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第Ⅰ章 歴史に見る行政書士像 －公事師・公事宿・代書人－ 

江戸の奉行所と公事訴訟の実態 

 

外国人の見た江戸の街 

行政書士のルーツを探るときに、まず思いつくのが明治初期の司法職務定制によって定められた代

書人を始めとする三職の制度なのだが、では、代書人という職業が誕生する過程において、その契機

となった仕組や事象がなかったのかを探らなければならない。 

そこで話を少しだけ戻し、江戸時代中期から幕末に続く頃の江戸における政治・司法はどうであった

のか、町村民の生活状況はどんな風であったのかから見てみることにする。 

 

この頃の江戸について、イギリスの外交官であったアーネスト・サトウはこう述べている。江戸に

は立派な公共建築物こそないが、町は海岸線に臨み、それに沿って諸大名の遊園地（庭園）がいくつ

もあった。城はすばらしく大きな濠を巡らして、巨大な石を積み重ねた堂々たる城壁を構えていた。

絵のように美しい松並木が日陰をつくっており、町の中も田舎びたところが多く、すべてが偉大とい

う印象を与えていた。「一外交官の見た明治維新（岩波文庫）」 

一方、フランス人法律家であったブスケは、一年中青々とした丘、絵のような断崖、大洋の中にま

で入り込んでいる樹木の中に隠れている村々・・背景に見える青い山脈、散在し、半ば竹藪の中に隠

れている藁葺きの家といったものを伴った日本の田舎は、新鮮な舞台装飾か優艶に飾られた画廊のよ

うな強い効果を生み出している。・・・生活が容易で単純なこの国では、ほとんど全ての者が貧しい

が、悲惨な者はいない。（この国には）本来の意味での贅沢は存在せず、自分の幸福を見せびらかし

て隣人を圧倒するような者もいないと、その著「日本見聞記（みすず書房）」に記している。 

 

＊アーネスト・サトウ（英）（1862年から 25年間滞在、和訳された『英国策論』を著し、当時の名だたる志士達

とも親交があり、明治維新に大きな影響を与えた。） 

＊ジョルジュ・ブスケ（仏）（1872年から 4年間滞在、法制度が機能するための助言・講義を行った。そのため、

明治初期の司法制度においてはフランス法の影響が大きかった。） 

＊グイド・フルベッキ（蘭）（1864年長崎の英語伝習所の講師となる。本来は宣教師だが、維新の名だたる志士達

とも親交が深かった。1873 年に政府の法律顧問となる。志士との集合写真「フルベッキ

写真」が物議を呼んだ。） 

 

 

江戸の事情と公事方御定書（御定書百箇条） 

サトウ、ブスケの両外国人たちの見た、風光明媚で穏やかな江戸から更に百年前の江戸時代寛保3

年（1743 年）における江戸の町数は 1618 町、家屋は 12万 8575 軒、人口は町方約 50万人、武家約

60万人、寺社約10万人の合計120万人であったという。「資料による日本の歩み（吉川弘文館）」 

この頃は幕藩体制の安定期であり、経済活動がより一層活発となり、貨幣経済の農村部への浸透、



江戸、京都、大阪等の大都市での人口の増加、都市部における商取引の増大などに伴って、金銭のト

ラブルや都市型犯罪が激増するようになってきていた。幕府はこういった事態に対処するため、訴訟

や犯罪に対する基準を定め、公正な立場で裁判を行う必要に迫られ「公事方御定書（御定書百箇条）」

（寛保2年 1742年）を制定することになる。 

 

＜江戸時代 中期以降＞ 

・ 貨幣経済が農村へ浸透・・・入会、用水、田畑の境界、農民の借金を巡る争いの増加 

・ 大都市部への人口集中・・・都市型犯罪の増加 

・ 都市部の商取引の増大・・・売掛金の未払い、借金の返済、手形の不渡り等を巡る紛争 

 

「公事方御定書（御定書百箇条）」－ 訴訟に対処する基準を定めて裁判を行う方式 

 

この「公事方御定書」は「律令」「御成敗式目」と並んで日本三大法典ともいわれ、当時は秘法と

され、三奉行、京都所司代、大坂城代以外は原則として閲覧することができなかった。そのため「棠

蔭秘鑑」「公記録（下図）」などの各種の写本が密かに流通していたという。 

公事方御定書は、目安裏書初判之事から始まり御仕置仕方之事までの百三箇条からなり、条目列挙

の後に条の内容が記載されている。奥書には「評定所掛（三奉行と老中）之外不他見」としている。

例えば、下図の第七は、「公事出入銘々宅に吟味而仕候事」とあり、その条の詳細文は「公事吟味の

儀、式日立ち合い差し出し、即日相済まざる儀は懸かり奉行宅にて日数かけざるよう吟味を詰め、一

座評議の上裁許申し付事」と記されている。 

（公事方御定書の写本「公記録」文政４年 

 条目第七 公事出入銘々宅に吟味而仕候事） 

 

 

（公事方御定書の写本「公記録」 細目第七 公

事吟味の儀、式日立ち合い差し出し、即日相済

まざる儀は懸かり奉行宅にて日数かけざるよう

吟味を詰め、一座評議の上裁許申し付事） 

 

 

 



奉行所・・一体化した行政・警察・裁判機構 

奉行所＝裁判所という感覚からして、弁護士、司法書士のルーツに係わることであり、行政書士に

は関係ないとの認識が学者の一部にさえもあるが、江戸時代は行政官が司法官を兼ね、行政役所が警

察機構と裁判機構を兼務していた。つまり、江戸の奉行所は、行政と警察と裁判の機能を一体として

運用していたのである。従って、行政書士もそのルーツを探る意味からも、先ずは奉行所との係り度

合いを検証して見なければならない。 

 

 

                ＜江戸における裁判の流れ＞ 

 

越訴（非合法）・・直訴・籠訴・駆込訴・強訴（門訴）  ・箱訴（合法）・・目安箱 

 

       道中奉行       江戸の行政・警察・裁判機構 

遠国奉行       評定所（最高裁に相当） 

郡代・代官      三奉行（寺社・勘定・町） 

   

      体制と治安の維持（本流）        恩恵的な側面（傍流） 公事宿（公 認） 

            吟味筋            出入筋 

         （刑事裁判に相当）      （民事裁判に相当） 

              公事師（非公認） 

 

町村役人の奥印がないと出訴できない。 （内部抑圧・内済勧奨） 

                          目安糺 

   内 

   済          本公事（利子無し）         金公事（利子付） 

勧         ・金銭以外の土地     本目安   ・金銭貸借の争い 

   奨         ・境界・相続・小作人   吟 味   ・売掛金・貸し金 

・奉公人の争い等     内済奨励  

                                           

                   裁許（判決）・・上訴は殆ど認められなかった。 

 

 

＊裏 書・・双方の家主、五人組、名主などが立会いの上、熟議を遂げ、七日にしてなお決せざるときは再び訴

え出ずべしとの定型文で、勧解（内済・和解）が奨励されていた。この内済は本公事、金公事ともに

奨励されたが金公事については訴訟人の申立のみで内済（片済口）が認められていた。 

＊下 僚・・下役人のことで、町奉行所では与力・同心、代官所では手付・手代といった。 

＊金公事・・借金銀（利子付のものに限定、時々相対済令の対象とされた。） 

＊本公事・・難渋出入・不法出入・密通出入・強淫出入・家督出入・地所出入・質地出入・小作出入 



＊仲間事・・仲間内での事業・無尽・木戸銭に関する訴は受理しない決まりであった。 

＊代 人（訴訟代理）・・本人の親族・奉公人など   

＊差添人（訴訟補佐）・・町村役人（公事宿の主人・下代・公事師）等（明治 6年に廃止された）  

＊（取）扱人・・和解の仲介者（町村役人・公事宿の主人・下代・公事師等）  

＊目 安・・訴（状）のこと  

＊目安糺・・訴状審査（明治 10年に廃止） 

＊差 紙（差日）・・召喚状（召喚日） 

＊内 済・・和解（手続） 

＊済口証文・・和解（示談）文書 

＊口上書（口書）・・調書のこと 

＊裁 許・・判決  

＊曲 事（越度）・・法律違反、有罪  

＊腰 掛・・訴訟人の控え場所（公事人溜）  

＊身代限・・不断（普段）着以外の財産の強制執行  

＊宿 預・・微罪者は手鎖（てじょう）のまま、公事宿、町村役人宅などで一定期間謹慎をする。 

 

江戸幕府では領主に一定の裁判権を認め、原則として属人主義を採っていた。裁判手続には吟味筋

と出入筋（目安懸）の両者があり、吟味筋は今でいう刑事裁判、出入筋は民事裁判にほぼ相当してい

た。吟味筋で裁判される事件を「吟味物」、出入筋で裁判されるものを「出入物」又は「公事」と呼

んでいた。この「出入物（公事）」には「本公事」と「金公事」があり、金銭債権に関する請求を金

公事、それ以外のものを本公事としていたという。「公事銘」とは、質地出入、売掛金出入などのよ

うに請求の内容を法的に定型化して表した訴状の表題（例えば、本公事御吟味願）のことである。 

幕府の裁判では、「公事方御定書」を中心とする法典ないし法令集（御触書・公法纂例・公事録）

と、判決例を中心とする先例が主たる法源であった。裁判は本人訴訟主義が原則で、訴訟代理（代人）

は、本人の親族、奉公人など限定的にしか許されていないが、公事宿の主人、下代らが「差添人」と

して出廷し訴訟行為の補佐をすることが認められており、書類の代書をしたり、訴訟技術を教授した

りしていたという。「日本法制史（青林書院）」 

こうした代書に関しては、訴訟以外でも各種の「願」として頻繁に行われており、この官と民とを結

ぶ「代書」という行為が、明治期の代書人の系譜へと繋がっていくことになる。 

 

 

江戸の裁判手続と裁許 

「武鑑（嘉永二年）」の右上に、南町奉行として名高い遠山左衛門尉（天保年間に江戸北町奉行、

後に南町奉行）の名がある。 

南町奉行所の担当月は、1、3、6、8、10、12月で、他の月は北町奉行所の担当である。老中と三奉

行による評定は月3回で、2日、11日、21日に行われ、三奉行の寄合いは6日、18日、27日行われ

ていたことが記載されている。 



（「武鑑」嘉永二年 1849年 幕府の役職一覧表） 

 

延寿御江戸絵図によると、南町奉行所（有楽町駅南側）は数寄屋橋御門、北町奉行所（東京駅北側）

は呉服橋御門を入ったところにあり、北町奉行所の奥に、今の最高裁にあたる評定所（東京駅西側）

が描かれている。（P11絵図参照） 当時の奉行所の敷地は約2500坪ほどの広さで、表門を入った左

側に公事人外溜（控所）、その奥にも公事人溜があった。公事人溜（吟味の順番待ち所）の先には白

州、その白州の左上奥にも小さな白州（予審所）があったといわれている。 

 

さて、目安（訴状）が奉行所に提出されると、奉行所は目安の形式（管轄・公事別など）に違法な

点がないかを審理（目安糺）する。これが済んで本目安（正式な訴状）が出されると、奉行所はこれ

に相手方は何月何日に奉行所に出頭すべき旨の裏書を書いて加印する。 

この裏書された訴状は訴訟人が自分で相手方（被告居住地の村役人）に届ける。村役人は原告と被

告を呼び勧解（和解）を試みるのだが、その期間は７日間である。その後、相手方は「裏見拝見書」

を訴訟人に渡し、裁判所へは返答書を出す。 

期日に訴答とともに指定された奉行所に、訴人が町村役人（町年寄り・名主）などと共に出頭する

と、奉行は双方の吟味（審問）を行う。この吟味は「初対決」と呼ばれるもので、大体の吟味に留ま

り、それ以降の詳細な吟味は下僚（下役人）によって、吟味が裁許（判決）に熟すまでは何回も行わ

れる。 

吟味が熟すると裁許が作成され、奉行より双方に言い渡される。本公事の場合、訴答双方は連署の

「裁許請証文（さいきょうけしょうもん）」を奉行所に提出する。その後、訴訟人は訴状の還付を受

け、裏書の印影を消してもらい、訴状を初判の奉行所に納めて手続きは終了することになる。 

「日本史叢書 法制史（石井良助）」 

 

 



「裁許絵図」 原本は自地を

浅紅色、相手地を黄色、紛争

地を白地とした。 

（神奈川県公文書館） 

 

裁許があると、その裏書に

その地（被告の住所地）で内

済（和解）すべき旨の町村役

人宛の文言（P6参照）が書き

入れられ、これを受け取った

町村役人は内済が成立する

ように努力する義務を負わ

されていた。 

 

 

本公事でも水利や地境に

ついては特別な手続がとら

れ、地境の場合には裁許は論

所（紛争地）絵図の裏に記載

され、これを「裁許絵図裏書」

と呼んでいた。 

 

「裁許絵図裏書」 

（神奈川県公文書館） 

 

 

 

公事訴訟の実態 

「世事見聞録（武陽隠士 奈良本辰也）」に、公事訴訟の実態に関して詳細な記述がある。 

百年前の享保二年（1717年）、町奉行であった大岡越前は聡明な人であり、その公事を裁く趣向を

仄聞すると、その頃は世の中の人の欲情（私利私欲）は未だ薄く、義理の筋が重きになることなので

裁判もしやすかったという。 

今（1816年）の公事訴訟は、元禄（1688年）・享保（1716年）の頃から見れば10倍にもなる。

（この百年で、それ程揉め事が多くなったとの意味と考えられる。）昔は、義理の筋が違うことを争

ったが今では人の道の理にはお構いなく、損益と利得のことだけを争っている。今の人間は邪悪の知

恵が深いため、己の欲情を二重三重に隠して巧みに謀りごとをすることが多く、役人もその善悪を見

分けるのが難しくて、吟味にもいちいち手間取っている。 

 

 

 



○ 江戸近郊の百姓の場合 

関東の国々、特に江戸近郊の百姓は公事（訴訟）に出ることを簡単に思っていて、日頃から常に江

戸に慣れているので奉行所についても少しも恐れていない。また、奉行所の役人が行うことをも見透

かしているような態度である。何かのついでには、殊更に江戸に出たがる癖があり、ややもすれば出

入（争い事）を直ぐに江戸へ持出（出訴）して、その道理の前後も落着の結果も良く弁えているので、

いつも心強く構えている風である。 

 

○ 遠国の百姓の場合 

遠国の百姓の場合は、奉行所はもちろんのこと、先ず江戸という場所に恐れを抱いており、更には

長旅であり旅先での公事のことにて失費（経費）が莫大に懸かり、その上、百姓宿（公事宿）なるも

のは、遠国者を（訴訟に）不案内と侮って無益のことに費用を費やさせる。 

また、吟味役人なる者は真直で恐ろしい者と思い込み、一言半句も間違えては済まず、また言葉を返

しては済まぬことと心得ている。そして、遠国育ちなるがゆえに風俗の違いや料簡（思慮分別）の違

いで役人に馴染まないがゆえになお更に訴の趣意を言い尽くすことができなくて、その心痛は生涯に

及ぶほどである。その上、詮議が手間取る間の心痛に根気もなくなり疲れ、また在所のことを案じ煩

い、雑用に疲れなどして止むおえず内済（和解）などをして、義理分明の白黒をつけずに帰ることに

なる。田畑の耕作への差障りも多いのに遥々と江戸へ出てきた甲斐もない。 

 

○ 富裕な百姓（村役人・名主）の場合 

富める百姓は、身分を忘れ都会に住む者と同じように奢りを構え、公議へ冥加金を上げて奇特者と

なり名字帯刀を御免蒙り、小前百姓（零細農民）を虐げて使い、耕作は下男下女に任せ、田舎に妻妾

を置きながら都会の地にも囲い女などを致し・・（中略）・・あるいは公事出入を好み、暇あるに任せ、

人の腰押し（唆すの意味）をして、僅かなることでも大いなる出入に及ばせ、人の心情に係わるべき

事をもお構いなしである。 

大体に訴訟のことをはじめとして、領主・地頭の用向きで出ているのに、その用事を二の次にして、

世に自分の遊びごとを為し、繁花（賑わい場所）に心を奪われ、公事出入の落着を長引き手間取るの

をかえって歓び、長遊びを致して大金を費やす。その失費は村高総懸かりなどへ割り込み、己が遊興

の失費もかれこれ身を替え紛らわして、年貢諸費用などへ付け替え、終いには小前百姓へ課するよう

になる。 

一体、村役人（名主、組頭、百姓代）なるものは、良く小前百姓を育て上げるように致すべき役目

なるに、今は小前百姓の難儀を厭わず、あるいは家の潰れるを構わず、親・妻子散々になり果てるを

も心に入れず、我が方へ取るべきものは少しも容赦なく取る有様である。 

 

○ 小前（零細）百姓の場合 

小前百姓なる者は、素より何の工夫もなく得失の了見もなければ出入に及ぶこともなく、年中、長

の百姓に挫かれ、たとえ理不尽なる事件を仕掛けられたるも申し解くべき勢いなく、何様の非道に逢

うとも公事訴訟などは失費の力なければ届かないのである。 



もし強いて訴訟に及んでも、裁判が手間取る内には、公事に勝つともその内に身上を果たす（全財

産を失う）ことに成りゆく故に、勝つべきところまで待ちかねて、訴訟の中途にて内済をいたし、ま

た相手もその非力なるを見込みて、公事の長引くように仕掛けなどすれば、なお更、勝つ公事にも負

けてしまい、また当世流行の賄賂を差し出す力もなければ、多くは訴訟に負けてしまうことになる。 

 

 

訴訟の補佐役と内済の実態 

1700年代には、町奉行所への訴訟件数が45,000件を超えており、その中で公事が35,751件あり、

この公事の中で、本公事が2,714件、金公事が33,037件もあり、訴訟件数は非常に多かったようで

ある。「江戸の町奉行（石井良助）」 

ちなみに管轄の違いはあるにせよ、2006年度 東京地裁への訴訟件数は約３万件、当時の江戸の

人口は十分の一だったのに、訴訟件数は同等以上であった。このため、訴訟に不慣れな者にとっての

訴訟の補佐・支援に対する需要の高まりが、必然的に供給（公事師）を生むことになっていくのであ

る。 

 

江戸時代後半の識字率は、70％～86％（1850年頃：農村を含めた江戸府内）、町中にあってはほぼ 100％

とも言われている。江戸末期には江戸府内で 4000ヶ所の寺子屋があったようで、日本全国では 15000～16000

くらいあったといわれている。ちなみに、1873年、イギリスの大工業都市で 20％～25％、ロンドンの下層階

級に至っては 10％（19世紀中頃）、1793年初等教育の義務化、授業料無料化をはかってもフランスでは 1.4％、

モスクワで 20％（1920年）だった。（YAHOO知恵袋）               

この識字率の高さは、寺小屋での教えに負うところが多いと思われるが、当時の本は非常に高く、一冊が

現在の換算で 15000～20000円以上もしたそうである。つまり、識字率そのものは、読書の習慣とかを意味す

るものではなく、また、本人が訴・願の種別、内容の記載等が的確にできたことを意味するものではない。 

 

当時の裁判は決着をつけるよりも、大部分は止む無くの内済となってしまい、筋の道理がそのまま

通る裁判とはならなかった。その上、下役人による吟味は結構な日時がかかるので、その間の費用や

出廷日での出費も多かった。 

少し具体的に言えば「奉行所へ出頭する際の弁当代、その帰り道では付添い人（名主・五人組など）

と料理茶屋へ立ち寄って、飲食を振舞うことが当たり前のようになっていた。 

また、公事が裁許になればその勝ち負けに関わらず、夫々に謝礼をすることなどで、とにかく支払い

が多かったという。各種文献の記述から推測すると、この当時、宿泊しての公事は一日に約一両程度

必要であった。 

吟味する役人にしても訴訟の数が余りにも多くて手に余り、また善悪の判断がつきかねることもあ

ったようで、特に、金公事は厳正な裁判を行うほどのことでもなく、私利私欲（当時、利子付きの金

銭貸借は、私利私欲によるものとして嫌われ、内済させられる傾向があった。）による者同士のこと

なので、強制的にでも内済をするように仕向けることが多かったという。「江戸の訴訟（岩波新書）」 

 



金公事については、奉行所の白州における具体的なやり取りに関して以下の様な記述がある。 

下役人： 「借金を払わないなら、お前は歳もとっていて大儀だろうが牢へ入れ。」 

下役人： 「二、三日待っても借金を払わないなら、牢へ叩き込んでやる。」 

下役人： 「牢へ叩き込んで一度責めるとお前は死ぬぞ。」 

「江戸の町奉行（石井良助）」 

 

こうして訴訟の内済が整うまでの間は、公事人（師）の仲立ちによる双方を誑（たぶら）かし、賺

（すか）すような世話が多く、当事者達が諦めた結果のことなので、この内済のやり方が少々違って

いても見ぬふり聞かぬふりで済ましていたようである。この公事師による和解交渉の多くは茶屋など

で行われていたとの記録も残されている。 

 

更に驚くべきことは、例え人殺しであっても内済（和解）の対象となりえたことである。 

例えば、前掲の「世事見聞録」には以下のように記されている。「人の子であった者が喧嘩口論、

其の他不慮のことで人に殺された場合、その親は解死人（下手人）を訴え、相手は牢屋に入れられる。

しかし、ここから親族が集まっていま相手を投獄したといえども、殺された者が生き返るわけでもな

いので、相手方から相当の賠償金をださせて詫びを入れさせて堪忍してやるのが良い。そこで親は、

最初に殺されたと訴えたのは間違いであり、いささか殴られたのを怒って自分のほうから難癖をつけ

たもので、その後、病にかかって死んだのが本当のところです。・・と願い出る。吟味役人も、ご法

度を破ることとは承知しているが、元々我が身には係わりのないことであるのでさほどの怒りもなく

双方がそれで良いのなら、内緒の賄賂も貰った上なので取り下げることにしてもいいだろう。・・と

考えるというのである。 

当時の賄賂については以下のように記されている。「百姓訴えのことあるに財を以って賄い（金銭

賄賂）すれば非理をも理に落しめ賄いせざるものなれば理をも非になすなり。本（元）より欲のふか

き奉行代官なれば其のおくり（贈）物に心ひかれて無理のさばきをなすなり。」 

 

 

「吏民必要諺解（元禄期）」 



内済（和解）証文の例 

「差し上げ申す内済（示談）証文の事」  横地晃氏所蔵の古文書及びその読下文 

 

「差し上げ申す内済証文の

事」横地晃氏 読下し文） 

・・・差出人略・・・ 

 

右六人の者共三月二十日坂

井与八郎様御陣屋下裏町七

郎平と申すもの宅において

文次郎、兼次郎、紋次郎、三

之助右四人の者とも儀勘五

郎、清吉と口論の上両人へ手

疵（手傷）おわせし一件につ

き、この度、御双方様御立ち合い、御検使相済み御吟味中に御座候ところ、前橋竪町彦四郎、伊勢崎

紺屋町源蔵、国定村豊八、御吟味、ご日延べ相願い訴答の者へ懸合熟談、内済取り扱い仕り候趣意左

に申しあげ奉り候 

一 前書、勘五郎儀、當三月中、御代官吉川栄左衛門様御支配所玉村宿仙蔵と申す者の下女誘引、出

し候儀御座候所、右一件につき事起こり文次郎、紋次郎、兼次郎、三之助、右四人の者申し合わせ、

尤も勘五郎、清吉両人の儀は三月五日いセ崎裏町吉五郎方へまかり越、居候につき後よりまかり越し

た両人へ手疵おわせし候ところ両人逃げ出し右騒ぎにつき隣家の者、駆けつけ候所早速四人の者共御

廻勤中の御手に入り（見回り中の警察に見つかり）、恐れ入り奉り、罷有り申し候その上数カ所手疵

を負わされ候儀につき是非、御べつど（裁き）申し立て候所、扱い人とも上より納得、理解におよび

候所、発端両人共、上にても心得違いの儀も御座候所より右の始末に及び候につき理解の趣納得つか

まつり、この上御差し出しにも相成り候ては恐れ入り奉り候旨、申し立て候 

 

これにより抱えもと弥兵衛次兵衛より療治代手当つかまつり、尤も疵処の儀も両人共に平癒仕り候え

ば両人いきどうりの儀は扱

い人貰い受け、双方いささか

申し分なく和融内済相遂げ

ひとえに御威光と有り難く

仕合わせに存じ奉り候、しか

る上は右一件につき重ねて

双方より御預けがましく儀、

毛頭御座なく候、後証のため

済口証文差し上げ奉り候と

ころ、くだんのごとし」 

 

 

 



公認の公事宿・非公認の公事師・下役人の副業 

 

○ 幕府公認だった公事宿（くじやど） 

江戸の住宅地図ともいえる大絵図を見ると、関東郡代屋敷の左には教練用の馬場があり、それを囲

むように馬喰町（公事宿街）がある。「江戸名所図会」では、中央に火の見櫓があり奥に教練用の馬

場、それを囲むようにして公事宿街が軒を連ねていた。当時の賑わい振りが窺われる図会である。古

川柳には「馬喰町 人の喧嘩で 蔵を建て」とある。 

 

（「延寿御江戸絵図」安政5年新刻） 

 

「江戸名所図会」・・馬喰町の馬場とそれを囲んでいる公事宿街（国立公文書館） 



公事宿とは、江戸時代、訴訟や裁判のため地方から出てきたものを宿泊させた宿で、公称は「江戸

宿」であるが公事人宿、出入宿、郷宿などとも呼ばれた。江戸では旅人宿と百姓宿に大別される。古

くは八十二軒組百姓宿を江戸宿といったが、後には旅人宿や全ての百姓宿を含めて江戸宿と呼んだ。

旅人宿は馬喰町付近に集中していたので馬喰町・小伝馬町組とも称された。中期以降は約100軒前後

であった。旅人宿は宿泊者を公事訴訟人に限定することなく、一般旅客を宿泊させた点で百姓宿と著

しく異なる。「江戸東京学事典（三省堂）」 

 

享保（1716-36）以降、百姓宿が一般客を宿泊させることは禁止された。百姓宿には82軒組百姓宿、

30軒組百姓宿、13軒組百姓宿があり、株仲間を結成していた。82軒組百姓宿仲間は、始めは小伝馬

町周辺の82軒の旅籠屋から始まったようであり、常に80人前後であった。彼らは公事方御勘定奉行

所と密接な関係（旅人宿は町奉行所と密接であった。）にあり、同所及び評定所に出火駆付の義務を

負っていた。彼らの居住地の過半数が、奉行所近辺の神田、日本橋、麹町にあったのはそのためであ

る。30軒組百姓宿は、関東郡代伊奈半左衛門支配所の百姓宿として古くからあり、馬喰町およびそ

の周辺に集中していた。 

「国史大辞典（吉川弘文館）」によると、これら公事宿の機能としては ①訴状の作成と訴訟手続

きの代行があり、提出書類は公事宿が作成した。 ②目安裏書および差紙の送達の代行（大阪では行

われていない。） ③弁護人機能・・公事宿の最も重要な機能で、白洲における進退駆引きの機能で

ある。これを職業とする公事師とよばれるものがあったが、元来は公事宿の主人または手代が弁護人

的役割をやっていた。 ④宿預（微罪人を一定期間預かる） ⑤出火駆けつけ（奉行所が火事のとき

消火や運び出しを手伝う）などがあった。 

公事宿は宿組三組の株仲間を結成していて、独占営業権を与えられており、夫々が役目や権益にま

つわる由緒をもち、宿泊客の出身地についても得意先ともいえる縄張りを抱えていた。 

また、幕府は公認と引き換えに、訴訟のために逗留する旅人の監視の役を担わせた。そして、逗留

中の旅人が私用で外出する際は、行き先の確認を義務付け、経費削減のため名目だけ宿泊にして、他

所（店借り、縁故者宅での宿泊）への宿替えを禁止するなど、公事宿を江戸の訴訟システムの末端と

して位置づけていたという。「江戸の訴訟（岩波新書）御宿村一件顛末」 

 

「江戸の旅人宿は公事宿と名づけ、官府に用ある者を泊するを旨なり。ゆえに、京阪のごとく

美制の宿（求めに応じて豪華な寝食を提供する宿）これなく、旅泊は甚だ劣れり。膳部（食事）

も粗にして二食を供し大概は248文（一泊二食で約6,000円）なり。貴価（良い部屋）の宿賃は

求めても応ぜず、また京阪のごとく食類、各席に出さず、衆客を台所に集めて食せしむ、朝夕と

も然り、しかも自宅に浴室あるもの稀にて多くは銭湯に遣る。旅人宿は馬喰町に群居す、その他

諸所に散在するものもその制皆同前また江戸の旅人宿のみ出庁には惣代（番頭・手代）と号して

旅宿の主に代わり出庁のことを掌り、訴状上疏（上申）などの兼筆する者あり、坊間の名代（代

人）に比すべき職なり。この職、私業にあらず公行なり。」 

「守貞漫稿（江戸の訴訟（岩波新書）」より （カッコ内は筆者） 



こうした公事宿の雰囲気を知るものに、葛飾北斎の「馬喰町」がある。公事宿で吟味や裁許の連絡

を待つ間何もすることがなく、かと言って長逗留で江戸見物にも飽き、欠伸をしたり按摩をしてもら

っている所在なさげな百姓たちの様子が描かれたもので、当時の雰囲気がよく伝わってくる。 

 

 

（「馬喰町公事宿（葛飾北斎）」 東京国立博物館 ＴＮＭ Image Archive） 

 

（「浅倉一代記」 馬喰町公事宿での一場面 千葉県立中央図書館） 

 



奉行所での吟味は毎日行われるのではなく、御宿村の名主の場合では、第一回目は102日間も公事

宿（山城屋弥市方）に宿泊し、奉行所への出頭が13日、呼び出しが5日であり、訴訟に関する用は

8日間に一回程度であった。それ以外の日は、公事宿の監視もあり再三物見遊山に行くわけにも行か

ず手持ち無沙汰で何もすることがなくなってしまうのである。 

こうして二年にも及んだ吟味と、三回に亘った江戸での逗留（総日数約200日）に要した額は総額

で241両であった。この費用の精算（村内での持高負担割合の決定）に要した年月も一年半にも及ん

だという。小さな村は、訴訟費用にも事欠くほど全体的に困窮していたことが窺われる。 

 

＊江戸（中期）では、銭湯が 8文、かけ蕎麦が 16文であった。かけ蕎麦が現在の 4～500円とすると、一両は約 8

～10万円程度となる。この御宿村の場合（江戸後期）は、一両が 3～5万円程度なので、訴訟費用は少なくとも

700～1200万円以上かかったことになる。幕末にはインフレのため一両の価値が 5000円程度にまで下がったと

いわれている。 

 

この御宿村名主の訴を公事方御定書に当てはめて見ると、その弐四（次図の左側）に「村方出入二

付江戸宿雑用並村方割合之事」とある。この条目の内容は「村を上げての訴訟に関する江戸宿（公事

宿）での費用に関する割合の事」の意である。その細目の条内容は「公事或は ① 願の儀に付き江

戸宿へ詰居り候内の雑用は、双方共に一村へ係り候儀は銘々持高割で申し付く。その身一分の出入は

当人より出すべし、若し差出し難き身上に候は親類での割合に申し付く。然れど邪な不届の儀願い候

を五人組の者共存じ候ながら異見を加えず、その分に捨置き相願い候はば不埒に候、右の類は五人組

にも割合申し付け候」と記されている。 

 

 

（「公事方御定書」その弐四  村方出入二付江戸宿雑用並村方割合之事） 

 



（意訳・・村を上げての訴訟事・願事は、その村人の石高に応じた負担とし、単独での訴訟事は当人の負担とす

る。一人で負担できない場合は親類も共同して負担すべし、定めに合致しないような訴であるのに、五人組が異

（意）見も唱えずそのままにしておいた場合は、五人組もその割合で訴事の負担を申し付ける。） 

 

公事に関する幕府の御触書 「御触書（天保）集成」より 

＊享保 7 年（1722 年）町名主への達し「公事については（奉行所の）控所に詰めている間は勿論、

公事人の手間に掛かる入用分は、町の金で賄うよう致す事」 

＊天明 8 年（1788 年）幕府から代官・手代への達し「百姓郷宿（公事宿）より音物（進物）は一切

受けぬようにすること」 

＊寛政元年（1789年） 「大坂の郷宿（公事宿）は明和9年（1772年）以来9人で株仲間を結成し

上納金を納めているが、村方百姓が旅宿する間は 9 軒以外に宿泊することもできず、手狭であり

又宿賃や飯料も高値でお構いなしで難儀していると聞くので、株を差し止める。その間は何処へ

泊まろうと勝手であるので村々に申し渡すべし」 

（注）この御触書では、前出「守貞漫稿」の内容と異なっている。 

 

一方、江戸以外にも眼を向けて見ると、大阪や京都（京都では「二条陣屋」が有名）では高利貸し

が公事宿を兼務するようになっていた。また、直轄領である日光にも日光目代や日光奉行と深く係り

あい、「日光宿」と呼ばれて活躍した公事宿が存在していたという。日光宿は謝礼を受けて訴訟に馴

れない者たちの訴訟行為を助けた。 

すなわち、目安や ② 願書等の文書を作成したり、訴訟に必要な知識・技術を提供した。時には

本来差添人となるべき町村役人とともに奉行所まで行き、白州に臨んだ。対象となる訴訟事件は日光

領内の出入筋であり、吟味筋や支配の異なる村との事件は扱えなかった。支配違いの村との場合は、

江戸が訴訟の場となり江戸宿が関与することになる。「日光の司法（竹末広美）」 

 

○ 非公認だった公事師達 

公事師（くじし）とは、江戸時代に存在した訴訟の補佐を業とした者で、その多くは公事宿の手代

などが独立してなったもので、出入師（でいりし）・公事買（くじかい）などとも呼ばれる。 

明治期に代言人・代書人制度を経て、日本における（行政書士・司法書士）弁護士制度の源流となっ

たとされているが、この公事師は現在の事件師にあたるもので、その性格や社会的評価は大きく異な

っていたようである。（Wikipedia） 

公事師には当事者の依頼を受けて必要な手続方法や訴訟技術を教示したり、必要な書類の作成代

行を行ったりするなど、旧来の代筆的業務に留まる者もいたが、さらには内済（和解手続）の斡旋を

行ったり時には親族や町村役人に成りすまして法廷に出廷して訴訟を補佐したり、古い借金証文や売

掛帳面などを買い取って出訴して、相手側に内済（和解）を迫って金品を得るなどの行為を行った者

もいた。「日本法制史（青林書院）」 

そのため、江戸幕府は公事師を不法な存在であるとして取り締まりの対象とし、これを抑制・禁止

する御触れを繰り返し出していたが、実際には幕末まで後を絶たなかったという。 

こうした御触書の背景には、貨幣経済・商品経済の農村部への浸透に伴う、金銭トラブルの仲裁や百



姓一揆等の経験を経た、いわゆる「紛争馴れ」「仲裁馴れ」「公事馴れ」した者が出現してきたことに

も一因がある。この公事馴れした者の一部が、やがてそれを生業とした公事師となっていったのであ

ろうことは、前述した江戸近郊百姓や裕福な百姓の項を参照してもらえば、ある程度の察しがつくの

ではないだろうか。 

また「大阪町奉行と支配所・支配国（渡辺忠司）」によれば、庄屋・郡中惣代を引退した者の中に

も、取扱人となった者の存在も明らかにされている。それは、摂津国西成郡江口村の田中善左衛門で

ある。彼は、引退後の安政3年（1856年）頃から郷宿（公事宿）に常詰し、故意に郡中の村々に争

論を起こさせて、争論の取扱人を渡世（生業）として仲介料を得ていたいたことが古文書から知られ

ている。現役中においても、前掲「世事見聞録」の記述にも見られる如く、公事についてはあくどい

関与をしていたであろうことが伺われる内容である。  その中身は、郡中の村々の争論に取扱人と

して介入し、賄賂を代官・手代や大阪町奉行・与力に取り次ぎ、これらを渡世同様にしていたという

ものであった。 

この背景には、善左衛門が代々庄屋・年寄・百姓代のいずれかを務める家柄であり、大阪町奉行所

とは懇意の百姓であることと、また、奉行所が取扱人として指名するという後ろ盾があった。謂わば

これは、代官・町奉行所が地域統制の一環として、訴訟・争論の仲介をし内済させるように対処させ

たもので、与力・同心・手代らの職務の一部代行でもあった。この善左衛門は当事者からの口書の作

成、争論の原因の確認、それに基づいた両者の対決など、裁許申し渡しまでに至る必要事項の全てを

代行していたという。 

 

幕府触書で公事（師）に関する達し 「御触書（天保）集成」より 

１．文政10年（1827）4月「村々之内に公事師と唱える者が出入の腰押等致し村方を騒立候」 

 

２．天保6年（1835）6月 「庄屋勤中出入の腰押いたし領主役場之申渡不相聞候」 

 

３．天保13年（1842） 「賄賂・音信等取持ヶ間敷」ことをしないこと。「腰押ヶ間敷」ことを

しないこと。（取持ヶ間敷・・仲介・斡旋のようなこと、腰押ヶ間敷・・唆すようなこと） 

 

４．文政5年（1822年） 大目付へ、「貸金銀、売掛の出入公事の際、公事馴れた者を同居の親類、

あるいは召使と称して差出し、または相手方へ掛け合うもならず出訴した故が、相手が死んだ

り所在不明或いは名前違いが毎度ある。その上、滞納がないものにまで（出訴すれば）相応に

済ますのを見込み徒に出訴する。その外、貸金を貧窮に付込み質地の証文を取り又は高利にて

貸付け小作米の名目にしているとも聞く。近来出訴は猥になり、奉行の裏判（判決文）を軽々

に心得ているのは不埒である。若し公事馴れし者を同居の親類、あるいは召使と偽りその外不

埒な出訴は本人は勿論、村役人共までも吟味の上、急度可申付候」 

なお、「町奉行（稲垣史生）」には以下の記述がある。煩雑な訴訟手続きは、民事訴訟の全般にいろ

いろな矛盾を含んでいて、せっかくの正当な訴えも途中で挫折するのは明らかである。このような制

度の不備に付け込んで、公事師、公事買いと称する者が現れた。 



他人の訴訟を引き受けて手続や要領を伝授する。ときには訴人が病気だと偽り、代人として白州へ

も出た。物慣れていて快弁を振るうので頼んだほうにきわめて有利である。吟味中の対決などでは完

全に相手を言い負かした。それが一つの商売となって、訴訟に勝てば莫大な謝礼金にありついた。今

日の弁護士に似ているが公事師は決して公認のものではなかった。 

 

＊「取扱人」・・公事宿とも公事師とも違う、奉行所公認の公事取扱（仲介）人である。その意味では明治期の代

言人・代書人に一番近い存在ともいえるが、賄賂や人的な繋がりによる地域限定の特別な存在とも

いうべき者である。 

＊「莫大な謝礼金」・・事件によっては 100両～200両位せしめたとの記録もある。もっとも、その中のある程度

は役人等に対する賄賂であったから、自身の取り分はもう少し少なかったことになる。 

＊「賄賂と付届け」・・賄賂と違い付届けは公認であり、受取書も渡された。「町方に関係ある向きは御用願と唱、

盆暮・年始等に国産物或いは目録を役柄に拘りなく送り来る。その源由は先祖巳来の習慣にて候向

きも、願事彼是不正を謀らんとするに非ず」（「江戸町奉行事蹟問答」人物往来社） 

 

当時は訴訟に代人は認められず、訴状の代書さえも禁じられていた。まして出廷人は代理を禁じら

れていた。そのため病人には付添人を許されていた。本当の病気なら仕方がないが、公事師はそうい

った盲点に付け込んで蔓延ったようである。これでは公平な裁判はありえないことになる。 

公事に関する制限を取り除き、簡便に訴える道を開くために、八代将軍吉宗の1721年に「箱訴（目

安箱）」の制度が実現した。これについて、旧幕府の役人からの聞き取り問答集である「旧事審問録

（東京帝国大学史談会編）」によると、目安箱は毎月2、11、21日（前掲「武鑑」参照）に評定所の

門前に設けられ、誰でも入れられるようにしていた。 

その後、錠を下ろして直接将軍の手許に差し出したので、老中も途中で知ることはできなかったと

いう。それは老中自身が告発されていないとも限らないからである。例えば、伏見奉行であった小堀

遠江守は、賄賂に関する箱訴から家が潰れてしまったそうである。しかし、この箱訴での訴状が取り

上げられることは、年に一度あるかないかの程度であり、とても機能している状態とはいえなかった

という。 

 

○ 下役人達の答教と代書行為 

前出の① P14,② P15からも知れるように、奉行所に対しては公事以外にも行政的な施策に関する

お願い事である「願」の題目があり、各種の「願事」も頻繁に行われていた。また下記③④の記述か

らは、下役人達も副業的に訴事、願事の指南や代書等をしていたことが伺われる。 

 

③「公務の弁理を謀らんとするためなれば、公務の余暇には願人の用弁をするなり。御用頼みへ

留守居駆付け来れば直ちに例証を取調べてこれを教ふ。答教を受けたる者も錯誤なく、安心し

て事務を弁ずるなり。」（「江戸町奉行事蹟問答」人物往来社） 
④一般的に「手許役（下役人）」というのは、百姓、町人が役所に出す書類の代書を内職にして

いて裕福だったという。（「江藤新平と明治維新」鈴木鶴子） 

 



しかし「公事」と「願」の使い分けは特に為されていなかったようで、公事でも願（例えば、「本

公事御吟味願」等の名目）の表題が多く使われていた。つまり、全てがお上に対しての御願い事であ

り、お伺い事だった。 

これをもう少し区分けすれば、「願」の場合は、町村民、町村役人等から奉行所への各種のお願い

事として、例えば嘆願・請願、許認可願、措置の許可等（「立木払い下げ願、開墾願、拝借願、株の

譲渡願」）が「願」本来の意味であり、事業や行為の許諾のための申請（訴え）のことである。 

この「願」が行政書士から見た場合の行政役所としての奉行所に関する書面の系譜に繋がり、訴訟

事である公事（願い）の場合は、弁護士・司法書士の系譜へと繋がることになる。 

 

○ 公事・公事師・公事宿・下役人への小論 

公事に対する幕府の基本的な姿勢は、吟味筋（刑事事件）の統制を通じて、身分制度の維持と治安

の安定を図ることに重点を置いていた。そのため、出入筋（民事事件）に関しては、上から下への恩

恵的な行為としてしか捉えていなかったため、原則として訴答双方の内済（和解）を基本とし、出訴

～裁許～裁許後までもそのことを半ば強制し、かつ積極的に奨励もしていた。 

公事方御定書の制定や目安箱の設置に見られるように、幕府は訴訟制度の改良に苦心はしたが、百

姓一揆の多発に見られるように、幕藩体制と身分制度による百姓からの搾取、徹底した上意下達、公

認とまでいえる状態の賄賂の類が存在する限り、根本的な解決策とはなりえなかったのである。 

 

また、公事宿と公事師の関係も微妙である。つまり、非公認の公事師の存在と公認の公事宿の立場

公認と非公認を分けたものは何かと云うことである。思うに、江戸へ公事や願事のため出てきた百姓

達が長逗留を覚悟で泊まる場所は、奉行所や郡代屋敷になるべく近い宿屋街である。宿の主にしても

公事に長けていなければ、宿泊した客に対して何かと算段が悪かったろうし、そこに必然的に公事馴

れした者達が寄り付くようになり、やがてある者は取り入って宿の番頭・手代になり、訴訟の補佐や

代書行為を行うようになる。こうした公事師の一部で法外な報酬を得ていた者の中には、宿を買い取

ってそこの主人にまでなっていくこともあっただろうと想像される。 

この公事・願事に対する需要の高まりが、更に公事馴れした者達を呼び込み、一大公事宿街が形成

されて行ったのではないか。奉行所にしても訴事雑用への便利さから、公事宿を訴訟に関する指揮・

命令系統の人的・物的な末端拠点として利用するようになり、宿は冥加金を納めて幕府公認の公事宿

となって、営業独占の株仲間を形成していくようになる。 

また逆に、公事宿の手代等が独立して公事師になったような場合は、奉行所の指揮・命令が可能な

公事宿と違って、物理的な末端拠点とはなり得ず個々への統制もきかなかった。そのため彼らは、宿

街、茶屋、争論の村々を持ち場として暗躍したのではないかと推測される。 

更に、この時代の与力・同心等の下役人は、代々が世襲制であり、その積み重ねられた技量と経験

によって裁判や民政の書類を難なくこなしていたといわれている。そうした立場から、江戸時代にお

いて下役人として働いていた者の中には、町村民と役所との間にあって副業的に代書をしていた下役

人の存在も知られている。こうした者達が、明治の代書人の系譜へと流れていったであろう事は容易

に推察できる。 

 



 

―この節のまとめ― 

 

①これまで見てきたことから判断すると、、当時の「公事師」といわれた者達は、どう見ても「行政

書士の源流」とはいえるような代物ではなく、今の事件師・示談屋の類であったことになる。 

現に、幕府も公事宿は奉行所の末端組織として位置付けて公認していたが、公事師に対してはこ

れを不法であるとして、取り締る御触を何度も出していたことが記録に残されている。 

 

②従って、幕府の公認である「公事宿の機能としての願などの代書や訴訟の補佐を行った行為」と、

非公認であった「公事師という事件師的な生業の者達の活動」とは、行政書士のルーツを探る意味

からすると、当然には並立しないものとして考えなければならないことになる。 

なお、公事師の多くは公事宿の番頭・手代等が独立してなったものとの記述もあるが、古文書か

らは、百姓・町人の中で口達者な公事馴れした者の存在があったことも記されている。 

 

③町村役人やその隠居者の中には、公事に対する経験と賄賂によって、奉行所から正式に「取扱人」

として認められ、訴訟を仕切って内済（和解）にもっていく者も存在していた。 

 

④与力・同心などの下役人は、代々が世襲制であり、その積み重ねられた技量と経験によって裁判や

民政の書類を難なくこなしていたといわれている。そうした立場から、江戸時代において下役人と

して働いていた者の中には、町村民と役所との間にあって副業的に代書をしていた下役人の存在も

記録されている。 

 

⑤幕末にヨーロッパへ行った幕臣たちの中には、公事師とは異質な、訴訟の仲立ちを行う者達の存在

を見聞してきた者もいた。 

 

⑥幕府の法制度は国民に対する私権の保護に欠けるとして、欧米から治外法権などの不平等条約を締

結させられた原因ともなった。このことへの解決策が、明治政府の一大懸案事項となっていく。 

 

どうやら、この辺りに焦点を当てることができれば、明治の初期に誕生した代書人の由来を求める

ことができるのではないだろうか。 

 

明治元年5月、江戸の行政と司法を司ってきた奉行所は廃止されることとなる。 

「今般江戸鎮台被差置候二付、寺社・町・勘定三奉行被廃、別紙之通被仰付候條、諸事是迄之通可被

心得候事。但寺社奉行ハ杜寺裁判所、町奉行所ハ市政裁判所、勘定奉行所ハ民政裁判所ト相唱へ可申

事。右之趣被仰出候間、不洩様可被相触候事」 

 

 


