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8. 大正デモクラシー 
8.1 大正デモクラシーの時代の流れ
 日露戦争後の 1905(M38)年から満州事変前夜 1931(S6)年 9
月までのほぼ四半世紀を指す。 
 

禰榔箭装と韻萌ょ秩だも困鵡グ禎困寿逆填街嚇塙田ょ洞椙ぷび�ほや狭ょ＼

陀萌＼困鵡り嫉潟や鵡蓄り慌浄やグ族びも嫉ェメ�ニΖポミニゆ紙燥り田垣

ょ治びほはやる輝ょ須り緑に糊ぢやはカゃぞォ〜 

吉野作造「民本主義鼓
吹時代の回顧」『杜会科
学 』 1928(S3) 年 所 収

 

 1905(M38)年、日露戦争終結後のポーツマス講和条約に賠償
金が盛り込まれなかったことへの不満は日比谷焼打ち事件につ
ながっていった。大正デモクラシーは、雑業層(人足、車夫、職
人)と旦那衆(親方、中小商店主、中小工場主)の二つの階層が参
加した民衆が構成する「帝国」のデモクラシーだった。
 
 

大正デモクラシー理解のためのトピックスとキーワーズ 
 

◯労働運動、社会主義者の活動 
(荒畑寒村、片山潜、幸徳秋水) 
 沢醒メ�ニΖビ【やる＼�塙

徒ょてだもる£沢禰麻禎困％ょ

声エ浄とみほ免竺禰麻と塾酪り

肱賊ゃる苔乙ゃどゆにゆみほは

やょ融酪びも誼はォ液道り霜胎

やゆみもだォ〜葉」ゆ柿槍ょウ

エ＼供酪り錫絵肱賊や注奨ょ苔

硬びも田垣ぱオほ液道ゃぞォ〜 
 

◯日露戦争後の領土拡大 
 1895(M28)悩拓�＼1905(M 

38)悩肉寒騨娠鵡畜禍＼1910(M 

43)悩喜困閉腰 
 

◯明治の終焉 
 1912(M45)悩 7 権 29 禰免竺

澱講烹公〜9 権 13 禰沢臓り齢

藤禰り固劉憩沢昭農籾徽伝�裁

曙諮ょ姉泌療惑〜菓問漱折

£臣％〜免竺り脆刃と澱講ょ�

�エ澱講ょ什キォ〜 
 

◯第一次世界大戦開戦 
 1914(T3)悩＼ャダ�禾造藷蓉

眼紅券�り怨困り欲析ゃ暫箭〜 
 

◯元京都帝大教授・経済学者河
上肇「貧乏物語」 
 1916(T5)悩£送苔填ゆ富房％

£微拒�寂やびもり富房％£忍

胎り研港填鰯鹿と叉日ょ富房％

り餐糞怜鋳＼濯餐り富房グ依み

ほ〜富房爺託る糞売ゃるゆに＼

斉史ょぞォやび＼春欲ゆ示緊グ

£甘緊％やふォ困課戟謁グふ�

どゃぞォや扇だほ〜 

 

◯第一次世界大戦期の社会変化 
 琉迅�晴り親ほゆビフム�や

びも洲古と錫絵ょ爽�艮�オ

ほ〜 
 

◯主婦の自覚 
 鋳竜課決グ苔場やびほ珊次

£寿斧蚤湧％掃棺〜藤式り祇蕃

る＼嘗聖る課締ょ塾示ふ�どや

だぢ�りぼみほ〜 
 

◯1918(T7)年夏の米騒動 
 箆花樫酷童ょ茄つ菓錠り檀鏡

飢ゃ挟京扶尊＼ビンΗゾ�陛り

逸り剥潜�＼博エ碩び�と恩剛

び＼禰麻街往寄ゃ然ゃ設��ぱ

オォ箆り匝試グ遂エ嘗聖と夙恥

ゃ鑓錠ア��徐ょ俺びでねほ〜 
 

◯平民宰相 原敬・政党内閣の
実現 
 1918(T7)悩 9 権 27 禰畷活声

琉 1921(T10)悩 11 権 4 禰異桟 
 

◯1919(T8)年、雑誌『改造』
創刊 
 £概賊％るはり式飢グ択蒜ふ

ォ糊慾ぼみほ〜械穿剖姫＼＃諮

閃グ縁つも＆ゃ沢斌グ此仏びほ

寿須幸とフΖ�ゃ父業栢道グ剛

ぢ戟古グ彬に〜娠蒔校と励グ竜

びゆとェ栢蒔グ爽ケぼ〜 
 

◯地域の文化活動  
 1921(T10)悩＼祉鵡り綬ょウ

みも察ェオほ嫉寿業院亀伎£申

覇嫉融沢葛％と地斉び＼洪�み

ほ〜疎困り破舵籍悩と爽心びほ

序り柄禍＼業院栢道ゃぞみほ〜 
 

◯北原白秋が文部省唱歌を批判 
 氏ゅ�グ繋ょる�も菰聖グ伊

ふォや嫉融葛鴛(運酢�や氏)＼

免誠葛鴛(絶淫箆宮)＼柄禍葛鰻

(戚舵衣察)ェと沢醒嫉融業院グ

田垣びほ〜 
 

◯韓国独立運動 
 1919(T8)悩 3 権 1 禰＼餐韻液

道�り遣陛啄ょウォ池伊〜宮躍

る液道ょ狭簡グ稀ぷほ〜 
 

◯全国水平社結成 
 1922(T11)悩 3 権 3 禰＼微妻

辺幅藍芥芳グ問紫ふ疎困嵩僻錫

拳声〜禰麻斎序り須鹸煎糊£嵩

僻錫煎糊％と瀞�浄のェオほ〜 
 

◯植民地統治論  
 濯韻識晴鎧沢箭光る£蕗痴鐙

竺％でェ£柄禍鐙竺％�妬翰び

ほ〜沢葛ゃ�娠鵡製皐葛と号ぴ

ェオほ(痘恭禎困沢葛＼親奴互

烏賊〜光年と柳畷姑瀦預)〜 
 

◯関東大震災 
 1923(T12)悩 9 権 1 禰佼曽 11 

式 58 糞 M7.9 鋳臆妓場拓畜諏

決り笥と薪エ先オ美わ伺みほ〜 

 韻符和源 3,404,898 須と微冴

び ほ 〜 諮 寂 91,344 須 ＼ べ り

畷＼峨冴ょウォ�りと 75,953
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須〜春結小寂と 52,084 須＼剛

萌扶免寂と 13,275 須〜痘恭り

祉確畜り 44�と紹縞びほ〜 

 £跳曾須と毅乎％りメ�と竜

ぱオ＼6,000 須グ縁つォ跳曾須

と究桟ぱオォ〜究桟と誼どほり

る鴻穿衆舗ゆゅ跳曾須や慎グ狂

腰ふォ畜蔭ょ駄でみほ〜 

 
〇『女工哀史』 
 崎淫鷲気俗＼1924(T13)悩頬

節校錠りΘ�グ珊次＃概賊＆ょ

塙蒜＼莱悩綻剛麻やびも概賊錫

でェ棺剛び＼貯問グ来わほ〜 

◯世界恐慌 
 1929(S4)悩 10 権 24 禰＼£異

恨り籾羊禰％〜箆困ゃ勘り沢貌

藍と誼はエ＼ゾ�Ηデ疎塘ょ縞

緊や富叉と洪とみほ〜 

 晶鱗駄気入＼墾支ぱオォ浪萄

寂グ慧束やびも彬だほ＃蛙校

然＆塙蒜光＼塙矩女糞グ洲ね＼

1930(S5)悩ょ扶鶏昨ゃ蔦層〜 

 1930(S5)悩る剖察ゃ箆花る珂

藍＼莱悩ょる矯察菊饉＼痘釦畜

萌り破舵グ鋳臣ょ凝皇る麻樫禍

び＼鳴り迅博エ亙と�ほ〜 

 佳匂ゃる£ベム�畜懇％や誇

れオォ仕職と田垣びもだほ〜ベ

ム�る菊饉式り眉飾晋やぱオォ

と＼裕寅声糞グ嬉�＼沈陸と扶

粛糞ゆやどょる鮒鍔ア嘛途グ呪

ど誼はび諮ょ字ォはや�ぞォ〜 
 

◯民本主義 
£ 鵡 麻 寿 逆 ％ る £ 琉 遣 ％£ 遣

製 ％ ゆ ゅ り 向 や 狭 ょ demo-

cracy グ降参びほ親賊向やびも

踊だェオもだォ〜はり向る額須

額葉ょ踊だェオ＼るみどエやび

ほ碇逆とゆでみほ〜 

8.2 吉野作造の民本主義 
 吉野は『中央公論』に百頁を超える論文を発表した。成熟し
た国民の存在を前提とした上で、「立憲政治」という憲法を以
ってする政治について論じ、その立憲政治の根本に民本主義を
置く。吉野は民本主義を「一般民衆の利益幸福ならびにその意
向に重きを置くという政権運用上の方針」と定義した。 

1916(T5)年 1 月号、本
資料 p.34 以下参照 

 吉野は民本主義を democracy の訳語とする。もう一つの訳
語「民主主義」は「国家の主権は人民に在り」というもので、
君主国日本には相応しくないとして斥ける。吉野は民本主義を
主権の存在ではなく、主権の運用の概念とした上で、政治の目
的を「一般人民の幸福」に置き、政策の決定は「一般人民の意
向」によるものとした。 

 
立憲君主制下の 
主権の運用の概念 

 「主権」が天皇にあることを前提とし、「人民のための」政
治、「人民の意向」を重視する政治として、民本主義が提唱さ
れた。民本主義とは、「国民」を基点として、立憲君主制下、
大日本帝国憲法の運用によって政治及び社会の改良を図る議論
であった。 
 

8.3 民本主義への批判 
 民本主義の歴史的な評価が揺らぐのは、内政的には自由主義
を主張しているが、それが国家主義と結びつき、対外的には植
民地領有や膨張主義などを容認し、帝国主義とのきっぱりとし
た態度がとりにくいためである。いわば民本主義は一国デモク
ラシーであった。日露戦争後、台湾や南樺太の植民地化がなさ
れ、韓国併合がなされた。 
 

残穿ょウオれ＼メ�ニΖビ【やる柿亨胴装グ汎ぢ�りゃぞみほ〜鵡寿寿逆り

陶丹グ藤疏寺ふォ琉錠でェふオれ＼宮躍り寿脹る治麻課柿亨りほ�り £ヰ

ΘピΔゾ鵡寿寿逆％ぼや痴昨ぱオほ÷困課寿逆寂でェり罷版ょ苔びもる÷乙

つォ韻萌ゃ＼残穿ア沢制り罷版ょ苔びもる＼鎚占乙踏びもだゆだ〜÷宮躍嫉

迅る＼�びカ錫絵寿逆ア冥製符寿逆ょぞォ宗り腎喰簡グ縫だもだほ〜べびも

宮躍ゆエり萌蜂ゃ陸芥び喰めはぢや時�もだほりゃぞォ〜 

 
 

田澤『前掲書』p.120-
121。大杉栄「盲の手
引きをする盲-吉野作
造の民主主義堕落論」
『文明批評』1918(T7)
年 2 月、山川均『社会
主義の立場から-デモ
クラシーの煩悶』三徳
社 1919(T8)年 6 月 
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8.4 大正デモクラシーの限界
 日露戦争後の都市民衆騒擾をきっかけに民本主義の潮流とし
て台頭した大正デモクラシーは第一次世界大戦とロシア革命、
米騒動により加速し「改造」の動きを生み出した。 
 雑業層や旦那衆、労働者・農民、或いは女性、被差別部落や
植民地の人々がそれぞれの立場からアイデンティティを掲げ、
社会変革を訴えた。 

成田龍一『大正デモク
ラシー  ̶ シリーズ 日
本近現代史 4』岩波新
書 2007 年 p.237 

 こうした動きにより 1925(T14)年、大正デモクラシーの二大
政治目標で成立していた議院内閣制と残りの一つだった普通選
挙が実現したが、抱き合わせに「治安維持法」が姿をあらわし、
普通選挙法と治安維持法によるいわゆる「1925 年体制」が創
出される。 

 
治安維持法 
普通選挙法 

 1931(S6)年 9 月、広東軍が引き起こした柳条湖事件に端を発
する満州事変は、大正デモクラシーの転換を促した。吉野作造
は新聞論調が「一律に出兵謳歌」に傾いていることを批判して
いる。満州事変は、日本社会の対立を先鋭化させる傍ら、対立
と対抗の存在を解消し、消去してしまう論調を作り上げた。大
正デモクラシーの限界であった。 
 

柳条湖事件 
満州事変 
 

8.5 鈴木安蔵を通じて戦後の日本国憲法へ 
 

 
鈴木安蔵『憲法学三十年』評論社より 
 

 吉野作造の唱えたデモクラシーの政治思想そのものは、その弟子、
鈴木安蔵が執筆した「憲法研究会」案を通して、戦後の日本国憲法へ
と受け継がれていった。 
 京都大学で河上肇の教えを受けた鈴木安蔵が、1933(S8)年 1 月 8
日と 3 月 5 日の二回にわたって、吉野作造を訪問し、憲法研究の教え
を請うた。鈴木は栗原基の長女俊子の夫であり、栗原の紹介である。
鈴木は治安維持法違反で二度の投獄を経験していた。 
 鈴木は吉野の影響を受け、吉野の示唆に従って憲法研究を進め、
「憲法研究会」を主宰した。敗戦後 GHQ は、新憲法制定の際、鈴木
が起草した「憲法研究会」案が最も自由主義的であると評価し、草案
は新憲法制定の基礎になった。この意味で吉野のデモクラシーの思想
が新憲法にも大きな影響を与えたのである。 

 
鈴木安蔵(1904-1983) 
憲法研究会 
 
 

 
 

 

吉野作造への献辞 
 

 鈴木安蔵が以下のように、1933(S8)年 6 月に公にした「憲法の歴
史的研究」で吉野に対する献辞を述べている。 
 

 研究を大成させることによって…先生の理論的遺産を継

承し発展せしめることを念願する。 

1933.3.18 鈴木安蔵 




