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（要約）  

 

松田正久と政党政治の発展―政治家の責任、原敬との連携― 

 

西山 由理花  

   

近代日本における政党政治の発展と政治家の責任―はじめに 

政治家の責任は、現在・過去を問わず常に重要な課題である。政治家は、国民の声に耳を

傾けながらも、その時代の国際情勢に照らし合わせながら、自らの理念や知識、経験に基づ

いて、どのような政策を立案して実行すべきかを判断しなければならない。特に外交で誤り

を犯すことは決定的な失敗となる。だからこそ、政治家は軽挙妄動してはならない。 

松田正久は、政党政治家として初めて男爵に叙せられた人物である。自由民権期に始まり、

第一回総選挙で当選してから大正政変期までという、近代日本で政党政治が発展していく過程

において、常に自由党・憲政党・政友会の中心にあり続けた。「初の政党内閣」第一次大隈重

信内閣の蔵相をはじめとして 5 つの内閣で大臣を歴任した。この間、松田は政治家の責任を政

党員に訴え続け、自身も軽挙妄動してはならないという姿勢を貫いた。 

本論文は、「松田関係文書」のようなまとまった史料がないゆえに本格的な研究がなされ

てこなかった松田の政治構想と政治指導を一貫して分析する。 

 

第一部 松田正久の目指した政党政治のあり方 

第一章 国会開設に向けて 

松田正久は、弘化 2 年（1845）4 月 11 日、肥前国小城藩（佐賀藩の支藩、現佐賀県小城

市）藩士横尾唯七の子に生まれ、おじ松田勇七の養子になった。明治 2年（1869）に小城藩

の派遣学生として東京へ出て、西周の家塾「育英舎」に入り、ここで「万国公法」やフラン

ス語を学んだことが転機となった。 

明治 5年 8月（1872年 10月）、松田は西の周旋により陸軍省の留学生としてフランス・

スイスに渡った。約 2年半の間、政治学、法律学等を修め、議会傍聴に通った。また、西園

寺公望、中江兆民ともこの留学中に知り合った。 

 1875年（明治 8）3月、松田は帰国命令を受け、帰国後は故郷小城での「自明社」設立を

指導した。自明社は、即時国会開設を求めるような急激な改革を望む自由民権運動ではなか

った。松田は、次第に過激化する民権運動とも距離を置いた。この時期、松田は、恩師西の

下で翻訳事業を通じて外国の知識を輸入することに力を注ぎ、政党に正式に入党はしなか

った。 

 松田の活動の拠点は主に東京であり、国会開設以前に地元の九州で活動したのは、先の自

明社と長崎県会議長（佐賀県は 1876年に長崎県に編入、83年に分県）だけであった。松田は

初代長崎県会議長に選ばれると、県の役人も議員も不慣れな状況の下で、県会の制度構築と

議事進行を主導した。藩閥出身の内海忠勝県令とも協調して、長崎県会を漸進的に進歩させ
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ようと努めた。長崎県議辞職後、松田は、再び海外で外交等をより本質的に学びたいと考え

たが、実現しなかった。 

 

第二章 立憲自由党結成と政党の地域性克服 

第一回総選挙を控え、河野広中らの大同倶楽部、板垣退助らの愛国公党、大井憲太郎らの

自由党が次々に結成され、九州では 1885年に解党した九州改進党を中心に、地域的結合と

しての九州同志会が結成された。松田は九州同志会に入って、第一回総選挙で佐賀県第一区

から選出された。この時、定数 2の佐賀県第一区でもう一人当選したのが、こののち選挙区

で争い続けることになる武富時敏であった。武富は佐賀藩本藩の出身で、大隈と親しい関係

にあった。 

1890年 9月、大同倶楽部・愛国公党・自由党・九州同志会（自由党九州派）により「立

憲自由党」が結成された。この新党組織準備会において、松田は、政党には主義の一体性が

必要であるから、最も重要な綱領に関して、結党の段階で議論を尽くさなければならないと

考え、議論の主導権を握ろうとした。綱領に関して自らの考えを強く主張し、政党組織に関

する知識を十分に持っていることを明らかにして存在感を示した。政党が外交に関して一

時の問題に左右されてはならないことも説いている。立憲自由党結成時には、松田は九州派

の三、四番手に過ぎなかったが、急速に立憲自由党内で存在感を強めた。 

初期議会において、松田は藩閥政府のすべてを批判するのではなく、むしろ藩閥批判に終

始しがちな政党の側に厳しい目を向けた。 

第一議会で板垣をはじめとする土佐派が脱党した後、星亨が立憲自由党の主導権を握っ

ていった。松田は星と連携して、党の統制を強化しようとした。1891年 3月に板垣を党総

理に推戴し、党名を「自由党」に変更するという、立憲改進党との合同路線との決別を意味

する党組織改革を実行した。この党組織改革は、地域的な集団であって、立憲自由党の下部

組織でありながら立憲改進党とも通じ、両属状態だった自由党九州派に動揺を与えた。 

松田は、第 2議会で、党総理、衆議院議長、院内総理に次ぐ地位の予算委員長に選ばれ、

1892年 6月までに板垣・星・松田・河野を最高幹部とする体制が形成された。また、松田

は遅くともこの頃までに、イギリス風の立憲政治を理想としていた。 

1893 年、政社法が改正されて地方支部の設置ができるようになったことで、先の自由党

の民党合同路線との決別という方針が、地方レベルでより大きな問題になった。特に、九州

同志会から出発して地域性の強かった自由党九州派に与えた影響は大きかった。結局、この

年に行われた自由党九州遊説をきっかけに、九州派は、自由党の正式な下部組織としての自

由党の九州各県支部と、立憲改進党系とに分裂した。勢力は半減したものの、政党には主義

の一体性が必要だという松田のビジョンが実現した。一方、松田が連携して改革を進めた星

が、改進党などから攻撃されて脱党した。 

星が失脚すると、土佐派が再び勢力を強めた。松田は、理念を共有できて自分よりも強い

指導力を持つ連携相手の星を失い、九州派も松田を強力に支えられる基盤ではなかった。そ
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こで、松田は土佐派の有力者である林有造と協力することで、自身の影響力を維持しようと

した。日清戦争後に自由党が第二次伊藤内閣と提携した時にも、松田は、林と伊東巳代治と

の提携交渉を支持した。 

 地租の軽減を目標とする従来の民権派政党の基本路線はすでに時代に合わなくなってい

て、多少の地租増徴は仕方がないという認識を、松田は日清戦争後には持つようになってい

た。しかし、自由党の土佐派は時代に適応した新たな方向性を打ち出せなかった。 

松田はまず第二次伊藤内閣で外相も務めた陸奥宗光を自由党に入党させ、党の新たなリ

ーダーにする計画を進めた。これは板垣を裏切る行為である。それでも、党には強いリーダ

ーが必要であるとの信念に基づいて、松田は決断した。しかし、計画が暴露され、陸奥も病

死したために実現はしなかった。次に、進歩党が第二次松方内閣との提携を断絶すると、松

田は自由党と第二次松方内閣との提携の可能性を探ったが、これは自由党の評議委員会で

否決された。松田は責任を取って、最高幹部である政務委員の辞表を提出した。以降しばら

くの間、松田に目立った活動は見られない。 

 

第三章 政党内閣の実現と挫折 

第三次伊藤内閣の地租増徴方針に反対し、1898年 6月、自由党と進歩党が合同して、憲

政党が結成された。松田は新党創立委員を務め、林、尾崎行雄、大東義徹とともに憲政党総

務委員に選ばれた。松田はもともと民党合同には反対であったにも拘らず進歩党との合同

に同意したのは、党の改革が成功せず、自由党が行き詰っている状態を何とか変革したかっ

たからであろう。しかし、進歩党と合同すれば、大隈に自由党が取り込まれてしまう危険が

あった。 

憲政党が結成されると首相の伊藤博文は辞表を提出し、後任に大隈と板垣を推した。こう

して初の政党内閣である第一次大隈内閣が成立し、松田は大蔵大臣として入閣した。蔵相就

任の演説で、松田はこれまで大蔵省で経験を積んできた官僚たちへの信頼を口にし、みだり

に更迭するようなことはないことも述べ、政党に対する官僚の警戒を和らげようとした。そ

れと同時に、官僚が政党内閣を妨害するようなことがあれば、見過ごすことはできない、と

毅然とした態度を示し、ただ官僚に迎合したのでもない。 

松田は、次官に主計局長だった添田寿一を昇格させ、大臣秘書官には、旧自由党系で財政

通として知られた森本駿をあてた。松田の課題は、憲政党としては地租増徴ができない中で、

間接税だけでいかに予算案を作成するかにあった。松田自身は、すでに地租増徴がやむを得

ないことを理解していたが、まずは政党内閣としての実績を積みたいと考えた。 

松田は、官僚の意向も聞いたので、添田次官をはじめ、大蔵官僚の信頼を得た。しかし、

松田はこれまで財政に直接携わったことがなかったため、首相兼外相の大隈から見れば、大

隈が蔵相も兼任しているような気持ちだった。 

結局、憲政党は分裂し、第一次大隈内閣は 5か月足らずで総辞職した。のちに松田は、蔵

相としての職責から陸海軍費の節減が必要であることを主張し、もし節減ができないなら、
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この上は間接税で間に合わせることができないのだから地租を増徴しなければ仕方がない

という方向に持っていくつもりであった、と語っている。しかし、松田が地租増徴という重

要な決断に踏み切れなかったことは事実であり、大きな挫折であった。それでも、政党内閣

を警戒していた官僚たちの意識を好転させた点は十分な功績といえる。 

 

第四章 松田正久と原敬による政友会指導の形成 

伊藤が政治参加の拡大や産業振興、政党改良等を目指して、新党を結成する動きを見せる

と、憲政党（旧自由党系）もこれに参加した。松田にとって、本格的な政党内閣の実現に向

けて大きく歩を進めるとともに、これまでも重視していた商工業の振興をさらに促進する

好機であった。また、副総裁格で参加した西園寺とは、留学時代に出会って以降、交流が続

いていたようである。 

1900 年 9 月に立憲政友会が結成されると、松田は、政友会の幹部である総務委員 13 人

の一人に選ばれた。また、間もなく成立する第四次伊藤内閣では、文相に就任した。松田は

文相として、広く中等教育を普及させつつ、高等教育も推進していきたいと考えた。そして

財源難の打開策として、民間資本に期待を寄せた。 

総務委員および第四次伊藤内閣の閣僚人選で、自由党以来の政党政治家である「党人派」

と、政友会結成をきっかけに政治家になった伊藤系官僚出身者との対立があった。しかし、

松田は対立にとらわれず、内閣総辞職の原因になった、渡辺国武蔵相による突然の事業中

止・繰り延べ問題では原を支持した。 

政友会が創立してしばらくは、星がいれば党人派を抑えることができた。しかし、星の暗

殺により、松田は「党人派の代表」となった。伊藤総裁が欧米旅行に出かけた際には、松田

が新設された常務委員長に就いた。伊藤の不在中に松田が政友会をうまく指導することが

できれば、松田は再び大きな存在感を示すことができただろう。原はすでに党内で存在感を

発揮してはいたが、松田から見れば政治家の経歴が短く、心強い片腕のような存在に思われ

ただろう。 

総裁不在中、第一次桂内閣による政友会切り崩しにも何とか持ちこたえた。しかし、原の

助けが大きく、松田は自分の限界を痛感したと思われる。以降、松田が原に同調する形で、

両者は連携して政友会の運営にあたるようになる。 

 松田は、産業振興、特に民間の資本がより活発に活動することを目標とし、列強から日本

がどう見られているかを意識していた。しかし、帝国主義の時代に日本の国防をどのように

するのかといった具体的な提案はしていない。松田は、第一次大隈内閣時代の失敗経験など

から、未経験の分野に踏み込んでいくことを恐れ、結果として自身の政策構想に幅を持たせ

ることができなくなっていった。 

伊藤の帰国後、原と松田は、総務委員の数を減らして意思決定を明確にするなどの党組織

改革を伊藤総裁に訴えたものの、聞き入れられなかった。政友会の窮状が伊藤に理解されな

いもどかしさを共有することによって、松田と原はより接近したと思われる。実質的には、
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松田と原が党内の実権を掌握していた。 

 

第五章 桂園体制期の松田正久 

1906年 1月に成立した第一次西園寺内閣の政権移譲や閣僚の人選は、原と西園寺とで話

し合われ、松田は加わっていない。しかし、交渉の途中経過は原から伝えられており、最終

的に元老会議の直前に党員に伝えたのは松田であった。西園寺、原、松田を除く政友会のそ

の他の幹部たちには、松田が最高意思決定に参加していると思わせる必要があった。実際に

は、松田は原と西園寺の決定を拒否する力がないので了承する以外に選択肢はないのであ

るが、実情を知らない者たちは松田に期待をし、またそう思わせることで松田は自尊心を保

っていたといえる。 

松田は、形式的には西園寺に次ぐ党内ナンバー2の地位にあった。原もあえてその状況を

変えようとはしなかった。1907年 1月の政友会大会では、欠席した西園寺総裁のあいさつ

を松田が代読した。続けて、松田自身の演説として、ここでも、政党が一致団結することの

重要性、大政党としての責任の重さ、議員たるものは個人的な利害に左右されてはならない

ことを説いた。 

近代的な政党をどのようにつくるかといったビジョンや、民間資本を重視した産業振興、

国際協調的な外交観といった根本的な理念は変わらなかったが、政党が自ら内閣を組織し、

政党員が大臣として執務する時代には十分に対応できなくなってきていた。しかし、藩閥と

の関係で政党員が軽々な行動をとろうとする時には、松田は毅然としてこれを抑え込んだ。 

松田の党内での強みは、党人派の代表であることと、政友会九州選出代議士中の最有力者

であることにあった。両者のうち、松田がより重視したのは、党人派の代表者の地位であっ

た。党人派への影響力は、政友会の中堅幹部の人選に影響した。しかし、松田は自由民権運

動とは距離を置いており、党人派の中では新入りであった。そこで、松田は、自身の「党人

派イメージ」を意図的に維持するように努めた。その一環が、自由党の創設者であったが、

この時期には政治の表舞台に出てくることがほとんどなくなった板垣への配慮・顕彰であ

った。 

九州選出代議士の中で、松田が政治的に最も頼りにしたのは長谷場純孝であり、九州地方

の選挙準備を任せていた。また、松田は決して豊かな選挙資金があったわけではないが、九

州の財閥や三井財閥とつながりを持っていたことは、政治資源であった。但し、松田は個別

の地方利益問題とは距離を置いていた。 

1911 年 8 月、第二次西園寺内閣が成立すると、松田は法相に就任した。2 回目の法相と

しては、司法官会議や典獄会議での演説で、秘書官の用意した原稿の最後に自らの意見を加

えるのは、歴代法相の中でも松田だけであると言われた。それだけ、法相としての自信を持

っていた反面、無理をして蔵相や内相のようなより重要な閣僚ポストを狙おうとはしなか

ったのである。 
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第六章「松田内閣」という幻 

これまで、松田は藩閥をやみくもに批判してはならないという姿勢を一貫して取り続け

た。しかし二個師団増設問題を巡って、松田は強く藩閥を批判した。それは、政党政治の発

展が軌道に乗ってきて、自らはもう引退しても良いという思いになっている時に、ここまで

来てもなお藩閥の代表で政党嫌いの山県は政党内閣を妨害するのかと、強く反感を抱いた

からである。松田は憲政擁護大会にも参加したが、原から元老や桂との交渉内容を聞いてか

らは、憲政擁護運動が激しくなりすぎることを警戒して運動と距離を置き、政友会の代議士

に冷静な行動を求めた。 

 運動の中で、尾崎らを中心に、純粋な政党内閣として「松田内閣」のスローガンが叫ばれ

るようになった。松田は、憲政擁護運動の結果として望まれる、本格的な政党内閣を象徴す

る人物であった。しかし、松田自身は、「松田内閣」が実現しないことをよく理解しており、

常々自身が政友会員に説いてきた通り、「軽挙妄動」に走ることはなかった。 

結果、第三次桂内閣は総辞職し、1913 年 2 月 12 日、内閣組織の大命は、山本権兵衛に

下り、山本が政友会の協力を得て後継内閣を組織した。山本が政友会に入党しない限り、政

友会は山本内閣に協力すべきでない、という「純政党内閣」論が党内に多かったが、原と松

田は、西園寺が山本を推薦したことを鑑みて、「純政党内閣」要求の抑制にあたった。松田

は、憲政擁護運動に熱心な九州会をまずは抑え、政友会全体を山本内閣支持でまとめるため

の足掛かりを作った。 

第一次山本内閣で、松田は三度目の法相を務め、裁判所構成法の改正を実現し、司法官の

淘汰にも取り組んだ。しかし、松田は、第一次山本内閣で最高齢の大臣であり、体調を崩す

こともしばしばになった。松田は何度も原に辞意を伝えていた。1913 年秋になると、病気

を理由に閣議や党の大会への欠席が目立つようになった。 

胃がんが進行して病床に就いた松田に対し、授爵の話が持ち上がった。原内相と山本首相

から、山県枢密院議長らへの根回しがなされ 1914年 1月、松田は、爵位を与えられて男爵

となった。政党員として、大臣を歴任したことにより爵位を授けられたのは、松田が初めて

である。この授爵は、松田自身の希望というよりも、妻静子の望みであったようであるが、

原は松田のために動いたのである。 

1914 年 3 月、松田は 68 歳で亡くなった。松田が政党内閣の実現のために真摯に取り組

んだことを理解していたからこそ、原は松田への授爵に尽力し、松田の死後も、松田家の世

話をした。 

 

第二部 松田正久と選挙区佐賀県 

第七章 地域性の克服と時代状況に合致した政策の提示 

第一部で、松田正久の党中央における政治構想・政治指導を考察したことに対応し、第二

部では、それらが選挙区にどのような影響を与え、同時にどのような影響を受けたのかを検

討する。 
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佐賀地方では、1882年 3月に、佐賀本藩の出身で大隈重信と親交のある武富時敏、江藤

新作（佐賀の乱で処刑された江藤新平の子）や、江副靖臣、川原茂輔らが佐賀開進会を結成し

た。彼らは、九州地方の政党と合同して、九州改進党を結成した。1885年 3月に九州改進

党が解散してからは、武富・江藤らを中心とした「郷党会」と、これに対立する江副・川原

らを中心とした「同成会」とが結成され、佐賀県会を舞台に対抗し続けた。松田の活動拠点

は東京にあり、佐賀の自由民権運動には関わっていなかった。 

国会開設・第一回総選挙を前に、九州各県の民権派政党は、再び合同し、九州同志会を結

成した。九州同志会は、九州という地域的要因による合同という面が強く、内部には、のち

の自由党系、改進党系、さらには、吏党系までが混在していた。松田は九州改進党には参加

せず、第一回総選挙の間際に九州同志会に参加して、立憲自由党創立に参加した。 

松田は政党の地域性を克服しようと、所属のあいまいな「佐賀自由党」を自由党の正式な

支部に変えようとしたが、結局分裂し、以後、大隈を後ろ盾とする武富勢力と選挙競争が続

いた。そのため、第二回総選挙で選挙干渉を受けて落選して以来、1898年 8月の第 6回総

選挙まで、松田は議席を回復できなかった。 

その間、松田は遊説を通して、実現可能な政策を訴え続け、1899 年の県議選を転機とし

て、武富勢力に勝利した。 

 

第八章 選挙区に与えるものと選挙区から得るもの 

憲政党（旧自由党系）時代からすでに、松田は佐賀県の選挙基盤として、実業家層を多く

取り込んでいた。政府・党内で重要な地位を占める中で、松田はなかなか九州に帰らなくな

った。これは、帰る時間的余裕がないこともあるが、帰らなくても当面は不都合がなかった

からである。佐賀県・九州での地盤が安定し、自身の代わりに選挙区を任せられる人材もい

た。 

大選挙区制に移行した 1902年 8月の第七回総選挙以降、松田勢力と武富勢力とは議席を

ほぼ分け合う形で安定した。支部内は必ずしも一枚岩ではなかったが、松田の下である程度

抑えられていた。 

九州地方の地理的・産業構造的要因から、また佐賀県では特に佐賀の乱という歴史的特性

から、九州地方・佐賀県は対外強硬論に傾きやすい土壌を持っていた。松田は対外強硬論を

抑えようとし、九州代議士会や政友会の他の地方大会の外交問題に関する決議は、むしろ当

時の論説の中では極めて穏健な主張であった。 

1908年 5月の第十回総選挙では、当時蔵相を務めていた松田が佐賀へ帰ることはなかっ

た。しかし、選挙の結果、初めて、松田・政友会勢力が、定数 5の佐賀県郡部で 3議席を獲

得した。第一回総選挙が実施されてから約 20年が経過して、自由民権期以来の反藩閥意識

の強い有権者だけでなく、より若い世代で実業振興に関心を寄せる新たな有権者が多くな

る中で、政友会の主張が九州にも浸透していったことが、この結果に表れているといえる。 

1910年 8月に韓国併合が行われると、佐賀県では、佐賀の乱で処刑された江藤新平の復
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権運動が盛り上がった。韓国併合が行われたのであるから、征韓論を唱えて下野し、佐賀の

乱で処刑された江藤の名誉が回復されるべきである、というのが、江藤復権運動の論理であ

った。 

江藤の復権を求める運動は、桂や西園寺のレベルにも伝わったが、松田はこの運動にほと

んどと関わっていない。松田は列強との協調を重んじ、日本が「侵略主義」にならないよう

戒めた。時に佐賀県に表れる、こうした対外強硬論に向いやすい傾向と松田は距離を置いて

いたのである。 

1911 年 8 月、松田は約 2 年ぶりに佐賀県へ帰ったのが、最後の帰郷になった。松田は、

政党・政派を超えた歓迎に対する喜びを述べ、佐賀県に何か事業を起こすことが必要である

こと、また、公共事業に力を注ぐことは佐賀県のためでなく国家の為になることを、個別の

公共事業を地方利益誘導的に挙げることなく語った。 

1914 年 3 月に松田は胃がんのために亡くなったが、松田が築いた佐賀県の選挙地盤は、

この約 10年後に政友会が政友会と政友本党とに分裂して、川原らが政友本党の側に与する

まで、2議席以上を確保し続けた。 

 

政治家の責任と外交に対する姿勢―おわりに 

松田正久の政治構想と政治指導を一貫して分析することによって、本稿では以下の 7 点

を明らかにした。 

① 松田は生涯にわたって、政党政治の確立を理念とし、政権を担当できる近代的な政党を

育成することを目指した。松田が目指したのは、大政党としての責任をもち、一体性の

高い政党をつくることであった。 

② 政党の責任と党の一体性という理念のもとで、改革は漸進的に行うべきであると考え、

理念を実現するために必要であれば、原敬や星亨のように自分よりも決断力や実行力に

勝る政治家と連携することもいとわなかった。 

③ 松田は、国際情勢の中で日本がどのように行動すべきかを考え、日本の国力と列強の動

向を考え、その中で協調外交を志向した。また、東アジアでは、通商による連携を重ん

じた。しかし、外交を直接身に着ける機会を得られなかったため、具体的に外交問題を

語る自信がなかった。そのため、決して軽々に発言するのではなく、あくまでも国際協

調の枠組みを語るにとどめることが多かった。 

④ 産業振興や教育の普及にあたって、民間資本を積極的に活用することを目指したことで

ある。また、教育では、実業教育を重んじた。 

⑤ 松田は大臣時代に、官僚の専門性を生かそうとしたことである。政党に対する官僚の信

頼を獲得していったことは、政党政治の発展に大きく貢献した。 

⑥ 主義による一体性を強めようとしたために、地元佐賀県の自由党勢力は分裂した。しか

し、遊説を通して合理的で実現可能な政策を訴え続け、地主層にも商工業者層にも支持

を広げ、かつ、出身地の小城から佐賀全体へと基盤を確立していった。 
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⑦ 松田は、政党政治に関する知識を持っており、立憲自由党での地位を確立した。しかし、

原や星ほどの大物政治家としての決断力は、持っていなかった。政友会時代になると、

次第に、外交でも内政でも個別具体的な政策で独自色を出せなくなっていたことも、松

田の弱さであった。 

松田は、社会の進歩・成熟の程度に応じた漸進的な改革を望み、周囲の政党政治家に軽挙妄

動しないという責任ある行動を求め、自身も責任ある行動を貫いた。自らの失敗を反省し、無

理な行動を取らなかった。松田は、近代日本において、政党政治が発展するために尽力し、議

員が責任ある振る舞いをし、国民と信頼を得なければならないことを示し続けた政治家であっ

た。 




