハ主務大臣ノ弁明ヲ求ムルコトヲ
得（二項）請願ヲ受ルノ方法ハ法律及議院規則ノ定ムル所ニ依ル」と議会
62） 坂井雄吉『井上毅と明治国家』（東京大学出版会、1983 年）、第 3 章を参照。
63） 稲田正次『明治憲法成立史』下巻、63 頁。
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の請願受理権を規定した 64）。
ところが、両草案は明治憲法制定作業の主導者である伊藤博文に送られ
ると、帝国議会の請願受理権の規定が伊藤の反発に遭った。明治二十年六
月、伊藤は両草案への批判から、憲法草案を検討し始めた。「甲案試草」
における人民の請願権の規定に伊藤は異論がなかったが、帝国議会の請願
受理権の規定に大きく反発した。伊藤は、第八条に「此請願ハ天皇ニ止メ
議院ハ除クヘシ此請願ハ事ノ何タルヲ指サズ普通下ヨリ上ニ向テ哀訴請願
スルモノトセハ国会ヲシテ媒介セシムルノ要ヲ見ス」と書き入れ、第
四十二条に「此条モ不用」と書き入れた 65）。
伊藤の修正から興味深い事実が見出される。伊藤は、井上と同じく近代
的な請願権概念を受け入れ、天皇を請願業務機関とし、憲法で請願業務機
関を明記することにも反対しなかったが、帝国議会の請願受理だけを認め
なかった。それでは伊藤はなぜ議会の請願受理権を警戒し、またどのよう
にこの権限の機能・意義を認識していたのだろうか。これらの問題を解く
鍵が「此条モ不用」の「モ」にある。伊藤はまず議会の上奏権を規定した
「甲案試草」の第四十一条に「此条除クベシ」66） と書き入れ、続いて第
四十二条も削除しようとした。そうであれば伊藤の意図、及び彼の議会の
請願受理権の機能・意義への認識が明らかである。伊藤も、議会の請願受
理権を議会の政府統制の権能の一部として認識した。この認識に基づき伊
藤は、議会、具体的に言えば衆議院の政府統制の権能を制限するために、
議会の請願受理権を奪おうとしていた。井上と違い伊藤は、民権家の拠点
と予想される衆議院の権限に対して、消極的な姿勢をとった 67）からである
と考えられる。
八月、
「甲案試草」への批判をもとに、伊藤は自ら「夏島草案」を作成
した。草案は、「日本臣民タル者ハ相当ノ敬礼ヲ守リ法律ノ定ムル所ニ従
ヒ天皇ニ請願ヲ為スコトヲ得」68） と、臣民の請願権だけを規定し（第
六十二条）
、帝国議会の請願受理権について規定を設けなかった。
64） 同前、72 頁、77 頁。
65） 同前、134 頁、136 頁。
66） 同前、136 頁。
67） 坂野潤治「明治憲法の成立」
、井上光貞ほか編『日本歴史大系 4
川出版社、1987 年）、625 頁。
68） 稲田正次『明治憲法成立史』下巻、202 頁。
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「夏島草案」がこれまで使われてきた国民を「臣民」と換えたため、請
願権は臣民の権利になった。これが、請願権の性質の大きな転換点であっ
た。だが、
用語の変更について、井上毅とロエスレルは異論を提出しなかっ
た。
帝国議会の請願受理権の削除を、井上毅とロエスレルは一致して批判し
た。井上は「逐条意見」において、議会の「請願ヲ受ルノ権」が「各国立
憲ノ制ニ於テ之ヲ許可承認シテ以テ憲法ノ美徳、国民幸福ノ淵源トナサヾ
ルハナ」い権利であり、
「此レヲモ愛惜シテ予ヘズトナラバ憲法ハ何ノ為
ニシテ設クルコトヲ知ラズ議院ハ何ノ為ニシテ開クコトヲ知ラズ」と極論
69）
した（ルビ原文）
。ロエスレルは「憲法草案修正意見」において、議会の

「一個人ノ請願ヲ受領シ及議決スルノ権」が「立憲政体ニ於テ」「関要最モ
重キモノ」の一つであり、議会にこの権限を与えなければ、「此憲法ハ甚
ダ不満足ナルモノナリト云フノ批評ヲ来スヘキハ予ノ断言スル所ナリ」と
警告した 70）。
二人の批判を受けた伊藤は譲歩した。伊藤は、二か月後の修正草案に、
臣民の請願権の条項から「天皇ニ」を削除し、また「両議院ハ人民ヨリ提
出スル請願文書ヲ受ク（二項）請願文書ヲ受クル規定ハ法律ノ定ムル所ニ
依ル」71）と帝国議会の請願受理権を新設した。この二か条はその後、いく
つの字句の修正を経て最後の草案（諮詢案）に入った。「日本臣民ハ相当
ノ敬礼ヲ守リ法律ノ定ムル所ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得」（第三十条）、
「両
議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願文書ヲ受ク（二項）請願文書ヲ受クノ条規ハ
法律ノ定ムル所ニ依ル」（第五十条）であった 72）。
明治二十一年五月に枢密院が開院し、憲法草案の審査を始めた。六月
二十七日に臣民の請願権の条項は上程され、条項をめぐって以下の質疑応
答が交わされた 73）。枢密顧問官鳥尾小弥太は、
「請願ニハ建議ヲ包含スルカ」
と質問し、説明員伊東巳代治は「建議ト称スルモ其実請願ナルトキハ請願

69） 同前、229 頁。
70） 同前、257-258 頁。
71） 同前、273 頁、275 頁。
72） 同前、561 頁、563 頁。
73） 臣民の請願権及び議会の請願受理権の条項の審査過程の全貌について、同前、
645-650 頁、696-697 頁及び清水伸『日本憲法制定史』下（原書房、1974 年）、
247-252 頁、323-324 頁。
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ノ取扱ヲ為スヘキナリ」と答えた 74）。公私益に関わる意見・希望がともに
請願権の範囲内にあることは明確化された。また「相当ノ敬礼ヲ守リ」と
いう文言に対して、鳥尾小弥太及び枢密顧問官河野敏鎌はそれを削除する
ことを主張した。議長伊藤博文は「
（憲法――筆者注）起草ニ当タリ考慮
ヲ費ヤサス徒ニ他ニ拠倣シタルカ如キハ本草案中一字一句モ之アル事ナ
シ」75）と言い、拒否した。採決の結果、河野らの意見が少数で否決された。
「相当ノ敬礼ヲ守リ」という文言が請願権の性質と繋がるため、ここで
文言の意味を検討しておこう。文言及びそれをめぐる河野らと伊藤との論
争は、先行研究によって請願権の臣民の権利としての性質の証左としてよ
く引用されている 76）。だが、この文言を以て、明治二十一年という時点の
請願権が臣民の権利としての性質を有したと論じ得ないと考えられる。第
一にこの文言はまだ請願権を人民の権利とした井上毅の「甲案試草」に既
に存在していたことを忘れてはいけない。また伊藤議長は、諮詢案に余計
なことばが「一字一句」もないと言い張ったが、あげた論拠が「今日政府
ナリ宮内省ナリヘ呈出スル所ノ書面ニシテ敬礼ヲ欠クモノ復タ少シトセ
ス」77）という社会情勢に過ぎなかった。この時点で伊藤でさえ、文体の規
定を以て請願権を臣民の権利と定めることを企てていなかったのである。
七月四日に帝国議会の請願受理権の条項が上程され、ほとんど議論され
なかった。枢密院の審査と字句修正を経て、臣民の請願権・帝国議会の請
願受理権を規定する明治憲法の第三十条・第五十条は成立した。
「第三十条

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」
「第五十条

両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得」78）。

ところで、明治憲法の条項の意味を非公式でありながら規定したものと
して、官製憲法説明書『憲法義解』（以下、
『義解』と略記）がある。以下、
『義解』
における第三十条・第五十条の説明の成立過程を考察する 79）。
『義解』
74）『枢密院会議議事録』第一巻（東京大学出版会、1984 年）、232 頁。
75） 同前、233 頁。
76） たとえば渡辺久丸『現代日本の立法過程』、146-149 頁。
77）『枢密院会議議事録』第一巻、234 頁。
78） 内閣官報局編『法令全書』第二十二巻の一（原書房、1978 年）、4 頁、5 頁。
79）『義解』の成立過程について、宮沢俊義ほか「憲法義解縁起」㈠―㈡（『法学協
会雑誌』58 巻 8 号―9 号、1940 年 8 月―9 月）及び稲田正次『明治憲法成立史』
下巻、第 28 章第 1 節が先行研究である。
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の基礎は、井上毅が枢密院の憲法草案審査の参考資料として準備した憲法
草案説明書であった。第三十条の説明は以下の通りである 80）。
「請願ノ権ハ
至尊仁愛ノ至意ニ由リ、言路ヲ開キ民情ヲ通スル所以ナリ」
。古代の仁君
たちは、「政事上衆思ヲ集メ鴻益ヲ広ムル」ために、「皆言路ヲ洞通シ冤屈
ヲ伸疎スルコトヲ力メサルハアラス」。今請願権を承認するのも、「憲法ノ
民権ヲ貴重シ民生ヲ愛護シ一ノ遺漏ナキヲ以テ終局ノ目的ト為スニ由ル」。
請願権を行使する時、「正当ノ敬礼ヲ守ルヘ」き、「至尊ヲ干涜シ、又ハ他
人ノ隠私ヲ摘発シテ」はならない。この説明は、歴史を縷説し請願権の承
認が天皇の懿徳による恩賜であるのを裏付けることを通じて、請願権の臣
民の権利としての性質を実質化させた。説明から、井上が伊藤博文によっ
て規定された請願権の性質を認めたことも分かる。
第五十条の説明は、
「初稿」第三十五条の説明とほぼ変わらず、以下の
通りである 81）。
「請願ノ権ハ臣民ニ必要ナル保護ヲ与フル者ナリ。故ニ臣民
ハ直チニ天皇ニ請願シ、又ハ議院ニ請願スルコト、総テ其ノ意ニ随フコト
ヲ得。其ノ議院ニ在リテハ、各人ノ請願ヲ受ケテ之ヲ審査シ、或ハ単ニ之
ヲ政府ニ報告シ、或ハ之ニ意見書ヲ附シテ天皇ニ上奏シ、又ハ政府ニ報告
シ、及主務大臣ノ弁明ヲ求ムルコトヲ得。此レ亦議院ノ職ニ於テ間接ニ臣
民ヲ保護シ、政務ヲ監督スルノ権任ヲ全クスル所以ナリ。議院若臣民ノ請
願ニ付主務大臣ノ弁明ヲ求ムルトキハ、政府ハ議院ニ対シ主務大臣又ハ代
理ノ官吏ニ由テ其ノ弁明ヲナサヽルヘカラス。但シ何レノ場合ニ於テモ、
政府ハ必シモ請願ノ件ヲ許可スルノ義務ナク、而シテ議院ハ又再三政府ヲ
問詰スルノ権利アルコトナシ」。帝国議会の請願受理権の許否をめぐって
伊藤博文と対立したことがあっても、井上は積極的に議会の請願受理権と
議会の政府統制の権能との繋がりを主張し続け、自らの制度構想も維持し
ていた。
明治二十二年一月、井上は説明書を推敲し、憲法義解稿本を作成し
た 82）。稿本は、説明書の第三十条の説明を変えず、第五十条の説明を基本
的に帝国議会の請願処理権限を強化する方向で修正した。稿本は、説明の
80） 清水伸『日本憲法制定史』下、541-542 頁。
81） 同前、552 頁。
82）「伊東巳代治関係文書」四〇（国立国会図書館所蔵。以下「伊東文書」と略記）
。
後述の伊藤博文の修正も、稿本に保存されていた。
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前半から議院の請願上奏を削除したものの、説明の文末に「若夫請願ノ立
法ニ係ル者ハ紹介ノ議員ヨリ通常ノ動議ノ方法ニ依リ議院法及議院規則ニ
従ヒ法案ノ動議ヲ為スコトヲ得ヘク而シテ議院ノ採用スル所トナルトキハ
提出ノ議案トナルコトヲ得ヘシ」という文言を追加し、議会が請願に基づ
き直接に法律案を作成・提出する道を開いた。
一月中に稿本が伊藤博文に送られ、修正を受けた。伊藤は、第三十条の
説明を認め、ただ説明の文末に「請願ノ権ハ君主ニ進ムルニ始マリ而シテ
推広シテ議院及官衙ニ呈出スルニ及フ其ノ各個人ノ利益ニ係ルト又ハ公益
ニ係ルトヲ問ワス」と追加し、請願権の範囲の広さ及び請願業務機関の多
様さを強調した。だが伊藤は、第五十条の説明を認めず、批判に等しくそ
れを修正した。伊藤の修正により、説明の中の請願権による臣民の保護、
議院の政務監督、請願に基づく立法の内容は削除された。
伊藤の修正版は数名の学者、法制官僚の審査を経て『憲法義解』の定本
となり、四月に出版された。
『義解』の第三十条の説明 83）は以下の通りで
ある。
「請願ノ権ハ至尊仁愛ノ至意ニ由リ言路ヲ開キ民情ヲ通スル所以ナ
リ」
。「議会未タ設ケス裁判聴訟ノ法未タ備ハラサル時」、仁君たちは、「皆
言路ヲ洞通シ冤屈ヲ伸疎スルコトヲ力メサルハアラス」。
「今ハ諸般ノ機関
既ニ整備ニ就キ公議ノ府亦一定」したが、なお「臣民請願ノ権ヲ存シ匹夫
匹婦疾苦ノ訴ト父老献芹ノ微衷トヲシテ九重ノ上ニ洞達」させるのは、
「憲
法ノ民権ヲ貴重シ民生ヲ愛護シ一ノ遺漏ナキヲ以テ終局ノ目的ト為スニ由
ル」
。
「但シ請願者ハ正当ノ敬礼ヲ守ルヘ」き、「至尊ヲ干涜シ又ハ他人ノ
隠私ヲ摘発」することを「戒慎スヘキ」である。請願の業務機関が「君主
ニ進ムルニ始マリ而シテ推広シテ議院及官衙」であり、提出できる請願の
範囲は「其ノ各個人ノ利益ニ係ルト又ハ公益ニ係ルトヲ問ハス法律上彼此
ノ間ニ互ニ制限ヲ設ケサルナリ」。
第五十条の説明 84）は、次のようなものとなった。「臣民ハ至尊ニ請願シ
又ハ行政官衙ニ請願シ議院ニ請願スルコト総テ其ノ意ニ随フコトヲ得其ノ
議院ニ在テハ各人ノ請願ヲ受ケテ之ヲ審査シ或ハ単ニ之ヲ政府ニ紹介シ或
ハ之ニ意見書ヲ附シテ政府ノ報告ヲ求ムルコトヲ得但シ議院ハ必シモ請願
ヲ議定スルノ義務アルコトナク政府ハ必シモ請願ヲ許可スルノ義務ナシ
83） 伊藤博文『帝国憲法皇室典範義解』（哲学書院、1889 年）、54-55 頁。
84） 同前、77-78 頁。
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（中略）若夫請願ノ立法ニ係ル者ハ請願ヲ以テ直ニ提出法律案ノ動議ト為
スヘカラス（後略）」。
二、請願制度の設計
明治二十年四、五月頃、「乙案試草」、「甲案試草」の作成と同時に、井
上毅は二つの議院法草案を作成した。この二つの草案は、帝国議会への請
願の受理・処理を、二か条を以て規定した 85）。「第四七条

国民ヨリ文書ヲ

以テ其請願ヲ両議院ニ呈出シタルトキハ議員十五名以上ノ同意ノ紹介ヲ得
テ初メテ議事ニ付スルコトヲ得ヘシ（二項）各議院ニ於テ請願ヲ観察スヘ
キコトヲ議決シタルトキハ意見書ヲ付シ其請願書ヲ天皇ニ上奏シ及主務大
臣ノ弁明ヲ求ムルコトヲ得」、「第四八条

両議院ハ人民ノ訴ヲ受クルコト

ヲ得ズ（二項）又請願者自ラ出頭スル者ヲ受クルコトヲ得ズ」86）、という二
か条であった。
明治二十一年前半、明治憲法制定作業が完成に近づき、井上は具体的に
請願制度を設計し始めた。二月から、井上は新たに来日したイギリス人顧
問ピゴット 87）に、英国の権利請願制度を質問していった。井上の熱心ぶり
は、残された「権利請願ニ関スルピゴット氏答議」
（二月二十一日）
、
「特
赦ノ請願ニ関スルピゴット氏答議」
（四月九日）
、「請願書受理ニ関スルピ
ゴット氏答議」
（五月九日）の一連から窺える 88）。井上の質問が主に天皇へ
の請願の受理・処理をめぐったことは、注目に値する。
質問の上で四月に、井上はピゴットに、天皇、政府及び帝国議会への請
願の受理・処理を系統的に規定する「請願条例」を起草させた。条例は、
第一章「通則」に各請願業務機関に提出できる請願の範囲及び請願受理・
処理の一般手続きを規定した上で、第二章から第四章にかけて、それぞれ
「立法院」、「天皇陛下」、「行政官庁」への請願の受理・処理を規定した。
85） 大石真氏は、この二つの草案に「請願に関する規定が存しない」と評している
（『議院法制定史の研究――日本議会法伝統の形成』、86 頁）。
86）「議院法試草」、
「憲政史編纂会収集文書」二五一（国立国会図書館所蔵。以下「憲
政会文書」と略記）
。この案は「甲案試草」とセットになった。「乙案試草」とセッ
トになった「議院法草案」（「憲政会文書」二五〇）の関連条項は、この案と同文
であった。
87） ピゴットの来日の経緯及び日本における活動について、梅渓昇『政治・法制』
（お
雇い外国人 11、鹿島研究所出版会、1971 年）を参照。
88） 以上の資料は、国学院大学日本文化研究所編『近代日本法制史料集』第十七（国
学院大学、1996 年）に収録されている。
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最後に条例は、
第五章「附則」に、
「請願ニ関シテハ刑法其他諸罰則ニ触ルヽ
外一切之ヲ罰セス」と規定した 89）。井上は書簡を以て、伊藤博文に条例の
起草を報じた 90）。
条例の起草と同時に、明治二十年の二つの議院法草案を基礎にして井上
は正式な草案「議院法」91）を作成し、その中で独立した第十七章「請願」
を設けた。第十七章は、帝国議会への請願の受理・処理の流れを詳細に定
め、議会の請願処理権限について、第九十九条に「議院ニ於テ請願ノ採択
スヘキコトヲ議決シタルトキハ意見書ヲ付シ其ノ請願書ヲ天皇ニ上奏シ又
ハ政府ニ送付シテ主務大臣ノ弁明ヲ求メ又ハ単ニ参考ノ為ニ政府ニ送付ス
ヘシ（二項）請願ニ由テ政府ノ弁明ヲ求ムル者ハ第

章質問ノ例ニ依ル」と、

井上の持論を掲げた。そのほかに第十七章は以下の二点の特徴的な内容を
有していた。①請願書の文体について、いっさい規定を設けなかった。②
請願と行政裁判との関係について、
「行政官ノ処分ニ対シ請願スル者ハ（中
略）行政官庁ニ請願シテ其ノ伸理ヲ得サル文証アル者限リ両議院ニ於テ之
ヲ受クベシ」
（第百四条）
、「両議院ハ司法及行政裁判ノ裁判ニ干渉スルノ
請願ヲ受理スルコトヲ得ス但シ裁判遅延若ハ拒絶其ノ他裁判ノ方法憲法ニ
違犯スルノ事アリトスルノ請願ハ此ノ限ニ在ラス」（第百五条）との二か
条の規定を設けた。草案は、司法権の独立を認めながら除外例として、行
政裁判の不正による権利侵害を訴える請願に限り、議会の受理を許すとし
たのである。
「請願条例」を総則とし、各請願業務機関の請願受理・処理を、また独
自の法律規則を細則として定めるのは、同時に条例と議院法の起草にとり
かかった井上の考えであったと考えられる。条例は「附則」に、
「請願ニ
関スル細則ニシテ立法院ニ関スルモノハ立法院ノ決議ヲ以テ之ヲ定メ、天
皇陛下ニ関スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定メ、行法官庁ニ関スルモノハ閣令
ヲ以テ之ヲ定ム」92）という一か条を設けていたのである。だが、条例は完
成後、黙殺された。具体的な経緯が不明である。
89） 国学院大学日本文化研究所編『近代日本法制史料集』第十七、66-70 頁。
90） 明 21・4・26 伊藤宛井上書簡、井上毅伝記編纂委員会編『井上毅伝 史料篇』
第四、103 頁。
91）「梧陰文庫井上毅文書」A- 三六四（国立国会図書館所蔵。以下「井上文書」と
略記）。
92） 国学院大学日本文化研究所編『近代日本法制史料集』第十七、70 頁。
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条例の黙殺に対し、議院法は公布に向けて審査・修正され、それにつれ
帝国議会への請願の受理・処理についての法制も整備されていった。明治
二十一年七月、井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎の三人の委員は、議院法
草案を二回で審査・修正した 93）。修正の結果、請願の関連条項の内容が、
井上の原案より後退した。修正に最も目につくのは、請願書の文体の規定
の新設であった。修正案は、
「請願書ハ総テ哀願ノ体式を用ユヘ」く、文
体が違った請願を受理しないことを規定した（第七十四条）
。議会の請願
処理権限について、修正案は第七十条に「各議院ニ於テ請願ノ採択スヘキ
コトヲ議決シタルトキハ意見書ヲ付シ其請願書ヲ政府ニ送付シ時宜ニ依リ
テハ政府ノ弁明ヲ求ムルコトヲ得」と記し、議会が請願を天皇に上奏でき
る規定を削除した。また、行政裁判の不正による権利侵害を訴えるものと
して議会が受理し得る請願の範囲も、
「裁判遅延若クハ拒絶ニ対スルノ請
願」に限定された。
八月、三人の委員の修正案は伊藤博文に送られ、伊藤によって帝国議会
の請願処理権限の弱体化の方向で再修正された 94）。伊藤の修正により、議
会が行い得る請願の処理方法は「（請願を――筆者注）意見書ヲ付シ其ノ
請願書ヲ政府ニ送付」することだけとなった（第六十六条）。また、「行政
処分ニ対シ請願スル者ハ行政官庁ニ請願シテ其ノ伸理ヲ得サリシ者ニ限リ
各議院之ヲ受クヘシ」という修正案の第七十六条が削除され、議会が受理
できる「裁判遅延若クハ拒絶ニ対スルノ請願」も、「理由ナキ裁判遅延若
クハ拒絶ニ対スルノ請願」とさらに縮小された（第七十一条）。
伊藤の修正案は議院法草案として上奏された。明治二十一年九月、枢密
院は二回の会議を開き、草案を審査・修正した。請願の関連条項について、
内容上以下の二点の修正がなされた。第一に請願の処理方法に「時宜ニ依
リ報告ヲ求ムルコトヲ得」という文言が追加され（第六十五条）
、帝国議
会の請願処理権限は少し取り戻された。第二に第七十条は「各議院ハ司法
及行政裁判ニ干預スルノ請願ヲ受クルコトヲ得ス」と修正され、行政裁判
93） 二回の修正案はそれぞれ「議院法草案 第六」（「憲政会文書」二五五）、「議院
法草案 第八」（「憲政会文書」二五七）であり、ここで引用したのは「議院法草
案 第八」という最後の修正案である。三人の委員の草案審査・修正の経緯及び
後述の、修正案が伊藤博文に送られ、伊藤によって再修正された経緯について、
大石真『議院法制定史の研究――日本議会法伝統の形成』、172-175 頁を参照。
94）「議院法草案 第九」、「憲政会文書」二五八。
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に関する請願を議会が完全に受理できなくなった。
なお、枢密院における質疑応答から、伊藤、伊東らが、帝国議会の強い
請願処理権限を警戒したものの、議院による請願処理の保障に、むしろ賛
成したという事実は分かる。議院法の第六十四条は、貴衆各議院の請願委
員会が、
「毎週一回」の頻度で本会議に請願処理の結果を報告することを
規定した。枢密顧問官吉田清成は、毎週一回を「速カニ」と修正すること
を提案した。報告員伊東巳代治は、吉田の提案を明確に反対した。伊東の
理由が「畢竟議員ハ此表ニ依テ其請願ノ軽重ヲ知リ重事ト認ムル者ニ付テ
会議ヲ要求スルニ至ルナリ然ルニ今此毎週報告ノ制限ヲ解クトキハ報告ハ
請願委員ノ随意トナリ或ハ請願事件堆積シテ議会ノ終期ニ至テ数百件ノ請
願一時ニ報告セラルヽ」ことであった 95）。議会が請願業務を怠けることを
防ぐために、伊藤、伊東らが「毎週一回」の報告頻度を定めたのである。
ところで、枢密院の審査の最中、請願権の性質と関わる一つの出来事が
あった。伊東巳代治が議院法草案の説明書を起草した。説明書は、請願書
の文体を「哀願体」と規定する第六十九条を「請願書ハ（中略）総テ皆懇
請哀願ノ体式ヲ用ヰテ文ヲ成スヘク是独リ敬礼ニ関ワルノミナラス請願ノ
本質ニ於テ固ヨリ宜シク然ルヘキナリ」96）と説明した。この説明により、
請
願書の文体が正式に請願権の性質の表れとなり、請願権の臣民の権利とし
ての性質は「哀願体」という文体の規定によって強化されるようになった。
枢密院の審査・修正を経て、明治二十二年二月、議院法が公布された。
第十三章「請願」97）は、帝国議会への請願の受理・処理を詳細に規定し、
請願の処理について第六十五条に、各議院の本会議が「請願ノ採択スヘキ
コトヲ議決シタルトキハ意見書ヲ附シ其ノ請願書ヲ政府ニ送付シ」、その
後「事宜ニ依リ報告ヲ求ムルコトヲ得」ると規定した（議会の請願受理・
処理の流れは、次章詳述）
。議院法の公布を期に、議会への請願の受理・
処理についての法制は整備された。
議院法公布の後、井上毅は天皇への請願の受理・処理を規定する制度の
設計を再開した。明治二十二年中、井上は、「（前略）敢テ問フ君主ニ当ル
95）『枢密院会議議事録』第一巻、113-114 頁。
96）「議院法 第十八」、「憲政会文書」二六〇。説明書の作成の経緯について、大
石真『議院法制定史の研究――日本議会法伝統の形成』、228-232 頁を参照。
97） 内閣官報局編『法令全書』第二十二巻の一、16-17 頁。
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請願ハ何等ノ制限モ程式モ用ヰズシテ（中略）自由ヲナラシムベキ乎又ハ
相当ノ規程ヲ制定スベキ乎」と、改めてロエスレル、モッセに天皇への請
願の受理・処理を質問した。両顧問は各自で詳細に回答し、またともに仁
君的な天皇像を維持するため、天皇への請願の提出について特別な制限を
設けるべきではないと強調した 98）。回答を受けた井上は、プロイセン 1810
年勅令を参照し、ある「内規」を起草し、伊藤博文に送った 99）。
明治二十二年八月、井上起草の「内閣官制」100）は勅令を以て公布され、
官制の第五条が「天皇ヨリ下付セラレ又ハ帝国議会ヨリ送致スル人民ノ請
願」を「閣議ヲ経ヘ」き事件としてあげた。第五条の規定からみると、こ
の時点の井上が天皇への請願の受理・処理を規定する制度の枠組みを決め
た。官制によって、天皇及び議会から政府に送付された請願の、政府にお
ける処理がある程度保障された。
明治二十三年十二月、帝国議会の開会直前、天皇への請願の受理・処理
を司る文事秘書局は成立した。井上が局長であった。秘書局の成立と同時
に宮内省は「請願書取扱内規」、「請願規程」を制定した。内規は、天皇へ
の請願の処理方法を規定した。内規は、「上奏ノ請願書其事件各省行政ニ
関ル者ハ主管ノ大臣ニ下付シ其処分ヲ命ゼラルベシ」
（第三条）と、天皇
が請願を親裁することを強調し、また「請願書上裁ヲ経タルトキハ文事秘
書局ヨリ旨ヲ承ケテ本人ニ通知スベシ」
（第十一条）と、請願処理結果の
通知を規定し、請願の処理を一定の程度で保障した。規程は、天皇への請
願の提出手続きを規定した。規程が、天皇への請願の提出について一切罰
則を設けなかったことは、特徴的であった 101）。
ところが、請願規程は公布に至らなかった。枢密院が「濫請」、即ち請
願の大量提出を招くことを懸念したためである。明治二十三年末に第一次
98）「井上文書」B- 二八四。この質疑応答は、伊藤博文編、金子堅太郎ほか校訂『秘
書類纂・雑纂（復刻版）』三（原書房、1970 年、55-62 頁）にも収録されている。
国学院大学日本文化研究所編『近代日本法制史料集』第十（国学院大学、1988 年、
208-211 頁）は、井上の質問とモッセの回答しか収録していない。両顧問の回答
の具体的な内容について、今村千文「君主に対する請願をめぐる井上毅の思想の
転回」、1008-1010 頁を参照。
99） 明 22・8・5 伊藤宛井上書簡、井上毅伝記編纂委員会編『井上毅伝 史料篇』
第四、156 頁。
100）内閣官報局編『法令全書』第二十二巻の二（原書房、1978 年）、319-320 頁。
101）
「請願書取扱内規ヲ定ム」、「公文類聚・第十四編・明治二十三年・第十七巻」（国
立公文書館所蔵）。
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山県有朋内閣は規程を可決した。翌年四月に規程が枢密院に下付されると、
枢密院は濫請論を唱え、規程の公布を阻止した 102）。
内規、規程の制定及び規程の未公布を以て、明治憲法制定期の請願法制
整備が終わった。以下、前節の成果と合わせて、請願権・請願法制の性質
を検討する。
請願権の性質について、請願権は範囲の広さを維持し、天皇によって恩
賜された臣民の権利となった。明治憲法第三十条の規定及び『憲法義解』
の説明は、請願という用語を使い続け、請願権の範囲についても、人民が
多様な統治機関に向けて公私益を問わず各種の請願を提出できると明示
し、一定の程度で自由民権運動期に形成され、定着した近代的な請願権概
念を受け入れた。だが、
『義解』の説明は、歴史を縷説し天皇の懿徳を強
調し、この近代的な請願権概念を天皇の聖恩の体系に収斂した。議院法の
規定は、自由民権運動期の民権家の主張に反し（前節既述）、明確に請願
書の文体を「哀願体」と定め、請願権の臣民の権利としての性質を強めた。
請願法制の性質について、天皇への請願の受理・処理を規定する制度が
公布されず、伊藤博文も支持した多様な請願業務機関を設定するという請
願制度構想は実現されなかった。近代日本の最初の請願法制は結局、明治
憲法及び議院法の規定を以て、帝国議会への請願の受理・処理を規定する
制度を中心に整備された。この請願法制の下で、議会が中核的な請願業務
機関であり、議会の請願受理・処理の流れが詳細に規定され、一定の程度
で議会による請願処理は保障された。だが、請願法制は請願に基づく議会
の政府統制を許せず、
請願の実現を決める権限も政府の手に置いた。
『義解』
第五十条の説明は、帝国議会の請願受理権と議会の政府統制の機能との繋
がりを切断した。議院法の関連条項は、議会の請願処理権限を大幅に弱め
た。その結果、議会が請願審査・処理を通じて政府統制を行うどころか、
請願の実現という、
請願の最終の処理も政府に仰ぐことしかできなかった。

102）規程の未公布の原因について、宮内庁編『明治天皇紀』第七（吉川弘文館、
1972 年、707-708 頁）に文事秘書局の勢力拡張を警戒した山県首相が規程の公布
を阻止したと記されている。だが、「枢密院決議一・請願令・大正六年三月
二十八日決議」
（「枢密院関係文書」
、国立公文書館所蔵）及び宮内省の覚書（国
立国会図書館調査立法考査局編『請願制度とその効果』
、国立国会図書館調査立
法考査局、1950 年、13-15 頁）は、ともに内閣は規程を認めたが、枢密院はその
公布を阻止したとしている。
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第三節

小括

請願権・請願制度の前身である建白制度は明治維新以来、整備されていっ
たが、建白制度の下で私益の主張が取り扱われなかった。自由民権運動期
に入ると、私益の請願が認められ、また請願権が天賦された人権として語
られた。近代的な請願権概念は下から形成され、定着した。
自由民権運動に迫られ、憲法発布と立憲政治体制の創設を許した藩閥政
府は、公私益とも含む人民の意見・希望という請願の定義を使い続け、む
しろ人民が各種の意見・希望を請願として多様な統治機関に提出できるこ
とを強調し、一定の程度で近代的な請願権概念を受け入れた。しかし政府
は、明治憲法及び議院法の関連条項を以て、請願権の性質を天皇に恩賜さ
れた臣民の権利というところに定めた。このように範囲の広さを維持し、
自由民権運動期に形成され、定着した近代的な請願権概念が明治憲法体制
に収斂された。近代日本の請願権は成立した。請願権の承認により人民は
臣民として、一定の程度で請願を通じて、自らの各種の意見・希望を表出
できるようになった。
自由民権運動期において、請願運動への対応策として政府は請願制度を
模索し始めた。明治憲法制定期に入ると、請願制度は改めて構想された。
制度設計者である官僚・藩閥政治家は、ともに一定の程度で請願権を重視
し、請願処理の保障に注意した。したがって彼らは、多様な請願業務機関
を設定するという請願制度の構想に合意した。しかし、帝国議会への請願
の受理・処理を規定する制度をめぐって、井上毅と伊藤博文は激しく対立
した。井上と伊藤がともに議会の請願受理権の機能・意義を議会の政府統
制の権能の一部として認識した一方、請願に基づく議会の政府統制を許す
かどうかについて、違った構想をもったからである。最終的に両方は互い
に譲歩し、議会への請願を規定する制度を設計した。同じ時期に天皇及び
政府への請願の受理・処理を規定する制度も構想されたが、成立しなかっ
た。近代日本の最初の請願法制は、議会への請願の受理・処理についての
法制を中心に整備された。この請願法制の下で、議会への請願の受理・処
理の流れが詳細に規定され、議会による請願処理は一定の程度で保障され
た。だが、議会の請願受理権と議会の政府統制の権能との繋がりが切断さ
れ、議会の請願処理権限も弱体化された。議会は請願に基づき政府統制を
行う余地が少なく、請願の実現も、政府の権限となった。
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