
入門・明治（政治史）１ 

Ⅰ.明治維新  

１）新政府による国内統一 

 ①【１ 戊辰戦争】：1868～69年 

 ・新政府軍と旧幕府軍の戦い 

 ・【２ 鳥羽・伏見】の戦い：1868年１月、京都 

 ・【３ 五稜郭】の戦い（箱館戦争）：1869年５月 

  ※箱館の【３ 五稜郭】で最後まで抵抗を続けていた【５ 榎本武揚】が降伏 

   ⇒新政府による国内統一が達成される 

 ②【６ 五箇条の誓文】の公布：1868年３月 

 ・【７ 由利公正】が起草し、【８ 福岡孝弟】が修正。さらに【９ 木戸孝允】が加筆 

  ※福岡の「列侯会議ヲ興シ」を木戸が「広ク会議ヲ興シ」に変更 

 ③【10 五榜の掲示】：1868年３月 

 ・五種の高札で民衆の心得を示す 

  ※旧幕府の対民衆政策を継承：【11 キリスト教】の禁止など 

 ④【12 政体書】の制定：1868年閏４月 

 ・政府の組織を整備 

 ・三権分立の制度を取り入れる 

  ※以降1885年まで太政官制が続く 

 ⑤【13 版籍奉還】：1869年 

 ・薩摩・長州・土佐・肥前の４藩主が朝廷に領地(版図)と領民(戸籍)を返上 

   ⇒他の多くの藩もこれにならって返上。最終的には政府が全藩主に返上を命令 

 ・旧大名は改めて旧領地の【14 知藩事】に任命され、引き続き藩政にあたる 

 ⑥【15 廃藩置県】：1871年 

 ・薩摩・長州・土佐から１万人の【16 御親兵】をつのり、軍事力を固める 

   ⇒７月、一挙に断行 

 ・すべての藩を廃止、府・県とする 

   ⇒中央政府から任命・派遣された【17 府知事・県令】が地方行政を担当 

 ・知藩事（旧大名）を罷免し、東京居住を命じる 

 



入門・明治（政治史）１空 

Ⅰ.明治維新  

１）新政府による国内統一 

 ①【１     】：1868～69年 

 ・新政府軍と旧幕府軍の戦い 

 ・【２      】の戦い：1868年１月、京都 

 ・【３    】の戦い（箱館戦争）：1869年５月 

  ※箱館の【３    】で最後まで抵抗を続けていた【５     】が降伏 

   ⇒新政府による国内統一が達成される 

 ②【６       】の公布：1868年３月 

 ・【７     】が起草し、【８     】が修正。さらに【９     】が加筆 

  ※福岡の「列侯会議ヲ興シ」を木戸が「広ク会議ヲ興シ」に変更 

 ③【10      】：1868年３月 

 ・五種の高札で民衆の心得を示す 

  ※旧幕府の対民衆政策を継承：【11       】の禁止など 

 ④【12     】の制定：1868年閏４月 

 ・政府の組織を整備 

 ・三権分立の制度を取り入れる 

  ※以降1885年まで太政官制が続く 

 ⑤【13     】：1869年 

 ・薩摩・長州・土佐・肥前の４藩主が朝廷に領地(版図)と領民(戸籍)を返上 

   ⇒他の多くの藩もこれにならって返上。最終的には政府が全藩主に返上を命令 

 ・旧大名は改めて旧領地の【14     】に任命され、引き続き藩政にあたる 

 ⑥【15     】：1871年 

 ・薩摩・長州・土佐から１万人の【16     】をつのり、軍事力を固める 

   ⇒７月、一挙に断行 

 ・すべての藩を廃止、府・県とする 

   ⇒中央政府から任命・派遣された【17     ・  】が地方行政を担当 

 ・知藩事（旧大名）を罷免し、東京居住を命じる 

 



入門・明治（政治史）２ 

 ⑦【18 地租改正】：1873～81年 

 ⅰ）【19 地券】の発行：1872年～ 

  ・従来の年貢納入者（地主・自作農）に交付された土地所有権の確認証 

 ⅱ）【18 地租改正】条例：1873年公布 

  ・課税基準：収穫高から地価へ 

  ・税率：一定せず不安定 ⇒ 地価の【20 ３％】（一定）に変更 

  ・納税方法：物納から金納へ 

    ※小作料は物納のまま残る 

  ・納税者：耕作者から地券所有者（土地所有者）へ 

 ⅲ）地租改正反対一揆：1876年 

  ・結果：1877年、地租を【21 2.5％】に軽減 

 

 ⑧藩閥政府の形成 

 ・薩摩藩：【22 西郷隆盛、大久保利通、黒田清隆】ら 

 ・長州藩：【23 木戸孝允、伊藤博文、井上馨、山県有朋】ら 

 ・土佐藩：【24 板垣退助、後藤象二郎】、佐々木高行ら 

 ・肥前藩：【25 大隈重信、江藤新平】、大木喬任、副島種臣ら 

 ・ 公家 ：【26 三条実美、岩倉具視】ら 

 

２）封建的身分制度の撤廃 

 ①【27 四民平等】 

 ・江戸時代までの士農工商（四民）の身分制度を廃止 

 ⅰ）新たな族籍 

  ・【28 華族】：公卿・藩主（大名） 

  ・【29 士族】：公家・武士（旧幕臣・旧藩士） 

  ・【30 平民】：百姓・町人。江戸時代の「農工商」（全体の93.4％） 

  ※平民にも苗字（名字）を許可。平民と華・士族の結婚、移住・職業選択の自由も 

 ⅱ）【31 (身分)解放令】：1871年 

  ・えた・非人の名称廃止。職業・身分とも【30 平民】と同様に 

 



入門・明治（政治史）２空 

 ⑦【18     】：1873～81年 

 ⅰ）【19   】の発行：1872年～ 

  ・従来の年貢納入者（地主・自作農）に交付された土地所有権の確認証 

 ⅱ）【18     】条例：1873年公布 

  ・課税基準：収穫高から地価へ 

  ・税率：一定せず不安定 ⇒ 地価の【20   】（一定）に変更 

  ・納税方法：物納から金納へ 

    ※小作料は物納のまま残る 

  ・納税者：耕作者から地券所有者（土地所有者）へ 

 ⅲ）地租改正反対一揆：1876年 

  ・結果：1877年、地租を【21     】に軽減 

 

 ⑧藩閥政府の形成 

 ・薩摩藩：【22     、     、    】ら 

 ・長州藩：【23     、    、   、    】ら 

 ・土佐藩：【24     、     】、佐々木高行ら 

 ・肥前藩：【25     、    】、大木喬任、副島種臣ら 

 ・ 公家 ：【26     、    】ら 

 

２）封建的身分制度の撤廃 

 ①【27     】 

 ・江戸時代までの士農工商（四民）の身分制度を廃止 

 ⅰ）新たな族籍 

  ・【28   】：公卿・藩主（大名） 

  ・【29   】：公家・武士（旧幕臣・旧藩士） 

  ・【30   】：百姓・町人。江戸時代の「農工商」（全体の93.4％） 

  ※平民にも苗字（名字）を許可。平民と華・士族の結婚、移住・職業選択の自由も 

 ⅱ）【31        】：1871年 

  ・えた・非人の名称廃止。職業・身分とも【30   】と同様に 

 



入門・明治（政治史）３ 

 ②国民皆兵の徴兵制度 

 ・構想：【31 大村益次郎】。長州藩・適塾出身。暗殺される 

 ・実現：【32 山形有朋】。長州藩出身 

 ⅰ）【33 徴兵告諭】：1872年 

  ・文中の「血税」が誤解を招き、【34 血税一揆】の発生 

 ⅱ）【35 徴兵令】：1873年 

  ・満20歳の男子に３年間の兵役を義務化 

  ・免除規定：官吏、官立学校生、戸主、長男、【36 代人料270円】納入者など 

 ③華族・士族の解体 

 ⅰ）秩禄処分 

  ・1873年、【37 秩禄奉還の法】：希望者に数年分の家禄を一括支給し秩禄支給を停止 

  ・1876年、秩禄支給の全廃を決定、【38 金禄公債証書】を支給（強制的措置） 

 ⅱ）【39 廃刀令】：1876年 

  ・軍人・警官以外の帯刀を禁止。士族の身分的特権を廃止 

３）政府の分裂：1873年、【40 明治六年の政変】 

 ・征韓論をめぐり、政府内部で対立 ※外交編 

 ・結果、【41 西郷隆盛、板垣退助】、江藤新平、後藤象二郎らが政府を去る 

   ⇒【42 大久保利通】を中心とする政権ができる 

 ・下野した者たちは政府批判を展開（言論：自由民権運動、武力：士族反乱） 

 

Ⅱ.自由民権運動 

１）自由民権運動の始まり 

 ①【１ 民撰議院設立の建白書】の提出：1874年 

 ・【２ 板垣退助】、後藤象二郎、江藤新平、副島種臣らが左院に提出 

 ・内容：有司専制を批判、国会開設を要求 ⇒政府は無視 

  ※【３ 愛国公党】…日本最初の政党。建白書提出者らが東京で結成 

 ②政社の結成 

 ・政治活動のために結成された団体 

 ・【４ 立志社】：1874年結成。板垣退助らが土佐で結成。社長は片岡健吉 

 ・【５ 愛国社】：1875年結成。大阪で結成。立志社を中心とする民権派の全国組織  



入門・明治（政治史）３空 

 ②国民皆兵の徴兵制度 

 ・構想：【31      】。長州藩・適塾出身。暗殺される 

 ・実現：【32     】。長州藩出身 

 ⅰ）【33     】：1872年 

  ・文中の「血税」が誤解を招き、【34     】の発生 

 ⅱ）【35    】：1873年 

  ・満20歳の男子に３年間の兵役を義務化 

  ・免除規定：官吏、官立学校生、戸主、長男、【36        】納入者など 

 ③華族・士族の解体 

 ⅰ）秩禄処分 

  ・1873年、【37       】：希望者に数年分の家禄を一括支給し秩禄支給を停止 

  ・1876年、秩禄支給の全廃を決定、【38       】を支給（強制的措置） 

 ⅱ）【39    】：1876年 

  ・軍人・警官以外の帯刀を禁止。士族の身分的特権を廃止 

３）政府の分裂：1873年、【40        】 

 ・征韓論をめぐり、政府内部で対立 ※外交編 

 ・結果、【41     、    】、江藤新平、後藤象二郎らが政府を去る 

   ⇒【42      】を中心とする政権ができる 

 ・下野した者たちは政府批判を展開（言論：自由民権運動、武力：士族反乱） 

 

Ⅱ.自由民権運動 

１）自由民権運動の始まり 

 ①【１           】の提出：1874年 

 ・【２     】、後藤象二郎、江藤新平、副島種臣らが左院に提出 

 ・内容：有司専制を批判、国会開設を要求 ⇒政府は無視 

  ※【３     】…日本最初の政党。建白書提出者らが東京で結成 

 ②政社の結成 

 ・政治活動のために結成された団体 

 ・【４    】：1874年結成。板垣退助らが土佐で結成。社長は片岡健吉 

 ・【５    】：1875年結成。大阪で結成。立志社を中心とする民権派の全国組織  



入門・明治（政治史）４ 

２）士族反乱 

 ・武力による政府への反抗。いずれも鎮圧される 

 ・1874年 【６ 佐賀の乱】（佐賀）：征韓党が【７ 江藤新平】を擁して蜂起 

   ※愛国公党は解体 

 ・1876年 神風連の乱（敬神党の乱）（熊本） 

      秋月の乱（福岡）：宮崎車之助ら 

      萩の乱（山口）：前原一誠ら 

 ・1877年 【８ 西南戦争】（鹿児島）：士族が【９ 西郷隆盛】を擁して挙兵するが鎮圧 

       ⇒以降、政府批判は言論中心へ（自由民権運動） 

３）【10 大阪会議】の開催：1875年 

 ・大久保利通、板垣退助、木戸孝允の三者会議 

  ⇒板垣退助と木戸孝允が政府に復帰 ※愛国社は事実上解散へ 

 ※板垣退助は明治六年の政変で下野、木戸孝允は台湾出兵に反対して下野していた 

 ①【11 漸次立憲政体樹立の詔】：1875年 

 ・大阪会議後に出される。漸進的な国会開設方針へ 

 ・新たに設置 【12 元老院】：立法諮問機関 

        【13 大審院】：司法機関。最高裁判所にあたる 

        【14 地方官会議】：府知事・県令を召集 

 ②言論弾圧法規の制定：1875年 

 ・【15 讒謗律・新聞紙条例】：新聞や雑誌で政府を批判していた民権運動家をけん制 

 

４）自由民権運動の展開 

 ①【16 立志社建白】：1877年（西南戦争中） 

 ・立志社の社長片岡健吉が天皇に意見書の提出をはかる 

 ・国会開設、地租軽減、条約改正などを要求 

   ⇒政府は却下 

 ②【17 国会期成同盟】：1880年成立 ※愛国社を改称 

 ・中心人物：片岡健吉、河野広中ら 

 ③【18 集会条例】の制定：1880年 

 ・政府は集会・結社の自由を規制 



入門・明治（政治史）４空 

２）士族反乱 

 ・武力による政府への反抗。いずれも鎮圧される 

 ・1874年 【６     】（佐賀）：征韓党が【７     】を擁して蜂起 

   ※愛国公党は解体 

 ・1876年 神風連の乱（敬神党の乱）（熊本） 

      秋月の乱（福岡）：宮崎車之助ら 

      萩の乱（山口）：前原一誠ら 

 ・1877年 【８     】（鹿児島）：士族が【９     】を擁して挙兵するが鎮圧 

       ⇒以降、政府批判は言論中心へ（自由民権運動） 

３）【10     】の開催：1875年 

 ・大久保利通、板垣退助、木戸孝允の三者会議 

  ⇒板垣退助と木戸孝允が政府に復帰 ※愛国社は事実上解散へ 

 ※板垣退助は明治六年の政変で下野、木戸孝允は台湾出兵に反対して下野していた 

 ①【11           】：1875年 

 ・大阪会議後に出される。漸進的な国会開設方針へ 

 ・新たに設置 【12    】：立法諮問機関 

        【13    】：司法機関。最高裁判所にあたる 

        【14      】：府知事・県令を召集 

 ②言論弾圧法規の制定：1875年 

 ・【15    ・     】：新聞や雑誌で政府を批判していた民権運動家をけん制 

 

４）自由民権運動の展開 

 ①【16      】：1877年（西南戦争中） 

 ・立志社の社長片岡健吉が天皇に意見書の提出をはかる 

 ・国会開設、地租軽減、条約改正などを要求 

   ⇒政府は却下 

 ②【17       】：1880年成立 ※愛国社を改称 

 ・中心人物：片岡健吉、河野広中ら 

 ③【18     】の制定：1880年 

 ・政府は集会・結社の自由を規制 



入門・明治（政治史）５ 

５）【19 明治十四年の政変】：1881年 

 ①発端：【20 開拓使官有物払下げ事件】 

 ・開拓長官黒田清隆から政商【21 五代友厚】の関西貿易社への不当に安価な払下げ 

  ⇒世論の政府批判激化 

 

 ②結果：政府の対応 

 ・払下げの中止 

 ・国会の即時開設を主張していた【22 大隈重信】を政府から追放 

 ・【23 国会開設の勅諭】：10年以内（1890年）の国会開設を公約。欽定憲法の制定へ 

   ※【24 伊藤博文】中心の薩長藩閥政権が確立 

 

６）私擬憲法と政党 

 ①私擬憲法：民間で作成されたさまざまな憲法私案の総称 

 ・【25 私擬憲法案】：交詢社が作成 

 ・【26 東洋大日本国国憲按】：【27 植木枝盛】が作成。一院制、抵抗権・革命権を規定 

 

 ②政党の結成 

 ⅰ）【28 自由党】：1881年結成 

  ・党首は【29 板垣退助】。フランス流の急進的な自由主義を主張 

  ・地方農村を支持基盤とする 

  ・主要人物：星亨、後藤象二郎、植木枝盛、大井憲太郎ら 

 ⅱ）【30 立憲改進党】：1882年結成 

  ・党首は【31 大隈重信】。イギリス流の漸進的な議会政治を主張 

  ・都市部の実業家・知識人を支持基盤とする 

  ・主要人物：犬養毅、尾崎行雄ら 

 ⅲ）【32 立憲帝政党】：1882年結成 

  ・党首は【33 福地源一郎】。政府系の政党 

    ※翌年解党 

 

 ③【34 集会条例】の改正：1882年 

 ・政府は政党の支部設置を禁止 

 



入門・明治（政治史）５空 

５）【19         】：1881年 

 ①発端：【20            】 

 ・開拓長官黒田清隆から政商【21     】の関西貿易社への不当に安価な払下げ 

  ⇒世論の政府批判激化 

 

 ②結果：政府の対応 

 ・払下げの中止 

 ・国会の即時開設を主張していた【22     】を政府から追放 

 ・【23        】：10年以内（1890年）の国会開設を公約。欽定憲法の制定へ 

   ※【24     】中心の薩長藩閥政権が確立 

 

６）私擬憲法と政党 

 ①私擬憲法：民間で作成されたさまざまな憲法私案の総称 

 ・【25      】：交詢社が作成 

 ・【26          】：【27     】が作成。一院制、抵抗権・革命権を規定 

 

 ②政党の結成 

 ⅰ）【28    】：1881年結成 

  ・党首は【29     】。フランス流の急進的な自由主義を主張 

  ・地方農村を支持基盤とする 

  ・主要人物：星亨、後藤象二郎、植木枝盛、大井憲太郎ら 

 ⅱ）【30      】：1882年結成 

  ・党首は【31     】。イギリス流の漸進的な議会政治を主張 

  ・都市部の実業家・知識人を支持基盤とする 

  ・主要人物：犬養毅、尾崎行雄ら 

 ⅲ）【32      】：1882年結成 

  ・党首は【33      】。政府系の政党 

    ※翌年解党 

 

 ③【34     】の改正：1882年 

 ・政府は政党の支部設置を禁止 

 



入門・明治（政治史）６ 

７）激化事件 

 ・背景：松方財政による農民らの窮乏など。自由党員や農民が実力行使へ 

 ①【35 福島事件】：1882年 

 ・福島県令三島通庸の圧政に農民が抵抗 

 ・農民を間接的に支援した福島自由党員（河野広中ら）を三島通庸が大量検挙 

   ⇒自由党の最初の激化事件に発展 

 ②【36 加波山事件】：1884年 

 ・圧政を行う栃木県令三島通庸に対する自由党員による県令暗殺計画（失敗） 

   ⇒その後蜂起するが鎮圧される 

 ・事件直後、【37 自由党】は解党  

 ③【38 秩父事件】：1884年 

 ・困民党を組織した農民ら数千～１万人が蜂起 

   ⇒政府は軍隊を派遣して鎮圧 

 ④【39 大阪事件】：1885年 

 ・旧自由党左派が朝鮮に渡り保守的な朝鮮政府の打倒を計画 

 ・事前に発覚し、大井憲太郎と景山英子（福田英子）らを検挙 

  ※政府への反抗ではなく朝鮮問題との関係 

 ⑤政党の解党 

 ・1884年、加波山事件の直後に【40 自由党】解党 

 ・1884年、大隈重信らが【41 立憲改進党】を離党し、事実上の解党状態へ 

 ・激化事件と弾圧、政党の解党などにより、自由民権運動はしだいに衰退 

８）【42 大同団結運動】：1886～1889年 

  ・【43 星亨】が民権派勢力を結集。のち後藤象二郎が引き継ぐ 

  ・旧自由党系と立憲改進党系の勢力が団結し、国会開設に備える 

 ①【44 三大事件建白運動】：1887年 

 ・井上馨外相の条約改正交渉の失敗を契機 

 ・三大事件：地租の軽減、言論・集会の自由、外交失策の回復（対等条約の締結） 

 ②【45 保安条例】の公布：1887年 

 ・政府は大同団結運動・三大事件建白運動などの反政府運動を弾圧。運動の鎮静化を図る 



入門・明治（政治史）６空 

７）激化事件 

 ・背景：松方財政による農民らの窮乏など。自由党員や農民が実力行使へ 

 ①【35     】：1882年 

 ・福島県令三島通庸の圧政に農民が抵抗 

 ・農民を間接的に支援した福島自由党員（河野広中ら）を三島通庸が大量検挙 

   ⇒自由党の最初の激化事件に発展 

 ②【36      】：1884年 

 ・圧政を行う栃木県令三島通庸に対する自由党員による県令暗殺計画（失敗） 

   ⇒その後蜂起するが鎮圧される 

 ・事件直後、【37    】は解党  

 ③【38     】：1884年 

 ・困民党を組織した農民ら数千～１万人が蜂起 

   ⇒政府は軍隊を派遣して鎮圧 

 ④【39     】：1885年 

 ・旧自由党左派が朝鮮に渡り保守的な朝鮮政府の打倒を計画 

 ・事前に発覚し、大井憲太郎と景山英子（福田英子）らを検挙 

  ※政府への反抗ではなく朝鮮問題との関係 

 ⑤政党の解党 

 ・1884年、加波山事件の直後に【40    】解党 

 ・1884年、大隈重信らが【41      】を離党し、事実上の解党状態へ 

 ・激化事件と弾圧、政党の解党などにより、自由民権運動はしだいに衰退 

８）【42       】：1886～1889年 

  ・【43   】が民権派勢力を結集。のち後藤象二郎が引き継ぐ 

  ・旧自由党系と立憲改進党系の勢力が団結し、国会開設に備える 

 ①【44         】：1887年 

 ・井上馨外相の条約改正交渉の失敗を契機 

 ・三大事件：地租の軽減、言論・集会の自由、外交失策の回復（対等条約の締結） 

 ②【45     】の公布：1887年 

 ・政府は大同団結運動・三大事件建白運動などの反政府運動を弾圧。運動の鎮静化を図る 



入門・明治（政治史）７ 

Ⅲ.憲法の制定 

１）憲法調査 

 ・【１ 伊藤博文】がヨーロッパに派遣され、君主権の強いドイツ流憲法理論を学ぶ 

 ・ベルリン大学の【２ グナイスト】、ウィーン大学の【３ シュタイン】に学ぶ 

２）【４ 華族令】の制定：1884年 

 ・華族の範囲を拡大。将来の上院（貴族院）議員の選出基盤をつくる 

  ※五爵：公・侯・伯・子・男 

３）【５ 内閣制度】の創設：1885年 ※太政官制を廃止 

 ①内閣総理大臣（首相） 

 ・【６ 伊藤博文】が初代内閣総理大臣に就任 

 ②国務大臣 

 ・各省の長官。天皇に対してのみ直接責任（単独輔弼責任）を負う 

 ③宮中（宮廷） 

 ・宮内省：内閣の外に置かれた。宮内大臣は首相の伊藤博文が兼務 

 ・内大臣府：長官は内大臣。天皇の常時輔弼（補佐）、御璽・国璽の保管 

  ※【７ 宮中・府中の別】：宮中は府中（行政府＝内閣）と制度上区別 

４）憲法草案作成作業：1886年～ 

 ・助言：ドイツ人顧問【８ ロエスレル】 

 ・起草：伊藤博文、【９ 井上毅】・伊東巳代治・金子堅太郎ら 

５）【10 枢密院】の設置：1888年 

 ・天皇の最高諮問機関。憲法草案を審議。その後、憲法で権限を明確化 

６）【11 大日本帝国憲法】（明治憲法）の発布：1889年２月11日 

 ・【12 黒田清隆】内閣のときに発布。全７章76条 

 ・【13 欽定憲法】：天皇が制定して国民に与える形式 

 ・日本はアジアで最初の近代的立憲国家となった 

 ①天皇の規定 

 ・神聖不可侵、国の元首であり統治権の総攬者 

 ・天皇大権：議会が関与できない権限。宣戦・講和、条約の締結、陸海軍の統帥権など 

 ・統帥権の独立：陸海軍統帥権は天皇に直属（内閣から独立） 



入門・明治（政治史）７空 

Ⅲ.憲法の制定 

１）憲法調査 

 ・【１     】がヨーロッパに派遣され、君主権の強いドイツ流憲法理論を学ぶ 

 ・ベルリン大学の【２      】、ウィーン大学の【３      】に学ぶ 

２）【４    】の制定：1884年 

 ・華族の範囲を拡大。将来の上院（貴族院）議員の選出基盤をつくる 

  ※五爵：公・侯・伯・子・男 

３）【５     】の創設：1885年 ※太政官制を廃止 

 ①内閣総理大臣（首相） 

 ・【６     】が初代内閣総理大臣に就任 

 ②国務大臣 

 ・各省の長官。天皇に対してのみ直接責任（単独輔弼責任）を負う 

 ③宮中（宮廷） 

 ・宮内省：内閣の外に置かれた。宮内大臣は首相の伊藤博文が兼務 

 ・内大臣府：長官は内大臣。天皇の常時輔弼（補佐）、御璽・国璽の保管 

  ※【７        】：宮中は府中（行政府＝内閣）と制度上区別 

４）憲法草案作成作業：1886年～ 

 ・助言：ドイツ人顧問【８      】 

 ・起草：伊藤博文、【９    】・伊東巳代治・金子堅太郎ら 

５）【10    】の設置：1888年 

 ・天皇の最高諮問機関。憲法草案を審議。その後、憲法で権限を明確化 

６）【11        】（明治憲法）の発布：1889年２月11日 

 ・【12     】内閣のときに発布。全７章76条 

 ・【13     】：天皇が制定して国民に与える形式 

 ・日本はアジアで最初の近代的立憲国家となった 

 ①天皇の規定 

 ・神聖不可侵、国の元首であり統治権の総攬者 

 ・天皇大権：議会が関与できない権限。宣戦・講和、条約の締結、陸海軍の統帥権など 

 ・統帥権の独立：陸海軍統帥権は天皇に直属（内閣から独立） 



入門・明治（政治史）８ 

 ②内閣 

 ・天皇の輔弼機関。議会より強い権限 

 ・各国務大臣は個別に、天皇に対してのみ責任を負う  

 ③帝国議会 

 ・天皇の協賛機関 

 ・二院制：【14 貴族院と衆議院】。両院対等 

 ・貴族院：皇族・華族・勅選議員・多額納税者議員 

 ・衆議院：選挙で選出（1925年まで制限選挙） 

 ④国民 

 ・【15 臣民】とよばれる 

 ・法律の範囲内で、所有権の不可侵、信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由を認める 

 ⑤【16 衆議院議員選挙法】の公布（憲法と同時） 

 ・選挙人の条件（参政権）：【17 直接国税１５円以上を納入する満２５歳以上の男性】 

  ※制限選挙：有権者は全人口の約《18 １.１％》 

７）諸法典の編纂 

 ①刑法：1880年公布 

 ・フランス人法律顧問【19 ボアソナード】が起草 

 ②【20 民法】：1890年公布 

 ・フランス人法律顧問【19 ボアソナード】が起草。フランス民法を模範とする 

  ※民法典論争が起こる：【21 穂積八束】が論文（「民法出デヽ忠孝亡ブ」）を発表して批判 

  ⇒施行を延期（修正される） 

 ③修正民法：1896・98年公布 

 ・1890年の民法を大幅に修正。ドイツ流 

 ・封建的家族制度の温存：家父長制的な家制度。戸主権、家督相続制度、親権などの規定 

 ④商法：1890年公布 

 ・ロエスレルが起草。施行は1893年に延期 

 ・1899年、修正商法公布 

 



入門・明治（政治史）８空 

 ②内閣 

 ・天皇の輔弼機関。議会より強い権限 

 ・各国務大臣は個別に、天皇に対してのみ責任を負う  

 ③帝国議会 

 ・天皇の協賛機関 

 ・二院制：【14    と   】。両院対等 

 ・貴族院：皇族・華族・勅選議員・多額納税者議員 

 ・衆議院：選挙で選出（1925年まで制限選挙） 

 ④国民 

 ・【15   】とよばれる 

 ・法律の範囲内で、所有権の不可侵、信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由を認める 

 ⑤【16         】の公布（憲法と同時） 

 ・選挙人の条件（参政権）：【17                        】 

  ※制限選挙：有権者は全人口の約《18     》 

７）諸法典の編纂 

 ①刑法：1880年公布 

 ・フランス人法律顧問【19       】が起草 

 ②【20   】：1890年公布 

 ・フランス人法律顧問【19       】が起草。フランス民法を模範とする 

  ※民法典論争が起こる：【21     】が論文（「民法出デヽ忠孝亡ブ」）を発表して批判 

  ⇒施行を延期（修正される） 

 ③修正民法：1896・98年公布 

 ・1890年の民法を大幅に修正。ドイツ流 

 ・封建的家族制度の温存：家父長制的な家制度。戸主権、家督相続制度、親権などの規定 

 ④商法：1890年公布 

 ・ロエスレルが起草。施行は1893年に延期 

 ・1899年、修正商法公布 

 



入門・明治（政治史）９ 

Ⅳ.初期議会 ※第一議会～第六議会 

１）【１ 黒田清隆】内閣（1888.4～89.12） 

 ・大日本帝国憲法の発布 

 ・【２ 超然主義】演説：政党の意見に左右されない姿勢を示す 

２）【３ 第１次山県有朋】内閣（1889.12～91.5）※超然主義内閣 

 ①第１回衆議院議員総選挙（定員300名） 

 ・民党の勝利：民党が171議席を獲得（立憲自由党130、立憲改進党41） 

 ②第一議会：政府は超然主義、民党と対立 

 ・政府：軍拡予算を提出。主権線（国境）と利益線（朝鮮）の防衛を主張 

 ・民党：「政費節減、民力休養」を主張。行政費を節約し地租軽減・地価の修正を求める 

   ⇒政府は立憲自由党の一部を切り崩して予算を成立 

３）【４ 第１次松方正義】内閣（1891.5～92.8） 

 ①第二議会 

 ・海軍大臣【５ 樺山資紀】の蛮勇演説：民党の軍事予算削減要求に対し藩閥政府を擁護 

  ⇒衆議院解散、総選挙へ 

 ②第２回総選挙（1892年） 

 ・内務大臣【６ 品川弥二郎】による激しい選挙干渉。死者も 

  ⇒それでも民党が勝利 

４）【７ 第２次伊藤博文】内閣（1892.8～96.9）「元勲内閣」  

 ①第四議会 

 ・民党が軍事予算の削減を主張、政府と対立 

 ・天皇の詔書に加えて、【８ 自由党】の協力を得る：海軍軍備拡張予算成立 

 ②第五議会：民党の分裂 

 ・自由党：政府に協力（準与党化） 

 ・立憲改進党：政府と対立（条約改正問題） 

   ⇒解散総選挙 

 ③第六議会 

 ・外交政策・財政などで政府弾劾上奏案可決、解散へ 

   ※間もなく【９ 日清戦争】がおこる 



入門・明治（政治史）９空 

Ⅳ.初期議会 ※第一議会～第六議会 

１）【１     】内閣（1888.4～89.12） 

 ・大日本帝国憲法の発布 

 ・【２     】演説：政党の意見に左右されない姿勢を示す 

２）【３        】内閣（1889.12～91.5）※超然主義内閣 

 ①第１回衆議院議員総選挙（定員300名） 

 ・民党の勝利：民党が171議席を獲得（立憲自由党130、立憲改進党41） 

 ②第一議会：政府は超然主義、民党と対立 

 ・政府：軍拡予算を提出。主権線（国境）と利益線（朝鮮）の防衛を主張 

 ・民党：「政費節減、民力休養」を主張。行政費を節約し地租軽減・地価の修正を求める 

   ⇒政府は立憲自由党の一部を切り崩して予算を成立 

３）【４        】内閣（1891.5～92.8） 

 ①第二議会 

 ・海軍大臣【５     】の蛮勇演説：民党の軍事予算削減要求に対し藩閥政府を擁護 

  ⇒衆議院解散、総選挙へ 

 ②第２回総選挙（1892年） 

 ・内務大臣【６      】による激しい選挙干渉。死者も 

  ⇒それでも民党が勝利 

４）【７        】内閣（1892.8～96.9）「元勲内閣」  

 ①第四議会 

 ・民党が軍事予算の削減を主張、政府と対立 

 ・天皇の詔書に加えて、【８    】の協力を得る：海軍軍備拡張予算成立 

 ②第五議会：民党の分裂 

 ・自由党：政府に協力（準与党化） 

 ・立憲改進党：政府と対立（条約改正問題） 

   ⇒解散総選挙 

 ③第六議会 

 ・外交政策・財政などで政府弾劾上奏案可決、解散へ 

   ※間もなく【９     】がおこる 



入門・明治（政治史）１０ 

Ⅴ.日清戦争後の国内政治 

１）【１ 第２次伊藤博文】内閣（1892.8～96.9） 

 ・自由党が内閣を支持：【２ 板垣退助】が内務大臣として入閣を果たす 

２）【３ 第２次松方正義】内閣（1896.9～98.1） 

 ・進歩党と提携：【４ 大隈重信】が外務大臣として入閣。軍備拡張を実施 

  ※【５ 進歩党】…立憲改進党を中心に小数派政党が加わり結成された政党 

３）【６ 第３次伊藤博文】内閣（1898.1～98.6） 

 ・選挙で伸び悩んだ自由党との提携に失敗。超然主義へ戻る 

 ・【７ 憲政党】の成立：自由党と進歩党が合同。内閣に対抗 

  ⇒内閣退陣 

４）【８ 第１次大隈重信】内閣（1898.6～98.11） 

 ・【７ 憲政党】を与党とする最初の政党内閣 

 ・隈板内閣：【４ 大隈重信】が首相・外相を兼任、【２ 板垣退助】が内相に就任 

 ・共和演説事件：【８ 尾崎行雄】が文部大臣を辞任。その後任をめぐり内部対立 

  ⇒憲政党の分裂 【９ 憲政党】：旧自由党系（板垣退助） 

          【10 憲政本党】：旧進歩党系（大隈重信） 

 ・わずか４カ月で内閣退陣 

５）【11 第２次山県有朋】内閣（1898.11～1900.10）※憲政党の支持 

 ①地租増徴案が成立：1898年 

 ・2.5％から３.３％に 

 ②【12 文官任用令】改正：1899年 

 ・高級官吏（官僚）になれる資格を制限。政党員の就任や政党の影響を排除 

 ③衆議院議員選挙法改正：1900年 

 ・選挙資格：直接国税納入額を１０円以上に引き下げ（有権者割合：２.２％に） 

 ④【13 治安警察法】：1900年 

 ・政治運動・労働運動の規制強化 

 ⑤【14 軍部大臣現役武官制】：1900年 

 ・陸・海軍大臣は現役の大将・中将に限る 

  ※一連の政策に憲政党が反発を強める。伊藤博文に接近し、【15 立憲政友会】を結成 
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Ⅴ.日清戦争後の国内政治 

１）【１        】内閣（1892.8～96.9） 

 ・自由党が内閣を支持：【２     】が内務大臣として入閣を果たす 

２）【３        】内閣（1896.9～98.1） 

 ・進歩党と提携：【４     】が外務大臣として入閣。軍備拡張を実施 

  ※【５    】…立憲改進党を中心に小数派政党が加わり結成された政党 

３）【６        】内閣（1898.1～98.6） 

 ・選挙で伸び悩んだ自由党との提携に失敗。超然主義へ戻る 

 ・【７    】の成立：自由党と進歩党が合同。内閣に対抗 

  ⇒内閣退陣 

４）【８        】内閣（1898.6～98.11） 

 ・【７    】を与党とする最初の政党内閣 

 ・隈板内閣：【４     】が首相・外相を兼任、【２     】が内相に就任 

 ・共和演説事件：【８     】が文部大臣を辞任。その後任をめぐり内部対立 

  ⇒憲政党の分裂 【９    】：旧自由党系（板垣退助） 

          【10     】：旧進歩党系（大隈重信） 

 ・わずか４カ月で内閣退陣 

５）【11        】内閣（1898.11～1900.10）※憲政党の支持 

 ①地租増徴案が成立：1898年 

 ・2.5％から３.３％に 

 ②【12      】改正：1899年 

 ・高級官吏（官僚）になれる資格を制限。政党員の就任や政党の影響を排除 

 ③衆議院議員選挙法改正：1900年 

 ・選挙資格：直接国税納入額を１０円以上に引き下げ（有権者割合：２.２％に） 

 ④【13      】：1900年 

 ・政治運動・労働運動の規制強化 

 ⑤【14          】：1900年 

 ・陸・海軍大臣は現役の大将・中将に限る 

  ※一連の政策に憲政党が反発を強める。伊藤博文に接近し、【15      】を結成 



入門・明治（政治史）１１ 

６）【16 第４次伊藤博文】内閣（1900.10～01.6） 

 ・憲政党と伊藤系の官僚で結成された【17 立憲政友会】（総裁は伊藤博文）を与党とする 

 

７）桂園時代（1901.6～1913.2） 

 ・長州閥の【18 桂太郎】と、公家出身の【19 西園寺公望】が政界を二分 

 ・桂太郎：山県有朋の後継者。軍部・官僚・貴族院勢力 

 ・西園寺公望：伊藤博文の後継者。立憲政友会総裁 

 

Ⅵ.桂園時代 ※外交の内容も含む 

１）【１ 第１次桂太郎】内閣（1901.6～06.1） 

 ①外交・対外関係 

 ・1902年、日英同盟協約：1902年調印。ロシアの南下政策に対抗 

 ・1904年 日露戦争開戦：1904年 

      日韓議定書、第１次日韓協約 

 ・1905年 桂・タフト協定：日本の韓国指導権、米国のフィリピン統治を相互承認 

      第２次日英同盟調印：適用範囲をインドまで拡大 

      ポーツマス条約締結：日露戦争の講和条約。全権は小村寿太郎とウィッテ 

       ※【２ 日比谷焼打ち事件】：賠償金がないことに不満、暴動がおこる 

      第２次日韓協約調印：外交権を接収し保護国化。統監府を設置 

 

２）【３ 第１次西園寺公望】内閣（1906.1～08.7） ※立憲政友会総裁 

 ①内政 

 ・1906年 【４ 鉄道国有法】成立…軍事的理由などから、民間鉄道を買収 

      【５ 日本社会党】の結成：当面は存続を認める ⇒翌年解散させる  

 ・1908年、総選挙で立憲政友会が圧勝するが、桂太郎に政権をゆずる 

 

 ②外交・対外関係 

 ・1907年、ハーグ密使事件起こる 

   ⇒第３次日韓協約調印：内政権を掌握。軍隊を解散 

 ・1907年、第１次日露協約調印：アメリカの満州進出を警戒。相互の特殊権益を承認 
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６）【16        】内閣（1900.10～01.6） 

 ・憲政党と伊藤系の官僚で結成された【17      】（総裁は伊藤博文）を与党とする 

 

７）桂園時代（1901.6～1913.2） 

 ・長州閥の【18    】と、公家出身の【19      】が政界を二分 

 ・桂太郎：山県有朋の後継者。軍部・官僚・貴族院勢力 

 ・西園寺公望：伊藤博文の後継者。立憲政友会総裁 

 

Ⅵ.桂園時代 ※外交の内容も含む 

１）【１       】内閣（1901.6～06.1） 

 ①外交・対外関係 

 ・1902年、日英同盟協約：1902年調印。ロシアの南下政策に対抗 

 ・1904年 日露戦争開戦：1904年 

      日韓議定書、第１次日韓協約 

 ・1905年 桂・タフト協定：日本の韓国指導権、米国のフィリピン統治を相互承認 

      第２次日英同盟調印：適用範囲をインドまで拡大 

      ポーツマス条約締結：日露戦争の講和条約。全権は小村寿太郎とウィッテ 

       ※【２         】：賠償金がないことに不満、暴動がおこる 

      第２次日韓協約調印：外交権を接収し保護国化。統監府を設置 

 

２）【３         】内閣（1906.1～08.7） ※立憲政友会総裁 

 ①内政 

 ・1906年 【４      】成立…軍事的理由などから、民間鉄道を買収 

      【５      】の結成：当面は存続を認める ⇒翌年解散させる  

 ・1908年、総選挙で立憲政友会が圧勝するが、桂太郎に政権をゆずる 

 

 ②外交・対外関係 

 ・1907年、ハーグ密使事件起こる 

   ⇒第３次日韓協約調印：内政権を掌握。軍隊を解散 

 ・1907年、第１次日露協約調印：アメリカの満州進出を警戒。相互の特殊権益を承認 

 

 



入門・明治（政治史）１２ 

３）【６ 第２次桂太郎】内閣（1908.7～11.8） 

 ①【７ 戊申詔書】発布：1908年 

 ・勤倹節約と皇室の尊重、国民道徳の強化 

 

 ②【８ 地方改良運動】：1909年～ 

 ・内務省中心に推進した国富増強運動 

 

 ③【９ 大逆事件】：1910年 

 ・社会主義者・無政府主義者を弾圧 

   ⇒天皇暗殺計画の容疑で26名を逮捕、【10 幸徳秋水】ら12名の死刑執行 

 

 ④【11 韓国併合】：1910年 

 ・韓国を植民地化。朝鮮総督府を設置し支配（初代総督は寺内正毅） 

 

 ⑤【12 工場法】公布：1911年 

 ・最初の労働者保護法だが不備な内容 

  ※施行は1916年 

 

４）【13 第２次西園寺公望】内閣（1911.8～12.12） 

 

５）【14 第３次桂太郎】内閣（1912.12～13.2） 
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３）【６       】内閣（1908.7～11.8） 

 ①【７     】発布：1908年 

 ・勤倹節約と皇室の尊重、国民道徳の強化 

 

 ②【８       】：1909年～ 

 ・内務省中心に推進した国富増強運動 

 

 ③【９     】：1910年 

 ・社会主義者・無政府主義者を弾圧 

   ⇒天皇暗殺計画の容疑で26名を逮捕、【10     】ら12名の死刑執行 

 

 ④【11     】：1910年 

 ・韓国を植民地化。朝鮮総督府を設置し支配（初代総督は寺内正毅） 

 

 ⑤【12    】公布：1911年 

 ・最初の労働者保護法だが不備な内容 

  ※施行は1916年 

 

４）【13         】内閣（1911.8～12.12） 

 

５）【14       】内閣（1912.12～13.2） 

 

 


