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研究ノート

渡辺

五○

穣

にとって、豐堂会は大正期から晩年にかけての後援会組織

四年となる。明治・大正・昭和と衆議院議員を務めた尼崎

明治期における尾崎行雄の選挙（二）
ｌ好友会の盛衰Ｉ

はじめに

の優れた著作がある。これらの研究は、ほぼ尾崎行雄側か

崎行雄の選挙」「号堂尾崎行雄」「人物叢書尾崎征鵬」など

ても尾崎には強力な後援会が存在していた。それが「好友

ろうか。そのようなことは全く考えられず、明治期におい

織が存在せず、強固な地盤もなく選挙に挑み続けたのであ

では、川治期の尾崎には等堂会に類するような後援会組

と一一一一Ⅱえる。

らの視点により、尾崎の国会での演説、政策や所属政党に

会」である。しかし、成立や解散の過程はおろか「好友

尾崎行雄やその後援会組織を扱った先行研究には、「尾

おける行動などに関心が寄せられている。確かに、尾崎行

会」という名称でさえ、前記三冊を始めとする先行研究は

もとより、「尾崎行雄全集」「尾崎等堂金製」にすら見受け

雄は明治・大正・昭和と憲政史上において最も長く議員を

に共鳴できる部分が多いのであろう。また「豐堂会」とい

務めた人物で、「憲政の神様」と称されたような政治理念

られない。筆者は、拙稿「森本確也宛尾崎行雄書簡紹介」

初めて取り上げたものの、それは間接的な紹介に過ぎず、

「明治期における尾崎行雄の選挙（里」において好友会を

う強力な後援会があり、坂上順夫「尾崎行雄の選挙」は号
堂会式理想選挙に主軸を据えた労作である。だが、その尾
崎を支えた豐堂会という存在が初めて確認されるのは大正
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の約二○年前から存在した好友会という組織に主軸を置

全貌解明には至っていない。そこで本稿では、号堂会発足

区で政治結社が図られた。名称は附せられていないもの

あろう。このような機運を受け、第一回総選挙の後に第五

崎派とも言うべき改進党系支援組織の萌芽が大きな原因で

（７）

き、どのような経緯で盛衰し、また尾崎や三重県にとって

の、その中心人物に後述する森本確也や□井清栄門などの

選挙区制）であり、度会・志摩・南北牟婁の南勢凹郡を範

は、父・尾崎行正の薦めとされている。自伝でも「父は三

なお、尾崎が三重県第五区を立脚地として選んだ理由

名前があることから、これが好友会の原型と推測される。

囲とした。第五区はいわゆる「二人区」である。明治一一一五

重県で役人をしていたころから、殖産事業に熱心で、県内

なお、明治期における尾崎の選挙区は三重県第五区（小

如何なる存在であったかなどを明らかにしたい。

年の第七回総選挙からは、郡部選挙区（定員七人、大選挙

年に成徳社という組織を設立するなど、度会郡での養蚕や

った」といった記述が見られる。実際に、行正は明治一七

（８）

区制）となる。

の各地を歩いて、有志の家などに泊り、方方に知合が多か

好友会の発足

殖産興業への寄与だけで、地盤が構成できるとは考えづら

茶を中心とした殖産興業に影響を与えた。しかし、徳育や

第一回総選挙の時期では、まだ「好友会」という名称は

い。恐らく、行正には何らかの政治的影響力があったもの

（二第一・二回総選挙

確認できない。しかし初の総選挙となる明治一一三年に向か

と推測される、

明治二五年に行われた第二回総選挙は、政府による選挙

（９）

うような形で、度会郡やその周辺での政桁組織結成が活発

となる。第一回総選挙を見据えた組織化は、投函示日が近づ

干渉として著名であり、尾崎も、伝で辛酸したことを述べ

（４）

くに随って、改進党派と自由党系愛国公党派・大川派に分

ている。ただし、図１②に明瞭であるが、第五区には吏党

（Ⅲ）

裂を始める。そして愛国公党派と大同派が候補者選定に行

候補が居らず、過度な干渉が行われたとは考えづらい。尾

（５）

き詰まり、改進派の候補者を支援するに至った。尾崎は容

崎への選挙活動妨害は、官憲よりも地価修正問題により対

（６）

易な当選であったことを自伝に記している。それは、愛国

抗していた自由党側であった。第二回総選挙での特性は、

一

公党派・大同派が組織として未熟だったこともあるが、尾
明治期における尾崎行雄の選挙（二）（渡辺）

五
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選挙干渉よりも、むしろ支援組織確立にあったと一一一一口える。

一

蝋屯が提携に馴鮒を来たし、揃って尾崎に屈した・自由党

（一二重銀行取締役）・森本（一一一重銀行取締役）・辻村弥八

の氏名・職業は、白井（三重銀行頭取）・山羽九郎兵衛

されているが、これが好友会の枢要構成員と考えられ、そ

（三重銀行の傘下にあった度会商工銀行頭取）・伊藤丈吉

員が宇治山田町在住で、職業も一一一重銀行関係の実業家と弁

吾（弁護士）・浅沼直（弁護士）、と座秘・森本を除いた全

（神官皇學館教授）・尾崎二典［呉峰］（弁護士）・船越揖

一一一月二一一一日の宇治山田町会選挙では一六名中の一一名が尾
（、）

崎派で占められた。尾崎派の進展は、ついに正式な支援組
〈週）

護士などに分けられる。明治期の尾崎は、このような第一

（二）好友会の構成

下でも有数な人口を誇る宇治山川の金融関係者と弁護士な

なお、一部好友会枢要メンバーとしては、吉沢璽脳・浜
田風榔・佐伯市九脱・杉木斉乙雌なども挙げることができ

どに選挙を支えられたと一言える。

政本党）の尾崎支援組織である。第一部が宇治山田町と隣

ば大湊町長の山中腱惚がいるものの、どちらかと言えば中

接する伊勢湾沿海地区町村、第二部が宮川を越えた小俣

ある宇治山田町を拠点とした、改進党系（後に進歩党、憲

村・城田村・外城田周辺・田丸町などの北西地馳、第三部

枢から外れている。一一一部は、選挙民も少なく有名無実に近
（過）

山村などの山地帯、という構成になっていた。

（Ⅳ）

そのような好友会を率いる領袖は白井清蝋剛であった。
〈口わせて、同じ五区内の士心摩郡に居住する森本確也を客員

し、大内山村の乾逸丸肥が実質的な代表である。一部に次

い。四部は、有権者の少ない山村ながら山林地主が存在

る。同じ一部でも、宇治山田町以外の沿海地区では、例え

は熊野灘に面した南島地域、第四部は北牟婁郡に近い大内

好友会とは、尾崎の中核地盤たる度会郡や、その首邑で

部好友会枢要メンバー、すなわち伊勢神宮門前町で三重県

識である好友△君を四月一七日に誕生させた。

五日の県会選挙では度会郡選出四名中の三名が［図２］、

町会へも影響を与えた。総選挙終了直後に行われた二月二

候補者を押さえるに至った原因は、組織力の差でもあろ

雄書簡」恥別に脳、宛者が森本・白井を含めて八名も記載

顧問格といった扱いで推戴している。「森本確也宛尾崎行

一

う。このような尾崎派の支援組織確立は、県会や宇治山田

自由党側は、宇治山田の高木貞太郎と、南牟婁郡の竹原

五
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①第１回総選挙Ｍ23.7.1
２
○尾崎行雄1,772議集
第５区

263

○北111矩一1,438大成
浦田長民５８３
栗原亮一５４
北川矩一辞職Ｍ24.3補選角利助

②第２回総選挙Ｍ25.2.15
○角利助’

一鬘

２

栗原亮一2,439政友

⑦第711Jl総選挙Ｍ35.8.10
７
木村誓太郎３，１５３憲本
大石正巳2,585憲本
平田力之助2,366政友
八尾信夫２ 275
尾崎行雄２ 174政友
海野謙次郎２ 099政友
深1１１－２ 022
浜田国松１ 967

ＩＤ第10回総選挙Ｍ41.5.15
７
栗原亮一6,598政友
片岡直温5,600
尾崎行雄５，１１６又
浜田匡1松4,424又
大井卜新４ 275政友
中村豊治郎４ 188
森茂生3,075政友
)||村嘩2,664政友
辻寛２，６１７政友

Ⅲ’｢
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ｉ
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６

２
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５０１

改改自自
進進自自

８

郡部

郡部
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郡部

当Ｙ１注写丁０

国中同同唾

。Ｐ、

中

７】

露Z蓬Ⅲ

野村甲子郎

⑫第１２回総選挙Ｔ4．３．２５
７
尾崎行雄
小林嘉平治
重盛信浜
浜田国松
111崎克
加賀卯之吉
辻寛
ｌＩｌ村嘩
横山正四郎
仁保亀松

永浜出１．８７８

⑪第１１回総選挙Ｍ45.5.15
７
浜田国松5,874国
梅原亀七5,55l
尾崎行雄5,291政友
岡八5,243
辻寛3,187政友
森茂生3,072政友
川村嘩２，７１６政友
加賀卯之吉2,537国
松本宗吾1,973国

○○○○○○○

森茂生ｌ 865
鈴木充美１ 824政友
森'''六右衛門ｌ 163
竹原撲一１ 136政友
矢土勝之７５１政友
本多弥一郎３２６政友
岩村茂

059

438

897憲本

977

352

⑧第８回総選挙Ｍ36.3.1
７
尾崎行雄4,377政友
森茂生3,384中正
栗原亮一３，３７７政友
速水熊太郎2,835
557政友
466政友
海野謙次郎２
平田力之助２
森本確也２
八尾信夫ｌ
中村太郎左衛門１
浜田国松１
松本'恒之助１

862

○○○○○○○

⑨第９回総選挙Ｍ37.3.1
７
尾崎行雄３ 347無名
大井卜新２ 976甲辰

速水熊太郎２

郡部

○尾崎行雄１ 104議集
高木貞太郎８５７目
竹原撲一２６９自

○尾崎行雄
○森本確也
門野幾之進

角利助

奥野市次郎

○尾崎行雄
○森本確也
奥野市次郎
門野幾之進

④第４回総選挙Ｍ27.9.1

２

に

③第３回総選挙Ｍ27.3.1

２

２

⑤第５回総選挙Ｍ31.3.15
○尾崎行雄
○森本確也
奥野市次郎
門野幾之進

奥野市次郎３１４憲

⑥第６回総選挙Ｍ31.8.10
２
○森本確也1,762憲本
○尾崎行雄1,461憲本
竹原撲一１４３意
角利助１２

森茂生２ 719甲辰
辻寛2,603
栗原亮一2,590政友
浜田国松2,494甲辰
海野謙次郎1,846政友
Ｍ37.10速水熊太郎死去
海野鎌次郎繰上当選

図１明治期尾崎行雄選挙得票数

桐|Ⅱ

岡

雪纏寒ｕ鳰亡ＩＱ哩雪仁遥ｅ鋼淵（１１）（運ヨ）

二Ｖ＝＝「=ＶＴ圧.房

。＞曰く五

第５区

○○○○○○○

２６３２００２２１８０
３４１４３４５４３９１
４８８１１８７３９６８

８６４４３２７】？】１１
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ぐ組織力を有するのが二部であり、有権者数では一部を凌

合わせて岡山党との関係悪化に繋がった。それは第五区で

た。組織の進展や活発化した党員活動は、政策の違いとも

改正され、地方支部の設置が政党に認められることとなっ

五四

いでいる。田丸町喜多正兵衛・城川村高瀬章二・小俣村野

も顕在化し、改進党・自由党の双方が「二人区独占」を企

法政史学第七十号

は、度会郡茶業組合に属しており、養蚕や茶への殖産に深

図したことは想像に難くない。尾崎への揺さぶりもあり、

門巽之助などを代表格とするが、これら二部主要構成員
く関係した行正の影響を強く受けていると想像される。実

門野の出馬に結実したのであろう。

を出馬させた。好友会に対抗する、川党側の組織は「正義

打診し、了解された。自由党側も、門野の他に奥野市九胴

このような状況で、尾崎は森本への改進党入党・出馬を

際に、高瀬は行正宅の近傍に居住しているようであり、尾

崎と行正とのパイプ役に任じていた節がん秘。
二好友会の進展

会」であり、栗原の意を体する杉木斉之肋が領袖の地位に

いった単純さではなく、「好友会と正義会の本格的な激し

あった。第三Ⅲ総選挙とは、「恩師の出馬で悩む尾崎」と

（｜）第三・四Ｍ総選挙

明治二七年に行われた第三回総選挙は、尾崎の回顧によ

あった門野幾之進が、、川党側から対立候補として出馬し

挙戦は尾崎に有利な状態が濃厚となり、焦点は二位当選を

たが、尾崎に一蹴された。詳細は確認できないものの、選

自由党側は「、川改進それぞれ一名」との妥協を提案し

い選挙戦」が大きな特性であった。

れば、今までの選挙戦の巾で最も苦しいものだったと述べ
（、）

たことが原因とされる。神奈川県津久井郡生誕・下級士族

られている。その理由としては、慶応義塾の先輩・恩師で

子息の尾崎に対し、門野は五区内の志摩郡鳥羽町出身で、

巡る「森本と門野の一騎打ち」に推移した。結果として森

た。

められ［図２］、ここに正義会の一方的な敗北が確定され

（、）

家老職の家柄をも有する。その鳥羽に位慨するⅢ答志郡

なった。続く皿会選挙でも度会郡区は二名とも好友会で占

本が僅差で逃げ切り［Ｍ１③］、第五区は改進党の牙城と

（犯）

は、同じく鳥羽出身である栗原葹翅の影響下にあり、、由

しかし、第三回総選挙の特性は、自由党との関係悪化が

党勢力が強い場所でもあった。
要因であったと一一一一口える。明治二六年山口に集会及政社法が
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た。しかし、八川一Ⅱに清川へ宣戦布告したため政争は中

尾崎は自らの地盤に対する積極的な行動が少なくなり、大

が読み取れる。ただし、第川・兀川総選挙を契機として、

区へ移し、向山党の鈴木五熱と争わせ、そして空いた第一一一
区へ和波久十郎を立候補させたりして乢秘［図３⑤］。特
に、大石ｆ皿の「第川区婿入り」を積極的に支援する姿勢

第三回総選挙後に開かれた第六議会は、外交問題で政府

断され、挙川一致体制に移行した。その影響を受け、第Ⅲ

石の第川Ⅸ対策なども、森本や、外以下の灯友会風が第五

民党間の激しい攻防となり、伊藤博文内閣は議会を解散し

回総選挙は平穏無事に終了し、第五区でも前回のような激

区対策を放満したような状態で減動している。なお第川区

〈妬）

であるが、尾崎の帰県が確認できない。確かに、政争のな

しい選挙戦は行われなかった。第ⅢⅢ総選挙の詳細は不明

進歩党は何年六月に自由党と今何して憲政党となり、初

は、矢上勝之一一九二票に対し、大石は一○八一票で惜敗

めて政党主体である隈板内閣の成立を見た。この憲政党合

い緩やかな選挙戦でこそあったが、対抗すべき向由党の側
側から見れば、対自由党戦を完全に征し、帰県しなくとも

した。

当選可能なほどの地盤確立を意味する。そして、それは森

川に際して、森本と、丼は憲政党三重県文部の役員へ就任

に熱意がなかったことも蛎実であろう。このことは、尾崎

本と臼井以下の好友会に地盤を依拠する態勢が完全に確立

している。しかし、第五区の範嶋では、Ⅲ向山党とⅢ進歩

げ、明治一一一一年一一一月には進歩党として臨む第五Ⅲ総選挙が

に「公何会」が発足していた。好友会と公川会は、中立派

新たなｎ山党系組織として、憲政党合同直前の五月一○Ⅱ

狢無実の状態だったと考えられる。その疋義会に替わる、

織だった正義会は勢力を衰退させ、役員が離脱したため有

党の合同は進んでいなかった。以前において自由党系の組

されたとも一一一一Ⅱえよう。

（二）第五・六回総選挙と憲政党合川

行われた。この頃になると、尾崎と森本は実質的に進歩党

のまま憲政党瓦解を迎えた。合同の機会を得なかった好友

も含めた一二派合同を模索していたものの、結論を得ず、そ

明治二九年一一一月に改進党は進歩党へと発展的解消を遂

のみならず、以内全域での進歩党勢力拡張にまで手を拡げ

三重県支部の役割を果たしており、ｎ身の立脚する第五区

会と公同会は、以後においても敵対関係を繰り広げる。

１Ｊ

ていた。例えば、対抗馬のいなくなった木村誓九躯を第二

明治期における尼崎行雄の選挙（二）〈渡辺）

県会選挙抜粋
度会郡区は定員４名

［☆Ⅱ好友会］
I-FHく

［明治三一年まで半数改選制］
（関係者のみ）
明治一五年三月半数改選

明治一一七年三月半数改選

☆（改選）乾逸太郎
☆（改選）白井清栄門
喜多正兵衛
☆

☆（改選）喜多正兵衛

明治一七年二月半数改選

☆

喜多正兵衛

明治一八年一○月半数改選
☆（改選）喜多正兵衛

奥山宇吉

明治二九年三月半数改選

☆（改選）喜多正兵衛
☆（改選）船越揖吾
乾逸太郎

☆
☆

白井清栄門

明治二○年一○月半数改選

☆

喜多正兵衛

［以後、複選制・半数改選廃止］
明治三一年五月選挙

［明治三一年まで複選制］
（以下全員）

白井清栄門

☆

船越揖吾

☆

高瀬章二

☆

明治一一三年三月半数改選

☆（改選）乾逸太郎
（改選）北川矩一

田中佐一郎
高瀬辞職により

県会議員に占める好友会員の割合
図２

☆（補当）喜多正兵衛

藤井市八

☆

喜多正兵衛

明治三二年一○月選挙
白井清栄門

☆

北川の補欠選挙（八月）

高瀬章二

☆

北川衆院当選による辞職
☆（補当）白井清栄門

村井恒蔵
奥村与一郎

坦魯田朴雛｣j＋pｌｃ

明治二五年三月半数改選

☆（改選）喜多正兵衛

明治三六年八月選挙

白井清栄門

☆

乾逸太郎

乾逸太郎

☆

村井恒蔵

（改選）奥山宇吉

堀井繁夫
山中崔十
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八月には、憲政党を中心とした第六回総選挙が実施され

の一一一～四名を保持し続けた県会度会郡区議席も一一名にまで

年になると和波・森川が党籍離脱を表肚山、ほぼ定員通り

重県支部の役割を果たしているが、この第六回総選挙で結

果的ながらも最高潮を迎えたと言えるだろう。しかし、翌

トップの座を奪われたが：麺」と述べているが、これは得

落ち込んだ［図２］最高潮の時期は極めて短く、むしろ

た。阪上順夫氏は、この第六回総選挙を評して「森本に

票だけを見たに過ぎず［図１⑥］、憲政党や一一一重県下の状
況とも合わせて、森本という人物のことを考察していな

鶏りすら生じるようになった、

三好友会の斜陽

い。同志である尾崎・森本間に票差は関係ないものの、森
ろう。第五区は、尾崎が選挙活動を行わなくても済むよう

本が尾崎を抜いた理由は、尾崎が帰県していないためであ

り、第四区の公認候補となったため、平易に当選を果たし

と思われる。特に、大石は憲政党三重県支部の調整によ

二大臣を擁したためか、旧進歩派に有利な調整が行われた

三重県内全域に月を転ずると、尾崎文部・大石農商務の

む行動を執った。これは、くうまで築き上げた地盤、特に爺

憲政本党を離脱してまで参画するという、やや理解に苦し

治一一一一二年九月の伊藤博文による政友会創立に際し、尾崎は

歩党・憲政党・憲政本党へと党籍が移動した。ただし、明

尾崎は、改進党結成当初からの重鎮であり、そのまま進

（二政友会移籍

た［図３⑥］・他の選挙区でも、一一区木村・三区和波は当

高潮へと達した態勢すべてを放逐しかねないほどの短絡的

な無風状態で、両人とも当選を果たした。

選を維持し、六区では森川六石衛門が二回の雪辱を果たし

その直後の圭日簡である。尾崎は「同士心の人を一切誘はなか

行動と一一一一口えるだろう。「森本確也宛尾崎行雄書簡」恥ｎは、

（羽）

て初当選となった。一区栗原の牙城を切り崩すことは無理

つ（池」としているが、｜蓮托生とも言える森本だけは、直

（側）

としても、実に県下一選挙区一人を除き、すべてが旧進歩
派で占められた。そして、憲政党瓦解により、旧進歩派は

ちに党籍を政友会へ移動している。また、書簡中にある

五七

「白井氏上京頻に老兄を探し居候へ共、御宿所不明に付帰

憲政本党となったため、結果的に三重県下では圧倒的な憲
尾崎・森本・好友会は、実質的な進歩党（憲政本党）三

政本党有利へと至った。

明治期における尾崎行雄の選挙（二）（渡辺）
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五八

（１）」に譲り、その原因を要点のみ纏めてみる。①内的

法政史学第七十号

県致候。」とは、憲政本党離反の詳細説明を得るため、わ

要因として、党籍変更後も「甘い地盤固め」「党務絶対優

して、政友会移籍により同志となったはずの公同会や栗原

ざわざ上京した白井に対し、恐らく森本は面会を回避した

に脅かされる地盤と、南牟婁郡での竹原撲一の反乱。③突

に苦慮する好友会、そして森本の出馬問題。②外的要因と

だったかもしれない。そういった森本の苦悩と、白井や好

発的要因として、浜田国松立候補と、それに間接的な関係

先」に終始する尾崎と、このような態度や「ねじれ現象」

友会の混乱を尻目に、尾崎は「第五区の同志者は多分暫く

を持つ度会商工銀行の破綻。

のであろう。尾崎の移籍により、むしろ最も悪影響を蒙っ

政党以外に中立する事に可相成乎と存候。小生は寧ろ之を

たのは、実質的に尾崎の代わりとして地盤を預かる森本

勧め置候。」などと述べ、平然としている様子が窺える。

落選に近い辛勝ながら、それでも当選を果たせた最大理

摩郡の地盤を提供した。好友会も、憲政本党所属に拘泥す

一カ月後の書鯉においても、「県地の方は別段の事もなか

なお、好友会は尾崎の「政友会入り」に全面的な賛同を

るならば、大石正巳へと奔る筈であるが、度会郡での大石

問題で尾崎と関係悪化に至ったが、妥協・支援に転じ、志

寄せたとは考えづらく、憲政本党所属を固持し、政友会へ

の得票は六五票に止まっている。好友会は斜陽化に至りつ

由は、やはり森本と好友会であった。森本は、自身の出馬

の党籍移動は行っていないようである。尾崎支援組織では

つも尾崎支援を貫き、公同会や浜田の侵蝕も当落紙一重で

るへしと存候。」という認識に過ぎない。このような暢気

ありながら、今まで通りの党勢拡張を行うほど、それが尾

の必要最低限に喰い止めた□これら度会・志摩郡の票力

さが、後の第七回総選挙で致命的打撃となる。

崎との乖離に繋がるという、いわば「ねじれ現象」が生じ

尾崎当選の直接原因である。

含めて第七回総選挙は小選挙区式の対応だったと一一一一口えるだ

つく強い影響力とはならなくなっていた。いわば、尾崎も

影響を与えても、郡部選挙区（県下全域）への得票に結び

しかし森本・好友会のみへの依拠は、旧五区内に大きな

（必）§、

た。

（二）第七回総選挙
第七同総選挙は尾崎にとって最も苦戦した選挙と推測ざ

れ肚洲、詳細は拙稿「明治期における尾崎行雄の選挙
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その他１２

①第１回総選挙Ｍ23.7.1
１ ○栗原亮一1,605弥生
牛場卓蔵1,557

iｉ
第１区

第２区
１

○伊東祐賢1,116大政
長井氏克９４５大Ｉ可
林道水６３３
今丼実然６２３
岡本民雄３９６
その他５２４

１

１

１

ドIＩＴ

第１区

第３区

○天春文衛１，OO7弥生
木村誓太郎９６２改
久松義典１５６
その他２０８

○天春文衛1,649弥生
木村誓太郎４９４改
その他７２

１

○伊藤謙吉１，１８９独立

○伊藤謙吉1,798弥生

薗部鹿之助４４１
その他２９

１

土居光華８２３自

その他２１０

第２区

１

１

○土居光華1,525目
乾学郎４２８日

○土居光華1,161目
乾学郎1,041日

伊東謙吉辞職
Ｍ26.4補選栗原亮一

１

○矢土勝之1,192日
大石正巳1,081進

第１区

第２区

第４区

第

６

１

その他２９

○立入奇一1,798議集
福地次郎４４l弥生

○深山讐鰭1,456目
立入奇一1,037改

その他３

福地次郎1,209目

１ ○立入奇一1,262議集
,１１

１

ｒ

第６区
第６区一

第６区

'’

○深山聲鰭1,372目
森川六右衛門1,259改

その他４

１

○深山聾囎1,397同志
森111六右衛門1,244進

１

1

○森川六右衛門2,294憲本
深山聾婚３５３窓

第２区

第３区

第４区

第１区

第２区

第３区

第２区

第３区

第４区

第４区

隅巨

，

その他５３

その他

その他７

lilL

』弟６反』

第１区

その他１２

その他５２

その他６

1

○大石正巳1,768憲本
奥野市次郎４２７意
その他５０

第６区

○木村誓太郎1,107
天春文衛1,030自
その他８

第４区

第
３

１

○和波久十郎1,416山下
下田亨三７１８日
その他２８

１

○木村誓太郎1,169
天春文衛1,063日

１

○和波久十郎１，０７６憲本
森茂生９７５
その他９４

その他５

第４区

○伊東祐賢３，０３５独立
']､河義郎６６３実業
その他２７２

１

○鈴木充美２，１５３自
伊東祐賢1,991同志

１

○木村誓太郎2,448進
鈴木充美1,441日
その他２５

１

その他１９

和波久十郎失格
Ｍ33.9補選平田力之助

図３第５区を除く三重県下得票数

○木村誓太郎２，１６４憲本
鈴木充美1,852意

その他１０７

その他８

１

○鈴木充美3,179目
伊東祐賢４７７革新

１

ｌ

その他１６

②第２回総選挙Ｍ25.2.15
１ ○牛場卓蔵1,552中央
栗原亮一1,431目

③第３回総選挙Ｍ27.3.1
1

○栗原亮一２，０６５目
森)''六右衛門９０８改
その他２２

④第４回総選挙Ｍ27.9.1
話一２０６４
１ ○栗原亮一２，０６４日
伊東祐賢５７２革新
その他151

１

⑤第５回総選挙Ｍ31.3.15
']､河義郎９６５
その他８２

○栗原亮一1,777目

⑥第６回総選挙Ｍ31.8.10
１ ○栗原亮一1,935意
']､inI義郎４５８意
その他１６１

雪迫憲二黒迄'Ｑ哩雪仁誓ｅ鋼綿（’１）（磐国）

第１区

第６区
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し、尾崎との快を断った。ただし、尾崎を峻拒して濟陥す

法政史学第七十号

ろう。大選挙区制では、固有地盤と合わせて、県内他郡部

るまでの意図はなかったようであり、自らが地盤とする志

（㈹）

での効果的な得票も必須となる、これは選挙後に各候補者

摩郡を除いて旧五区には侵蝕せず、旧六区に依った。この

ような理由で、旧六区は尾崎にやや寛容であったためか、

尾崎票は若干程度の伸びを見せている。

れた第八回総選挙であるが、増租反対が選挙民の圧倒的な

対に徹し、衆議院は解散となった。明治一一一六年三月に行わ

第一七議会で、政友会・憲政本党ともに地租増徴断固反

い。以前の「大石正巳四区婿入り」を実現させたような、

しているものの、他郡部への独白な運動は行い得ていな

て、好友会は佐伯市太郎が旧五区内の南牟婁郡などへ随行

大きな契機となった。そのような尾崎の北勢進州に対し

めて少なかった尾崎にとって、第八回総選挙は北勢進出の

以上のことから、第七回総選挙で旧五区以外の得票が極

支持を受け、また前回の選挙から七ヵ月しか経過していな

五区以外の地へ影響を行使できる勢力は、すでに好友会に

浜Ⅲ国松は、西田胤荊が速水熊九肥支援に廻ったため

いこともあり、政友会・憲政本党問での調整が諮られ、前

か、前回以上の敗北を期した。しかし、宇治山田侵蝕を諦

職優先の方針が執られた。このことは、第七川総選挙で大
政友会三重県支部の実情は一転し、栗原が尾崎を連れて

めた訳ではなかった。総選挙後に行われた度会郡区県会選

は存在していなかった。

フ］、その影響と考えられる。また、大石正巳は選挙区を

選挙で遺恨の残った森本は、政友会を離脱して単独出馬

然の結果として旧四区の尾崎票が飛躍を遂げた。第七回総

た。大石の「四区婿入り」を両策したのは尾崎であり、当

指名するという奇怪な行動により、旧四区が空白となっ

郷里である吉同知へ移したが、後継者へ津市の松本恒之助を

杉木斉之肋も脱会を宣言した。また、宇治山田町長だった

友会中枢も、度会商工銀行事件で辻村弥八が切り崩され、

脱会して立候補し、乾逸太郎は元好友会員である。一部好

議席を失った［図２］・当選者の山中崔十は一部好友会を

挙で、好友会は白井以下の候補者すべてが落選し、完全に

（幅）

遊説するほどであった。一志・河芸郡の得票増加は［グラ

苦戦した尾崎に「追い風」となった。

（二第八回総選挙

四好友会の衰退

が痛感して意識したことと想像される。

六
○
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明治期における尾崎行雄の選挙（二）（渡辺）

［単位％］

■
Ｕ
1０

Ｉ
ﾛ
關

2０

■
■「

』
「
■■

０

■
6０

|日｜日｜日｜日｜日｜日｜日｜日｜日｜日｜日｜日｜日１日旧郡
１１２２２３３４４５５５５６６部
区区区区区区区区区区区区区区区選
挙

安一三鈴河員桑飯多度志北南阿名区
濃志重鹿芸弁名南気会摩牟牟山賀全
郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡婁婁郡郡般

グラフ尾||'奇行雄君'1部選挙区得票率
郡郡

吉沢重郎は、「郡会議員選挙人名簿作成で失態があった」

として懲戒免職になっている。これら一連の好友会衰退に

繋がる事案は、すべて浜田に利することとなった。

（二）第九同総選挙

地租増徴案は、伊藤博文政友会総裁が単独・秘密裏に桂

太郎首相と妥協したため、政友会は大混乱に陥った。憤慨

した尾崎は政友会を脱党する。混乱したまま第一八議会を

迎えたが、奉答文事件により、直ちに衆議院は解散され
た。

明治三七年一一一月に第九回総選挙は行われたが、日露戦争

の最中だったことや、前回の選挙より一年しか経過してい

なかったため、再び前職優先の処置が執られた。さらに、

政友会不振の直撃を受けた三重県支部は、選挙に対する統

制能力すら失っていた。これらの状況により、脱党後も準

政友会派であった尾崎は、政友会で旧自由党古豪の天春
フ］ｏ

丸縦から、旧三区の票を若干ながらも獲得して乢刷［グラ

旧五区に関しては、ついに浜田国松が初当選を果たし

た□宇治山田を中心とする度会郡に侵蝕を続ける浜田で

あったが、公同会の取り込みに成功し、それが当選の一因

一ハ一
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となったようである。このことを実証するように、栗原は

にしていない。尾崎の苦戦を伝えるが、投票の直前を迎え

に関しては、的確な史料がなく、伊勢新聞も詳細を明らか

一ハーー

度〈云郡での得西下を激減させている。宇治山田政界の併呑を

ると急に優勢へと転ずるような記載が見受けられるのみで

法政史学第七十号

企川する浜田にとって、残る目標は衰退化の一途を辿る好

ある。東京市長という顕職に就任しているとはいえ、政治

（団）

友会だけであった。

的活動に消極的な尾崎であり、しかも好友会は崩壊寸前の

に就任しており、この「東京市長期」が桂園時代とほぼ合

る。尾崎は、明治三六年六川より四五年六月まで東京市長

による政権交互担当期であり、「桂園時代」と呼ばれてい

Ｈ露戦後から大正政変までの間は、桂太郎と西剛寺公望

れる。それでも、明治川一年の第一○Ｍ総選挙では、好友

れよう。また、郡部選挙〆に蒔かれた種の萌芽とも考えら

候補者が少なく、かつ「輸入候補者」の多いことが挙げら

て、第一○・二回総選挙は、満期による選挙の割には立

覚える。詳細は不明であるが、優勢を維持できた理由とし

優勢な選挙戦を展開しており、これには不可思議な観さえ

状態となっている。このような様相でありながら、尾崎は

致する。尾崎は桂園時代を振り返り、「藩閥と政党との妥

（三）第一○・一一Ｍ総選挙

協政治が、十年あまりも続いた。丁度私が東京巾長をし

会・三重銀行ともに存在中で、衰退しながらも支援は可能

ただし、明治四二年に一一一重銀行は破綻し、明治四一一一年の

て、政治避動から通ざかつでいた時什でん腿」（傍点筆者）

好友会解散で、宇治山田の地盤は公同会・中立派とともに

であった。

会・無名倶楽部・政交倶楽部・猫興会・又新会と小会派を

と述べている。確かに、政友会離党後の尾崎は、同志研究
渡り歩き、明治四二年には政友会へ復党するものの、以前

明治四五年に行われた第二回総選挙の様相は、さらに

「神都倶楽部」という名称を冠する浜田支援組織と化す。

である東京市長職に加えて、体調不良や前妻死去も原因と

のまま死去し、第一回総選挙からの古豪は尾崎を除き消滅

不明である。県内の状況は、Ｈ糖疑獄により栗原が引退そ

のような活発な政治運動を行っているとは思えない。激務

に行われたのが第一○・二回総選挙である。

した。Ⅲ五区の状況は、好友会は解散したものの、度会郡

考えられるが、「政治的空白の十年」と言えよう。この間
「政治的空白の十年」に行われた第一○・一一Ｍ総選挙
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北西地域の二部は健在であり、引き続き支援活動を積極的
ものと一一一一口える。

張に関しては、実質的に森本と白井以下の好友会が行った

な断絶ではなく、苦戦による要請があれば、ある程度の支

退した時に、号堂会へ推移できる素地になったと考えられ

ことも事実であろう。このような面が、やがて好友会が衰

そして、無条件で尾崎を受け入れるような資質があった

に行っている。宇治山田でも吉沢重郎が神都倶楽部の間隙

援を行い、士心摩郡の票を提供したようである。これらの理

る。大正政変を経て「憲政の神様」となった尾崎である

を突きながら活動していた。森本も、尾崎との関係は完全

由により、好友会解散後ではあるが、宇治山田を除く旧五

の様机を完全に決定づけるほどの絶対磐石となり、号堂会

が、政変後に行われた大正四年の策一二同総選挙で、今後

（記）

区の中枢地盤は辛うじて維持が可能だったと想像される。

も正式に発足した。好友会式の不安要素を払拭した、号堂

また、旧五反を立脚地とする対立候補が浜田だけであった
ことも幸いした。この中枢地盤と、恐らく知名度による北

会式選挙の成立でもある。それを見刷けたように、翌年に

好友会式の選挙とは、「憲政の神様」以前の選挙でも

行正が没する。

（別）

勢からの投票が、当選を可能にしたと思われる。
おわりに

の三重銀行関係者と弁護士などが中心となって構成され、

市会ｌ県会へ送り込むという、好友会と変わらない手法で

支援組織（神都倶楽部）の様相は、中枢構成員を宇治川田

一一一一口えよう・浜田は尾崎から宇治山肌瓶の地盤を奪ったが、

あった。その好友会式を引き継いだのが、浜田であったと

中枢構成員を宇治山田町会ｌ度会郡会’三重県会へ送り込

あった。合わせて、壮絶な宇治山川政界の対立まで引き継

好友会の推移を見てきた。号堂会との違いは、宇治山田

ことであろう。また、尾崎支援組織であると阿時に、宇治

むという、一般的な候補者と変わらないような組織だった

たのであろうか。好友会式の選挙は、中枢構成員の町会・

この好友会という組織を、なぜ尾崎は記録に残さなかっ

ぐこととなる。

拡張組織だった。所属政党よりも自分の思想信条を優先さ

郡会・県会選挙を支援する煩わしさ、地盤で党勢拡張を行

山田政界を中心とした改進党（進歩党・憲政本党）の党勢
せる傾向にあった尾崎ではあるが、この当時においては党
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務や党勢拡張に尽力している。しかし、三重県内の党勢拡
明治期における尾崎行雄の選挙（二）（渡辺）
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う煩わしざ、そして宇治山田を中心とした激しい政争に対

応する煩わしさが付随する。豐堂会式選挙への移行は、こ
うした要素からの解放でもあった。そのような煩わしさ

を、「憲政の神様」として絶対磐石な態勢を保持できた尾
崎は、思い出したくなかったのかもしれない。

なお、本稿は森本確也宛尾崎行雄書簡と伊勢新聞のみに

依拠している観が強い。特に第八回総選挙以降は推測が多
く、かなりの空白部分を残していると言える。好友会・公
何会関係者の地域史料発掘などにより、後世の研究におい

て空白部分を解明して貰えれば幸甚である。
註

（１）坂上順夫「尾崎行雄の選挙ｌ世界に誇れる豐堂選挙を支

えた人々ｌ」（和泉書院、平成一二年）、相馬雪香／富田信

男／青木一能編著「号堂尾崎行雄」（慶應義塾大学出版会、
平成一二年）、伊佐秀雄「人物叢書尾崎行雄」（吉川弘文
館、昭和三五年）。

（２）主として「尾崎行雄全集第十巻」、叙伝・川顧録（平凡
社、昭和二年）と、「尾崎Ⅲ一万堂全集第十一巻」叩一万堂自伝
（公論社、昭和三一年）を参照した。

（３）拙稿「森本確也宛尾崎行雄書簡紹介」Ｓ法政史学」六八
号、平成一九年九月）、拙稿「明治期における尾崎行雄の

六

簡

候。

一大隈仙の名義（株券に）を用いろは容易に承諾

一長合羽は不Ⅲ拝送可仕候。

度候。

へしと痛心罷在候間、高瀬氏より委曲御聞取被下

議を遂けたる後ならては、却て後来悪感情を生す

一擴山株券の事は、山羽白井等重立たる人々と熟

拝啓托高瀬一書謹呈仕候。尊諭の条々は委細諏承仕

明治（）年（）月皿日付尾崎行正宛尾崎行雄書

（９）伊勢市旅館「紅葉軒」所蔵

（８）前掲「尾崎Ⅱ一万堂全集第十一巻」二○九頁。

（７）「伊勢新聞」明治二三年七月一一七日一面。

（６）前掲「尾崎叩一万堂全集第十一巻」二○九頁。

蔵「伊勢新聞［マイクロ版邑は、「伊勢新聞」と略す。

明治二三年五月一Ⅱ一面。以下、国会図書館新聞資料室所

（５）国会図書館新聞資料室所蔵「伊勢新聞［マイクロ版』

られている。

大学法経論叢」三巻二号、昭和六一年三月）に概要が述べ

洋「１８８７１８９年の三重県地域自由民権結社」〈「一一一亜

（４）明治一一一一一年に至る三重県内の政治組織結成過程は、西川

的な連作であるため、併読を願う次第である。

号、平成二○年三月）。なお、これらの拙稿と本稿は実質

選挙（１）’第七回総選挙の諸相ｌ」（「法政史学」六九

四
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訂「度会人物誌」（占川書店、昭和五○年）・三谷敏一「神

県紳士録編纂会、大正四年）・中村英彦原著／川端義夫校

（皿）「伊勢新聞」明治二五年Ⅲ月一九Ｈ一一一面。

（皿）「伊勢新聞」明治二五年一一一月二七日一一面。

とし、｜部に補足を加えた。

顔見立評判記」（一二宅磯市、明治二一年）をそれぞれ参照

都名家集」（一一一谷敏一、明治一一一四年）・一二宅磯市「勢伊志紀

を得がたかるへし。尚ほ様子を間合せたる上、承

行雄

れて可巾上候。他にも一二人は応する者あらん。

｜千代行武等の事は追て可申上候。

先は右取急き。草々不尽

父上様

（垣拙柚「森本確也宛尼崎行雄将耐紹介」’し頁にて、「第

巾と合併）・伊勢市川端町川辺・度会郡玉城町が該門する。

一部が宇治山川町、第二部が宇沿山川を除く度会川」と説

（型おおむね現在の度会郡小俣町（平成一七年三川に伊勢

と家政だけの記述に兄えるが、「山羽、州」は後述する好

明したが、やや粘繊を欠いた。厳密には、ここでの記救が

この書簡は、年代推定不明であるが、尾崎から行正へ明

友公の枢饗構成ｕであることや、改進（進歩）党党竹・大

正しい。

治二○～一一一○年代に川されたものと想像される。一瞥する

隈取信の名も見られるため、行正の政治性を感ずることも

参宮鉄道会社社長代理を務めるなど、調業家としての血も

県会議員・同参事会員を歴任した。また、三重銀行頭取や

（蛆）文久三年に生まれ、宇治山川町会議員・宇治山川町長・

可能と考えられる。

県文部踵などを長く務め、後の大正十三年・第一流Ⅲ総選

（Ⅱ）鵜殿村長・南牟婁郡会議貝・三重県会議員・政友会一一一重

「油屋」の第一○代当主（十代目清右衛門）であったが、

持つ。歌舞伎「伊勢音頭恋寝刃」で登場する伊勢古市妓楼

（皿）前掲「尾崎行雄全集第十巻」四九五～Ⅲ九七頁。

果たした。初当選に至る過程で、第二・六・七回総選挙に

挙では憲政史上最高齢の七三歳で衆議院議ｕへの初当選を

に没する。

旅館に転業し、その際に「情栄門」と改名した。昭和七年

（Ⅳ）志摩郡総力付（現、志摩巾阿児町鵜力）Ⅲ身、文久二年

落選しているが、特に第七Ⅲ総選挙での「反乱」は尾崎を
なお人物解脱に関しては、Ｎ会鱗ｕ経験行は各椰繊皿詔

揺るがした。

三重県会議員・川常置委員などを経て、第一一一～六・八Ｍ総

生まれ。三砿師範学校を総て川人社英学科・漢学科卒業。

選挙に当選する。実業家としては、三重県農工銀行頭取を

鑑・廠新二「Ⅱ本政沿史に残る三頭県選川川会繊ｕ」（廠
五匹を中心とした人物は服部英雄「三重県紳士録」（一一一歳

新二、昭和六○年）・「国史大辞典」を、脚会議貝以外の第

明治期における尾崎行雄の選挙（二）（渡辺）

六
五
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長となる。

加わる。後に三重セメント常務、宇治山田市会議員・同議

法政史学第七十号

て、昭和二年に没するまで三重の政財界へ影響を与えた。

会青年会を結成したが、佐伯とは異なり自由党派の正義会

（別）明治法律学校卒業。明治二二年に佐伯市太郎とともに度

長く務めた。志摩郡有数の大地主だったこととも合わせ

を参照。

（旧）前掲「森本確也宛尾崎行雄書簡紹介」六九頁の肋型書簡

憲政党合同の頃に好友会へ所属したと思われる。一部好友

へ入り、実質的な領袖となる。その後、正義会を離脱し、

る記事から氏名を判断し、さらに銀行関係者は「伊勢新

へと転じた。後述する神都倶楽部の重鎮となり、三重県会

会の論客的存在であったが、好友会衰退とともに浜田支援

（旧）白井と森本を除く六名は、「伊勢新聞」の好友会に関す

ている。

（型）開業医。度会郡大湊町会議員を経て同町長に就任する。

組織）の幹部として活動する。

議員・同参事会員を経て、県政同志会（県会議員の浜田派

聞」の広告に依った。なお、尾崎一一呉は明治一一一二年に没し

（別）安政五年生まれ、宮崎学校での尾崎の同級生。度会郡書
記・宮後町戸長・宇治山川町会議員・宇治山田町収入役・
宇治山田町助役を経て宇治山田町長に就任するが、郡会議

員となる。

好友会員であったが、明治三八年に離脱・出馬して県会議

（妬）度会郡大内山村会議員・同村長を長く勤める。明治二三

員選挙名簿作成に失態があったとして懲戒免職となる。以

（Ⅲ）明治元年に生まれ、三重師範学校から東京法学院を卒業

好友会離脱を表明した。しかし、詳細は不明であるが、政

年より県会議員に就任していたが、明治三一年に不出馬と

後は八Ⅱ市場町総代を長く務めた。初代砦堂会長。
し、宇治山田町岡本や県内各地に弁護士事務所を開く。宇

に出馬し当選する。

界隠居の身でありながら、突如として明治一一一六年の県会選

治山田町会議員・度会郡会議員を経て、第七・八回総選挙
に落選、第九皿総選挙からは十二Ｍ連続当選を果たし、衆

（〃）前掲『尾崎叩一万堂全集第十一巻』二五七～二五九頁。

川端（現、伊勢市川端町）に居住している。

していると考えられる。なお、行正と高瀬は度会郡城川村

（別）註９で示した書簡にある「高瀬」は、この高瀬章二を指

議院副議長・同議長にも就任する。衆議院当選後は宇治山

当初の浜川は好友会に所属し、若年ながらも枢要な位潰

田市会議員・川議長も務めた。
を占めていたようである。しかし、第七回総選挙に単独出

頭・評議員・臨時塾頭を務める。また、千代川生命保険社

（邪）明治六年に慶應義塾教師となり、累進して同教頭・副社

馬したため、好友会を除名処分となる。
二一一一年より尾崎派支援組織に入り、そのまま好友会発足に

（犯）明治二二年に杉木斉之助などと度会青年会を結成し、翌
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三回総選挙落選後は政界進出に意欲を示さなかったもの

長・千代川火災海上保険社長・時事新報社会長となる。第

では郷里の京都市選挙区から出馬し、連続三回当選する。

区での活動を続けるが、大選挙区制となった第七同総選挙

自由党の「消極的対立候補」として第六回総選挙まで第五

（Ⅲ）前掲『尾崎叩一万堂全集第十一巻」二五八～二五九頁。

の、昭和七年から死去する昭和一三年まで貴族院議員（勅
選）へ就任した。

員となり、一一一重県会議員・同副議長・同議長を経て、第三

～七回総選挙に当選□以後は貴族院議員（多額納税）に転

（聖員弁郡北大社村の名門豪農に生まれる。若くして改進党

じ、明治三七年から大正七年まで就任する。古豪の改進党

（型鳥羽藩士の家に生まれる。板垣退助らの民撰議院設立建
党・憲政党・政友会に所属し、板垣内相秘書官や大蔵省参

白を支持し、立志社を経て自由党結成に加わった。自由

与官を歴任するほどの重鎮であり、「板垣退助の懐刀」「自

員であり、後述する同じく古豪の、由党員・天春文衛と激

（羽）鈴鹿郡神戸村生まれ、弁護十。東京帝国大学法学部を卒

しい選挙戦を展開した。

由和尚」などと呼ばれた。
第一Ｍ総選挙から三重第一区より出馬し、連続１Ｍ当選

業し、朝鮮領事・香港領事として勤務する。隈板内閣では

を果たす（厳密には第二Ｍ総選挙で落選しているものの、
第四区より補選で当選している）。志摩郡鳥羽町出身であ

内務次官に就任した。第三～四回総選挙に当選。

物に御座候。本年勢地御漫遊の節津市にて拝顔せ

日は木村誓太郎氏の後を承けて議員となるべき人

拝啓本書持参の和波氏者北勢の徳望家にて、他

信宛尾崎行雄書簡

２９５１四明治（聖年（）月ｎ日付大隈重

（弧）大隈重信関係文書（早稲田大学大学史資料センター編）

るため、第五区からの出馬が自然と思えるものの、第一回

一区が立脚地となった。ただし、第五区に隠然たる勢力を

総選挙で第一区の同志から立候補を懇願され、そのまま第
持ち、正義会の実質的な指導者として、尾崎・森本や好友

会などの改進党勢力と対時することになる。
都府会議員・下京区会議員となる。また、公論新報・自由

（利）京都府出身。京都師範学校教員・下京区書記を経て、京

に尽力したる人に御座候。御閑暇の際御面晤机願

るのみならず、前年条約改正騒ぎの節などは頻り
度候。

新聞・東京新聞・京都日報などの記者を勤める。第三Ｍ総

へと改娩する。いわゆる「輸入候補」であるが、日由党の

十一Ⅱ

行雄

選挙での三埴第五区からの出馬に際し、「溝口」を「奥野」

第五区に拓致したと想像される。第三回総選挙落選後も、

七

若手論客とも一一一一ｍえる奥野を、恐らく板垣・栗原が画策して
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六八

至っては日露関係の調整を妨げかねないものであった。好

につれ憲政本党はこうした資質を失い、その対外硬論に

ある政党を尾崎は長年追求してきたが、野党時代が長引く

この書簡の他に、前掲「森本確也宛尾崎行雄書簡紹介」

大隈先生侍史

六三頁の川３書簡では、「二区の充美を攻め落すの法計御

意的に考えるならば、尾崎は伊藤の政党改革の理念に新し

（釦）前掲「森本確也宛尾崎行雄書簡紹介」六四頁。

えて推測」している。

い可能性を見出したのであろう」と、「本人の弁明もまじ

運らし被下度候」との記述が見られる。

（理高知県出身。、、党創始者の一人であるが快を分かち、
農商務次而、隈板内閣の農商務大原を務める。第六Ⅲ総選

後に大隈重信の側近として進歩党重鎮となる。松隈内閣の

六回総選挙で雪辱を晴らした。第八回総選挙から郷里の高

も愈々無望に相成候由にて、首藤三田村何れも失望して

候間、左様御承知被下度候。政界異状なし。進党の改革

老兄新政党え加盟の儀は過日武市氏等と同時に取計置

拝復無事御加養中の川奉賀候。

恥、明治（翌年９Ⅱ、Ⅱ

知へ戻り、旧自由党土佐派の内証に乗じて、「改進党と狐

帰県せり。松島氏は単独脱党に取極候由。

より第五回総選挙で三重第四区から出馬するも落選し、第

挙より連続六Ｍ当選。尚知出身ではあるが、尾崎の招致に

は土佐に棲まず」という裡諺を覆し、郡部選挙区よりの当

九几十Ⅱ

一昨Ⅲ表書の地え転帰致候⑪

森本兄

十五日の発会式には可成御臨場被下度候。

（且）前掲「尾崎行雄全集第十巻」五囚三頁。
を参照。

（翌前掲「森本確也宛尾崎行雄書簡紹介」六四頁の川辺書簡

行雄

る事に可相成乎と存候。小生は寧ろ之を勧め置候。小生

帰県致候。第五区の同志者は多分暫く政党以外に中立す

白井氏上京頻に老兄を探し居候へ共、御宿所不明に付

選を実現させた。

（弧）前掲「森本確也宛尾崎行雄書簡紹介」恥９・認・虹・蛸
書簡を参照。

（〃）前掲「尾崎行雄の選挙ｌ世界に誇れる号堂選挙を支えた
人々ｌ」七Ｗ頁。
（翌前掲「森本確也宛尾崎行雄詳簡紹介」七○頁のⅢ別書簡

を参照。なお、翻刻の段階では年次が推定できず空欄とし
される。

た。本文中へ記した理山により、年次は明治三一一年と推定

（鍋）原因は、今もって明らかとなっていない。五百旗頭鳶
は、『大隈重信と政党政治」（東京大学出版会、平成一五
年）二七七’二七八頁にて、その原因を「政権担当能力の
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九頁で旧六区の選挙買収事件を描いているが、九七頁に登

一○○年ｌ」（吉川弘文館、平成一九年）では、九七～九

「・…：私が幾んど落選しかけた事は、一度あったが、それ

バル」とは森本確也のことである。

場する第八回総選挙で八尾信夫の前へ現れた「有力なライ

（側）尾崎自身も前掲「尾崎行雄全集第十巻」三六○頁にて、

る。」と述べている。

（妬）津市出身。東京専門学校英語本科卒業を経て、津巾会議

照）。しかし、西川と浜川の間には早くも亀裂が生じたよ

前掲「明治期における尾崎行雄の選挙（１）」七六頁を参

り、公川会の票を浜川に流すなどの工作を行った（詳細は

長。第七Ⅲ総選挙においては、山川は浜川の参謀格であ

（灯）ホテル宇仁館経常者・伊勢朗報社長・志勢共同魚商会社

は私が多年養成した同志を棄て、政友会に入ったからであ

（仏）尾崎が得た票のうち、志摩郡は約一六％、度会郡は約五

貝・伊勢銀行取締役・伊勢鉄道社長・三重県農工銀行監森

四％を、それぞれ占めている。合計では約七○％となる。

役などを勤める。この時則は伊勢新聞社長。第九～第一二

るが、宇治山田政界を二分するような抗争を繰り広げるに

た。以後の西田・浜田間は、妥協の時期もあったと思われ

うであり、第八Ｍ総選挙での内田は浜田を支援しなかっ

至る。

旧四区での大石の後継者選定は確かに難航していたが、

回総選挙に当選。

旧四区外である松本を後継へ据えるのには無理があった。

業銀行頭取・三重県農工銀行監査役を勤める。第八・九回

（蛆）北牟婁郡引本町出身。引本町会議員・県会議員・紀北商

実際に、松本は準備不足とも合わせて、第八回総選挙では

得票が伸びず落選し、郡部選挙区から津市選挙区へ移って

総選挙に財産家の名望を駆使して当選。旧五区内の北牟婁

当選を果たした。このような後継者選定は無意味であり、

大石の真意は不明ながら、尾崎へ旧川区の地盤を返すとい

郡出身であるため、尾崎の北牟興郡での得票率が減少した

め、以後における尾崎の選挙には影響を与えなかった。

［グラフ］。ただし、速水は川治三七年一○几に死去したた

う配慮が働いたのかもしれない。

係にある森川六右衛門であった。森本への同情とも受け止

頭・三重県農工銀行頭取を勤める。朝明郡会議員・県会議

（伯）朝明郡中野村出身。三重紡績会社社長・一一一重県勧業会会

（妬）森本に六Ⅸの地盤を提供したのは、元進歩派でⅢ知の関
められるが、森川には同じ旧六区から吏党系として当選し

員・同常置委員を経て、第一・二ｕ総選挙に三重県第一一一区

ている八尾信夫を追い落とすという目的があった。ここで

両者の思惑が一致したのであろう。その森川は、選挙後の

六九

三○年四月から一一一七年九月まで貴族院議員（多額納税）と

から当選。第三・四回総選挙では木村誓太郎に敗れ、明治
なお、季武義也「選挙違反の歴史Ｉウラからみた日本の

明治三八年一○月に死去した。
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は貴族院議員ながら、強い影響力を保持していた。尾崎に

なる。栗原と並ぶ三重県自由党の古豪であり、この時期で

浜田は、第七回約一一四％・第八同約一○％・第九回約三

れは、浜田による公同会の取り込みが原因であろう。逆に

であり、第九回総選挙で急激に低くなる様相が窺える。こ

七○

票を与えた理由を想像すれば、政友会で肩を並べていた時

て飛躍した第九同総選挙は公同会票であったと考えられ

六％であり、第七・八回総選挙の増減は西田の影響、そし

法政史学第七十号

期もあり、また脱党後も準政友会の位置にある尾崎に対

る。

し、旧三区付近で立脚する森茂生・辻寛が非政友系だった

（団）前掲「尾崎等堂全集第十一巻」四五二頁。

ためでもあろう。なお、天春は同年九月に貴族院多額納税

議員の地位を宿敵とも言える木村誓太郎に明け渡すが、後

郡中の四郷、県、三重の各村にて演説会を開く見込

る。もしこれが事実であれば、行正は第一回総選挙で尾崎

会二部へ推移し、それがⅢ一方堂会の基盤になったと思われ

像される。尾崎の地盤は、好友会没落後は宇治山田から度

際に地盤を固めたのが度会郡二部だったのではないかと想

（別）行正は、宇治山田町の草創期政治結社と調整しつつ、実

考えられる。

が、尾崎からの要請があれば、ある程度の支援を行ったと

の肋２書簡を参照。森本は浜田支援に廻ったようである

（聖拙稿「森本確也宛尾崎行雄書簡紹介」五八頁と、六一頁

果たす。

年の第一三・一円Ⅱ総選挙で当選し衆議院議員への復活を

皿１１明治師年１月別日付天春文衛宛尾崎行雄

（卯）国会図書館憲政資料室収集文書「皿天春文衛宛書簡」
書簡

にて目下交渉中に有之候間、右不惑御承知被下度

拝啓小生事来る一一一十日三十一日の休暇に際し貴

候。老台も立たず平川氏も出ざる時は貴郡内の投票

の地盤を尾崎に提供したと言える。実際に、行正没後にお

を三重第五区に導いただけでなく、度会郡二部という最高

治山田市となる。

（弱）宇治山田町に市制が布かれ、明治三九年九月一日より宇

置している。

男の彦麿を行正旧宅（現在の伊勢市尾崎等堂記念館）に配

いて、尾崎は度会二部の重要性を認識していたためか、長

は如何可机成乎「御差支なき限り小生へも御分配被

行雄

下度希望の至に御座候。草々不尽
一月汁三日

天春様

て間違いない。第七～九回総選挙での度会郡の投票率は、

（Ⅲ）栗原にとって、度会郡の得票は公同会による集票と考え
栗原が第七凹約一八％・第八回約一八％・第九回約一○％
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［付記］本稿は、前号・前々号に続き、平成一五年度日本史演
る。そして、ゼミで解明できなかった好友会のことを、

習Ⅵ（学部近代史三年ゼミ）における成果の一つであ

ゼミ生有志と著者で小さな研究会を立ち上げ、探求を
の選挙（二’第七Ｍ総選挙の諸相ｌ」で結実したもの

行った。その成果は、前号の「明治期における尾崎行雄
の、肝心な好友会の全貌解明には至らなかった。年月を

総てしまったが、皆で集めた資史料を埋もれさすことが
である。特に、好友会の発足と解散の過程は杉本悟洋氏

惜しく、不完全ながらも著者が代表して纏めたのが本稿
から、第二・三回総選挙に関する内容は井坂真澄氏か
ら、それぞれ有益な多くの教示を得た。杉本氏・井坂氏

一

は実質的な第二著者であることを明記しておく。
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