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啓介

１．はじめに――「穂積の憲法論に楯を突いた」憲法学者
実に頑固者で、しかし、ある種の魅力のある人物でもあったようだ。
 「今時の大学を出たものは腰抜けが多いから、唯だ試験の関門を通過すれば好いとい
ふ考へより、迎合的に答案を草し、学問上の見識などは薬にしたくも無い世の中に、予
め落第を覚悟しつゝ何度も何度も試験を受けて、穂積の憲法論に楯を突いた」1。
 「独逸より帰つた時、汚い旅行鞄を持つて新橋からズツト中村進午の家に行つた。中
村が当分宅に居たら可からうと言ふと、副島は自分は当分の積りで居ない、永久に置て
貰う積りで来たのだと無遠慮に言つた。此両人は大学時代より至つて親密であるから、
中村は何日までも居り給へと賓客の礼を以て遇した。其中に家人は誰も彼も副島に惚込
んで大事に扱つたので、ドチラが主人やら食客やら分らなくなつたさうである」2。
明治 20 年代後半という時代にて穂積八束の学説に反抗的な答案を書きなぐり、国際法学
者・中村進午の家に「永久に置て貰う積りで」押しかけていったその男は、憲法学者・副島
義一である。
副島は慶応 3 年、現在の佐賀県にて出生。明治 27 年、東京帝国大学法科大学卒業。同年
卒に清水澄、3 年下に美濃部達吉や筧克彦がいた事になる。明治 29 年 8 月改定「東京専門
学校課程表」から副島の名前が記載されている事から、東京専門学校（早稲田大学）での教
員生活を開始したのはこの時期であろう 3。明治 35 年、ベルリン大学へと留学、同 40 年、
早稲田大学教授。その後、一時は南京政府顧問、大正 9 年から 13 年までは衆議院議員（無
所属倶楽部）を務めた。大正 15 年、早稲田大学国防研究会会長 4。昭和 6 年に早稲田大学を
退職。同 22 年没。
副島に関する研究は決して多くない 5。しかし家永三郎は、副島が天皇機関説論者である
事を指摘しつつ、次のように言う。
 「彼〔副島〕が美濃部らの活躍に先だち、比較的早くから私学において機関説憲法学
の体系を構築している点にかんがみ、その学問的淵源は同じであるとしても、一木・美
濃部の系列とは別のラインに立つ憲法学者として、一木の次に位置づけるのも許される
であろう」6。
副島は、一木喜徳郎の講義を聞いたひとりであり、図式的に言っても穂積八束らの正統学
派と対立的な憲法学を構築した。副島憲法学説の検討は、戦前憲法学中の立憲学派をより詳
細に語る為の素材にもなろう。
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そこで本稿は、余り顧みられずにいた副島の業績中、内閣制に関する彼のいくつかの論考
に注目し、政党内閣制を擁護していた副島が、大正 5 年 10 月の寺内内閣成立の辺りからそ
の論を修正していく様子を見る。その修正には如何なる意味合いがあったのか。
彼は、同時代の憲法学者・美濃部達吉に比してみるとその理論的な深度はともかくとして
美濃部とほぼ同時期から政党内閣制を論じ始め 7、そして早くも大正 5 年には政党内閣に一
定の距離を置き始める。加えて、いわゆる「挙国一致」的な国家運営構想を大正 6 年の時点
で提言する。宮沢俊義の示す政府と政党との関係を巡っての図式、即ち、
「対立」
・
「提携」
・
「融
合」8 の各時代という舞台で考えるならば、本稿で見る副島は、政府と政党の「提携」の時
代にて以下で見ていく議論を展開した事になる。政党内閣が慣行化する前の時代に政党内閣
制への期待を述べ、更に転じて政党政治への不信を募らせるに至るこの時期の副島の内閣制
論は、政府と政党との関係が揺れ動いた日本近代憲政史の躍動的な様相をそのまま反映させ
たかの如くである。
立憲学派憲法学者・副島の学説史的位置を捉えるには、彼の内閣制論に論及する必要があ
るだろう 9。その作業を通じて、日本近代憲法（学説）史という「舞台」にて従来語られる
事の少なかった副島義一という「役者」の登場を促したい。

２．政党内閣制論者・副島
明治 20 年代後半から研究生活を始めた副島だが、明治 42 年を境に、総合雑誌上に政党内
閣制について発言し始める。恐らく副島の内閣制論にとって、明治 42 年周辺は重要な時期
である。この時期、
伊藤博文や山縣有朋といった世代から新世代へと政治の主役が移り始め、
明治 39 年の第一次西園寺内閣の成立は「政党が体制の正統な一員として受け入れられるよ
うになったことを意味していた」10。また、伊藤・山縣よりおよそ 10 歳若い桂太郎・西園
寺公望を主役とした桂園体制の時代であり、何より伊藤暗殺も明治 42 年の出来事であった。
桂園時代は「明治憲法体制の下では最も安定した時代」11 であり、二大勢力が交互に国務
を担う政治様式が具現化され、しかもかたや西園寺は伊藤の遺した立憲政友会を率いる身で
あった。
「政党」による政治が可能だと感じられた時代であろう 12。かような時代感覚を、
ドイツ留学を済ませて帰国した憲法学者・副島義一も共有していたはずである。
この明治 42 年、
彼は内閣制に関する二つの論文を執筆した。一方は英国政党政治史を整理・
概観して英国人の気風にまで筆を走らせたもので、もう一方は政党それ自体の本質を討究し
て日本における政党論を扱ったものである。
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（１）「英国の政党」13
まずは、論文「英国の政党」によって、副島における英国の政党観を中心に確認していこ
う。副島は冒頭、
「哲学者『ヒユーム』云く当初主義の異動に由り樹立したる諸党派は既に
其の元来の主義の相混同するの後に至ても猶ほ依然として相樹立〔相対立か？〕す」14 との
ヒュームの言葉を借り、これが「英国政党の真相」だと言う。副島にとっての英国二大政党
政治史とは、二つの政党の主義主張である「政綱」が「実行」され「消費」し尽くされてい
く選択的現象でしかなく、そこでは、政権党の「政綱」が使い古されると、
「反対党は仮令
健全なる政綱を有せざるも之が為に遂に政権を握る」という、まるで「政綱」軽視の状態と
なる 15。
 「斯くして英国の政党は互いに新陳代謝せるなり、故に英国政党の消長は必ずしも健
全なる政綱の存否に多大の関係を有せず、寧ろ其の結合鞏固、其の勢力強大にして首領
の指揮其の宜きを得るに由て他党を排して政権を握るに至るなり、故に英国の政党は組
織を以て一大基礎とし政綱の如きは之を副事と見るのみ」16。
英国の政党とは、その主義主張の成否によって党勢が必ずしも左右される存在ではない。
むしろ、政党そのものが如何なる組織的な強さを築いているか、加えて、
「首領」の統率が
上手くいくか否かという点によって政権を握る事ができる。そうなればもはや、英国の政党
にとっての主義主張とは「副事」に過ぎない。
しかしその反面、組織の強さがなければ、
「副事」に過ぎぬ「政綱」ですら実現し得ない
のもまた事実であろう。
「強固なる組織を有するにあらずんば行為を遂ぐることを得」ない。
また副島は、英国人の気質を「意思の人」
「行為の人」と表現し、
「抽象的の目的を立つるこ
と」を嫌い、確実な実行力を備えるべきだという意見を持っていると見るが、この英国人の
気質が英国の政党そのものにも「反射」していると言う。即ち、
「英国政党の特色は全く英
国人民の特色の反射」であり、故に「英国の政党は其の主義政綱よりも寧ろ其の組織に重き
を置くなり」と 17。
抽象嫌いの英国人、という副島の観察の妥当性をここで問うのは難しいが、彼はその文化
論的指摘をまた一段と踏み込んで、次にように言う。
 「英国人の気質として甚だ遊戯運動を好む、艦艇競争、蹴鞠戯、野球戯の如き、英国
の国民戯として大に流行せり、此等の遊戯に於ては二個の部隊が各々一人の指揮者の下
に於て相戦ふなり、指揮者は能く部員を整調して戦闘を制せざるべからず部員は能く其
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任務を尽くして指揮者の指命に一致せざるべからず、斯る遊戯法に練熟せるの国民は政
党組織に於ても亦直ちに之を応用するを得べし、英国政党の組織の鞏固にして而かも能
く首領の指揮に服するは全く此の気風より来れるなり、殊に英国には唯二大政党のみ発
達せるも亦全く英国人民の遊戯上の趣味よりして数多の政党の起ることを欲せざるに由
るなるべし、又議院に於ける政党の座席を見よ政府党は常に演台の右方に政府の大臣は
前方に反対党は左方に座席を占む、若し或一党の一派が分離して反対党に左袒する場合
には即ち反対党の座席の中に列するなり、是亦遊戯法より出でたる慣習なり」18。
副島は英国人の気質を抽象嫌い・実行力重視と規定したが、彼らの特徴はそれだけではな
い。彼らは「遊戯運動」
、ボート競走だとかフットボール、野球を非常に好む。これらに共
通しているのは、二つのチームに分かれて相競い、一人の「指揮者」が全体を上手に統括し、
チームの各員がそれぞれの任務を全うするという競技法である。この種の「遊戯運動」を好
む英国人は、これを政党組織にも「応用」し、一人の「首領」の指揮に皆が服する。また、
英国で二大政党制が運用されてきたのも、
「英国人民の遊戯上の趣味」から、数多くの政党
が出現する可能性を阻んできたからである。議会における座席も、
「政府党」と「反対党」
とが左右に分かれて対峙しているが、これまた「遊戯法より出でたる慣習」である。二つの
チームに分かれて競い合う「遊戯運動」を好む英国人は、そのエッセンスを政治の場にまで
応用させているのだと、副島は主張している。
先に述べた通り、
この副島の文化論的指摘がどこまで正鵠を得たものかは正直測りづらい。
とは言えこの一節を、
ある制度がある国民の性質に由来ないし合致する事に着目するという、
言わばひとつの歴史法学的・漸進主義的発想として解する事も許されよう。
即ち副島は、英国二大政党政治の由来を「英国人の性格と気風」とに求めた。そしてこの
論文は、次の一文を以て締めくくられている。
 「若し夫れ我国の政党の発達と鞏固とを欲する者は、須らく政党の根柢裡に向て養ふ
所あらざるべからず」19。
こうして彼の視線は、当時の日本の政党へと向けられていくのである。

（２）「政党論」20
では、副島が日本の政党に眼を向けて書いた論文「政党論」を次に見てみよう。この「政
党論」は、論文「英国の政党」と同じ明治 42 年のもので、両者を姉妹編と断じて差し支え
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ない。
「政党論」では、確定的な小見出しや目次はないものの、文中の言葉を借りれば、①「政
党の本質」②「政党の組織」③「政党の作用」④「政党の将来」という四つの話題が提供さ
れている。
まず、①「政党の本質」である。彼は、政党とは「国民が国家政務に其の意見を働かしめ
ん目的の為に永続を期して任意に相結合せる者なり国家政務の全体又は一部分の作用をして
或一定の方針に依らしめ又は此方針を保持せしむることを目的とする人類の結合体なり」と
言う。そしてまた、
「苟くも少しく進歩せる近世の国家に於ては政党の存在は尤も自然的な
り国民が政党生活に参与するは必要的なり又尤も道義的なり」
と主張する。なぜならそれは、
「国民は国家構成の一員なり国民は一個人として私生活の主体たると同時に亦国家構成員と
して国家の公生活に於ける利害関係人の一人なり即ち公生活に於ける当事者の一人なり公生
活は亦一個人自己の事件なり故に国家の公生活に参与するは法理上に於ても倫理上、道義上
に於ても当然の事理」であるからだ、と 21。
ただ一方で、国家構成員の全てが政党に関与するのを排除しようとする主張、即ち、
「無
財産者殊に参政権を有せざる者の政党に加入することは国家の危険なり」と唱える人々もい
る。しかし、「人文の発達、道徳の進捗経済の繁昌は国家観念を鞏固にせしむるものなるゆ
ゑ革命の分子は愈々減少」するし、
「頃者の所謂社会主義者の喧噪の如きも徒兒戯のみ固よ
り憂ふるに足らず」
。また他方で、
「上流社会」が「守旧固陋、萎靡不振、奢侈虚飾、情弱無
為等の弊害を包含」するのも事実である。それ故に「国家生活の中心は元より中流社会に存
せざるべからず」
と言えるが、
上流社会下流社会それぞれも捨て置く訳には勿論いかない。
「上
流も下流も相混化して以て大中至正の道を求めざるべからず」22。
また、「政党」とは「国家の利益を遂達する」為の存在だから、一党派の利益に偏ったり
その党派に属する者の利益を目的にするならば、
それは「政党」ではなく「私党」ないし「徒
党」である。しかし、かような弊害が生じてしまうも仕方のない事だから、真にその「党派
の隆興を希望する」者は、そうした行動に出る人間を「撲滅することを務めざるべからず」23。
次に、②「政党の組織」である。政党は何よりも「首領」となる一個人を要するが、
「首領」
は「統括の徳量才能ありて之に由て他の党員の深き信任」を得なくてはならない。また、そ
の「識見の高邁なること、思想の確定なること、行為力の強固なること」で他の党員を牽引
する必要がある。そうした人物であればこそ、
「他の者は仮令之を非難することあるも遂に
之に背反する能はざる者」となって、最終的には強い団結性を政党に持たせる事が可能とな
る。副島にとって、かような人物の典型は西郷隆盛であった。
「党派の利益を図ること之を
自己の利益の如くし不撓の活動力を以てし最大最高の犠牲を供するも辞せず生命を賭しても
党派の利益を図ることを願」う人物、まさしく全人格を政党の活動へと注入できる人物、そ
れが政党の「首領」である 24。
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「首領」の下に「評議員」
「運動員」等の「種々の機関」が必要となるが、副島はそれらを
説明した上で、③「政党の作用」において次のような指摘をする。
 「現今我日本の党派には猶一層秩序的の組織あることを要す即ち軍務外務内務等重要
の国家政務を処理し得る学識才能ある人物を網羅して之に分担せしめ平時に於て十分に
調査演習研究を為すを要す然らずんば一朝政変に際し咄嗟の間に当局者たることを得ざ
るべし此点に付き我現時の政党は大いに不完成なり……英国の政党の如き何時にても内
閣を引き受けて其地位を充たすに余裕あるの政党員を有す斯くの如く政党の機関発達す
るに至らざれば政党内閣は到底之れを期すべからざるなり」25。
「政党の機関」等と言われる時の「機関」は、政党の「組織」の一部を指している。副島
が政党組織の充実を訴える時、それが実は政党内閣制へと地続きの議論である事がこの一節
から判明する。日本の政党が、今以上に「秩序的の組織」として国家の重要国務を充分に処
理し得る能力を持った人材を確保すれば、
「一朝政変」の後、その政党が国務を担える。そ
の準備が日本の政党には足りていない。しかしその準備を終えた暁には、政党内閣制を期す
事ができると副島は主張する。現状では政党内閣制に期待をかけるのは難しいが、今後の政
党の能力如何によっては期待大というこの一節は、
論文「政党論」を貫く主張と言って良い。
副島にとっての政党内閣制とは、
「是れ国法を強行すべきにあらざると同じく亦之を禁ずる
ものにあらず」26 という漸進主義的思考を以て待望される制度であった。
 「是れ〔＝政党内閣制〕自然に生ぜざるべからず勢の至るを待たざるべからざる所な
り斯る状勢に至ると否とは政党の実力如何に依る若し政党が其の機関を整備し其の政綱
主義を完全にし輿論の同情を得るに至らば即ち政党内閣議院内閣は立どころに生ぜん」27。
政党内閣制は無理矢理に創出されるべきものではない。それは「国法を強行すべきにあら
ざる」のと同じで、自然の勢に任せつつ制度化される必要がある。歴史的な観点から法や法
制度を考察するいくつかの論文を残している副島であるから、かような考え方がここで採用
されている事は不自然ではない 28。これは、彼の思想的背景が窺えるひとつの制度観である。
最後に、④「政党の将来」について彼が論じたものを確認しよう。副島は、
「今日の政治
は必ず政党に依らざる可らず或多数人組織せる団体中より政府者を組織せざるべからず」と
言う。ではなぜ政党による政治が必要なのだろうか。その理由を次のように彼は述べる。
 「今日の政府を組織する者は外務内務軍務財務に統一を保ち国是に従て此の諸般の国
務を運行せざるべからず而して統一の政治は統一の団体に依らざるべからず而して此団
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体は唯政府内部を包括するを以て足れりとせず猶政府以外をも包括せざる可らず議院又
は他の諸方面に同情者を有するを要す」29。
副島が政党内閣制を擁護する理由のひとつが明瞭に示されている。即ち、政府が統一的に
国策を遂行していく為には、
「統一の団体」によってそれが行われなければならない事がそ
の理由である 30。加えて、法律や予算との兼ね合いから、政府外にも主義主張を共有できる
人々が必要になる。議会における政党の存在とは、その意味でも肝要であろう。
そしてまた、
政党内閣制は責任政治を全うする為に要請される制度としても解されている。
国務大臣が、「我は大権の任命に依るの大臣なり責任は唯是君主に対して負うべきのみ」と
か「我は君主の使僕なり唯是君主の命令を奉行するのみ」と言出したとしよう。その大臣は
「何等独立の地位を主張せず独立の責任を負はず唯其の失政を曖昧模糊に附せん」としてい
る訳だが、「若し大臣は君主の使僕にして君主の命令を奉行するものなりせば君主の命令を
奉行して失政を為したるときは大臣は責任なく君主即ち失政の当事者と為るべし是れ君主の
名誉を涜がし其の尊敬を損ふものなり」31。これは、皇室への敬意と愛慕を隠さず表明して
いた副島にとっては、立憲制の根本を揺るがすものであると同時に、皇位をみだりに危険に
さらす妄言に聴こえたであろう 32。しかし、政党内閣制の下では、かような妄言は通用しな
い。
 「之に反し政党出身殊に議院出身の大臣たらんか既に一定の主義を以て政党を組織し
独立の責任者なり其主義政綱は一般人民の前に表白せられ之に依りて以て国政を行はん
ことを誓言し人民の代表者として標榜するものなり真に是一国人民の重望を負ふ国務大
臣なり故に若し一たび失政あらんか是れ即ち大臣自らの失政として一国人民の前に於て
其の責に任ぜざるべからず已に大臣は独立の責任者なり故に議院に於て論難弁駁して以
て他の非難を斥け自己の政策を弁護す是に於て政治は公明正大と為る是れ立憲制本義な
り是れ憲法第五十五条に国務大臣は天皇を輔弼し其の責に任ずと規定せるなり故に若し
政法上倫理上法理上真正に天皇を輔弼する独立責任の大臣を立て立憲の主義に従て政府
を得んと欲するには議院内閣政党内閣を立てざるべからず」33。
政党出身者、とりわけ選挙によって国民の応援を貰っている議院（衆院）出身者が国務大
臣に就任すれば、国民に責任を負っているとも評し得る為、場合によっては国民の前で責任
を取る必要が出てくる。また、自身の政策を議会において弁明する必要もあろう。国務大臣
にこうした責任を負わせる事で、政治は公明正大になり、立憲制の本義が貫徹される。真に
責任ある国務大臣によって構成される政府を現実化する為には、議院内閣・政党内閣制を採
らねばならないと副島は提唱している。そしてまた、政党内閣制は、
「人民が議会の議員と
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して選挙したるものを君主が内閣員に任用するときは茲に人民の意思と君主の意思と相合う
するを得」るという「国政上万全の策」へと通ずる制度である。そもそも「民意に由らざる
ものを内閣員に任用するは君主が専断の政を為すとの謗を受くるも之を拒むに辞なかるべ
国民の意思を汲み取っ
し」34。国政とは君主（天皇）が専制的に牛耳るものでは決してなく、
た仁政の如きものであるべきという統治理念は政党内閣制においてこそ実現され得るもので
あると副島は考えていた。
副島が論じた政党内閣制は、
「政党の基礎は国民たらざるべからず」35 との言明からも窺
えるが、政党・議会出身の国務大臣、即ち国民の信任を得た国務大臣を自動的に登場させら
れるメカニズムであった。以上の事から、副島にとって、政党内閣制を実施する事には二つ
の意味がある。即ち、内閣の統一性保持と、責任政治の実現とである。
「一国人民の重望を
負ふ国務大臣」は「政党出身殊に議院出身の大臣」でなければならないのは、議会が公論を
背負う立場にあるからで、政党が政治を担う事は、国務の統一性を担保できるからであった。
副島は、この時点では、政党に期待していたと言って良いであろう。国民を基礎とする政党
が国政を担ってこそ、
「公明正大」な政治が実現される。これが彼にとっての立憲制の本義
であった。
副島は勿論、政党内閣制が今すぐ実施できるものではないと分かっている。しかし、それ
を実施すべく努める事は、喫緊の課題である。明治 42 年、政党内閣制をいち早く打ち出し
た副島が、日本の「政党今日の急務とする所は其の組織を完全にするにあり」と言う時、英
国政党政治史にて発見した政党組織の強さがその念頭にあったに違いない。明治 42 年 1 月
の論文「英国の政党」において政党組織の重要性を指摘した副島は、同年 9 月の論文「政党
論」の中で、責任政治を実現できる能力と一体性とを政党に備えさせるべく、その組織を充
実させよと訴えた。明治 42 年に発表された以上 2 つの論文は、かような連続性を有する姉
妹編であった。

３．超然内閣容認論者・副島
以上のように副島は、明治 42 年の 2 つ論文にて政党組織の充実という改良点を提示し、
政党内閣制実現を訴えていた。しかし、大正 5・6 年、副島の筆致にある「変化」が生じて
いく。ここでは、それまで≪政党内閣制論者≫と評し得る姿勢で執筆してきたはずの副島の
「変化」を観察したい。
検討する論文はここでも二つであり、大正 5 年 11 月の論文「憲政の理想と寺内内閣」及
び大正 6 年 6 月の論文「無任大臣又は国務会議」である。どちらも多分に時事寸評的で、特
に後者は全 5 頁という小さなものであるが、副島の内閣制論を掴もうとする上で重要な論文
である。
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両論文を見る前に、当時の政治上の動きを極々簡単に概観しておこう。大正 3 年から続い
ていた大隈内閣は選挙干渉事件や予算問題等を原因として辞職。大正 5 年 10 月、陸軍軍人
で朝鮮総督を務めていた寺内正毅が元老の推挙通りに首相就任、大隈を支持してきた立憲同
志会は憲政会を結成、憲政会と政友会という二大勢力が衆議院にて覇を争う形となった。大
正 6 年 4 月、憲政会提出の内閣不信任案が引き金となって、第 13 回衆議院議員総選挙実施、
寺内内閣を支持していた政友会が憲政会に議席数で逆転勝利した。
この大正初期の政治過程の最中、
寺内組閣（大正 5 年 10 月）の直後に発表されたのが「憲
政の理想と寺内内閣」
（大正 5 年 11 月）であり、衆院総選挙（大正 6 年 4 月）の後に「無任
大臣又は国務会議」
（大正 6 年 6 月）が世に出ている。このように時系列的に政治情勢と副
島の論文を並べてみる事によって、以下で見るような両論文に込められている意味が容易に
読み取れる。

（１）「憲政の理想と寺内内閣」36
まず、寺内内閣成立を受けての時期に発表された論文「憲政の理想と寺内内閣」を見てい
こう。
この論文では、
「民望」という鍵概念が出てくる。この「民望」を尊重する事、政治上に
影響させる事は、立憲制における「根本要件」とされている。なぜならそれは、
「人民は国
家構成の要素なれば国事に関係し国務に参与すべきは其の当然の本質」であるからで、更に
「憲政の理想は一歩進んで人民分子をして内閣組織にも参与せしめんことを要求す」
。そして
また、国会開設や各種勅語を援用し、それらが「人民の分子若くは民意に基づく者が内閣に
立ち献替する」という思想の現れで、これを実現する為には、議会に成立根拠を置いた内閣
を必要とすると言う。
「内閣の組織を議会の中心に置くことは御誓文即ち国是の発展なり貫
徹なり。而して同時に憲政の理想なり」
。こうして副島は、議会、特に公選たる衆議院に基
礎を置く内閣の登場を擁護しているが、この辺りまでは以前の議論と余り差がない 37。
しかし、「民望」の尊重を内閣成立の為の主作用とすべしと言いつつも、そしてその為に
衆議院があるのだと言いつつも、
「元より議会に於ける多数党は常に民望を有すべからず」
とも言う。選挙での言動如何では、真なる「民望」の調達が阻害されかねない。また、
「民
望の名の下に濫政を行ふ者」が出てくる可能性もある。反対に、公選議員や政党の首領でな
くとも、「実質上より観れば適能の士にして民望を有する者」も存在する。勿論、かような
人物を直接に権力の座に就かせるのではなく、
「憲政の常道を経せしめざるべからず」
、つま
り、政党に入党するか、その推薦を受けさせよ、という条件を附してはいる 38。
副島は、「広く民望ある者殊に公議の府より推薦せらるゝ者が内閣総理の大命を拝するに
至ることを期待する」と言う 39。しかしこれは、政党の推薦を受けたる者ならば、つまりは
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推薦さえ受けられるならば――政党員でなくとも、政党の首領でなくとも、更には公選議員
でなくとも――首相の座に就いて構わないとの主張を含意していよう。
論文「憲政の理想と寺内内閣」は時事寸評的でもあるから、大隈重信の首相辞職前後の政
治的動向についても触れられている。そもそも「憲政の常道」論からすれば、首相辞職時の
後任奉薦について、議会における多数党の首領のような「民望」ある人物が推薦されるべき
である。その意味では、大隈重信が当時の衆院最大勢力・同志会の首領、加藤高明をその後
任として奉薦した事実は、
「憲政理想実顕の努力と認むるを得るなり」
。しかし、その適否に
ついては、更なる研究が必要とされると言う 40。
そこで副島は、大隈が何故辞職したかをキーポイントと見る。大隈は内政外政「最早施す
に道なき窮途に陥りたり是れを以て辞職の止むなきに至れるなり」
、老齢等というのは「悉
く信ずべからざる言訳にならずや」
。即ち、彼の政策的な失敗がその辞職の理由である。さ
すれば、その大隈内閣を支持していた政党、同志会も同罪であるから、
「大隈内閣失敗の責
任は同志会も亦之を負はざるべからざるなり」
。その同志会の首領である加藤高明が後任に
推され、組閣するのはおかしい。
「若し此際加藤子が後任内閣の組織者たることありたらば、
我政治界に於ける責任の大義は全く没却せらるゝことに為りしならん」
。つまり、
「大隈侯が
加藤子を其の後任者に奉薦したるは決して憲政の完全なる理想に合したるものと為すを得
ず」と結論できる 41。
ここまで、
「憲政の理想」とは何かを少ないながらも語り、加藤が大隈の後継首相として
は決して適任ではなかったと主張されていた。では、肝心の寺内の首相就任は如何に評価さ
れるべきか。この問いは更には、多数党の支援を受けていた首相辞任の際、或いは多数党の
主義主張に誤りが見出された際、その後「如何なる内閣を生ぜしむべきやの問題」でもある 42。
この問題について副島曰く、大隈内閣の成立とその後の流れがひとつ参考に値する。
大隈自身も当初は元老の推薦を受けての大命拝受であり、
「故に今回の寺内伯奉薦が憲政
の理想に反したるが如く、大隈伯奉薦も亦憲政の理想に反したるなり」
。しかし大隈は、組
閣に際して官僚のみならず政党からも入閣者を出した。とは言え、当時の衆議院最大勢力、
政友会には反対されていた。そこで大隈は衆院解散・総選挙に打って出た。結果、大隈支持
の同志会が勝利し、政友会が敗北した事から、
「兎も角も大隈内閣擁護の議員多数を占むる
を得て、大隈内閣は茲に始めて形式上民望に適ふものと為りたるなり」
。故にもし、寺内で
はなく、政党人たる原敬や犬養毅が首相に就いたとしても、やはり今一度の総選挙によって
「民望」の有無を確認せよと副島は言う 43。
では、寺内内閣はどうか。寺内も大隈同様、元老の推挙によってのみ成立した内閣ではあ
る。
 「寺内々閣が民望に適ふや否やは独り多数党たる同志会〔＝憲政会〕の向背に依りて
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のみ決定すべきものにあらず。何となれば斯る変動に際しては同志会〔＝憲政会〕が猶
民望を負ふものなるやは、之を知るを得ざるを以てあり。此の場合には少なくとも議会
の行動を待たざるべからず。結局は一たび衆議院を解散し、新たに民意に問ふことを要
するなり。然れども寺内々閣は議会に対し果して如何なる態度を採るものなりや」44。
ここでの論意は簡潔明瞭である。唯々、今一度の衆議院議員総選挙さえ行えば宜しい、と
いう事である。寺内内閣の成立事情を当時の大隈内閣のそれと同視し、その上で、大隈内閣
は衆院選を経て「民望」を形式上は確保し得たのだから、同じように寺内にも衆院選によっ
て信を問え、と。現在の衆院最大勢力たる憲政会（つまりその中心は元同志会）は、もはや
大隈失政によって民意を負っていない可能性がある。故に憲政会の動向如何で寺内内閣の存
続が左右される筋合いはない。今一度の総選挙がどう転がるか、それを重視せよという訳だ 45。
また、衛生当局の不注意によって「虎烈刺〔＝コレラ〕
」や「黒死病〔＝ペスト〕
」の流行
を許してしまうように、寺内超然内閣が出現は、山本権兵衛内閣時代に見られた政党ら自身
による「内訌」と、大隈内閣で見られた「政党内閣の価値を大に低下せしめた」事例とが許
した事態である 46。加えて、責任を問われる事がないにも関らず、首相の推薦を慣例的に行っ
ている元老という「無責任の内閣製造機関」が存する事で、
政党は「憲政の理想を忘却」し、
「元老、官僚を排斥せざるのみならず、反て之に倚て自己の勢力を維持し若くは増加せんこ
とを計る。政友会に於ても此の迷想より全く脱却すること能はざるものあり。同志会内閣時
代に於ても亦大に此傾向を顕はしたり」
。蓋し、
「政党自らが腐敗せんとす」47。
以上が概ねの論旨である。勿論副島は、元老に対抗できる力を政党が得よと書き、また、
選挙の更なる公正さの確保、政府や政党の主張を判別できるだけの「品性の剛健」や「思想
の健全なる発達」を国民に求めるといった解決策を提示してはいる 48。しかし副島が、その
政党内閣制論を後退させた事は確実であろう。
「民望」という二文字を理由として、超然内
閣として出発した寺内内閣への攻撃を控えている。また、
政党の協力を得られるのであれば、
一定程度の超然性を有した内閣であっても許されるとも言う。これは、本稿で見てきた明治
42 年段階での彼の論と整合的ではない。
前後の脈絡がないように感じられてしまうこの時期の副島の論は、
以下に述べる理由から、
実は「変化」ではないように思われる。
それは、明治 42 年段階と大正 5・6 年段階の彼の論においては、立憲制の本義＝「万機公
論ニ決ス」事＝「民望」尊重 49、という一貫的な思想が存在していた事である。無論、この
事を直截にそう述べている箇所は見出し得ないが、次の事からこれを確認できよう。
「万機
公論ニ決スヘシ」
という御誓文の文言の引用と、
「政治は天下の公論に拠らざるべからず」
「議
、
会は公議の府なり。国民の公選に依る議員の言議は公論を代表する者なればなり」との言葉
に耳を傾ければ 50、そこでは議会に基礎を置く内閣が求められている。しかし、それはあく
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まで「民望」を負った政党や政治家が議会を構成する場合に限られる。そうでない場合、公
論の府、即ち議会を経由せずに直接「民望」を負った面々に内閣を組織させて然るべきであ
る、と副島は考えている 51。そもそも「民望」尊重にこそ最上の価値があり、政党内閣制は
それを制度的に確保できると考えていた。ひっくり返して言えば、
「民望」が尊重されてい
るのであれば、どのような成立過程をもった内閣であろうと許される。勿論これは、たとえ
超然内閣とは言え、政党勢力を完全には無視し得ないという政治現実も加味されての結論で
あろう。かように把握してみると、明治 42 年論文「政党論」から大正 5 年論文「憲政の理
想と寺内内閣」までは、
「民望」尊重思想が一貫的に伏在していて、それを現実化させる為
の制度レベルの議論において態度修正がなされていた、という事になる。
加えて以上の理由を補強するものとして、政党それ自体に関する問題がある。つまり、美
濃部達吉も指摘していた「党弊」の存在である 52。政党が如何に弊害を伴ってしまうもので
あるかを副島は幾例か指摘しており、彼の中にも政党不信が生じていたのは確実である。世
間的にも、
「寺内内閣が鋭意内政を釐革し外政を刷新せば、縦令超然内閣にせよ同情を寄す
る者」が出てくるはずである、と副島は言う 53。統一的な言動と責任政治とを期待できるは
ずだった政党内閣制は、その担い手たる政党が信用できない存在ならば、制度としての政党
内閣制も上手く機能するはずがない。
副島は、変わらずに「民望」尊重を軸としつつ、その実現をはかる為の制度論上にて、政党
内閣制論を修正しようと試みたのである。

（２）「無任大臣又は国務会議」54
以上、政党内閣制に対する態度を修正した副島の論旨を確認した。それは、政党不信の気
運が起こり、寺内正毅が元老の推薦によって首相に就任して数ヵ月後に書かれた論文から見
出し得たものである。では、彼のその後の議論はどうなったのか。特に、副島は先の論文で
寺内内閣に再度の衆院総選挙を求めていたが、その総選挙実施後、超然内閣たる寺内内閣を
彼はどう評価したのか。それを探る為、以下、論文「無任大臣又は国務会議」を見よう。
まず副島は、大正 5 年 10 月に成立した寺内内閣が政党勢力にその成立根拠を置かず、「超
然として成立したること」が世人の批判を喚起したのだと言い、
「政府の組織は、議会に其
の重心を置くべし」という「憲政の理想」からしてその批判は当然のものだと前置きする 55。
しかし、彼は次のようにも言う。
 「然れども寺内内閣の生ずるや、唯寺内内閣のみを見て論ずべきにあらず、須らく其
の茲に立到らしめたる所以の周囲の事情を観て其の当否を論ぜざるべからず。抑々昨年
秋季に於ける内閣交迭は、同志会内閣即ち多数党内閣の失敗に基づきたるものなり。而
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して当時他の少数党は其の勢力微弱にして、独力以て内閣を組織するを得ず、又他の政
治家も内閣組織の準備に於て整はざる所あり、而して政機は一日も曠廃すべからず、是
に於て他の比較的有力の者出でゝ内閣を組織するに至れることは、是れ最も看易き道理
ならずや。……同志会者は、同伯〔＝寺内〕を朝鮮より呼寄せて其の内閣組織を慫慂し
たることあり。斯くの如くして顕出したる寺内内閣は、自己自らには存在の理由を有す
るものと謂はざるべからず」56。
山縣閥に属する寺内正毅首相の前任者は立憲同志会の援助を受けた大隈重信であり、その
大隈の下で行われた大正 4 年 3 月の衆院総選挙では、大隈を支えた同志会が圧勝。その後、
大隈は辞職するも、その他の少数党に力はなく、他の政治家も準備不足であった。しかし、
政治を 1 日でも放擲する事は許されない。その場合、
「比較的有力の者」が大命を拝受する
事は容認される。特に、当時の衆院における最大勢力であった同志会は、寺内に対して組閣
するよう「慫慂」してもいた 57。ここにおいて、寺内組閣に道理あり、副島はこう観察して
いた。
しかし、である。その寺内を「慫慂」してまでいたはずの同志会は、憲政会（非立憲政友
会系勢力）をその中心となって結成し、なんと寺内内閣攻撃に乗り出すという「片腹痛き滑
稽事」を演じ始めた。そしてついに、寺内内閣に対する内閣不信任案を憲政会が提出するに
至ったのを受け、大正 6 年 4 月、総選挙実施となった。しかしその結果はと言えば、憲政会
は敗北、寺内支持の政友会が議席数で逆転、衆院最大勢力となった 58。
 「若し総選挙は政府と其の反対派の主張若くは意見の何れが妥当なりやに付、国民若
くは有権者に裁決を求むるの方法なりとせば、今回の総選挙の結果は則ち国民は政府の
所信に賛同したるものにして……」59。
国民・有権者によって政府とその反対派の主義主張を評価させるものを総選挙だと解する
ならば、大正 6 年 4 月のそれは、寺内内閣支持を国民・有権者が表明した事になる。こうし
て国民の決は採られたのだから、前年の議会と同じ手で（つまり不信任案提出という手で）
寺内内閣を攻撃しようとするならば、それは「無用の形式を重用するもの」と評せざるを得
ない。既に総選挙という「国民的裁判所」が、寺内内閣不信任か否かにつき判断を下してい
るのだ。副島は総選挙の性質を理由として、寺内内閣の当初の成立経緯はさて置き、今や民
意に沿った政府と成り得た事を弁証した 60。
以上、副島が、民意の獲得を理由として、全く政党内閣制的でない成立過程を辿った寺内
内閣を是認していく論を確認した。しかし、論文「無任大臣又は国務会議」は、もうひとつ
の論点があり、論文タイトルからすれば、むしろそちらの方に力点が置かれている。それは、
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寺内内閣が中国問題や第一次大戦の講和問題をこれから解決していくに際し、
「当局者た
る政府が、
卓越せる識力と強大なる勢力とを有することを必要」とする為、
「内閣の改造」か、
或いは内閣以外に「有力の一大機関の設立」を目指せ、というものである。
「内閣の改造」とは、決して閣僚の交代ではないと副島は言う。それは「所謂無任の大臣
を入れ、国務大臣の数を増加すべし」というもので、官制上の問題も全くないとする 61。
 「即ち政治上各方面の有力なる代表者を網羅し、殊に政党の首領を選抜して之を内閣
に列せしむべし。……苟くも大体の方針に付意見の合致するならば、之を入閣せしむる
に付何等の支障あるべき筈なし。而して具体的の計画を立てゝ之が遂行を計らば、内外
に威望を得て、能く其の効果を挙げ得べきなり」62。
ここにおいて、何故に「無任大臣」を増員せよと主張されたかが分かる。即ち副島は、無
任所大臣に政党の首領を中心とした政界有力者を充てる事で、内閣での決定が円滑に機能す
るよう期待したのである。
或いはまた、
「無任大臣」増員が困難であるならば、
「現内閣の外に完全なる国務会議を創
設するも亦一法」だと述べる。そしてそれは、単なる内閣の補助機関では決してない。
 「国務会議は、国家最高の外交、国防及財政の大方針を立てゝ、其の執行方法を決定
するの府と為すべし。而して此会議は重要なる国務大臣の外、政治各方面の代表者殊に
政党の首領を以て之を組織せしむべし。且つ此会議に於て決定したることは、国務大臣
をして其の執行の責に当らしめ、政治各方面の代表者は各々其の代表せる方面との連絡
を保持することに務めしむべし」63。
無任所大臣増員が無理ならば、重要なる国政上の方針を決する場として「国務会議」を設
置し、そこでもとりわけ各政党の首領をメンバーとすべきだと副島は言う。そしてこの「国
務会議」での決定事項につき、国務大臣がその執行を、政党の首領等の政界代表者は各々の
政党等での連絡・調整をこなす。
この二つの構想、つまり、議会諸勢力が内閣と共に国政上の主要課題を解決する為の二つ
の構想は、副島自身も認める如く、
「殆んど是れ挙国一致の制度」であり、
「内は意見の衝突
と感情の齟齬とを回避せしめて能く統一を持し、外は強大の力を以て諸般の紛糾を打破して
我所思を貫徹する」事が可能となるものであった 64。
なお附言ながら、この「国務会議」構想は、大正 6 年 6 月 6 日に宮中に設置された臨時外
交調査会とその設置目的をほぼ同じくしている。とは言え、時期的にも全く重なるも（副島
論文掲載誌は同年同月 1 日付の発行）
、その設置経緯に副島が影響を与えたという事は恐ら
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くない。
寺内内閣下の外交調査会設置の「首謀者」65 であった三浦梧楼の回想では、大隈重信の前
政権の時代、外交の立て直しを図るべく政友会の原敬、憲政会の加藤高明、国民党の犬養毅
を前にして次のように説いたと言う。即ち、各々の政党が力を持ち、政官界の人材がそのい
ずれかに帰するに至れば、
「内閣の授受と云ふものは、必ず円滑に行はれる。……元老の処
置を彼是非難するが、実は政党に内閣を受取る丈けの実力がないから、止むを得ず、元老が
喙を容れると云ふことゝなるのだ。此れさへ整へば、上の御心配もなくなる。甲乙が円滑に
交代することになるから、元老の必要も亦たなくなる」
、と 66。
外交・軍事・財政と言った「国家根本の政策」を「党争の外に超越させて置きたい」67 と
いう、後の外交調査会と同じ目的を持った国策樹立に関する当時の三浦の態度は、元老批判
も視野に入れている。副島の年来の主張もまた、
「無責任の内閣製造機関」たる元老を難じ
続けるものであった。両者の政党内閣への温度差も興味深いが、副島は、現実政治に大きな
影響力を持っていた三浦と一面で同じ方角を向いていた事になる。

４．おわりに
本稿では、明治・大正期における副島義一の内閣制論につき、総合雑誌に発表された彼の
著作を材料として、当時の政治史にも若干留意しつつ確認してきた。そこで判明した事を最
後に簡潔に再論しておこう。
明治 42 年は、伊藤博文暗殺に象徴されるように、山縣有朋派閥からは桂太郎が第一線の
政治家として台頭する新時代の中にあった。その新世代の政治に、政党に関する議論、とり
わけ英国政党政治史から学んだ組織力の重要性を日本の政党に求める議論を提示した副島
は、政党内閣制への強い期待を語っており、それが立憲制にぜひとも要求される制度なのだ
とまで主張していた。政党内閣制と、その制度下での国務大臣こそが国民の意思を代表し得
る存在として理解されていたからであった。
しかしその主張は、大正 5・6 年、寺内正毅内閣を論評した雑誌論文にて、一見したとこ
ろ「変化」していく。副島曰く、
政党による内閣である必要は必ずしもなく、
超然内閣であっ
ても、衆院総選挙を経て「民望」を有する事が確認されるのであれば許される。これは政党
内閣制論の放棄であり、確認してきたような一定の留保を附しつつも、超然内閣の容認論に
外ならない。
では、副島のこの「変化」はどのような意味を持つか。彼は、何の脈絡もなく前後相違す
る結論を書くに至ったのだろうか。或いは、二つの議論には根底のところで何らかの共通項
が存したのか。
明治 42 年の副島は、政党に期待し、その基礎を国民に置く政党によって行われる政党政
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治を立憲制の本義に適う政治体制であると考えていた。しかし、政党不信を覚えた大正 5・
6 年の副島は、政党内閣に非ずとも、
「民望」を負った内閣であれば良く、
「万機公論ニ決ス」
のであれば、立憲制の本義から外れないと弁じた 68。政党内閣制によって本質的に担保され
ると考えられた国民に基礎を置く政治と、
「民望」の尊重とをほぼ合致するものと考えるな
らば、副島は、政治の理念は同じながらも、その実現をはかる為の制度論に幅を持たせたと
いう事になる。即ち、
「民望」が制度的に調達され得るはずの政党内閣制から、
「民望」が確
認的な選挙によって個別具体的に調達され得るならばそれでも構わないという論へと拡げ
た。
本稿は副島の内閣制論の紹介に終始してしまった感が拭えないが 69、少なくとも、副島の
著作の中から明治・大正期の内閣制論に注目する事で、政党内閣の擁護から超然内閣の容認
へという流れと、
後年の政策統合に関する議論を先取りするような政治運営方法の提起（「国
務会議」
）とを確認し得た 70。
大正期に政党内閣への態度を後退させていた副島は、昭和期に入ると更に、政党内閣は決
して「憲政の常道」とは言えぬと断ずるまでになっていく。政党内閣制の弱点は、
「議会ニ
於ケル多数党ガ、内閣ノ責任ヲ問ヒ之ヲ攻撃セバ、即是自党ノ政策ト行動トヲ批難スル」と
いう構図を生じせしめる点にこそ存する。
その結果、
「監督者ト被監督者トハ同一ノ者ニ合シ、
到底真ノ監督ハ行ハレザル」状態に陥る事となる。即ち、
「議会内閣制〔＝議院内閣制、政
党内閣制〕ノ下ニ於テハ、政府モ議会モ全然無監督ト為リ、唯多数党専横ノ政治ヲ黙過セザ
ルヲ得ザルニ至ルナリ。是レ内閣責任制及議会問責権ヲ換骨脱肉シテ、立憲制ノ本則ニ背戻
セシムルノ甚シキニ至ラシムルモノナリ」71。この昭和期の議論までを射程に入れるならば、
憲法学者・副島の眼に映った日本近代政治史と、それを受けての内閣制論とを精解できるで
あろう。即ち、ひとりの憲法学者が見た近代日本統治構造の一端が見えるのではないか。畢
竟、本稿は、かようなより大きな問題へと接続する為の準備作業的性格を有するものに過ぎ
ない。
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Giichi SOEJIMA’
s opinion about a cabinet system
ARAKUNI, Keisuke
This paper focuses on Giichi SOEJIMA’
s opinion about a cabinet system in the Meiji and
Taisho era.
In 1909, his opinion concerned was formed from the study of a two party system in
England. Then, he advocated politics which based on political party. But, in his view of
1917, non-partisan cabinet was admitted.
This paper explains the meaning of the change of his idea.
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