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はじめに
明治 30 年代半ば、大阪を騒がせた事件のひとつに、大阪瓦斯報償問題
がある。明治 35（1902）年 8 月、大阪市は、大阪瓦斯株式会社に対してガ
ス事業の独占および市が所有・管理する道路使用の代償として、一定の納
付金を支払うよう求めた。当初、大阪瓦斯はこれを拒否し、また所管官庁
である内務省も大阪瓦斯の立場を支持した。かかる状況のなか、『大阪朝
日新聞』が大阪市を支持するキャンペーンを展開し、これに『大阪毎日新
聞』が反論したことから、両紙のあいだで論争が展開された。およそ一年
にわたる論争の末、翌 36 年 8 月、藤田伝三郎ら大阪の有力者の仲裁により
事態は落着した。すなわち、市内ガス事業独占の見返りとして大阪瓦斯が
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大阪市に対して一定の金額 1 を納付するほか、料金値上げや増資などにあ
たっては大阪瓦斯に大阪市との事前協議を義務づけるなどの内容をもった
報償契約が、両者のあいだで結ばれたのである。
この契約を端緒として、都市公益事業規制の手段として報償契約方式が
全国的に広まったことから、大阪瓦斯報償問題については、財政史 2・法制
史 3・都市政治史 4・都市経営史 5 など多くの視点から研究が蓄積されている。
本稿は、これらの先行研究に多くを負いつつ、大阪瓦斯報償問題を事例と
して、都市政治におけるメディアの役割について考察するものである。
これまで、大阪瓦斯報償問題をめぐる『大阪朝日』と『大阪毎日』の論
争については、明治 30 年代を通じて両紙が激しい販売合戦を演じてきた
ことから、主として営業戦略によるものとの理解がなされてきた 6。しか
し、そもそも『大阪朝日』
『大阪毎日』両紙が「中立新聞」を志向した目
的は、読者によって意見が分かれる政策課題については距離をおくことに
よって幅広い読者層を獲得し、企業としての経営基盤を安定させることに

1

大阪瓦斯が大阪市に対して、「其純益金ノ百分ノ五ニ相当スル金額」（第
三条）及び「純益金中前条ノ納付金ヲ控除シタル残額ヨリ払込資本額ニ対
シ年一割二分ニ相当スル金額並ニ法定準備金最低額ヲ差引キ過剰金アルト
キハ其ノ過剰金ノ四分ノ一ニ相当スル金額」（第四条）を納付することに
なった。

2
3

高寄昇三『明治地方財政史』第六巻（勁草書房、2006 年）。
南博方「ガス報償契約の実態と理論（一）
」
『法学雑誌』7 巻 4 号。小石川
裕介「近代日本の公益事業規制：市町村ガス報償契約の法史的考察」『法制
史研究』59（2010 年）
。

4

原田敬一「都市経営と市営事業」
『日本近代都市史研究』
（思文閣出版、
1997 年）
。

5

関島久雄「公益事業意識の発生と報償契約」『成蹊大学経済学部論集』5
巻 2 号、6 巻 1 号。山田廣則『私営公益事業と都市経営の歴史』
（大阪大学出
版会、2013 年）
。

6

たとえば、
『東京朝日新聞編年史 明治三十五年』233～235 頁。
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あった 7。そうだとすれば、人気投票などの販売戦略をめぐる論戦ならとも
かく 8、市民のあいだで議論が分かれそうな問題については距離をおくのが
妥当な態度となるだろう。
大阪瓦斯報償問題をめぐる論争は、大阪市長鶴原定吉 9 が『大阪朝日』と
ともに仕掛けたメディア戦略であったと考えるべきではないか。実際、鶴
原のメディアに対する態度は、他の実業家・政治家とは一線を画していた
ようである。大阪瓦斯報償問題が起こる直前の明治 34 年 5 月に『実業之日
本』に掲載された鶴原評は、以下の通りである。
彼れは常に寡言沈黙にして一見無愛想なるが如し、然れども其一旦口
を開くや経済意見滔々として出で、亦た底止する所を知らざるの概あ
り、今の実業家なるもの多くは其意見を公表するに躊躇し、殊に新聞
記者の訪問に会へば、可成之を避けて相語らさらんことを冀ふは一般
の流風なり、是れ新聞記者を嫌忌するの情と一には確然たる意見を抱
かさるに基くに外ならざれども、彼れの理想的なる、研究的なる、観
察的なる、文学的なる一問題生する毎に必ず一定の意見を立て、且つ
之を談論するに於て、其公会たると対話たるとに論なく、演じ来りて
7

有山輝雄「
「中立新聞」の形成」
「
「実業新聞」の形成」
、いずれも『
「中立
新聞」の形成』
（世界思想社、2008 年）所収。

8

『大阪毎日』は、営業主任桐原捨三の発案により、明治 33 年 1 月から素人
義太夫・浪曲家などの人気投票を実施する（新聞に投票用紙を挟み込む）
ことで部数拡大を試みた。これに対して『大阪朝日』は、懸賞投票の流行
は「徒に僥倖心を増徴するに止まり、何の効益をなさず、適新聞紙の品格
を貶」すものであると批判を加えた。『大阪朝日新聞』明治 33 年 6 月 1 日「懸
賞投票の流行」
。

9

鶴原は、福岡藩の医師の家に生まれ、東京大学を経て明治 16 年に外務省
に入省する。ロンドン・上海などの勤務後、明治 25 年に日本銀行に転じ、
大阪支店長・営業局長などを務めた。日銀辞職後は、関西鉄道社長・政友
会総務委員などを経て、明治 34 年 9 月に大阪市長に就任する。池原鹿之助
『鶴原定吉君略伝』
（私家版、1917 年）
。
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又余蘊あるを見ず、見よ彼れの意見なるものは其営業局長時代に於て
最も多く新聞紙に掲げられたるにあらずや 10
従来の研究は、鶴原のメディア戦略の可能性について示唆しながらも、
その点を指摘するのに禁欲的である。その理由は、鶴原が『大阪朝日』と
協同して報償契約方式の実現を目指したことを明確に示す史料が見当たら
ないことにあるだろう。本稿も、この限界を超えるものではない。
そこで本稿では、明治 30 年代の『大阪朝日』と『大阪毎日』の両紙、
および鶴原をめぐる状況に着目する 11。大阪市政界では、市会議員・市参
事会員など名誉職の選挙にあたって、選挙権を有する名望家のあいだで事
前に候補者を内定する予選体制が、明治 20 年代半ばに成立した 12。大阪市
内の中小実業家を中心に構成された予選派による不透明な市政運営は、予
選体制成立当初から批判の的となり、明治末期に大規模な市政改革運動が
展開されることになる。先行研究では、大阪瓦斯報償問題は、『大阪朝日』
が中小実業家層を中心とする改革派を市民大会に動員したこともあって、
市政改革運動の嚆矢と位置付けられている 13。
他方で、明治 30 年代は、企業経営者を中心として、大阪市政財界に中
央からの人材流入が進んだ時期でもある 14。『大阪朝日』『大阪毎日』およ
び鶴原は、いずれもこの新興勢力の一員であり、彼らの大阪瓦斯報償問題
に対する態度を予選派批判という文脈のみで理解することはできないだろ
う。全盛期にあった予選派と、外来の新興実業家勢力との相克関係のなか

10
11

兵淵生「鶴原定吉を論ず」
『実業之日本』第 4 巻第 9 号（1901 年）
。
本稿では、断りのない限り、朝日新聞社・毎日新聞社によるデータベー
ス（聞蔵Ⅱ・毎索）を参照した。また引用に際しては、適宜句読点を付し、
漢字を改めている。

12

山中永之佑『近代市制と都市名望家』（大阪大学出版会、1995 年）。

13

前掲原田『日本近代都市史研究』
、293 頁。

14

宮本又次『宮本又次著作集』第 10 巻（講談社、1978 年）39～42 頁。
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に、大阪瓦斯報償問題をおいてみることで、鶴原がメディア戦略を講じな
ければならなかった背景を浮かび上がらせることができるのではないか。
以上の狙いから、本稿では、まず明治 30 年代における『大阪朝日』
『大
阪毎日』両紙の経営者・記者の異動、および大阪市政財界への新興勢力流
入の様相を概観する。その後、これらのアクターが大阪瓦斯報償問題に対
して取った態度を明らかにしたい。
大阪の都市政治史という点では、本稿は屋上屋を架すものになるかもし
れない。同時期における大阪市政の展開は、すでに多くの先達によって、
その大きな流れが明らかにされている 15。本稿も、これらの先行研究に多
くを負うものである。本稿に意義があるとすれば、それは実業家が市政上
において果たした役割について、意識的に論じていることであろう。近代
大阪について語る際、しばしば政治と実業の分離が指摘される 16。この場
合の政治と実業の分離が何を意味しているのか必ずしも判然としないが、
実態として実業家が市政に全く介入しなかったわけではない。衆議院議員
選挙では、実業界の代表と政党の代表とが議席をめぐって争うこともあっ
たし 17、大阪市内の有力者のあいだで利害対立が生じた場合、藤田伝三郎

15

前掲山中『近代市制と都市名望家』。前掲原田『日本近代都市史研究』
。
小路田泰直『日本近代都市史研究序説』
（柏書房、1991 年）。服部敬『近代
地方政治と水利土木』（思文閣出版、1995 年）。松下孝昭「大阪市学区廃止
問題の展開」
『日本史研究』第 291 号（1986 年）など。

16

たとえば小林一三は、以下のように回想している。「東京で楽に事業をや
るには、少し政治か何かを利用しなければならないようです。……例えば
私の関係している東京電灯という会社は、……どうにも、政友会の系統会
社であるという風に解釈されて憲政会内閣の時にいじめられたものであり
ます。」
「その点にゆくと大阪は洵にやり良い。何ら政治に関係しておらな
い。しかも政治に関係しておらないと、ほとんど政治というものと実業と
いうものが分かれているために、……ただ大阪の長所と申しますか、コツ
コツ仕事をしてそうして良い成績を挙げてゆけば自然に大きくなる。」小林
一三『私の行き方』
（斗南書院、1936 年）149～150 頁。

17

明治 31 年 3 月に行われた衆議院議員総選挙において、大阪第二区では実
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や田中市兵衛などの大実業家の仲介がなければ、落着しなかった。この点
については、結論部分で改めて論じることにしたい。

1．明治 30 年代初頭の紙面改革
『朝日新聞』
（後の『大阪朝日新聞』
）は、明治 12 年に創刊された。明治
14 年より実質的な経営者となった村山龍平・上野理一は、ともに大阪市
外出身の新興実業家である。政論新聞が全盛の時期に「脱党派」をうたい、
また低価格路線をとることで大阪の新聞界でのシェアを固めることに成功
した 18。明治 26 年には、官報局長の経歴をもつ高橋健三（自恃）を客員と
して招くことで、紙面の高級化を図った 19。明治 29 年 9 月に高橋が第二次
松方内閣の書記官長に就くために退社すると、その後任として池辺吉太郎
（三山）が『大阪朝日』に迎えられる。だが、池辺はかねてより東京在住
の希望が強く 20、翌 30 年末には『東京朝日』の主筆となる。池辺は、自ら

業界を代表する片岡直温と、自由党から推された菊池侃二のあいだで激し
い選挙戦が展開された。その際、大阪毎日新聞社が自由党系壮士の襲撃を
受けたことは、『大阪毎日』が実業家系の機関紙と目されていたことを示し
ている。毎日新聞社社史編纂委員会編『毎日新聞七十年』
（毎日新聞社、
1952 年）57 頁。原奎一郎編『原敬日記』第 1 巻（福村出版、1981 年）275 頁。
18

佐々木隆『メディアと権力』（中央公論新社、1999 年、中公文庫版、2013
年）129～130 頁。

19
20

朝日新聞社編『五十年の回顧』
（朝日新聞社、1929 年）103 頁。
池辺は大阪朝日入社に向けた交渉の時点で、すでに隔月で東京に住む希
望を伝えている。これに対する村山社長の回答は、隔々月なら認めるとい
うものだったが、実際には隔月で東京に滞在していたようである。池辺一
郎「池辺三山」池辺一郎・富永健一『池辺三山』
（みすず書房、1989 年、中
公文庫版、1994 年）217 頁。
『東京朝日新聞編年史

明治三十一年』36～37

頁。なお高橋健三は、明治 30 年に第二次松方内閣倒壊後、大阪朝日に復帰
したものの、明治 31 年 7 月に病没している。
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の後任を鳥居赫雄（素川）に委ねることにしたという 21。
高橋・池辺・鳥居という主筆格の変遷は『日本』人脈によるものであ
り 22、この間外政面において対外硬路線をとる『大阪朝日』の論調に大き
な変化はない。この時期の『大阪朝日』で特筆すべきは、大阪市政への関
心を深めつつあったことだろう。明治 31 年 9 月 9 日、『大阪朝日』は「大
阪市長候補者」と題した論説を掲載した 23。市長候補者として住友吉左衛
門を推したこの論説を、大阪朝日新聞社は自ら「異例の社説」と評してい
る 24。その意図するところは、
「中立新聞」である『大阪朝日』が特定の候
補者を推すことの異例さにあるのかもしれない。だが、この論説は大阪市
会で市長候補者が住友で一本化された翌日に出されたものであり、少なく
とも形式上は、この論説が「中立新聞」の枠を出るものとは言い難い。む
しろ本稿で注目したいのは、外交問題に関心を集中させていた『大阪朝日』
が、市政に関心を向けたことの「異例さ」である。
『大阪朝日』が市政に関心を向けるようになった大きな要因は、東京・
京都・大阪の三都市にしかれていた市政特例問題にあることは間違いない
だろう。これらの都市では、自前の行政機構がおかれず、府知事が実質的
な市長としての役割を果たしていた。山中永之佑が指摘するように、市政
特例の廃止は、改進党系・進歩党系を中心に、帝国議会でも繰り返し取り
上げられた課題であった 25。明治 31 年 3 月に市政特例は廃止され、三都市
も他の一般市と同様に自前の行政機構をもつようになり、同時に市長の選
任が初めて大阪市政界の課題となった。
上記論説で『大阪朝日』は、
「帝国第二の都府」である大阪の市長は、
「其

21
22

富永健一「
『東京朝日』主筆以後」前掲池辺・富永『池辺三山』234 頁。
前掲池辺「池辺三山」216～234 頁。三田村泰助『内藤湖南』
（中央公論社、
1972 年）164～169 頁。

23 『大阪朝日新聞』明治 31 年 9 月 9 日「大阪市長候補者」。
24 『大阪朝日新聞編年史
25

明治三十一年』478 頁。

前掲山中『近代市制と都市名望家』第 1 章第 5 節。
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門地其徳望以て市民の代表たるに足り、其才識其技能以て市政の円滑を期
するもの」でなければならないという。こうした考え方は、初代市長の選
出にあたった市参事会及び市会にも共有されていたようで、当初は大阪府
知事経験者の西村捨三など、ナショナル・レベルの名望家が候補として挙
げられた。しかし、複数の候補者から固持され、市参事会・市会は大阪市
内部から選出せざるを得なくなる 26。その結果、予選派を中心にローカル・
レベルの名望家を大阪市長に就けようとする動きが顕在化した。これに対
して、『大阪朝日』はナショナル・レベルの名望家である住友を推す動き
に棹さしていく。
9 月 8 日の段階では、候補者は住友に一本化された。しかし、住友も市
長就任を固辞したために、事態は再び流動化する。『大阪朝日』はナショ
ナル・レベルの名望家にこだわり、9 月 13 日の論説「大阪市長候補者（再
び）
」では、前回よりも一歩踏み込んで「現大阪は第二の都府たるの故を
以て、商業の中心たるの故を以て、将た内地雑居後外人との応接頻繁なる
べきを以て近くは今秋の大演習に就て

聖上陛下を迎ふるに於て、人其人

にあらざる市長其者が其間に翺翔するを耻づるものなり」27 と述べてロー
カル・レベルの名望家を市長に就けることに反対した。そして、現職府知
事であり、自由党系の名望家でもあった菊池侃二を市長に推すのである。
『大阪朝日』の「大阪市長候補者」および「大阪市長候補者（再び）」は
無署名論文なので、執筆者はわからない。だが、その後の『大阪朝日』で
市政論を主導した記者は、『上野理一伝』『大阪朝日新聞編年史』などによ
り明らかである。明治 32 年 8 月に、経済担当記者であった木下政二郎の後
任として入社した、本多精一（雪堂）である。木下の退社を機として、池
26

新修大阪市史編纂委員会編『新修大阪市史』第 6 巻（大阪市、1994 年）11
頁。

27 『大阪朝日新聞』明治 31 年 9 月 13 日「大阪市長候補者（再び）
」
。なお『大
阪朝日新聞編年史
いない。

明治三十一年』では、この論説については言及されて

9
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辺は経済記事とりわけ大阪経済界にかんする記事の充実を目指したようで
ある 28。当初は、おそらく高橋健三の不在を補う必要もあって、大物記者
の招聘に動いた。第一次大隈内閣で大蔵次官をつとめた添田寿一に働きか
けるが、添田は台湾銀行頭取の座を選ぶ。その添田から紹介された人物
が、本多であった 29。
添田の代役としては、本多は明らかに見劣りがする。本多は、第一高等
中学校を経て帝国大学法科を卒業した俊才ではあったが、官歴はなく、当
時は同志社および大津商業学校で教壇に立つ教師に過ぎなかった 30。しか
し、それゆえにこそ、本多は大阪市政について正面から論じることができ
たのではないだろうか。同僚であった内藤虎次郎（湖南）は、本多につい
て「深く学理を探究するというよりも卑近な実際問題に対して犀利なる観
察を下し、縦横に論議する所に他人の模倣し難い特長があった」31 と評し
ている。内藤や他の記者にとって、大阪市政にまつわる諸問題が「卑近な
実際問題」に過ぎなかったことは確かであろう。それゆえ鳥居や内藤など
の外交論を主に展開する『大阪朝日』において、本多は特異な立場を築い
ていくのである 32。
明治 30 年代初頭は、大阪朝日新聞社のみならず、大阪毎日新聞社が経
営の刷新を行った時期でもある。その直接のきっかけは、明治 26 年 10 月
の渡邊治社長の病死であった。渡邊は、明治 22 年に藤田伝三郎・松本重
太郎・田中市兵衛ら大阪の大実業家層が『大阪毎日』の実質的なオーナー
28

上野理一宛池辺吉太郎書簡。
『東京朝日新聞編年史

29

朝日新聞社編修室編『上野理一伝』
（朝日新聞社、1959 年）553 頁。

30

前掲『上野理一伝』552～553 頁。

31 『大阪朝日新聞編年史
32

明治三十一年』35 頁。

明治三十二年』11 頁。

評論家の奥村梅皐は、本多について「『朝日』の中で一番実際に近い議論
を立てるのは雪堂である。瓦斯問題の為めに彼は非常の名を售つた、彼れ
の文は兎も角も『朝日』の一奇観で、眠れるが如き『朝日』が彼れを有す
るを以て、やゝ社会を強牽することができる」と評している。奥村梅皐『大
阪人物評論』
（小谷書店、1903 年）37 頁。
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となった際に主筆として迎えられ、翌 23 年には社長に就任した。渡邊を
招いたのは、慶應義塾で同門であった本山彦一である。本山は『大阪新報』
『時事新報』を経て明治 19 年より藤田組の支配人を務めており、その経験
からオーナー陣は新たに買収した『大阪毎日』の経営を本山に託したもの
と思われる。しかし本山は藤田組の仕事に追われていたために自ら経営に
あたることはできず、代理人として渡邊を招いたのである 33。
こうした経緯にもかかわらず、本山は渡邊体制下の『大阪毎日』に不満
をもっていたらしい。当時の『大阪毎日』が抱えていた課題を、本山は
「我々の見る処にては、外部に向つて、廣く政事家、実業家に交際し、一
般の事情に迂遠ならざる様心掛くべし。活発敏捷の働をなす一段に至りて
は、毎日新聞の欠点なりと思ふ」34 と書き残している。渡邊没後の経営体
制に不満を訴える記者たちに対して、本山は「抑も門田氏及諸君は現今の
大臣其他の顕官幾人を訪問したることありや。また学士社会より、折角定
めたる客員も大に利用せず」と反論し、続けて以下のように述べる。
大臣若くは実業家に逢へりとて別に有益ならざることあるべし（学問
上より云へば）。然し新聞紙のため利用する点より云へば有益なるこ
とあり。蓋し大に之を勉めざるは、其性質に合はざる故ならん。新聞
社の内部即ち編輯上のことに付ては大なる欠点なきも、この一事は頗
る大欠点と思はるゝなり。…（中略）…この儘にて（木内帰朝したる
上にても）朝日の大敵に當り、能く之と競争し得と思惟するか 35。

33

ただし渡邊は雇われ社長では満足せず、大阪毎日新聞社の株式を所有す
ることで自らオーナーになろうとした。佐々木隆によれば、そのための資
金援助を松方正義に申し出たという。前掲佐々木『メディアと権力』132～
133 頁。

34

故本山社長伝記編纂委員会編『松蔭本山彦一翁〔本編〕
』
（大阪毎日新聞社、
1937 年）213 頁。

35

同上 214 頁。
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本山は、渡邊体制における編輯総理格であった門田正経と木内伊之助へ
の不満を隠さない。『大阪朝日』との販売競争を制するためには、中央政
財界の有力者の協力を仰ぐことが必要だと本山は考えていた。すでに述べ
たように、
『大阪朝日』は高橋健三 36 を客員として招くことで紙面の高級
化に成功しており、本山はこれに対抗して、中央から有力者の招聘を画策
する。その結果、『大阪毎日』は、原敬（明治 30 年 3 月）、次いで小松原英
太郎（明治 33 年 11 月）という、中央官庁の次官経験者を、編輯総理・社
長として招き入れることに成功した 37。そして実際に、原は外交官時代の
コネクションを活かして常設外国通信員を整備し、また富井政章・岡野敬
次郎・一木喜徳郎ら学界の権威を客員とすることで論説の充実を図るな
ど、紙面改革に一定の成果を残したという 38。
原の社長就任と前後して、渡邊を支えた記者が相次いで『大阪毎日』を
離れることになった。木内は明治 30 年に病没し、門田は東京支局に転任
した後に退社した。渡邊没後に社長を務めていた高木喜一郎も、明治 31
年には退社した。残った記者─渡邊巳之次郎・菊池清・高木利太・相島
勘次郎─は、後に本山を支えていくことになる記者たちではあるが、当

36

高橋は、明治 26 年 1 月に大阪朝日に入社する以前、明治 22 年 3 月から 25
年 11 月まで官報局長を務めている。なお、明治 26 年 10 月まで大阪毎日の社
長を務めた渡邊治に官歴はない。

37

原は明治 30 年 3 月に編輯総理として大阪毎日新聞に入社し、翌 31 年 9 月
に社長に就任した。原の後任である小松原も、同様に明治 33 年 12 月に編輯
総理として入社し、同 34 年 12 月に社長に就任した。ただし、原・小松原の
招聘については、いずれも本山が主体的に人選を行ったわけではない。原
の招聘は藤田伝三郎の、小松原の招聘は原の主導で行われた。本山は、渡
邊治・高木喜一郎・桐原捨三など、自身の母校である慶應義塾の人脈から
リクルートする傾向にある。そのため、明治 33 年に本山が原の後任として、
やはり慶應義塾出身の矢野文雄を招こうとした際には、原とのあいだに対
立が生じた。大阪毎日新聞社編『大阪毎日新聞五十年』
（大阪毎日新聞社、
1932 年）82～86、119 頁。

38

前掲『松蔭本山彦一翁〔本編〕
』220 頁。
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時はまだ二十代であった 39。客員による論説は、彼らの経験不足を補う意
味もあったであろう。原が自ら筆を執ったことは知られているが 40、小松
原も自ら社論をリードした。いずれにせよ、明治 30 年代初めを画期とし
て、『大阪毎日』の紙面は一新されたといってよい。
それでは、原や小松原は『大阪毎日新聞』を通じて、何を訴えたのか。
よく知られる通り、当時の原の経済政策の柱のひとつは外資輸入論であっ
た 41。原にとっては、明治 32 年に控えた新条約の実施後は「我より之を望
むも望まざるも、外資は自然に輸入せらるべきもの」であって、日本経済
を活性化させるための有効策と考えられた。また、最大の税源であった地
租の増徴を可能にするために、実業家層の政治への積極的な参加を促し
た 42。
原退社後も、この二つの路線は継続された。たとえば、明治 34 年 11 月
の『大阪毎日』では、オリエンタルホテルの支店建設に非協力的な態度を
とる京都府を批判し 43、外資導入を妨げる排外的な態度を批判している。
また同月の『大阪毎日』は、「経済思想なき政治家を排ひ出し、国力増進、
実業繁盛の社会を造り出す」44 ことを訴えている。

39

渡邊巳之次郎は明治 2 年生まれ、菊池清は明治 3 年生まれ、高木利太は明
治 4 年生まれ、相島勘次郎は慶應 3 年生まれである。

40

伊藤之雄『原敬』上（講談社、2014 年）297～337 頁。原は論説以外にも、

「でたらめ」などのコラム欄も担当した。なお原は、大阪毎日退社後も、明
治 36 年 3 月から明治 38 年 1 月まで大阪新報の社長を務めているが、そこで
も実質的な主筆として活動している。新聞社時代の主要な論説・コラムは
『原敬全集』上巻（原敬全集刊行会、1929 年）所収。大阪新報時代の原敬に
ついては、飯塚一幸「原敬社長時代の『大阪新報』
」伊藤之雄編著『原敬と
政党政治の確立』
（千倉書房、2014 年）。
41 「外資輸入」
（明治 31 年 2 月 15 日～26 日）『原敬全集

上』360～382 頁。

42 「実業団体の組織に就て」
（明治 32 年 1 月 10 日）『原敬全集

上』427～429

頁。
43 『大阪毎日新聞』明治 34 年 11 月 2 日「京都のモンロー主義」。
44 『大阪毎日新聞』明治 34 年 11 月 5 日「政治と実業の関係は密着すべし」
。
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他方で、原は大阪市政にかんする問題については、論説で取り上げるこ
とを控えた。先に触れた明治 31 年 9 月の大阪市長選定をめぐっては、
『大
阪毎日』は、市長問題を雑報では詳細に報じるものの、論説では積極的に
は取り上げなかった。9 月 15 日に「市長問題」と題した論説を掲げたのみ
である 45。この論説では「市民に其人なく又実業者に其人なくば、旧官吏
よりにても何にても妨げなし」と、『大阪朝日』と同様に菊池の府知事就
任を後押ししているようにみえる。ただし、「市長は法律上に於ても現に
各地に在る所の市長と同一のものとなるの謂にして、市長の文字に酔うて
倫敦市長の如きものを夢る者ありと雖も、此等は畢竟本を知らざる一種の
迷論たるに過ぎざるなり」と述べ、ナショナル・レベルの名望家に固執す
る『大阪朝日』とは一定の距離を置く態度をみせている。
この点について、原は本山彦一に宛てた書簡のなかで、以下のように述
べている。
小生が聞く所ニてハ、田村太兵衛（丸亀屋ト云フ呉服屋ノ主人、毎日
編輯局田村岩三郎ノ兄）を推挙運動する者有之由、此人ハ小生等ハ甚
感服せず、知事之小使位ニ適するならんと被存候（同人は西村知事、
山田知事之時代より知事に取入申候）。乍去他ニ誰レヲ推選するかと
申候へば、小生ハ別ニ見込も無之、タレが市長ヲ勤メたりとて利害之
関係も大なりとハ信不申、又特別市制なれバとて実際人民之幸福を減
するとも考不申（権利名分ハ兎も角）候へ共、今少し適當之人も可有
之、東京京都等ニ対して恥ぢさる様之人ハなきやと存候。就而ハ豫メ
老臺之御注意奉願度義ハ、新聞ニてハ田村市長たることを廃斥するに
も及ぶまじといへとも、何卒賛成せざる様に致度、若シ之を賛成し、
間もなく不躰裁、不都合をなす時ハ、新聞社も幾分其責を分たざるを

45 『大阪毎日新聞』明治 31 年 9 月 15 日「市長問題」。なお、この論説は『原
敬全集』には収められていない。
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得ざれバなり 46。
原のローカル・レベルの名望家に対する態度が、如実にうかがえよう。
原も『大阪朝日』と同様、ローカル・レベルの名望家への評価は低い。し
かしながら、『大阪朝日』とは異なり、『大阪毎日』は市長問題には踏み込
まなかった。いずれにせよ、両紙の態度にもかかわらず、大阪市の初代市
長には予選派の推す田村太兵衛が就くことになった 47。
原の後任として『大阪毎日』の編輯総理・社長となった小松原英太郎は、
この点では原と対照的である。内務官僚であった小松原は、地方行政とく
に市町村行政にかんして「穏健なる意見を以て一般人心を指導」すること
に努めたという 48。
実際に、小松原が入社した直後の明治 34 年 1 月 2 日から 10 日にかけて、
『大阪毎日』には「地方自治論」と題する連載が掲載されている。この論
説で批判されているのは、名誉職である市参事会員・市町村会議員であ
る。これらの名誉職は、「党派に属せざるものと雖ども、また他の競争運
動に左右せられ、私情を以てその人を推薦するの弊なきにあらず」、「多く
は適当なる人物を得ず」49 という状況にある。結果として、
「妄に瑣細の事
件に拘泥して、或は市町村長を攻撃し、或は他派の議員と論争する等、紛
擾を事とし、公同事業に対して真摯なる行動をなす能はざる」50 状況が生
まれている、と批判している。この論説は、大阪市のみを対象に取り上げ
たものではないが、大阪市政への批判も念頭におかれていたことだろう。
小松原の社長就任後、『大阪毎日』は大阪市政への論評を積極的に行って

46

原敬文書研究会編『原敬関係文書』第 3 巻（日本放送出版協会、1985 年）
387 頁。

47

前掲『新修大阪市史』第 6 巻 13 頁。

48

有松英義編『小松原英太郎君事略』
（私家版、1924 年）71 頁。

49 『大阪毎日新聞』明治 34 年 1 月 5 日「地方自治論（四）
」。
50 『大阪毎日新聞』明治 34 年 1 月 6 日「地方自治論（五）
」。
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いくことになる。

2．大阪市政財界の変化
かくして、明治 30 年代初めには『大阪毎日』『大阪朝日』のいずれも、
大阪市政を正面から論ずるようになる。両紙に共通するのは、いずれも従
来市政を担ってきた中小実業家層への不満である。『大阪朝日』が露骨に
表明しているように、大阪の都市政治の担い手としては、ナショナル・レ
ベルの名望家が望まれていた。
すぐれた人物が求められたのは、行政機構のみではない。明治 30 年代
には、大阪の各種産業は、一定程度の規模の組織をマネジメントできる人
物を必要とした。その背景には、大阪市経済の急成長がある。日清戦後の
企業勃興期には、たとえば大阪市内には私立銀行が明治 27 年から 29 年の
3 年間で計 24 行も設立されるなど 51、金融機関が急増した。これらの金融機
関を中心に、明治 30 年代にかけて鉄道・繊維・金属工業などが急成長し
ていく。明治 28 年に設立した住友銀行を中核として事業を多角化させて
いく住友財閥は、そのひとつの典型であろう 52。
他方で、中央官界では政党内閣（第一次大隈内閣）の成立と崩壊という
一連の政治変動の影響もあって、高級官僚の依願退職が続出した。こうし
て需要と供給が一致した結果、東京から官僚出身者が、企業経営者として
大阪に招かれる。大阪毎日新聞社が原敬、次いで小松原英太郎を招いたこ
とは、先述した通りである。彼らの他には、逓信省管船局長から大阪商船
社長に就いた中橋徳五郎（明治 31 年 7 月）、文部次官から三十四銀行頭取

51

新修大阪市史編纂委員会編『新修大阪市史』第 5 巻（大阪市、1991 年）
329 頁。

52

前掲『新修大阪市史』第 6 巻 314～316 頁。
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になった小山健三（明治 32 年 1 月）などがその代表格として挙げられるで
あろう。
もっとも、次官・局長クラスの高級官僚の大阪財界入りは、やはり例外
的である。しかも彼らは、市政の実践部分を担うのではなく、大実業家層
と肩を並べる調整役であろうとした。大阪市政財界に直接的かつ長期的な
影響を与えたのは、高級官僚ではなく日本銀行からの転出組であった。明
治 32 年 2 月から 3 月にかけて、日本銀行の総裁人事に反発して理事・局長
クラスの幹部総勢 11 名が辞職する「日銀ストライキ」が起きた。この 11
名のうち、8 名までが大阪財界入りする。河上謹一・植村俊平・藤尾録
郎・志立鉄次郎の 4 名は、住友本店に迎えられた。片岡直輝は大阪瓦斯会
社社長に、渡辺千代三郎は北浜銀行支配人に、町田忠治は山口銀行総理事
に、そして後に大阪市長となる鶴原定吉は関西鉄道会社社長に就任し
た 53。
彼らを大阪の財界に迎え入れたのは、岩下清周であった。岩下は、信州
松代の生まれで、商法講習所を経て三井物産に入社した。明治 16 年から
21 年にかけてパリ支店長として同地に滞在中、外務書記官として同じく
パリに滞在していた原敬、海軍主計官として滞在していた片岡直輝と親交
を深める。その後、明治 28 年 9 月に三井銀行支店長として大阪に赴任して
以降、藤田伝三郎とのあいだに個人的な信頼関係を築くことで、大阪にお
ける地歩を固めていった。岩下は明治 31 年に三井銀行を退社し、藤田の
協力も得て、北浜銀行を創立する。岩下は、この北浜銀行を中心として鉄
道・紡績など多角的な事業の経営に参画し、また支援した。岩下の支援に
よって企業家としての地位を確立した者としては、谷口房蔵（大阪合同紡
績）・大林芳五郎（大林組）・小林一三（阪急電鉄）などが挙げられる。
日銀ストライキ組で、とくに大阪市政界とつながりが深かったのは片岡
直輝である。片岡は土佐の生まれで、海軍主計官を経て、内務省に入った。
53

前掲『新修大阪市史』第 6 巻 658 頁。
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明治 26 年 4 月から 29 年 4 月までの三年間、大阪府書記官を務めている。片
岡と同僚であった石原健三の回想によれば、市政特例廃止以前の大阪府に
おいて、片岡は実質的な「大阪市助役」として、市会・市参事会対策にそ
の手腕を発揮したという 54。片岡は、明治 29 年 6 月には日本銀行にうつる
が、同年 10 月からは大阪支店長心得（翌年 2 月からは支店長）として大阪
に戻ってきた 55。日本銀行退職後も、一部の大阪市財界人とは継続してつ
きあいがあったようで、とくに永田仁助との交流は長く続いた 56。
三井銀行大阪支店で岩下の部下であった小林一三は、「岩下氏の功労は、
何といっても、大阪財界に知識階級の新人を移入し、各方面の陣容を充実
して、町人の大都会に新鮮味を横溢せしめたこと」57 と評しているが、実
際に岩下は、中央出身や新興の経済人のコミュニティを構築していった。
原敬が大阪毎日新聞社に入社する際に両者を仲介したのは、パリ駐在時代
からの知己である岩下清周と片岡直輝であった 58。また中橋徳五郎の回想
によれば、岩下は鶴原定吉・片岡直輝・町田忠治・小山健三などが参加す
る「大阪経済会」を主宰していたという 59。

54

片岡直輝翁記念誌編纂委員会編『片岡直輝翁記念誌』（私家版、1928 年）
追懐録 67～68 頁。

55
56

前掲『片岡直輝翁記念誌』小伝 11 頁。
片岡直輝の側近であった渡辺千代三郎は、以下のような回想を残してい
る。「故人（片岡―引用者）日銀の支店長で居られた頃は半町も向ふから人
力車から降りて叩頭せし人も、辞職後はすれ違ふ際横を向くといふ風で大
阪は実に軽薄の人多きに、永田君は依然として故人を訪問慰安されたれば、
永田は真面目の男なりと常に申されました。之等の事情よりして故人は深
く永田君を信用し、何事か機会ある毎に永田君を推挙し之が引立に努むる
ことになりました。
」前掲『片岡直輝翁記念誌』業績 7 頁。

57

小林一三『逸翁自叙伝』（図書出版社、1990 年、講談社学術文庫版、2016
年）52 頁。

58
59

前掲『原敬日記』第 1 巻 265～267 頁。
故岩下清秋君伝記編纂会編『岩下清周伝』
（私家版、1931 年）第六編 275 頁。
大阪経済会について、わかっていることは少ない。
『大阪毎日』によれば、
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明治 32 年 8 月に『大阪朝日』の記者として来阪した本多精一は、以上の
ような、岩下を中心とする財界人コミュニティに迎え入れられたようであ
る。原田敬一の研究によれば、本多は明治 34 年 2 月には大阪経済会が嘱託
した商業会議所条例改正調査委員の一員となっている 60。
おそらく、この新興財界人コミュニティを通じて、鶴原と本多は知り合
うようになったのだろう。『上野理一伝』によれば、明治 34 年 8 月に鶴原
が大阪市長に就任すると、本多は鶴原市長の市政運営上のアドヴァイザー
としても活動するようになったという 61。この点を実証する史料はみあた
らないが、鶴原が大阪市長に就任する直前の明治 34 年初頭より、『大阪朝
日』が大阪市政に対する関心を深めていったことは確かである。
『大阪朝日』では、明治 34 年 1 月より大阪市政にかんする複数の論説が
掲載されたほか 62、明治 34 年 3 月 27 日から 5 月 1 日にかけては、「大阪市政
の現状」と題された長期連載が掲載された。これらの論説の要点は、予選
派批判にあった。「大阪市政の現状」では、大阪市財政の膨張を問題視し、
その要因を公共事業の増加と冗費の増加に求める。築港・道路建設・水道
布設・公園整備など一連の公共事業の必要性は否定しないが、その経営手
腕に疑問を呈する。
明治 31 年 5 月 3 日に大阪ホテルで第一回総会が開かれている。第一回総会で
選出された委員は、松本重太郎・岩下清周・片岡直温・町田忠治・浜田銀
治郎・熊谷辰太郎・森作太郎・原敬・村山龍平・江口定襄・前川槇造・外
山脩造の 12 名である。このうち常務委員として、岩下・町田・江口の 3 名
が互選された。同会は、隔月で開催されるほか、東京その他より「大臣又
は知名の氏」が来阪した場合に臨時会を開くことにしており、著名人によ
る演説会の開催がその主な活動内容だったと思われる。『大阪毎日新聞』明
治 31 年 5 月 5 日「大阪経済会初集会」
。
60

前掲原田『日本近代都市史研究』295 頁。

61

前掲『上野理一伝』555 頁。

62 『大阪朝日新聞』明治 34 年 1 月 15 日「得意時代の大坂」
、2 月 20 日「市民
の権利義務」
、3 月 15 日「市の財源調査」
、3 月 23 日「公共事業の暗黒面」
、7
月 20 日「大阪市会の近状」
、8 月 26 日「市政刷新に就て」。
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では、なぜこれらの事業費は膨張してしまうのか。『大阪朝日』は、そ
の原因を「立法行政の機関あれども活動せず、少くとも統一的活動なし」
と、市参事会員・市会議員などの名誉職、および彼らの専横を黙認する市
長（田村太兵衛）に求める。『大阪朝日』は、続けて以下のように述べて、
市参事会員を批判する。
試に思へ、市参事会員が日々出勤して、細末の事項にも会議を開き、
下級吏員の取扱ふべき書類にも、一々其検印を付し、当然市長に委任
して可なる事項をも、尚ほ委任せずして、自から之に當るが如きは、
是れ抑も何の為ぞや、精励と云へば、精励に似たりと雖も、之が為に
は、手続の繁雑となり、事務の渋滞となり、日當支出額の増加となり、
而して其議する所も、取扱ふ所も、皆是れ形式的の事のみなりとすれ
ば、其一見精励に似たるものは、安んぞ知らん、事実上の市長不信任
に非れば、則ち自ら好んで、名誉職たる地位を擲ち、浅ましくも市の
俗吏となり、給金取りを以て甘んじつゝあるものなり 63
同様の批判は、市会議員にも向けられた。「名誉ある市会議員は入りて
は則ち純然たる市の俗吏なり、日給取りの稼人なり、而かも主人公の稼人
なり」64 と述べ、市参事会員も市会議員いずれも会議を連日開いてはいる
ものの、それらの会議は日当目当ての会議であるため、公共事業について
の基本方針が決められているわけではない。その結果、各種事業の経営が
乱脈をきわめる。しかも市長は不信任を恐れて「其罪を責めず、其過を咎
めざる」状態にある。これを改めるには、参事会員・市会委員の日当を廃
止するのはもちろんのこと、根本的には市会における「委員政治」を廃止
する必要があるという。

63 『大阪朝日新聞』明治 34 年 4 月 1 日「大阪市政の現状（六）」。
64

同上。

20

大阪瓦斯報償問題再考
─ メディアからみる大阪市政財界 ─ （稲吉）

大阪市会では、政策課題ごとに「水道委員」
「浜地委員」
「学務委員」
「博
覧会委員」などの委員会を設置していたが、これも市参事会同様に「無意
味無効能」であると『大阪朝日』は批判する。そればかりか、これらの委
員が委員以外からの干渉を嫌うために、「市長もなく、市会もなく、市民
もなし」65 という委員政治が行われることになる。そして、これらの委員
政治をもたらしているものこそ、名誉職の予選体制にほかならない。
名誉職参事会員と、常設委員の分け取りに至ては徹頭徹尾分配主義な
り、否分配主義の結果が、数数の常設委員として、現はれたりと云ふ
に若かず。議員の分け取りなるが故に、其目指す所は、委員たり会員
たる名目其物に在り、人は誰たるを問ふを要せず、妓楼の亭主にても
可なり、高利貸にても可なり 66
名誉職がローカル・レベルの名望家の相互扶助の手段となっている限
り、市財政の膨張は止められない。したがって、市財政を立て直すために
は市政の一新を図らなければならない。そのためには、市参事会員や市会
議員に「適当なる人材を挙げて、市政に参與せしむること」が肝要である、
と『大阪朝日』は述べる。そして当面の課題として、6 月 1 日に迫った市
会議員の半数改選において「自由に公平に其の選挙権を行ふ」67 ことを、
『大阪朝日』は市民に求めるのである。
大阪市政の刷新を求める立場は、『大阪毎日』も変わらない。明治 34 年

65 『大阪朝日新聞』明治 34 年 4 月 10 日「大阪市政の現状（十一）
」。
66 『大阪朝日新聞』明治 34 年 4 月 15 日「大阪市政の現状（十六）
」。
67 『大阪朝日新聞』明治 34 年 6 月 1 日「市会議員の改選」
。なお、
『大阪朝日』
によれば、予選派の弊害は市参事会や市会に限定されない。同じく予選派
による相互扶助組織と化している商業会議所についても、同様に刷新が必
要だと論じている。
『大阪朝日新聞』明治 34 年 2 月 5 日「重て商業会議所に
就て」
、2 月 20 日「市民の権利義務」
、3 月 18 日「商業会議所の選挙」
。
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1 月、小松原英太郎が社長に就任した直後に、『大阪毎日』が名誉職市参
事会員・市会議員を批判する内容の「地方自治論」を掲載したことは、す
でに述べた通りである 68。さらに、同年 4 月には市参事会員のひとりが詐欺
の嫌疑で逮捕されたことを受けて、「就中最も奇怪に感ぜらるゝは妓楼の
主人が往々名誉職の選に当り、恬然として市政に参与するも、市長市参事
会員市会議員等平然彼等と相伍して耻ぢざることなり」69 と述べるなど、
『大阪毎日』も予選派に対する不信感をあらわにしている。そして、6 月
の市会議員選挙に向けて、「候補者と名乗る人々をして正々堂々主義政見
を発表せしめ、選挙有権者はこれによりてその向背を決すること」70 を求
めるのである。
以上の検討から、明治 30 年代半ばには、大阪市政財界に大きな変化が
起きたことが確認できるだろう。この変化は、中央からの官僚・財界人の
流入に大きな原因があり、岩下清周を中心として新興財界人コミュニティ
が形成された。『大阪毎日』『大阪朝日』の両紙は、いずれもこのようなコ
ミュニティに属しながら、大阪市政におけるローカル・レベルの名望家
（予選派）による名誉職の独占を批判したのである。

68

小松原は、明治 34 年 1 月より胃潰瘍を患い転地療養を余儀なくされた。
社務に復帰したのは、4 月頃である。この間、小松原を補佐する目的で『時
事新報』から土屋元作・石井甲子五郎が招かれたが、高木利太の日記によ
れば、この人事が原因となって明治 34 年 5 月から年末にかけて大阪毎日社
内は動揺したようである。前掲『小松原英太郎君事略』71 頁。高木まさ編

『高木利太追懐録』
（私家版、1935 年）297～310 頁。
69 『大阪毎日新聞』明治 34 年 5 月 1 日「名誉職の選挙」。
70 『大阪毎日新聞』明治 34 年 4 月 16 日「公事は公にすべし」。
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3．
『大阪毎日』
『大阪朝日』の市政改革論
しかし、ローカル・レベルの名望家を措いて、市参事会員・市会議員と
して適当な人物が、果たして存在するのであろうか。この問いに対する両
紙の回答は、異なる。
『大阪毎日』が、名誉職参事会員・市会議員を批判し、実業家に期待し
ていたことはすでに述べた通りである。しかし、小松原が編輯総理となっ
た『大阪毎日』が、より問題視するのは「党派の弊害」であった。小松原
の入社直後の明治 33 年 12 月 4 日から 9 日まで、
『大阪毎日』は「党派の弊
害」と題した論説を連載している。この連載では、党派拡張のために公共
事業が拡大し、それゆえに財政支出の膨張と収賄事件の頻発を招いてい
る、との認識が示される 71。
而して一府県一市町村の利害休戚亦容易に彼等党勢拡張の犠牲と為り
了る。地方政治の紊乱止まる所あらんと欲するも得んや嘆ぜざる可ら
ず。殊に最も醜陋なる者に至ては一般の情勢漸く党派の為め公職を枉
るを怪まざるを奇貨とし、竊に良民を誘惑し甚しきは相結託して私利
を貪るの事あり。近来世間屡々収賄事件を伝ふる者概ね此輩の行為に
外ならざる也。……72
したがって、反省すべきは「政党者」であり、政党の改良あるいは脱党
派化こそが地方政治の改良をもたらすということになる。

71 『大阪毎日新聞』明治 33 年 12 月 4 日～9 日「党派の弊害」
。なお、
『大阪毎
日』は、「商工の利害」を代表すべき市選出代議士は「宜しく党派の外に立
て其羈束を避け、以てその行動を自由にするの道を取るの外あるべからざ
る」と述べるなど、大阪市政界を政党から切り離そうとする点で徹底して
いる。
『大阪毎日新聞』明治 36 年 1 月 23 日「市選出代議士」
。
72 『大阪毎日新聞』明治 34 年 12 月 4 日「党派の弊害」。
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『大阪朝日』も党派の弊害を指摘するが 73、それと同等に「中等階級」が
不在であることを問題視する。「中等階級」とは、「真成に家族生活の単位
に樹立し、大抵其の主たる一二人の労力は、以て全家の生計を支持するに
足り、非常の災禍に罹るに非ざるよりは、以て他の援助を藉らずして其の
独立を維持し、併せて其の志操の独立をも自ら主とするを得」るような
人々のことを指す。
なぜ大阪市には「中等階級」がいないのか。「大阪の若きは、則ち周囲
の社会が士農中心の時代に在りし日より、已に商工業を以て市府の生命と
したれば、其の中等階級の欠乏は、蓋し由来深遠と謂ふべし」74 と、その
原因を商業都市として発達してきた歴史に求める。したがって、「市会の
改造」には時間がかかる。そこで『大阪朝日』は、市会とは異なる政治ア
リーナを想定する。
市民の自治制に対する思想と抱負にして改善せらるゝ所なき限りは、
幾度び市会議員を改選するも、市会の改造は、吾人其畢竟不可能なる
を断言せざるを得ず、是故に、市会改造の目的を達せんが為には、市
会議員改選の如きは、蓋し最後の手段なり、此手段に出るに先ち必ず
や其準備の手段なかる可らず、何をか準備の手段と云ふや、一言以て
是を蔽へは、自治制に関する市民的教育是なり 75。
市会議員が市民の選挙で選ばれる以上、市会の改造のためには市民の思
想を涵養する必要がある。そしてそのためには、「財政上及び行政上各種
の現象に就き、実際的に之が研究に従事」する研究団体を市会とは別に組

73 『大阪朝日新聞』明治 34 年 7 月 1 日「地方行政の弊に就て
方行政の弊に就て

上」
、2 日「地

下」湖南。

74 『大阪朝日新聞』明治 34 年 9 月 8 日「大阪の社会と市政

中」湖南。

75 『大阪朝日新聞』明治 34 年 8 月 26 日「市政刷新に就て」。
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織するべきだ、と『大阪朝日』は主張する。
以上のような市民に選ばれる名誉職候補として、『大阪朝日』は、大阪
に流入しつつある新興実業家に期待をよせた。たとえば、市参事会・市会
と同じくローカル・レベルの名望家の互助組織と化していた商業会議所に
ついては、「法人代表者を選出して、少くとも会員定数の半ばを占めしむ
ること」を求める。なぜなら、「有力なる銀行会社に於て重要なる地位を
占むるの人は、会員としても、恐らく尤も其職に適ひ、其責を尽すの人た
る」76 ことが予想されるからである。在来の中小企業家ではなく、全国区
の大企業経営者の流入を望んでいたことがうかがえるだろう。
こうした発想は、市長問題にも適用される。明治 31 年の市長選定にお
いて、
『大阪朝日』がナショナル・レベルの名望家に固執したことは、す
でに述べた通りである。明治 34 年の夏頃から、大阪市財政の行き詰まり
を打開するために、予選派のなかでも田村市長の更迭が検討されるように
なる。かかる状況で、『大阪朝日』は先陣を切って、田村の辞職と鶴原定
吉の大阪市長就任支持の姿勢を打ち出した。
市長の更迭問題が表面化するのは、明治 34 年 7 月 25 日の『大阪朝日』
による報道である。同日の『大阪朝日』では、田村太兵衛市長の辞表提出
から、政友会系市会議員による、政友会総務委員鶴原定吉への市長就任交
渉過程に至るまで、雑報で詳細に報じている 77。さらに同月 29 日には、
「大
阪市の事業、今や築港纔に其緒に就き、第五博覧会の開設も亦近きに在り、
而して頃来、経済界の恐慌不振は、此等の事業を阻害する亦少なからず、

76 『大阪朝日新聞』明治 34 年 2 月 5 日「重て商業会議所に就て」。市政に限ら
ず大阪経済界においても同様のことがいえるという。
77 『大阪朝日新聞』明治 34 年 7 月 25 日「田村市長の辞職と鶴原氏」
。なお同
日の『大阪毎日』では、「市参事会員諸氏は昨日午前十時ごろより午後一時
頃まで市参事会室において何事か極めて秘密に協議する所ありたり」と報
ずるに留まっている。
『大阪毎日新聞』明治 34 年 7 月 25 日「市参事会」。
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則ち此盤根錯節の時に際し鶴原氏を推して、其手腕を試みんと欲す」78 と、
鶴原を支持する論説が掲載された。
このような『大阪朝日』の態度は、『大阪毎日』と対照的である。『大阪
毎日』は、やはり党派の弊害を問題視した。7 月 27 日の論説では、鶴原を
最有力候補と認めながらも関西鉄道会社との契約上その就任は難しいと指
摘し、「市政の綱紀を正し全市の繁昌を計るに在れば後任者の選擇に就て
は我大阪市民たるもの、勉めて情実の弊を去り真の適任者を求めざるべか
らざるなり」79 と述べるにとどまる。さらに鶴原の市長就任が決まった直
後の論説でも、政友会総務委員の辞職を勧告している 80。
こうした態度の違いがありながらも、両紙が鶴原に共通して期待するの
は、大阪市が直面していた「緊急の二問題」、すなわち第 5 回内国勧業博
覧会準備と大阪築港問題であった 81。そのなかでも『大阪朝日』が重要視
したのは、築港問題である。
大阪築港は、開港以来外国貿易がほとんどなかった大阪港を一大通商港
とすべく、総額 2250 万円の巨費を投じて明治 30 年から開始された一大市
営事業である 82。しかし、コンクリートの決壊による工事の遅れや、物価
上昇に伴う工費不足により、明治 33 年ごろには大阪市財政を圧迫してい
た。『大阪毎日』も『大阪朝日』も、築港そのものの必要性は否定しない。
しかし、大阪築港に対する『大阪朝日』の態度は、やや冷淡であった。
たとえば、明治 34 年 7 月 8 日の論説では、「大阪が一躍して貿易港たら
んとし而も神戸を凌駕せんとするの希望は、単に希望として存在するは、
之を妨げずと雖も、今は則ち希望の時代に非ず……」83 と述べる。『大阪朝

78 『大阪朝日新聞』明治 34 年 7 月 29 日「市長の後任は誰そ」晩香。
79 『大阪毎日新聞』明治 34 年 7 月 27 日「市長の後任」
。
80 『大阪毎日新聞』明治 34 年 8 月 10 日「鶴原氏に望む」。
81 『大阪朝日新聞』明治 34 年 7 月 24 日「博覧会と築港」。
82

拙書『海港の政治史』
（名古屋大学出版会、2014 年）第 2 章第 3 節。

83 『大阪朝日新聞』明治 34 年 7 月 8 日「貿易港としての大阪」雪堂。
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日』は、大阪築港の規模が過大であると指摘し、また大阪市民が築港とい
うハード面の整備に熱心である一方、「何が故に内外の船舶は、此に輻輳
せざる可らざるやの疑問に対しては之が研究に暇あらざりしに似たり」
と、その利用にかんして無関心であることを批判する。そして、現状の出
入港船舶数に応じて計画を縮小し、港湾運送・倉庫・船舶修繕などの附帯
事業を民営事業として展開すること─換言すれば、築港事業の民営化を
主張するのである 84。
これに対して、
『大阪毎日』は築港継続を訴える 85。大阪・神戸双方に経
営基盤をもつ藤田伝三郎らをオーナーとする『大阪毎日』は、元来は大阪
築港には消極的であった。その理由は、大阪築港そのものが不要というわ
けではなく、築港を運営する大阪市政への不信にあった 86。他方で、帝国
海事協会の発起人のひとりでもある小松原が編輯総理に就任したことで、
『大阪毎日』は台湾・中国貿易の拡大や移民奨励など独自の海国論を主張
するようになる。かかる海国論の一部として、大阪築港は位置付けられて
いた 87。
大阪市長更迭問題が紙面を賑わせた明治 34 年 7 月から 8 月にかけて、
『大
阪朝日』『大阪毎日』の両紙で、大阪築港問題が相次いで取り上げられた。
当時の大阪市政にとって、築港の継続が最大の関心事になっていたといっ
てよいだろう。田村太兵衛への辞任要求および鶴原定吉への市長就任要請
をおこなったのは、予選派も含む政友会系の市会議員であった 88。両紙の
84 『大阪朝日新聞』明治 34 年 7 月 31 日「築港の附帯事業
港の附帯事業

上」
、8 月 1 日「築

下」。なお、『大阪朝日』は翌年になると大阪築港の国営化

を主張するようになるが、「築港は必要だが、市営では困難である」という
点で一貫している。
『大阪朝日新聞』明治 36 年 9 月 5 日「大阪築港国営論
上」
、6 日「大阪築港国営論

下」
。

85 『大阪毎日新聞』明治 34 年 8 月 4 日「大阪築港に就て」
。
86

前掲拙書『海港の政治史』第 2 章第 3 節。

87

拙稿「実業新聞の市政論」
『法政理論』第 47 巻第 3・4 号（2015 年）
。

88 『大阪朝日』によれば、この運動の中心になったのは、山下重威・森作太
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批判対象であった予選派も、その問題意識を共有していたことは間違いな
いだろう。実際、市長に就任した鶴原が最初に手がけた問題は、築港の見
直しであった。
明治 34 年 10 月 28 日、鶴原市長は市参事会で築港経営策を発表する 89。そ
の内容は、工費の膨張に対応して当初予定から大幅に規模を縮小し、当初
予定通りの予算内でおさめようとするものであった。さらに鶴原は、築港
の運営方法も見直した。それまで築港予算は大阪市会からの介入を防ぐた
めに、毎年定額が支出されることになっていた。その結果、築港予算の使
途への疑惑も高まり、築港事務所は「大阪市ノ伏魔殿」と呼ばれるように
なる。鶴原は、築港事務所長であった西村捨三を更迭し、また築港予算を
毎年度市会へ付議するように改めた 90。
これは、『大阪毎日』
『大阪朝日』両紙が批判を続けてきた「委員政治」
の是正にほかならない。それゆえ、両紙とも、大阪築港そのものに対する
態度の違いにもかかわらず、鶴原の築港修正案に対して、一定の評価を与
えることになる。
たとえば、『大阪朝日』は「該案に対する吾人の意見は暫く措き、兎も
角も多年混沌たる状態に陥り、動もすれば市民の失望と社会の冷笑とを免
るゝ能はざりし我が築港の経営が、愈前途に一條の光明を認め得るに至り
たるに就ては、吾人は我が市の為喜に堪へざるものあり」91 と述べ、設計

郎・日野國明・天川三蔵・前川彦十郎・荒木英一・法橋善作である。この
うち、天川・前川は、予選派の領袖としてしばしば批判対象とされる人物
である。
『大阪朝日新聞』明治 34 年 7 月 25 日「田村市長の辞職と鶴原氏」。
89 『大阪毎日新聞』明治 34 年 10 月 29 日「鶴原市長の築港経営案成る（昨日
の市参事会）
」
。
90

拙稿前掲「実業新聞の市政論」131～132 頁。なお西村は、明治 36 年 2 月
に築港事務所長を辞任した。

91 『大阪朝日新聞』明治 34 年 11 月 5 日「築港と大阪」。ただし、『大阪朝日』
は「築港事業に対する真正の問題は、之より愈其解決を以て全市民に迫ら
んとす、之が利用の方策即ち是なり」と、築港の利用問題を問いかけるこ
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案についての評価は保留しつつ、築港の運営体制に改善を加えた点を高く
評価している。
他方で、『大阪毎日』は、鶴原が市長に就任する以前から、鶴原案と同
様の内容をもつ築港修正案を提示しており 92、修正案そのものには、もと
より異論のあるはずもなかった。11 月 1 日の論説では、
「成るべく氏の意
見をして行はれしめんことを期せられたし」93 と全面的に賛同している。
かくして、予選派による委員政治の打破と大阪市財政の縮小という、
『大
阪朝日』『大阪毎日』両紙の要望は、鶴原市長の登場によって実現されつ
つあった。翌明治 35 年 4 月には、新たな築港公債が売り出され、また西村
築港事務所長も毎年度の予算案の市会提出に同意したことで、築港問題は
一応の解決をみた。設計案の評価をめぐっては齟齬があった両紙も、予選
派による委員政治の打破という共通した問題意識のために、その対立が表
面化することはなかったのである。

4．大阪瓦斯報償問題をめぐる対立
ところが、『大阪朝日』『大阪毎日』の両紙は、鶴原市長の次なる課題
─公益事業の財源化をめぐっては、対立することになる。
大阪市財政悪化の根本的な原因は、都市需要の拡大にあった。しかし、
地方税の大幅な増税の見込みは立たない。そのため鶴原は、税収入以外の
収益源として公益事業に目をつけた。その標的とされたのは、ガス事業で
あった。鶴原が市長に就任した当時は、大阪にはまだガス事業が展開され
ていなかった。明治 29 年に大阪瓦斯が創立されていたものの、その後の

とを忘れてはいない。
92 『大阪毎日新聞』明治 34 年 8 月 4 日「大阪築港に就て」。
93 『大阪毎日新聞』明治 34 年 11 月 1 日「築港工事と市長の意見」
。
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経済不況の影響を受けて同社は資金不足に陥り、事業に着手できない状況
が続いていた。明治 34 年初頭に、大阪瓦斯は東京の企業家――浅野総一
郎の支援を受けられることになった。その際、同社の社長として白羽の矢
が立ったのが、片岡直輝である 94。
浅野が大阪瓦斯の立て直しのためにとった方策は、外資の導入であっ
た。浅野はアメリカでガス・鉄道などの事業を手がけるアンソニー・ブレ
ディ（Anthony N. Brady）に話をもちかけた。ブレディは、明治 34 年末
から 35 年春にかけて技術者を派遣して実地調査を行い、同年 4 月からブレ
ディと片岡とのあいだで交渉が開始される。ブレディ側からの大阪瓦斯に
対する要求は、増資後の資本金の半額 300 万円を大阪瓦斯が調達すること
であった。しかし、当時の大阪瓦斯は当初の資本金 35 万円の払い込みも
終わっていない状況であり 95、片岡はそれほどの資本金を日本国内で調達
することは難しいと考えた。減額交渉を行った結果、資本金は 400 万円と
しその半額の 200 万円を日本国内で調達することとなった。その主要な出
資元は、松本重太郎・阿部彦太郎・土居通夫ら大実業家層である 96。
皮肉なことではあるが、外資導入が軌道に乗り始めたことで、ガス事業
は大阪市財政の収益源として着目されることになったといえよう。公益事
業の財源化の手法としては、市が自ら公益事業に乗り出す公営化と、市が
特定の企業に独占事業としての運営を認める代償として一定の納付金を支
払う報償契約方式とが考えられる。明治 35 年 8 月の市会で鶴原は、ガス事
業の市営化についても言及しているが 97、水道敷設・築港という二大事業
によって大阪市財政が行き詰まっており、他方で同年末には市営鉄道の建
設に着手することを考えれば、最低でも 400 万円の資本金が必要な事業に

94

前掲山田『私営公益事業と都市経営の歴史』10 頁。

95

同上 97 頁。

96

同上 13～14 頁。

97

大阪市編『大阪市会史』第五巻（大阪市、1912 年）223 頁。
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新たに手を出すことは考えにくい。鶴原は、当初から報償契約方式を想定
していたのではないか。片岡によれば、日本国内での資金調達に奔走して
いた明治 35 年 3 月に、鶴原市長に対して大阪市からの出資も要請したが、
経費多端を理由に断られたという 98。すでにこのとき報償契約方式を念頭
においていたとすれば、株式引き受けに消極的であったのも当然であった
といえるだろう。
かくして、同じく新興財界人のコミュニティに属していた鶴原と片岡
は、公益事業の経営をめぐって相対する立場に立つことになった。もっと
も、『大阪毎日』のオーナーでもある大実業家層や岩下を中心とする新興
企業家は大阪瓦斯への出資を決めており、片岡支持にまわっている。小山
健三の回想によれば、後に片岡は大阪瓦斯への出資を決めた岩下清周への
恩を語っていたという 99。
それゆえ鶴原は、大実業家層・新興企業家グループを相手に、報償契約
を認めさせるために、世論を喚起する戦略をとることになる。片岡の側近
であった渡辺千代三郎の回想によれば、鶴原は本多精一を通じて『大阪朝
日』の社論を鶴原支持にすることにしたという 100。ただ、
「報償主義」とい
う言葉を造語し、報償契約方式を鶴原に提案したのは本多であったという
から 101、因果関係は逆かもしれない。
いずれにせよ、明治 35 年 5 月末から『大阪朝日』は、公益事業の私企業
による独占を批判する論説を展開していく。たとえば、5 月 28 日の論説
「経済に及ぼす法令の力」では、「法律命令をモグリて、以て奇利を博せん

98

前掲山田『私営公益事業と都市経営の歴史』38 頁。なお、原敬は鶴原か
ら事情を聞き、「結局無償にて独占事業を外人に與ふる事を好まざるなり。」
と鶴原の心境を推し量っている。原奎一郎編『原敬日記』第 2 巻（福村出版、
1981 年）26 頁。

99

前掲『岩下清周伝』第五編 62 頁。

100

前掲『片岡直輝翁記念誌』業績 12 頁。

101

前掲原田『日本近代都市史研究』271 頁。
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とする」御用商人を批判し、かかる弊害が解消されなければ外国資本家が
安心して投資できないと論じている 102。これは、市町村が営利事業を運営
することを想定していない既存の法令を批判し、かつ外資による事業着手
を想定していた大阪瓦斯に対する牽制であるだろう。また、7 月には「独
占事業に対する欧州都市の方針」と題して、市街鉄道・電灯・ガスそれぞ
れの事業について、市営・報償方式などヨーロッパにおける事例を紹介す
る連載を掲載した 103。さらに 8 月 1 日には、大阪瓦斯が国内の増資分株式の
公募を開始するのに合わせて、
『大阪朝日』は同社の批判を展開する 104。こ
れに対して、『大阪毎日』も反論したことから、およそ半年にわたる両紙
の論争に発展したのである。
『大阪朝日』が展開した大阪瓦斯批判の論点は、多岐にわたる。法令上
の解釈をめぐる論争に目を奪われがちであるが、その点では勝利を収めた
とされる大阪瓦斯側は、結局報償契約を結ばなければならなかった。した
がって、解釈論争は、大勢に影響を与えなかったといえるだろう。
鶴原ら「市長派」と片岡ら「会社派」の勝敗を分けた点は、おそらく二
つに集約される。
ひとつは、私企業に公益事業の独占を認めれば腐敗を招くという批判を
展開し、大衆動員につなげた点である。『大阪朝日』は、ニューヨークの
「タマニー党」を事例として挙げながら、私企業による公益事業の独占が
腐敗を招くと論じ、大阪瓦斯を牽制した 105。予選派の領袖として知られた
天川三蔵や七里清助らが会社派にまわったことは、かえって市長派を勢い

102

『大阪朝日新聞』明治 35 年 5 月 28 日「経済に及ぼす法令の力」。

103

『大阪朝日新聞』明治 35 年 7 月 12～20 日「独占事業に対する欧州都市

の方針」
（一）～（九）
。
104

『大阪朝日新聞』明治 35 年 8 月 1～2 日「大阪市の対瓦斯会社方針如何」

（上）
（下）
。
105

『大阪朝日新聞』明治 35 年 9 月 4 日「大阪市のタマニー党」
。
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づかせる要因となっただろう 106。
しかし、すでにみてきた通り、
『大阪朝日』『大阪毎日』両紙の予選派批
判の主眼は、「委員政治」による名誉職の相互扶助組織化であり、またそ
の結果としての市財政の膨張にあった。ガス事業の市営化は、これらの弊
害を助長こそすれ、改善するものではないだろう。『大阪毎日』は、東京
の市街電気鉄道の事例を挙げて「我國の人民は未だ自治行政に習熟せず動
もすれば議論を事として事業を営むに便ならず」107 と、まさにこの点を指
摘する。
これに対して『大阪朝日』は、「株主たるが故に、又相談役として多少
の報酬を受けつゝあるが故に、市参事会員として又市会議員としても尚大
阪市の公益を捨てゝ会社の為にならざる可らずと思はゞ、是れ即ち公人私
人の別を辨ぜざるもの」108 と、市営および報償契約への反対者＝瓦斯会社
からの利益を得ている者、と単純に図式化することで、大阪瓦斯を攻撃し
た。そして、それは相応の効果を挙げたのである。
以上のようなメディア戦略に加えて、市会議員の支持を集める努力を怠
らなかった点が、両者の勝敗を分けた第二の点であろう。
すでに述べたように、『大阪朝日』は市会の改造のためには市会の外で
市民の研究団体を組織しなければならないと訴えていた。大阪瓦斯報償問
題は、まさにその実践例となった。本多は、明治 35 年 9 月に大阪市民同志
会を組織し、11 月には大阪市公会堂と中之島公園を会場とした市民大会
を開催する。当初は大会後、中之島から市役所前まで提灯行列を行う予定
であったが、これは警察の許可が下りずに断念した。それでも大会当日
は、『大阪朝日』の発表で 5,000 人、『大阪毎日』の推計でも 2,000 人の人々
が集まった。

106

吉本義秋『大阪人物小観』
（私家版、1903 年）49～51 頁。

107

『大阪毎日新聞』明治 35 年 8 月 5 日「独占事業の公有又は報償主義」
。

108

『大阪朝日新聞』明治 35 年 9 月 9 日「市の名誉職と市民」。
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このように市民運動が広がってしまえば、営利企業である『大阪毎日』
は、論争から距離をとらざるを得ない。11 月には、本山は小松原に対し
「瓦斯問題も鶴原市長と会社との間に止まらず、大阪市民の問題と相成候
上は、先日一寸申上候通、今後は不問に置き、朝日を相手にせざるを得策
と相考申候」109 と、瓦斯報償問題への言及は控えるよう要請している。
もっとも、市民運動それ自体は、営利企業である『大阪毎日』には打撃
となっても、市会の動向に与える影響は間接的なものにとどまらざるを得
ない。市長派が卓越していたのは、市民運動を市会議員の支持基盤と直結
させるかたちで展開したことにあった。すなわち、中小企業家の倶楽部組
織である予選団体を中心に運動を展開させたのである。
大阪市民同志会が結成される前後の市長派の動きは、『大阪朝日』に詳
細に記録されている 110。それらの記事を、いくつか抜き出してみよう。
南区公民会は昨夕同会事務所に総務委員会を開き瓦斯会社報償問題に
対する来十七日（場所未定）総会の準備となせる由。同会の首唱に拠
れば飽迄市長の宣言を助けて其目的を実行するに努め醜陋の聞ある市
会議員に向ては辞職勧告をなす等正々堂々と運動せん筈なり 111
（西区第六連合区会は─引用者）一昨日有志大会を開き左の決議を
為したり
一

大阪市対瓦斯会社報償問題に就ては客月十九日市会に於ける市長

演説の主旨を賛成し飽迄是が成立を期せん為右趣意を以て市長宛陳情
書を提起し尚左の決議を為す
109

十一月十七日付、小松原英太郎宛本山彦一書簡。前掲『松蔭本山彦一

翁〔遺稿〕
』284 頁。
110

前掲山田『私営公益事業と都市経営の歴史』268～270 頁、には、これ

らの記事が一覧化されている。
111

『大阪朝日新聞』明治 35 年 9 月 14 日「瓦斯問題に対する決議」。
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一

當連合区会議員有志者は瓦斯会社問題に対し本市の利益を阻害す

べき挙動に出でたる議員を排斥し将来断じて各種名誉職に選挙せざる
ことを決議す……112
夫の北区名誉職団体の同会（公和会――引用者）は愈明十九日午後六
時より中之島銀水楼に開会する事となり府、市会議員は昨今市会議員
の歴訪と輿論喚起に熱中奔走しつゝあり 113
記事のごく一部ではあるが、市会派が、予選団体を通じて市会議員に対
して圧力をかけていった様子がうかがえる。おそらくこれらの記事そのも
のが、市会議員に対する圧力としても作用しただろう。予選団体の内部調
整によって選出される市会議員にとって、予選団体の意向にさからうこと
は難しい。その結果、11 月 29 日の大阪市会では、大阪瓦斯に対して報償
条件を要求するよう市長に求める建議案が、賛成 39・反対 3・退席 4・欠
席 8114 という圧倒的多数によって可決されるにいたった。
かかるボトム・アップ式の政治手法は、予選派の政治手法そのものであ
り、したがって予選派の事情に精通していたものでなければ、立案し実行
することは不可能である。市会議員のなかで市長派の中心となった一人
は、市民大会の司会をつとめた山下重威であっただろう 115。山下は、土佐
出身で代言人から市会議員となった自由党・政友会系の政治家であり、当
時は市会議長・府会議員を兼任していた 116。後に大阪市長となる人物であ

112

『大阪朝日新聞』明治 35 年 9 月 17 日「瓦斯問題と西区第六連合区会」
。

113

『大阪朝日新聞』明治 35 年 9 月 18 日「瓦斯問題と公和会」
。

114

『大阪朝日新聞』明治 35 年 12 月 2 日「昨日の大阪市会《瓦斯問題建議

案可決》
」
。
115

『大阪朝日新聞』明治 35 年 11 月 16 日「大阪市民大会」
。

116
照。

山下の経歴については、前掲山中『近代市制と都市名望家』92 頁を参
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るが、山下の市長時代は「予選派の全盛時」117 であったともいう。大阪瓦
斯報償問題は、市政革新運動の前兆などではなく、大阪市内の名望家を中
心とする予選派と新興実業家グループとの部分的な闘争にすぎなかったと
いえよう。

おわりに
メディアを使ってキャンペーンを展開し、他方で市民大会を開催するな
ど、大衆動員によって政策の方向転換を図る。こうした政治手法は、一般
的にいえば、政治権力を握っている側の政治手法ではない。彼らは、世論
を誘導する必要がないからである。しかし、鶴原はメディア戦略を必要と
した。その事実は、当時の大阪市政界において権力が那辺にあったかを、
図らずも示していよう。
鶴原は、大事業家層・新興実業家グループに対抗するために、メディア
の助力を必要とした。そのひとつの理由は、鶴原自身が新興実業家の一人
であったことにあるだろう。鶴原は、明治 26 年から 30 年まで日本銀行大
阪支店長を務めているものの、片岡直輝は大阪府書記官として市会・市参
事会対策を行ってきた経験があり、また岩下清周・原敬との長年の交遊が
ある。大阪市政財界における両者の影響力には、自ずと違いがあっただろ
う。鶴原は本多精一を通じて『大阪朝日』を用いたメディア戦略を展開せ
ざるを得ず、片岡は『大阪毎日』でそれに対抗することになった。明治
35 年 8 月末には岩下と原が両者の仲介を試みたが、それは失敗に終わっ

117

『大阪毎日新聞』大正 6 年 5 月 10 日～17 日「革新の機」
（一）～（八）
。

ただし、この記事については、神戸大学新聞記事文庫データベースを参照
した。なお、同記事によれば、鶴原の市政運営も、予選派対策として「御
馳走政策」を用いたために、後に残した弊害は大きかったと評される。
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た 118。岩下が大阪瓦斯の株式を引き受け、また原が『大阪毎日』の前社長
であったことをふまえれば、それは当然の結果であったといえるだろ
う 119。
他方で、鶴原はメディア戦略のみに頼ったわけではない。鶴原のもうひ
とつの政治資源は、政友会総務委員のとしての経歴であった。派手なメ
ディア戦略と並行して、山下重威など自由党・政友会系の市会議員を中心
に、予選団体対策を泥臭く展開したことが、市民大会の成功と市会におけ
る建議の可決につながったのである。したがって大阪瓦斯報償問題は、予
選派・新興実業家グループ双方がねじれを生じさせながら展開した部分的
な抗争であったと位置付けられるだろう。
もっとも、最終的な決定権は、市民大会にも市会にもなかった。報償問
題の解決は、最後は藤田伝三郎の仲介によらなければならなかった 120。藤
田や田中市兵衛などの大阪の大実業家層は、中小実業家層や弁護士を中心
とする市の名誉職とは距離をおき、平時には大阪市政にかかわらない。し
かし、市の名誉職のみで解決できない問題が生じたときには、調整役とし
て全体をまとめる役割を担っていた。したがって彼らが調整に失敗すれ
ば、大阪市政は混乱に陥る 121。大阪市政は、制度的な名誉職のみで完結し
ているのではなく、政財界を通じてある程度の広がりをもちながら、多層

118

前掲『原敬日記』第 2 巻 26 頁。鶴原は、原の調停案に対して「自己の

主張に係る原則を枉ぐる事は困難に付断りたし」と回答したという。
119

小林一三は、当時の大阪市政財界の様子を、以下のように回想してい

る。
「大毎の原、岩下、大阪新報という関係は、大阪におけるアンチ岩下の
一派に浸潤して、絶えず大阪朝日の反感を受けた。また財界方面において、
大阪に植付けた日本銀行出身者の成長と、その事業の完成に伴う勢力の伸
張が、自然に旧財閥町人系を圧してゆく状勢であった。
」前掲『逸翁自叙伝』
126 頁。
120

前掲『原敬日記』第 2 巻 30 頁。

121

後の大阪市政改革運動では、中橋徳五郎が同じように調整役としての

役割を担おうとして、失敗した。前掲『新修大阪市史』第 6 巻 70～96 頁。
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的に運営されていたといえるだろう。大阪瓦斯報償問題は、その一端を示
す事例であるといえる。
【付記】
本稿は、平成 28～30 年度科学研究費補助金（若手研究 B、課題番号
16K17048）にもとづく成果の一部である。

