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日本最初の比例代表制提案

The F irst Proposal of the Proportional

Representation in Japan

序

帝国議会開設以来の日本の選挙制度の変遷のなかでは, 比例代表制の経験が全くみられな

い。 ヨーロッパ諸国では, すでに18世紀頃から数学者などを中心と してその方法が真剣に考

究され, 19世紀には, 一部の国において単記移譲式比例代表制が実行に移され, さ らに第一

次大戦を経て, 比例代表制は政党政治に不可欠な原理として市民権を獲得して今日に至って

いるといえる。 比例代表制は, 元来有権者の意思を公平に議会に代表させること, 特に多数

派に圧殺されがちな少数派の意思をできるだけその勢力に応じて代表させるこ とを 目的と し

たもので, その力点が選挙民個人の代表権の貫徹におかれていようと, あるいは政党の支持

勢力に応じた議席配分におかれていようと, 要するに多数代表制の弊害ないし欠陥を是正す

るという, いわゆる少数代表の理念の延長線の上に位置づけられるものである。 ところが,

この少数代表制という観点に立てば, 日本の選挙制度はむしろそれが主流であって, 第 1回

̃ 第6回総選挙( 明23̃ 31) および第14 ・15回総選挙( 大9・13) のごく一部の時期を除いては,

大選挙区単記投票, 大選挙区制限連記投票, 中選挙区単記投票などの少教代表制がおこなわ

れてきているのである。 日本で少数代表制が最初にあらわれたのは, 1900年 ( 明33) の法改

正で大選挙区単記制が採用されてからであった6 その背景には, 資本主義の発達にともな う

社会的利益や階級構成の変化に対応しよう とする政治力学がはたらいた り, あるいは政府対

政党, 政党対政党などの角逐があったこ とは否めない。 しかし他方, 従来の多数代表制 ( 小

選挙区制) を廃して少数代表制を採用しよう とする場合, その過程において多数派圧制に対

する懸念と批判があったことも事実であり, それを純理論的につきつめたときに, そこに

萌芽的にではあれ, 比例代表の思想が登場してきたのである。

比例代表の思想は, すでに国会開設以前に一部の識者によって意識されていたようである。

たとえば1887年 ( 明20) の星享 「国会要覧」 はヘア式比例代表制を紹介し, これを 「基人代

表即チ準数選挙法」 と呼んで多数代表の弊害を是正し うるものと し, また1888年の池本吉次

「国会」 も同様にヘア式を紹介していた」1)しかし, ごうした先駆的な認識が現実の法改正提
案となって政治の舞台に登場するのは, 日本最初の本格的な選挙制度論争ともいうべき第12
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1 根本 正 議員提案 の比例代表論

帝国議会の選挙法審議のなかで, 最初に比例代表制の提案をおこなったのは, 茨城県選出

の自由党議員, 根本正であった。 根本は, 1851年 (嘉永4) に茨城県に生れ, 水戸学および英

学を修め, ナ・・ リカに留学して1889年 (明22) にヴァーモ ン ト州立大学を卒業後, 外務省 ・

農商務省よ り嘱託を受けて海外移民地探検視察ならびに商工業視察のためメキシコ ・ ブラジ

ル・西イソ下・中央アメリカ・インド方面へ派遣されたという経歴をもちjl)海外事情に精通
した新人議員であった。

1898年 ( 明31) 6月3日, 第12回帝国議会衆議院本会議において, 根本は, 伊藤内閣提出の

改正案である大選挙区単記投票が, 衆議院政党勢力の支配下でおこなわれた委員会修正案の

大選挙区完全連記投票よりはす ぐれていることを認めながら乱 それはなお完全な方法では

ない, 「此単記ヨ リモ宣イモノガアル, 即チ公平選挙法 卜云フモノデアッテ即チ是八今日欧

洲デ既二丁抹, 瑞典, 濠洲デハタスマニヤ辺が此法ヲ用イテ居ルザ)とのべ, いわゆる単記移
譲式比例代表制を主張した。 根本のこの主張は, 単記 ・連記をめぐる政府と政党との正面か

らの対決のなかでそれ程注目をひくには至らず, またこの選挙法改正案が貴族院で審議され

ている間に衆議院が解散されたため, 本案不成立とともに消え去って しまった。 その後政府

の選挙法改正作業は山県内閣にひきつがれ, 第13̃ 14議会で白熱した論議が展開されるので

あるが, こ こに根本提案が再び登場して く る。 すなわち, 1900年 ( 明33) 1月15日の第14議会

衆議院本会議に, 根本は政府原案に対する修正案の形で全97ヶ条に別表 (選挙区画と議員定数)

まで添えて比例代表制の具体案を提出した。 この根本修正案は, 同時に提出された田口卯吉

修正案とと もに委員会に付託されたが, ここでも特に論議の対象とはならずに否決されてい

る。

この・ような経過からみても, 根本の主張, というよ りも比例代表制そのものが, 当時の議

員の間ではあま り関心を もたれてはいなかったようである。 当時の選挙法改正の焦点は, 地

方 (農業) に基盤をおいて党勢を拡張し, 政党内閣の樹立を期する政党と, 日清戦争後の急

速な資本主義の発達に対応して都市のブルジョアジーの国政参加を拡大推進し, 新たな自己

の基盤の創出をはかろ うとする政府, およびそれに同調する一部の都市選出議員との対決で

あ り, 論議の主たる関心は, それらの手段と しての区制や投票方法 (単記・連記) あるいは郡

・市間の議員配分基準の隔差などに注がれていた。 そのなかで, 根本の比例代表論は, 投票

2

̃ 14帝国議会( 明31̃ 33)の衆議院議員選挙法改正論議においてであった。 第12̃ 14議会では,

政府 (伊藤博文内閣および山県有朋内閣) が, 都市の商工業の代表権を拡大する意図で市部選出

議員の増加をはかり, 従来の小選挙区制にかえて市部独立を含めた府県単位の大選挙区単記

投票制を志向したのに対して, 当時地方的 ・地主的性格を濃厚に していた政党 (自由党→憲政

党, 進歩党4 憲政党→憲政本党) が, 「此政府案卜云フモノハ, 所謂政党ヲ撲滅スル所ノ魔酔剤

デアル……之卜同時二萬歳ヲ唱フルモノハ, 藩閥政府デアル超然政府デアルタ)として激しく
反撥し, 紆余曲折の末, 第14議会に至ってようやく政府案に近い形で法改正が実現した。 そ

して, これ らの議論のさなかに, 極めて特異な形で比例代表制の提案があらわれているので

ある。

(1) 宮沢俊義 「選挙法要理」 一元社, 昭5, 300̃ 301頁。

(2) 第12帝国議会衆議院本会議における工藤行幹議員 (青森県・進歩党) 演説。 第12帝国議会衆議院議事

速記録第12号, 203頁 (マイ クロフ ィルム版 「帝国議会議事録」 ,雄松堂フ ィルム出版, による。 以下同

じ) 。
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トヲ自信致シテ居ル訳デゴザイマス11)当時ヨーロッパ諸国で考究されていた比例代表制には,
大別すると単記移譲式と名簿式とがあった。 単記移譲式とは, 特定の方法で当選基数(Quota,

当選に必要な最低得票数) を算出し, それを こえた候補者の剰余票すなわちもはや当選に必要

と しない得票を, 投票者が次順位に指示する他の候補者に移譲し, 以下順次同様な操作を く

りかえ して当選基数に達した者を当選者とする方法であ り, 名簿式とは, 政党または選挙人

団体があらか じめその推薦する議員候補者名簿を提出し, 選挙人は原則と してこの名簿に投

票し, 政党または団体はその名簿得票数に比例して議席の配分を受けるとい う方法である。

要するに, 単記移譲式では, すべての選挙人の投票を有効に生かして死票をな くすことに重

点がおかれ, 名簿式では, 選挙人の支持率にみあった政党間議席配分が課題とされているの

である。 そ して, この単記移譲式比例代表制のもっと も基礎的な原理と方法を提案したのが,

イギ リスの公法学者ヘア (ThomasHare) であ り,(5)根本が第14議会に提出した案は,投票方法

から得票処理法にいたるまでほぼこのヘア式移譲法をそのまま踏襲したものであった。

投票方法は, 根本改正案では次のように示されている。

第29条 選挙人八其ノ選挙区ノ衆議院議員定数 卜同一ノ人員迄八被選挙人ノ氏名ヲ其夕投

票用紙中二聯記スルコ トヲ得

前項ノ場合二於テハ其ノ選択川順序二従ヒ被選挙人ノ氏名ノ上又八下二日㈹㈲等ノ数

字ヲ記載ズヘシ

前項ノ場合二於テ投票効カハ聯記氏名中ノ一名二限ラ レルコ ト第28条(6) 二依ル

選挙人は, 希望によっては議員定数と同数まで候補者名を連記できるが, その効力は 1名

にしかおよばないのであって, そのために第一に支持する候補者から順に番号を付しておく

のである。

当選基数は次のよ うに算出される。

第55条 選挙長八選挙区内ノ議員定数二依 リテ有効投票総数フ除シ其ノ商ヲ以テ当選票数

卜定ムヘシ但 シ商ノ分数八之ヲ廃棄ス

いわゆるヘア・クォータ, Q=谷(Q:当選基数, V:有効投票総邨M:議員定数)であり, 各
候補者は, 次にのべるような票処理 (移譲) の結果この数に達 したときに当選者となるので

ある。

得票の処理と当選者決定の方法は, 第57条に計14号にわたる詳細な規定をおいているカヴ)
それらはすべてヘア式移譲法に依拠したものである。 まず選挙人が第 1位に指示する候補者

の票(根本はこれを「第一選得票」とよぶ一以下同じ)を集計し, 前述の当選基数 (「当選票数」) に達し

た者を当選者と定める (同条第4号)。これで当選者が議員定数をみたすことはまず考えられな

いが, この場合には, 当選者の得票のうち当選基数をこえて獲得した部分 ( 「過剰投票」 ) を

点検し, そこで第2位に指示してある候補者に対してその票を移譲し, それらの候補者がすで

に第1位で獲得した票と合算して当選基数に達したとき, 当選を決定する (同条9・10号) 。 こ

の際, 票を移譲されるべき候補者がすでに当選基数に達しているときには, その票の第 3位

に指示されている候補者 ( 「第三位者」 ) に移譲される。 「第三位者」 が当選している場合に

は, さ らに第4位 ・第5位……と移譲されていく ( 同条11号) 。このような操作をおこなった後

に, なお当選者が議員定数にみたないときは, 「第一選得票」において最下位の候補者 ( これ

はすでに 「第一選得票」 集計の段階において不当選者と定められている一同条第7号)の票が同様な方法

で移譲される。 それはさ らに最下位から二番目・三番目……の候補者におよんでい く場合も

ある (同条12・13号) 。 また, 「第一選得票」 集計の段階で当選基数に達 した候補者が 1人 も

ない場合には, 最初から最下位不当選者の票の移譲手続がおこなわれていく ( 同条第14号) 。

4



根本は, このような方法を 「世界デ粋ヲ取 り粋ヲ取 ッタ其上出来マシタ所ノ法案」 と推奨

しているが, 必ずしもそ うとはいえない面があった。 というのは, このヘア式移譲法には,

理論上でもまた実際の運用の面でもいくつかの欠陥があることが, 当時すでに指摘されてい

たのである。 それは第1には, 当選基数の定め方についてであ り, 第2には, 票の移譲の方法に

ついてである。

当選基数にかんしていえば, 有効投票総数を議員定数で除したヘア式当選基数は, 余 りに

も大きすぎて, これでは全議席を配分することは現実に困難であ り, また理論的には, この

基数は当選するのに必要な最低限度の票数ではな く , 若干の死票をすでに含んでいるという

こ とである に の場合の死票とは, 当選者の票のうち, 最低当選するのにもはや必要としない過剰票を意

味する) 。た とえば, 定員4名の選挙区で有効投票が1000票あれば, ヘア式では当選基数は250

票となる。 いかに投票の移譲がおこなわれたと しても, 投票のなかには移譲不能票もあ り,

4人の候補者がすべて250票に達するこ とは, 現実問願と して困難であろ う。 また理屈のうえ

からい って も, 当選に最低必要な票数は250票は要 しなX, 。ヽ か りに4人の候補者が各201票
1000
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4 + 1

の意味では, ヘア式当選基数250票のなかには, 49票の不必要な死票を含んでいることになる。

この点に着 目したのが, 同じく イギ リスの ドループ (H. R. Drool)) であって, 彼は1881年 4

月にQ二jG二i+1という当選基数法をイギリス統計協会に発表しており,(8)以後この方式が単
記移譲式をおこな う場合に一般化していったのである。 この ドループ式によれば, 当選者は

余分な得票を重ねるこ とな く , また全議席の配分も比較的容易であるが, その結果当選に直

接関与しえない票 (前例では49×4= 196票) があ らわれる こ とは避けられない。 この点につい

ては, ヘア式では, 全有効投票がすべて何らかの形で当選に関与し うることを 目指したと ころに

その目的の真髄をみると とができるが, 現実には, 当選者が定員にみたないという不都合の

前に, 方法上の妥協(9) を余儀な く されていたのである。

根本がこのようなヘア式当選基数法の欠陥や ドループによる修正を どのように考えていた

かは明らかでない。 しかし, 投ぜられたすべての票を当選のために有効に生かすことに, か

な りの力点をおいていたこ とは確かである。 根本は, 「斯ノ如ク致シマス レバ, 即チ候補者

八落第スル人が沢山ア リマセウ, ……然レ ドモ選挙人自ラハ必ズ落第シナイ, ……只pチ一人

ノ人八落第シテモ第ニ ノ方ヲ以テ住ク ト云フ訳デアルカラ, 候補者八落第スルケレ ドモ選挙

人自ラハ国家二対シテ意見ヲ発表スル所ノ折ガアル訳デア リマス, ソ レ故二此選挙法二附キ

マシテハ即チ有効投票法一投票ヲ無駄ニシナイト云フ所ノ意味デアリマスずと強調していた。
次に票の移譲法についていえば, ヘア式では, 当選基数を こえた候補者の全得票のうち,

どの部分を過剰票と して移譲するかによ り, 移譲結果に偶然の要素がはたら く とい うこ とで

あるご現実の運用では, 移譲すべき票の抽出について等間隔法を用いた りすることも試みら

れていた力ぐ これも偶然性の欠陥を根本的に解決するものではない。そこで, この偶然性の
支配を除去するために, 1896年にタスマニアでは, クラーク (A. I. Clark) によって開発さ

れた移譲法 (いわゆるヘア= クラーク式 ) が採用されている。 それは, 過剰投票を有する候

補者の全得票を点検し, そのなかから移譲不能票 (第2位以下を副記していない票) を除去 した

上で, 次順位に指示されたそれぞれの候補者数に過剰投票数と移譲可能投票数との比を乗 じて

えられた数を, 当該候補者に移譲するというものであるごこうした問題についても, 根本案
では全 く ふれられていないのである。

根本によって提出された比例代表案は, 上記の諸点からみても, それが直ちに衆議院議員

選挙法と して実施されるには, 多く の問題を残していたようである。 根本自身も 「 ドウカ諸

5

+ 1) に達したなら, それ以外の候補者の当選の可能性は全く な く なるからである。そ(



君若モ此公平選挙法が出来ナカッタナラバ(政府案の一筆者) 単記法ヲ用イテ下サイツ’ ある
いは 「此公平選挙法ノ割前投票が, マダ役人共が二一天作ノ五ガムヅカシイカラソレハ後二

シロト云フテ, 或八一年位後レルノハ己ムヲ得ナイずとのべており, それほどこの案に固執
していない向きもみられる○ ¶

それでは, 根本のこのような 「公平選挙法」 の主張の意図ずるところはどこにあったのか。

当時と してはいさ さか奇異にうけとられたこの主張は, 第12̃ 14議会の政府対政党の対立の

なかでどのような意味をもっているのか, 以下それを当時の選挙法改正の論争点のなかから

考察してみよう。

(1) 衆議院 ・参議院編 「議会制度70年史」 衆議院議員名鑑, 昭37, による。

(2) 第12帝国議会衆議院議事速記録第12号, 202頁。

(3) 第14帝国議会衆議院議事速記録第11号, 183̃ 188頁。

(4) 同上, 188̃ 189頁。

(5) ヘアは, 1857年に 「代表の機構」 (The Machinary of Representation) , 次いで1859年には 「中
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央および地方の議員選挙」 (The Election of Representatives, Parliamentary andMunicipal) を

著わし, この原理と方法を明らかにしたが, それは, すでに1855年にデンマークのアン ドレア (C. And-

rae) が発案し, 同年10月にその一院制議会 (Rigsraad) の議員選挙の一部に適用 されていたもの

と, 偶然に一致していた。 森口繁治 「比例代表法の研究」 有斐閣, 大14, 120̃ 121頁 ;水木惣太郎 「選

挙制度論」 憲法学研究VI, 有信堂, 昭41, 266̃ 267頁。

第28条 投票八一人一票二限ルモノ トス

第57条 投票ノ計算パ左ノ方法二依ル

1. 各被選挙人ノ得タル投票中其ノ氏名 ノ第一番二記載アルモノ ヲ以テ該被選挙人ノ第一選得票 トス

2j 被選挙人ノ得タル単記投票八之ヲ第一選得票二合算ス

3. 聯記投票用紙中Oに)同等選択番号ノ記載ナキモノ ノ計算八本法第31条ノ例二依ル (第31条 選挙人

二於テ聯記被選挙人氏名ノ上又八下二日(二)同等ノ選択番号ヲ記載セサル トキハ選挙長八氏名聯記刈1原

位ヲ以テ選択刈畷次 卜看倣スヘシ)

4. 第一選得票ノ当選得票二達シタル者 ヲ以テ当選人 トス

5. 当選人議員定数二達セサル場合二於テハ選挙長八投票ノ転移二依り補充当選人ヲ定ムヘシ

6. 投票ノ転移八当選人ノ得タル当選票数以上ノ過剰投票又八不当選者得票ヲ以テ之ヲ行フモノ トス但

シ不当選者ヲ定ムルハ次号ノ例二依ル

7. 議員定数以上ノ議員候補者ア リタル場合二於テ該候補者中第一選得票ノ最少数ナル者ヲ不当選者 卜

定ムヘシ

8. 不当選者得票ノ転移八当選人過剰投票ノ転移二依 り議員定数ヲ得ルコ ト能ハサル場合二於テ之ヲ行

フ ヘ シ

6

9。 当選人ノ過剰投票八之ヲ其ノ次位二記載アル被選挙人二転移譲与シ其ノ第 一選得票二加フヘシ

10. 転譲得票 卜第一選得票 トヲ合算シ当選票数ヲ蒋タル者ヲ以テ当選人卜定ム

11. 過剰投票ノ次位二記載アル者既二其ノ第一得票二依 リテ当選セル場合二於テハ第三位者二対シ転移

譲与の手続ヲ施スヘシ

第三位者既二其ノ第一選得票二依リテ当選セル場合二於テハ第四位者二対シ転移譲与ノ手続ヲ施ス

ヘシ第五位者以下総テ之二倣フ

12. 前数号ノ手続ヲ施シ彷議員定数二達セサル トキハ選挙長八更二第7号不当選者ノ得票ヲ転移譲与シ

当選人ヲ定ムヘシ

不当選人得票転移譲与ノ手続八当選人過剰得票取扱ノ例二依ル

13. 前号ノ手続ヲ施シ働議員定数二達セサル トキハ選挙長八第7号ノ例二依 リテ更二不当選者ヲ定/ 其

ノ得票ノ転移譲与ヲ行フヘシ

14. 第一選得票二依 リテ当選スヘキ者アラサル場合二於テハ選挙長八当初ヨ リ不当選者得票転移譲与ノ

手続ヲ施スヘシ

Q

IS
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2 議会論争 にお け る その位置 づ け

根本によって比例代表方式が提案された第12̃ 14帝国議会では, 議会開設以来続いてきた

衆議院議員選挙法に抜本的改正が企て られ, それをめぐって政府と政党, 都市と農村, ひい

てはブルジョアジーと地主との利害が激し く対立し, 日本最初の本格的な選挙制度論争が展

開されていた。 従来の選挙法では, 選挙権 ・被選挙権はすでにのべたようにそれぞれ25才,

30才以上の男子で, と もに直接国税15円以上納入する者に与えられていたが, 選挙区 ・投票

方法は, 小選挙区単記記名投票 (但し全国257選挙区のうち43区は定員2名で連記投票) であった。

この制度に対する改革の試みは, すでに第 1回議会以来のものであ り, 主と して選挙権の拡

張を中心と して議員提案が重ねられてきていた。 しかし, 第12̃ 14議会が特に注目されるの

は, 改正案が初めて政府の手によって提出され, しかもそれが単なる選挙権の拡張にと どま

らず, 都市居住者の選挙権行使を有利に変更し, それと密接な関連のもとに選挙区や投票方

法を根本的に改めよ う と していたからである。

提案された政府の改正案はおよそ次の通 りである。

第12議会 (第3次伊藤内閣) ①選挙権は,満25才以上の男子で, 地租5円以上,所得税また

は営業税3円以上納入する者, 被選挙権は満30才以上の男子。②府県単位の大選挙区制, 但し

市は独立選挙区。③議員配分は, 市部は人口5万人につき1名, 郡部は10万人につき1名( 議員

総数472, うち市部113) 。④単記・無記名投票。

第13議会 (第2次山県内閣) ①選挙権は,満20才以上の男子で, 地租5円以上,地租以外の

営業税 ・所得税3円以上納入する者, 被選挙権は満30才以上の男子。②府県単位の大選挙区制,

但し市は独立選挙区。③議員配分は, 市部は人口8万人につき1名, 郡部は12万人につき1名

(議員総数445, うち市部98) 。 ④単記 ・無記名投票。

第14議会 (第2次山県内閣) ①選挙権は,満20才以上の男子で, 地租5円以上,地租以外の

直接国税3円以上,地租と他の直接国税を通じて5円以上納入する者。②府県単位の大選挙区制,

但し人口3万以上の市は独立選挙区。③議員配分は, 市部は人口8万人につき1名, 郡部は12万

人につき1名 (議員総数426, うち市部91) 。④単記 ・無記名投票。
この3つの政府提案を通じて重要なこ とは, 第1に, 議員数配分の基礎となる人口比に市部と

郡部とで差をつけて市部の代表権を拡充し, 市の独立選挙区を認めて郡部の投票の影響力を

排除したことであ り, 第2に, 従来の小選挙区制にかえて, 大選挙区単記投票を採用したこと

7

(8) 森口繁治, 前掲書, 132頁。

(9) たとえばヘア式では, このような場合には比較多数で定数までの当選者を定めることにしていた。 し

かし, それでは比例代表制の根幹である当選基数を無視することになる。 根本案では, こ う した便法に

ついて もふれ られていない。

(10) 第14帝国議会衆議院議事速記録第11号, 189̃ 190頁。

(11) たとえば, オハイオ洲のシンシナティ市。 水木惣太郎, 前掲書, 278頁。

(12) ヘア ・ クラーク式では, 第一位選択から第二位選択に対する移譲は正確であるが, 移譲によって当選

基数を超過した候補者の票の更なる移譲の際に問題が生じる。 そこで, あらゆる段階の移譲に際しすべ

て第一選得票にさかのぼって移譲価値 (transfer value) を計算する方法が, オース トラ リアのグレゴ

リー (J. B. Gregory) によって開発され ( グレゴリー式) , 根本提案よ り後年であったが, 1907年夕

スマニア, 1909年南阿連邦上院, 1922年アイルラン ドなどで採用されている。

(13) 第12帝国議会衆議院議事速記録第12号, 202頁。

㈲ 第14帝国議会衆議院議事速記録第11号, 190頁ノ
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である。 当時政府は, 日清戦争後の戦後経営のなかで当面した財政危機に対処する手段を,

地租増徴に求めようと していた。 しかし, こ う した方向は, 初期議会以来地方的利害に依拠

して党勢拡大をはかってきた衆議院の政党勢力の根強い抵抗に遭遇することとなったjl)政府
と しては, 超然内閣, 藩閥内閣におけるかた く なな政党排撃論を ようやく脱し, 第2次伊藤

内閣 ( 自由党板垣入閣) , 第2次松方内閣 (進歩党大隈入閣) と二度にわたる提携内閣を経験し

ながらも, 戦後の都市における商工業の発達とブルジョアジーの台頭のなかで, 上から天皇

制国家をそれに対応させ, 新たな存立の基盤を創出する必要に迫られていた。 都市居住者の

代表権を拡充 し, 都市選挙区を独立させるというこ とは, これらの手段と してのブルジョア

ジーの政治的自覚の涵養と国政参加の推進を意味し, 大選挙区で単記にするということは,

選挙区で多数を制する政党以外からも代表者を選出せ しめるこ とに よって (少数代表), 既

存政党の勢力をき りくずすことを意味していたのである。

一方政党の側では, 提携内閣を通じて政権に接近し, 或程度の党勢拡張を果しながらも,

究極的には政党内閣の樹立が課題であらだ。 したがって, 政府案による従来の選挙基盤の分

断には, 立憲政体の擁護という大義名分をかかげて反対していった。第3次伊藤内閣の後に,

自由 ・進歩両党の合同による最初の政党内閣 (隈板・憲政党内閣) が成立した昿 両派内紛に

よってわずか4ヶ月で瓦解し, その基礎の脆弱性を示した。 第13議会以後は, 分裂後の憲政

党 ( 自由党系) は山県内閣と提携し, 政府案と決定的に対決する憲政本党(進歩党系) に比して,

ややその鉾先が鈍った感はあるが,(2)これらの政党勢力の支配する衆議院は, 政府案にことご

と く反対 して修正案を可決していった。

第12̃ 14議会における政府案に対する衆議院の修正は, およそ次の通 りである。

第12議会 ①選挙権は満20才以上の男子で, 納税基準は政府案に同じ, 被選挙権は満25才

以上の男子。 ②府県単位の大選挙区制, 但し人口8万人以上の市は独立選挙区。③議員配分は,

市部は人口8万人につき1名, 郡部は10万人につき1名 (議員総数440, うち市部39) 。 ④完全連記

・無記名投票。

第13議会 ①選挙権 ・被選挙権年齢は政府案と同じ く それぞれ20才 ・30才であるが, 納税

基準は, 営業税 ・所得税についても地租と同じく5円。②府県単位の大選挙区制, 但し市は独

立選挙区。③議員配分は, 市部・郡部ともに人口10万人につき1名(議員総数470, うち市部76)④

制限連記 (衆議院特別委員会では定数の半数連記であったのを本会議で3分の2の連記に修正) i 記名投票。

第14議会 ①選挙権 ・被選挙権年齢は政府案と同じ く それぞれ20才 ・30才であるが, 納税

基準は, 地租または地租以外の直接国税すべて5円。②小選挙区制で市は独立選挙区 (60選挙

区は定員2名) 。③議員配分は, 市部・郡部ともに人口10万人につき1名 (議員総数478, うち市部

77) 。 ④単記 (2名区は連記) 記名投票。

この衆議院の修正案には, 都市と農村との隔差に反撥する政党の姿勢が浮き彫 りにされて

いる。 すなわち納税基準では, 政府案の地租5円, 営業税 ・所得税3円とい う方向に対して ,す

べての国税を同じように評価しよう と してお り, 市部独立や議員配分基準の人口比における

都市優遇をできるかぎり骨抜きにしようと している。 さ らに, 政府の一貫した主張であった

大選挙区単記投票に対して, 多数派に有利な完全連記や小選挙区単記などを対置させている。

このような政府と政党との対立は, それ自体当時の急激な階級構成の変化のあらわれであ

り, 直接には議会での自己の存立の足場を築こ う とするかけひきではあるが, 政府にしろ政

党にしろ, これらの選挙制度の抜本的な変更を主張していく には, その裏づけとなるような

立憲政治や代議制の理念を うち出していかなければならなかった。 それは, 政府によれば「国

家の進運」に即 した公平な代表選出であ り, 政党によれば政党の発展= 「完美なる立憲政体」

8



日本最初の比例代表制提案 109

の確立であった。 根本がヘア式に依拠 して純理論的に比例代表の主張を うち出してきたのは,

こ う した背景においてであり, またそれは, これらの代表制をめぐる論争のなかから芽生え

てきた一種の理念像であったのである。

第12̃ 14議会を通 じて政府が一貫して主張してきたことは, 従来に比して都市居住者の代

表権を拡充しなければならないという こ とであった。 この主張は, 第12議会衆議院本会議で

伊藤首相が説明した (商工業ノ発達スルニ従ツテ, 市ノ代表者ヲ特二増スノ必要アルヲ認タマ

シタタ)という言葉に代表されている。そして, このことはさらに形式的には「公平な代表」
という理論で裏うちされていく。 すなわち, 同貴族院本会議において政府委員梅謙次郎は,

「従来ノ選挙法デハ農民ノ代表 卜云フモノ ガ比較的二多クシテ商工民ノ代表 卜云フモノガ少

イ, 是八国民ノ代表ヲ以テ組識スペキ所ノ衆議院議員選挙法 トシテハ閥典デアラウト認メマ

スヤ)とのべていたし, また第14議会衆議完本会議において山県首相は「現行法制定以来国家ノ
進運二伴ヒ, 商工業ノ発達八実二著シイ……サウレバ今日八市ノ選挙範囲ヲ拡充シ, 相当ノ

代表者ヲ選出シテ, 選挙ノ公平ヲ保タ シムル ト云フコ トハ, 最モ精確且ツ厳重ナラザレバ,

選挙ノ公平ヲ保ツコトノ出来ナイト云フコトモ, 是レ亦論ヲ侯スコトデアリマスク)と強調し
て いた 。

しかし, こ こでい う公平の論理とはいかなるものであろ うか。 それは少な く と も, 居住地

や職業の如何を問わず, すべての国民を等質的個人としてとらえたうえで , 人口に比例した

平等な代表権を認めようとするものではないことは明らかであるj6)伊藤は, 「全体ノ人ロニ
於テハ農民ノ数が勿論多数7占ノテ居心・スケレドモ商エノ数ノ少イ割合二此商土丿事秦「

去yi・j j 由ヽ索丿烏長1身y
選挙人ノ人数二対シテハ少薮チふふj 多以手代表著う出久コトノ出来ルヤウニ致シタタ) ( 傍
点筆者) と貴族院本会議で説明している。 要するに, 商工業を国策のうえでより重視し, そ

の結果代表権を よ り重 く評価しようとい う論理である。 こ う した考えは, 農商務大臣金子堅

太郎の言葉に, よ り明晰にあらわれている。 「今日段々治外法権モ撤去シテ, 海外ノ貿易ヲ

拡張シ, 内地ノ商工業ヲ盛ニスル進運二向ヒマシテ, 農家ノ利益ヲ計 リ, 農産物ヲ益 発々達

サセルニ付イテハ, エ ト商ノカ ヲ籍ラ ンナラス……農家ヲ盛ンニシ, 農業ヲ発達セシノ ヨウ

トスレバ, 勢ヒ商工業二依ラナケレバナ リマセス, 故二市カラ多クノ議員ヲ出サソ トスルノ
一 ( 8 )

ア ス 」 。

このよ うに商工業の地位を農業に比 して重視 し, その利益を代表関係において高 く評価し

よう とするとき, そこに援用されて く るのが, ひとつには少数代表の原理であ り, ひとつに

は団体代表の観念である。

伊藤は, 商工業について 「選挙人ノ数二対シテハ少数ナルモノ ヲ以テ代表者ヲ出ス」 必要

を強調していた。 この考えは, さ らに多数派支配に対抗する少数代表の理念にまで一般化さ

れ, 抽象化される。 そのことは, 特に郡部選挙区における多数派政党 (農業的利益) の制覇を

防ぐためには, 有効かつ不可欠な手段であったのである。 すなわち 「多数ノ選挙人八, 多数

ノ議員ヲ衆議院二列セシメル, 少数 ノ選挙人モ, 亦少数 ノ議員ヲ議場二列セシタル, 而

シテ此多数少数が国政ヲ議シテ其上デ極メルト云フノガ代議制ノ本旨夕)なのであり, それに
は府県単位の選挙区で単記投票を用いるこ とが必要だということになる。 それは, 第14議会

に至ってはさらに徹底して, 「少数者ノ代表其他会社ノ状態ワ真実際丿肴様八比画ふみふ手

代表スル」 , あるいは「少数代表若クハ庇例代表y白面多達シ名望ノアル人物ヲ挙ゲ・‥ずと
まで表現されている。

この公平な代表権→少数代表という方向に真向から対立するのが, 政党の側から主張され

9
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る多数代表の論理である。 そもそも少数代表とは, 原理的には一選挙区内における多数派の

議席独占に対する批判と してあらわれ, 多数派以外からも多様な意見を議会に代表させよう

という ところに, その本来の目的があった。 この原理に対抗するために, 政党の側では, 多

数派の支配こそが政党政治の基礎を確立し, 藩閥内閣, 元勲内閣を打破し, 立憲政治を完成

させる途であると主張する。 そ して, そのためには, 大選挙区になれば, その選挙区の定数

だけの連記投票 (完全連記) をみとめることによって, 政党の内部結束を維持し, 特に郡部

における従来の党勢を維持ないし強化してい く ことが必要であったのである。 第12議会衆議

院本会議で, 宮城県選出自由党の菅原傅は, 「連記ニナレバ多数者が少数者ヲ圧スルノ弊ガ

アル ト申シマス, 此弊ガアル所八即チ大イユ利益ノアル所デゴザイマスル, 是が立憲代議政

体二最モ必要ナル利益デゴザイマスル, 多数者が少数者ヲ制スル ト云フコ トハ, 普遍 ノ原理

デゴザイマス……代議政体二必要ナノハ, 唯各種ノ意見ヲ出ス ト云フコ トガ必要ジャナイ,

モウ一歩進マナケレハ行カヌ, 各種ノ意見ヲ出来ルダケ纒 メテ出ス ト云フ コ トガ必要デアル

ノ ダ, ……出来ルダケ人民ノ意見ヲ纒 ノテ, 多数者が少数者ヲ制スル ト云フコ トニナラヌケ

レバ, 国論卜云フモノハ一定シナイト思フツとのべ, また, 当時自由党を脱して新政党の樹
立を期していた河野広中は, 「数年ノ経験二依 ッテ見マス レバ, 所謂此党派 卜云フモノ ガ未

ダ十分ナル勢カ ヲ保タズ, 我国二於テ……議院過半数ノ政党ガナイ ノデア リマス, 是ガタ メ

ニ, 此元勲内閣 トカ, 或八藩閥内閣 トカ云フモノ ヽ此病根ヲ絶ツコ トガ出来ヌノデアル, 而

シテ之ヲ若シ連記 トスレバ, 大イユ政党ノ発達ヲ致シ, ……立憲政体ノ完美ヲ致スコ トノ途

が開ケテ参ラウト斯ク考ヘルノデアリマスクと強調していた。この多数代表・完全連記の主
張は, 第13議会に至って憲政党が制限連記 (半数連記) に軟化してい く なかで, 憲政本党によ

って, 「抑々今日日本二於テ既二立憲政治ニナッタ以上八, ‥‥‥・政党内閣ノ樹立ヲ図ルノガ

一番肝要デアル, 政党内閣ノ樹立ヲ図ラ ン トス レバ, 成ルダケ大キナ党ヲ拵ヘナクテハナラ

ヌコトハ当然デプル……此政党ヲ盛ニスルコトハ, 辿記法二依ラザレバイカナイゲとして,
なおも強硬に堅持されていく のである。

次に, 政府が市の代表者を増加し, 市を独立選挙区とする論拠と して, 伊藤は, 「地方制

度ノ結果 トシテ市ナルモノハ一団体ヲ為シテ来ル‥。…・所謂法人的ノモノデアルカラ, 之二由

ッテ此代表者ヲ出サシタテ商エノ代表者タラシムルコト, 是レ亦必要デアルヤ)ことをあげ, 市
部選出議員について団体代表的性格を認めていた。 この団体代表の観念は, さ らに (市ノ代

表者卜雖モ, 即チ同時二利益ノ交渉上二於テ市町ノ代表ヲ兼ヌルヤ)といっているように, 市
選出の代議士が郡選挙区に含まれている町の商工業の利益をも代表するという, いわゆる事

実代表の観念に裏うちされたものであった。 伊藤のこの主張は, すでにのべたように, 都市

居住者に象徴される商工業の利益とその発展は, 国家の進運のなかで農業その他の利益をも

推進してい く のだという前提に立っていたにせよ, 少く と も市に一団体 ・一法人的性格をみ

とめ, 地域や職業の特殊利益を代表者を通 じて求めていこ うとするかぎ りにおいては, 議員

は地域や職業にかかお りな く全体と しての国民を代表すべきだという国民代表観念に抵触す

るものである。 そこには, すべて国民を等質的個人に擬制し, その結果人口を基準と して代

表権を付与すべきだという近代的観念の否定が看取される。 伊藤によれば, 「人り二依ッテ

選挙スルト云フコトハ選挙スルノ目的デハナイ, 是八手段方法ツでしかなかったのである。
近代議会が国民代表の観念のもとに構築されるべきだという考えは, すでに明治憲法制定

期より, 憲法制定者の側からも民権運動の側からも容認されていた前提であったごしかし,
政府案の支持者たちにとっては, それは 「学説デサウナッテハ居 リマスケレ ドモ, 其通二行

クモノデハナイツことなのであった。要するにこの当時の日本においては, 国民代表の観念
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は, ヨ ーロッパ諸国におけるように, 封建社会の解体が身分や地域の議員への拘束を絶ち切

っていく という現実的土台の上にあらわれたのではなく , これりの理念の輸入品と して観念

の世界に存在していたにす ぎない。 しかし, この観念は, 政党にとっては政府案に対決する

うえでの武器であった。 茨城県選出憲政本党の大津淳一郎は, 「議員 卜云フ者ノ選 レテ, 此

議場二上ッテ国家ノ大政ヲ議スル トキュ当ッテ, 申スマデモナイ是が農家カラ選 レタカラ農

業者ノ代表人デアル, 商カラ選レタ故二商業者ノ代表人デアル, 吾々ハエ ノ人々カラ選 レタ

カラエ業人杯 卜云フ考ヲ持ッテ, 天下ノ大政ヲ議スルモノデハナイ……代議士 卜云フモノハ

其選挙区ノ者ノ委任ヲ受ケテ来ルヤウナモノデハナイ, 最早代議士トナ リ議場二登ッタナラ

バ・。・…・農ヲ盛ニスル トカ, 商工業ヲ以テ世ノ中ヲ盛ニシロ ト云フコ トハ, 即チ何 レノ所カラ

選挙サレタ議員デモ, 左様ナ考ヲ持ッテハナラヌでとのべている。
それでは, 以上のような少数代表対多数代表, 団体代表対国民代表とい う対峙関係のなか

で, 根本の提案と主張はどのように位置づけられるのであろ うか。

まず少数代表か多数代表かとい う問題にかんしていえば, 根本の立場は, い うまでもな く

少数代表の一層の徹底という方向であ り, すでに引用したように 「小党ノ人八小党ダケノ矢

張小人数が出ル ト云フ所ノ名案」 なのであった。 それには, 大選挙区で単記の方法を とるこ

とが一定の効果を もつことを認めながらも, 「果シテ是八世界第一ノモノ トシテ政府ガナサ

ッタモノデアラウカでと疑問をなげかけ, 小党の代表のみならず, 「タック一人デ出ル人モ
自由二出ルコトガ出来ルず方法として, 単記移譲式比例代表制を提案したのである。しかし,
根本の立場と政府の主張との間には基本的な前提の相異があった。 政府が少数代表の理念を

強調したといっても, それは商工業や都市の特殊利益を考慮してのこ とであった。 ところが,

根本はこ う した発想そのものを否定し, 商工業の代表権の拡大には, むしろ農本的とすら思

われる主張をぶつけて政府案に対決している。 「今日八市 卜郡 卜並行シテ日本ノ帝国ノ人民

タルモノハ残ラズ誰そ彼モ同ジ権利ニセネバナラフ ト云フヤウユ, 即チ選挙権ヲ拡張セネバ

ナラス, 所が今日ノ有様ヲ見ルト却テ縮小デアル, 成ル程或ル一部分ノ商人八拡張サレヤウ

ガ, 大体日本帝国ノ国是国本 トスル所ノ農民ヲシテ, 此権利ヲ取去ル ト云フモノハ, 実二此

帝国ヲ顧ミザル法案卜私八思ヒマス51こうして根本は, 少数者の権利を, 地域・団体・職業
・政党をこえて個人の代表権にまで還元していどう と していたのである。

その当然の結果と して, 根本は, 政府が都市選挙区について法人的 ・団体的性格をみとめ

ようと したこ とに対して反撥し, これに国民代表の観念を対置させる。 「此帝国議会即チ議

院タルモノパ, 市の代表者デモナヶレバ郡ノ代表者デモナイ,即チ帝国人民ノ代表者デアルJ)
と。 この議会の論争では, 商工業者の代表権を論ずるに当っては市部選出議員の数が問題に

されていた。 そ して政府は, 商工業が発達して国家の進運に重要なかかお りを もってきたに

もかかわらず, 従来の選挙法では, 市部選出議員は総議員300人中わずか17人にすぎないこ

とを強調していた。 これについて根本は, 「成ル程市 卜名附ケタ所ヨ リハ17デア リマセウガ,

本員ノ調ベタ所二拠 リマスルト百姓, 私ノ ヤウナ者 卜云フモノ ハ65人ホカナイ, 実際商ヲシ

テ居ル銀行頭取 トカ何 トカ云フ商用ヲスル人が81人デアル, 又……所謂政治家が46人アル,

又新聞記者ノヤウナ者が5人アル, 弁護士が24人, 公証人が1人, 役人が3人,工業ヲシテ居ル者

が5人, 医者様が3人, 又郡長上 リノヤウナ御方が67人アル, 斯ノ如キ有様デ既二今日マデノ平

均 卜云フモノハ丁度都合ヨ ク出来テ居ル, 殊更二此市ヲ以テ独立セサル トカ独立ノ権利ヲヤ

ルトカ云フ==・トハ, 実二何トモ言葉二出サザル有様ゲアルツとのべ, 市か特殊な団体として
商工業の立場を代表すべきだという論理の欠陥を衝いているぎ要するに根本の見解では, 選
挙された議員は, 結果的に全体と しての国民を適確に代表すべきものであって, その選出の
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プロセスにおいて, あるいは選出後の議員と選挙民との関係においては, 地域や職業とのか

かお りは排除されていかなければならなかったのである。

根本が 「公平選挙法」 の名のもとに比例代表制を うち出しているかぎりでは, そこには,

政党内閣樹立を大義名分とする多数代表方式への批判が, 論理的には内在していた。 しかし

根本の主張の根底にあるのは, 地域や職業に拘束されない等質的個人の完全な代表権の貫徹

という理念であった。 したがって, 現実にはその鉾先は, 第13議会で地租増徴案を可決して

商工業者や都市の実業派議員を足場に新たな地歩を築こ うと していた政府に向けられていっ

たのである。

(1) 第12議会では, 政府の財政計画の拠り所であった地租増徴案は, 27対247という圧倒的多数で否決され

て い る。

(2) 第13議会では, 憲政党は, 大選挙区における投票方法を, 従来の完全連記から半数連記に後退させ,

また政府案の市部独立選挙区にも同調していた。 その過程, および憲政党の山県内閣との妥協の政治史

的意義については, 那須宏 「明治33年選挙法改正の政治史的意義」 (同朋学報第11号, 昭39, 後に風媒

社刊 「帝国主義成立期の天皇制」 に収録) に詳しい。 なお本稿もそこから多くの示唆を うけている。

(3) 第12帝国議会衆議院議事速記録第5号,56頁。

(4) 同上, 第15号, 233頁。

(5) 第14帝国議会衆議院議事速記録第10号, 158頁。

(6) これについて農商務大臣金子堅太郎は, 市町の人口は970万で全国の人口4200万の23% 強であり, ま

た政府提出の改正案によれば議員総数473人に対 して市部選出議員数は113人で, これも23% 強である,

よって公平である旨のべているが, これは市部選出議員が市および心をも代表するという特殊な論理 (事

実代表) を前提にしたものである。 第12帝国議会衆議院議事速記録第12号, 201頁。

(7) 第12帝国議会貴族院議事速記録第15号, 234頁。

(8) 第12帝国議会衆議院議事速記録第12号, 201̃ 202頁。

(9) 第12帝国議会衆議院本会議における農商務大臣金子堅太郎演説。 同上, 201頁。

(10) 第14帝国議会貴族院本会議における政府委員一木喜徳郎演説。 同貴族院議事速記録第18号, 271̃ 272

頁。

(11) 第12帝国議会衆議院議事速記録第12号, 220頁。

(12) 同上, 222頁。

(13) 第13帝国議会衆議院本会議における憲政本党工藤行幹演説。 同衆議院議事速記録第34号, 486頁。

(14) 第13帝国議会貴族院議事速記録第44号, 714頁。

(15) 明治憲法制定期における各界の国民代表にかんする考え方については, 横越英一 「明治期における代
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表の観念と組織」 (名古屋大学法政論集第27号) 参照。

第14帝国議会貴族院本会議における尾崎三良演説。 同貴族院議事速記録第28号, 485頁。

第14帝国議会衆議員議事速記録第15号, 284頁。

第12帝国議会衆議院議事速記録第12号, 202頁。

第14帝国議会衆議院議事速記録第11号, 189頁。

同上, 」 91頁。

同上, 190頁。

なお, この根本の演説に対しては, 貴族院本会議で尾崎三良が, 「実際衆議院二出テ居ル代議士ノ中

ニハ商工者が80何名アル…… 卜云フ説ガア リマスケレ ドモ……此80何名ノ商工者 卜云フモノハ自分其人

八商工者デアッテモ (大部分が郡部選挙区選出であるから一筆者) 其代表スル所ノ選挙人八矢張農民デ

アルカラ自然其人ガ ドウモ自分ノ意思通ヤルコ トガ出来ナイ」 と反駁 し, 議員の職業如何にかかわらず,

12

選挙区の利害にもとづく拘束が事実と して存在することを強調している。 第14帝国議会貴族院議事速記

録第28号, 484頁。
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むすび

懸案の選挙法改正は, 第14議会会期末の1900年 (明33) 2月23日に至ってよ うや く 成立 し

た。 その過程で, 衆議院の修正案は貴族院でさ らに修正され, 両院協議会で両者妥協の結果,

選挙権は満25才以上の男子で地租その他の直接国税を問わず10円以上納入する者, 被選挙権

は満30才以上の男子, 府県単位の大選挙区制, 但し人口3万以上の市は独立選挙区, 議員配分

は郡 ・市と も13万人につき1名 (議員総数369, うち市部61) , 単記 ・無記名投票, となった。 議

員配分基準が郡 ・市とも平等になったことは, 政府案の後退ともいえるが, 大選挙区単記投

票を実現し, その後第16議会で郡部選挙区に編入されていた市の完全独立を果したこ とから

みれば, 本改正は政府の勝利に終ったといえる。 政府の勝利というこ とは, 政党の敗北, す

く な く とも藩閥専制に対決してきたかつての民党の衰退を意味していた。 その直後の絶対主

義官僚伊藤の政党組織工作, それに対する憲政党の無条件献党, そ して立憲政友会の成立 (明

33・9・15) は, その帰結でもあった。

このような経緯のなかで, 根本の比例代表論は, その公平選挙の理念から政党の党勢拡張

手段 (多数代表) への一定の批判を含みながらも, たたかう民党のエネルギーに足場をおい

て, 商工業の代表権を優遇し∠ブルジョア的発展を自己の絶対主義的支配体制内にくみこも

うとする政府の立法手段に対決していた。 しかし, 根本の所論, 特に個人の代表権の貫徹に

基礎をおく選挙制度が現実的意味を もつには, 未だその社会的条件は未成熟であった といわ

なければな らない。 それは, 第1には, 選挙権が拡張される方向にあったとはいえ, 一定の税

額による制限選挙は自明の前提であったということであ り, 第2には, 当時の政党が地方的利

害に深く根ざして, パ ト ロネージ分配を党勢維持の基盤とするような名望家政党的性格を

脱するこ とができず, いわば国民的基盤が極めて脆弱であったというこ とである。 そ して,

立憲政友会の成立を期とする政党の体制内化が進行するにつれてご以後このような形での比

例代表制の議会提案がおこなわれるこ とはなかった。

比例代表論がふたたび課題と して登場して く るのは, 大正デモクラシー期以降の政党政治

の一定の地歩の確立と普通選挙の実現という背景のもとにおいてであった。 すなわち, 大正

初期以来多 くの学術的研究がこれを と りあげ, 第1次大戦後諸外国がひろ く比例代表制を採

用するに至 って, その影響は政府や政党にも新たな対応を迫っていったのである。

へ
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