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明治時代・・代書人誕生 －司法職務定制と訴答文例－ 

 

幕臣達の見たフランスの司法制度 

1867年、パリで万博が開催された。そこへ随行した幕府の外国奉行であった栗本鋤雲のフランス

見聞記「暁窓追録（岩波文庫）」にはこう書かれている。 

「プロシア・イタリア・オランダ・スペイン等傍近の大国、皆この書（ナポレオン法典）に頼り各々

自国の律書を改定し、遂に英国の律学者も律書はナポレオンコードに依り定めざるを得ずと云うに至

れり。余既にこの説を聞き又その微を見て、極めてその書の政治に要なるを知り、訳司をして速やか

に翻訳せしめんことを欲せり。また訴訟の媒（なかだち）を為す者あり。我が国の公事師なる者に似

て大いに異なり。能く律書を諳んじ正直にして人情に通じる者を選び、官より奉金を給して凡そ鄙野

の人、言語に訥なる者必ずこの媒者に謀り、しかる後出訴せしむ。媒者能くその情実を尽くして、訴

う可きの理あれば助けて訴へしめ、その理なければ諭して止めしむ。」 

 

更に、パリ滞在中には、日本人の清水卯三郎が商取引（このフランス語による商取引の約定書は箕

作が作成した。）の齟齬により、パリの商人から訴えられたが、その裁判の印象についてこう述べて

いる。「その情実を訊ね定めて、ナポレオンコード何条の律に従い、その曲直を判じて某々の科に処

せり。・・（中略）・・頭領（裁判長）の裁許公平にして人意に適すれば、皆、手を拍し喝采し、即

晩新聞紙に上げて都府に充布し不公平なるも亦然せり。」（同書P142～P145） 

栗本はパリに滞在中に、佐賀藩の佐野常民（日本赤十字の創立者）と邂逅し、このナポレオン法典

とそれに基づいたフランスの司法制度の秀逸さを話し合っている。そして、佐野と後に司法卿となっ

た江藤新平は、奇しくも同じ佐賀藩出身者である。 

本書の著作年は明治2年だが、こうした幕臣等の洋行組は、既に幕末の時代において、フランスの

裁判制度や（媒者とだけ記しているので、その名称までは判らなかったようであるが・・）媒者とい

う者の役割が理解できていたことになる。 

江藤新平も、明治2年に出されたこの書を読み、ある程度の感化を受けていたであろうことは、十分

に推察できるのではないだろかろうか。 

 

 

司法職務定制と訴答文例の制定 

わが国においては、明治維新によって絶対主義国家が成立したものと考えられ、中央集権による上

からの資本主義化の道がとられた。身分制度が廃止されたことに伴う抑圧からの開放は、訴訟事の増

大をもたらしたであろうし、政府はそれへの対応を迫られていたはずである。 

「現代法（岩波書店）」によれば、この国家の基本的性格は、上からの近代化でありその趣旨は政府

の司法・行政全ての機能を通じて貫徹しており、裁判機構・裁判手続を例外とするものではなかった

としている。こうした中の明治2年 12月、制度局中弁であった江藤新平は、副島を通じて箕作麟祥

（みつくりりんしょう）からフランス刑法（新律綱領）の翻訳原稿を受け取っている。 

 



翌3年になって、江藤は箕作にフランス民法の翻訳を命じ、同年9月から民法会議を開催している。

明治5年になり、仏蘭西法を模倣した我が国初めての裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」に

よって、各府県に裁判所が設置されることになり、初めて「証書人、代書人、代言人」の順でその職

制が定められた。 

訴訟は原告・被告共に町村役人が差添人として出廷しなければならず、判決が出た後は町村役人が

その処理（執行）をするように規定（司法職務定制第７２条）されていた。しかし、その翌年には差

添人は廃止され、代書人が差添人以上の役目を担う代書人強制主義が採用されることとなる。 

 

代書人職制の意義については、国民に対する国家の紛争解決手続きへの積極的介入（文字や文書を

書けない人民の存在、裁判の公正さと迅速性の確保）と、そこにおける当事者の自立性の脆弱さの反

映が、本来、当事者の代理人として権利擁護の責任を果たすべき存在たる代書人も、裁判所の下請け

機関・窓口機関と化せられるに至る「現代法（岩波書店）P303」との記述も見られるが、明治の初期

にあっては、そこまでさえも至っていないのが実情であった。 

この職制内容を具現化したのが、初の民事訴訟法とも云うべき、翌年の「訴答文例」における定型

書式（訴状）の文例（様式）であり、裁判所の下請け機関として、つまりは司法・行政の円滑な実施

に寄与するものとしての代書という「要様式行為」を通じた代書人の強制主義として現れているよう

に感じられる。 

「司法職務定制」では、代書人・代言人等の仕組みは定められたが、彼らは事実上まだ存在も機能

もし得ない状況にあった。そのため明治5年の時点では、幕藩体制から続く町村役人が、以前と同様

の差添人の役割と、民事における判決後の執行役をも担っていたものと考えられる。 

 

 

（「司法職務定制」第41条～42条 明治5年 8月 国立公文書館） 

 



 

（「司法職務定制」第43条～ 明治5年 8月 国立公文書館） 

 

 

（「官等誌」（明治5年 8月 司法省官等表） 

左端の「明法寮」とは、フランス法の研究を目的として、明治4年 9月に司法省内に設置されたも

ので、フランス人のブスケ、ボアソナード等が教鞭をとった。翌年4月には明法寮において民法編纂

のための民法会議が始まっている。ここでの会議はその後中断され、編纂作業は司法省に移ったが、

再び中断（西洋の民法をそのままわが国に当てはめようとした性急さと、日本古来の慣習を無視した

ものであったこと、壬申戸籍との整合性が図れなかったこと等による。）されてしまうこととなった。

この明法寮の出身者の多くが裁判官・検察官となり、明治時代の司法を支えることになり後に東大法

学部に統合された。 



1872年（裁判所構成法に該当） 

「司法職務定制」 明治５年８月・・・代書人・代言人は任意主義、 町村役人の差添人強制 

第四十二条 代書人 

第一 各区代書人ヲ置キ、各人民ノ訴状ヲ調成シテ其詞訟ノ遺漏無カラシム、但シ、代書人ヲ用

フルト用ヒザルト本人ノ情願ニ任ス 

第二 訴状ヲ調成スルヲ乞フ者ハ其世話料ヲ出サシム 

 

1873年（民事訴訟法に該当） 

「訴答文例」    明治６年７月  代書人強制、 代言人任意、 町村役人の差添人廃止 

第三条・・原告人訴状ヲ作ルハ必ス代書人ヲ撰ミ代書セシメ自ラ書スルコトヲ得ス 但シ従前ノ

差添人ヲ廃シ之ニ代ルニ代書人ヲ以テス   

第四条・・訴訟中訴状ニ関係スル事件ニ付被告人ト往復スルノ文書モ亦代書人ヲシテ書セシメ且

代書人ノ氏名ヲ記入セシム可シ若シ代書人ヲ経ザル者ハ訴訟ノ証ト為スヲ得ス 

 

1874年 

「訴答文例（改正）」  明治７年７月 再び代書人任意主義 （親戚・朋友を差添人とするも可） 

一 原告人被告人訴状答書及ヒ雙方往復文書ヲ作ルニ代言人ヲ撰ミ代書セシムルモ又ハ代書人ヲ用

ヒスシテ自書スルトモ総テ本人ノ情願ニ任スヘキ事  

一 原告人被告人ニテ代書人ヲ用ヒサル時ハ親戚又ハ朋友ノ者ヲ以テ差添人トナシ訴状答書ヘ連印

セシムベキコト  

 

○ 証書人・・明治5年 8月の「司法職務定制」で証書人（後の公証人）、代書人、代言人の順でそ

の職制が定められたが、証書人については制度はできたが人がいないため、各区の区（戸）長、副

区（戸）長が書類に奥書をすることが常であり、実際のところ、この当時に証書人が活動したよう

な形跡（司法省指令P36を参照）はない。この制度自体は取りあえずフランス法の模倣をしたに過

ぎず、明治19年の公証人規則制定までは全く機能しなかった。 

 

○ 代書人・・「訴状を調製して遺漏なからしむ」ために置かれた。翌6年の「訴答文例」では、原

告は訴状を作成するについて、必ず代書人に代書させなければならず、代言人は作成ができないと

されていた。この頃の訴訟手続きは、書面中心の証拠主義であり、本人でさえも補充的に供述する

ことができる程度に過ぎなかった。 

 

○ 代言人・・代言人について言えば、当時は正規の法的な教育を受けた者は少なく、その数を満た

すために、公事宿の主人や手代を無試験で代言人として認めていた。 

「司法職務定制」第35条では、被告人が同伴するなら代言人を用いるのは任意である。しかし答

弁は本人がしなければならないと規定されていた。つまり、当時の代言人の地位はあくまでも単

純な訴訟の補佐に過ぎなかった。 



この三職に共通した問題点として浮かび上がることは、明治政府は近代的な法制の確立を急ぐあま

り、制度だけは創ったが人的・質的な整備は全くなされないままに、取り敢えず（仮）施行したこと

である。各種文献から浮かび上がってくる代書人職制の立ち遅れた背景と、法制度の不備からくる

数々の矛盾点を見ながら、明治初期の代書人像を探ってみることにする。 

 

 

（明治6年の「本公事御吟味願」愛知県権令宛  訴訟人 樋田與八） 

 

この訴状では代書人は記載されていないが、同年には代書人を強制とした訴答文例が制定される。

その第三条・・原告人、訴状を作るは必ず代書人を撰び代書せしめ、自ら書することを得ず。但し従

前の差添え人を廃し、之に代わるに代書人を以ってす。・・とされた。 

 

 

                （「訴答文例」 第二章代書人ヲ用フル事 明治6年 7月） 



 

（「訴答文例」 訴状の式・・原告人・被告人・代書人の各欄が設けられている。） 

 

 

訴答文例と公事宿の消滅 

この明治6年の「訴答文例」（第三条 従前の差添人を廃し之に代わるに代書人を以ってす）によ

って、旧来の江戸時代から続いてきた差添人（町村役人、公事宿の主人、手代、公事師）の定めが正

式に廃止されることになる。代書人・代言人となるには、願い出れば認められその地位に就くことが

でき、試験制度も存在していなかった。こうして彼らは順次、代書人・代言人に入れ替わることにな

る。そして、それに伴って公事宿も、江戸時代から続いた裁判機構の末端としての機能を終えていく

のである。 

この間の事情を直轄領であった日光の場合で見てみると、明治元年の8月、明治政府が日光領を接

収する。この時に日光奉行所が廃止され真岡県の管轄となった。 

日光領は明治2年 2月に日光県となったが、廃藩置県によって明治4年 6月、日光県は廃止となり栃

木県に編入された。明治5年 4月、戸長制度の実施、明治6年4月、栃木県は郷宿（公事宿）を廃止

し宿泊の場所も自由とした。江戸時代から続いた郷宿はこうした経緯を辿りながら、数年後には消え

去ることとなる。 

これには、廃藩置県、身分制度の撤廃、往来の自由、そして何よりも各区に裁判所が設置され始め

たこと、交通網が順次整備されたこと、訴訟の補佐役（代書人・代言人）が設けられたこと等により、

訴訟事は長期間の宿泊をしてまでの難事とはならなくなったことが大きく影響している。 

しかし、宿としての機能そのものを禁止した訳ではないので、府県の役所（裁判所）の近隣以外の公

事宿からその需要が減り始め、明治の10年代頃から順次廃れていったものと考えられる。 

なお、この頃には区裁判所（イメージとしては今の簡易裁判所）がある程度整備され、明治10年

には全国で123箇所、明治30年には298箇所が設置されている。 



1868 明治元年 町奉行所の廃止 

1869 明治 2年 身分制度の廃止  

1870 明治 3年 府藩県交渉訴訟准判規程 府県が裁判を行った 

1871 明治 4年    廃藩置県 

明治4年    太政官制の改正 

明治4年    戸籍法（壬申戸籍） 

明治4年 7月  司法省設置 

中央集権体制 

参議と卿（省長官）分

離、弁官制の廃止 

 

1871 明治 4年 太政官布告第456号 

「諸品売買取引心得方定書」・・売買契約の約定 

印鑑の証明事務が制

度として開始された。 

1872 

 

 

明治 5年 太政官布告第117号 

「荘屋・名主・年寄等を廃止し戸長・副戸長と改称する。」 

 

○「司法職務定制」 太政官布達 明治 5年 8月 全二十二章

の百八条からなる（但し仮定の心得を以って施行可致事） 

 

第二条 司法省ハ全国法憲ヲ司リ各裁判所ヲ統括ス 

第三条 省務支分スル者三トス 裁判所 検事局 明法寮 

第四条 裁判所ヲ分チ五トス 司法省臨時裁判所 司法省裁

判所 出張裁判所 府県裁判所 各区裁判所 

第十章 証書人、代書人、代言人職制 

第四十一条 証書人 

第一 各区戸長役所ニ於テ証書人ヲ置キ田畑家屋等不動産ノ

売買貸借及生存中所持物ヲ人ニ贈与スル約定書ニ奥印セシム 

第二 証書奥印手数ノ為ニ其世話料ヲ出サシム 

第四十二条 代書人 

第一 各区代書人ヲ置キ、各人民ノ訴状ヲ調成シテ其詞訟ノ遺

漏無カラシム、但シ、代書人ヲ用フルト用ヒザルト本人ノ

情願ニ任ス 

第二 訴状ヲ調成スルヲ乞フ者ハ其世話料ヲ出サシム 

第四十三条 代言人 

第一 各区代言人ヲ置キ、自ラ訴フル能ハザル者ノ為ニ、之ニ

代リ其訴ノ事情ヲ陳述シテ枉寃無カラシム 

但シ、代言人ヲ用フルト用ヒザルトハ其本人ノ情願ニ任ス 

第二 代言人ヲ用フル者ハ、其世話料ヲ出サシム、証書人代書

人代言人世話料ノ数目ハ、後日ヲ待テ商量スベシ 

第七十二条 総テ詞訟ハ原告被告共町村役人付添ヒ願出ツ可シ

鉄道開通 

1872 年 壬申戸籍の

編成 

 

明治5年 4月、 江藤

新平が司法卿とな

る・・フランスの司法

制度を模倣 

 

 

証書人・代書人・代言

人制度の創設（代書

人、代言人は誰でもな

ることができた。） 

 

裁判所（司法権）も警

察（司法行政権）も司

法省の管轄 

 

代書人・・任意主義 

代言人・・任意主義 

（用いると用いざる

と本人の情願に任

す。） 

（共同体的一面） 

民訴に於ける町村役

人の差添人強制と判



裁判言渡ノ上ハ又双方町村役人ニ命シ其方ヲ尽サシム 決後の執行役を担わ

せた。 

1873 明治 6年 筑摩県伺い （司法省回答） 

代書人、代言人は本人の自由意志で選ぶものだから、村長、助

役でも本職の事務に差し支えない限り宜しい。（P37） 

明治6年 11月 

内務省設置 

1873 ○訴答文例並付録（太政官第247号布告） 

明治6年 7月 17日制定  9月 1日施行 

三条 原告人訴状ヲ作ルハ必ス代書人ヲ撰ミ代書セシメ自ラ

書スルコトヲ得ス但シ従前ノ差添人ヲ廃シ之ニ代ルニ代

書人ヲ以テス 

初の民事訴訟法・・訴

状は代書人しか作成

できない。 

代書人強制主義 

（書証の厳格化） 

1873 ○太政官布告第239号 

実印の押印なき公文書等は、裁判上の証拠にならない 

○代人規則（太政官布告第215号） 

総理代人、部理代人の区別があった。 

実印制度の定着 

 

商取引における代理

人だが代言も可能 

1874 明治 7年 1月 民撰議院設立建白書 

明治7年 2月 佐賀の役 

明治7年 5月 裁判所取締規則（裁判上の秩序） 

４月１３日 

江藤新平 没 

 

1874 ○訴答文例改正 代書人用方改定 明治7年 

（太政官第75号布告） 

一 原告人被告人訴状答書及ヒ雙方往復文書ヲ作ルニ代言人ヲ

撰ミ代書セシムルモ又ハ代書人ヲ用ヒスシテ自書スルトモ総

テ本人ノ情願ニ任スヘキ事  

一 原告人被告人ニテ代書人ヲ用ヒサル時ハ親戚又ハ朋友ノ者

ヲ以テ差添人トナシ訴状答書ヘ連印セシムベキコト  

本人訴訟・代書人任意

主義・書証厳格化の緩

和 

＊訴答文例の適用は

明治 23 年の民事訴訟

法制定まで続いた。 

1875 教部省達第20号（明治8年 10月 29日） 

教導職の中に訴答、代言、代書などを行う者があると聞くが、

これは不都合なことであるので、今後は、親戚、法類以外は禁

止とする。（教導職・・明治5年に教部省に置かれた職で、神官、

僧侶が任命された。府県に中教院、神社・寺院に小教院を設け

た。 法類・・同一宗派の寺院、僧侶） 

 

 

＊明治 5年 9月 司法省第 14号で訴訟費用が定められた。それによると訴訟其外書類認料十銭、証人・引合人手

当は一日五十銭だった。 

＊明治７年の頃、アンパン五厘、大工日当は四十銭なので、現在に置き換えてアンパンを 100 円とすれば、訴状

用（印）紙代が 2,000円、証人の日当が 10,000 円となる。 

 



ところで明治6年の「民費割賦取立規則」の中に面白い規定が残っている。 

民費とは町村維持のための町村民が負担した税金で、管内割、小区割、一村割、地券代価、戸数等に

分けて徴収していた。その管内割の中に「県の庁舎の建築修理費」「監獄の建築修理費」「飛脚人足費」

「大区長の給料旅費」「大区の会所諸費」「正副戸長の給料」と並んで「宿村送差添人入費」の項があ

る。 

これは、訴訟のために町村役人が差添人として同行するときの費用（旅費）のことであり、訴答文

例並付録（太政官第247号布告）明治6年 7月 17日の発布日と「民費割賦取立規則（明治6年 9月

20日 渡会県（現在の三重県）本年6月以降についてこの規則による。）」の日付と文言のずれが

あり、僅か１年の間にあっても布告が目まぐるしく変更され、あまり徹底されていなかったことを物

語っている。 

（訴答文例では・・従前の差添人を廃しこれに代わるに代書人を以ってす・・としたが、差添人が代

書すれば、それは代書人と云うことであり、実質的な意味での相違はなかった。） 

 

 

「民費割賦取立規則」（明治6年） 

 

 

司法卿 江藤新平の司法制度と仏蘭西法の影響 

 

＜江藤新平とフランス法＞ 

若い頃から勉強熱心であった江藤は、慶応二年（1866年）には大隈、副島等とともに長崎におい

て、宣教師のフルベッキから教えを受けていた時期があった。フルベッキはオランダ系のアメリカ人

であり、蘭・英・仏・独に通じていたという。こうしたこともあって、その後、明治5年 2月に来日

したフランス人法律家のブスケとの出会いを経て、フランス法の秀逸さが、後に司法卿となる江藤に

多大な影響を与えていったものと考えられる。 



＜箕作麟祥とフランス法＞ 

明治4年、箕作麟祥（みつくり りんしょう）は学生達のために「秦西（ヨーロッパ）勤善訓蒙（ボ

ンヌ著）」を翻訳し、明治8年に出版している。その第204章では「士民の国に報うる努めに換え国

法にて士民に左の権利を授く曰く 身体自由の権、本身自由の権、意思自由の権、出版自由の権、言

詞自由の権、物件自由の権 是なり又其の他士民邑（村）会の議員となり或いは州会の議員となるの

権又は其議員を撰むの権あり」・・と民権の本質について翻訳している。 

 

 

「秦西（ヨーロッパ）勤善訓蒙」（ボンヌ著 明治4年 箕作麟祥訳） 

 

・ドロワシビルは民権なり 

麟祥は「仏蘭西法律書」の第204条で・・願書は控訴人又は代書師又はその他の名代人之の姓名を

手署すべし。第294条では・・被告人は自己のため弁論すべき代言人を選び・・と訳している。こう

したヨーロッパの民権思想とそれを支えた職制の存在も、司法卿の江藤に多大な影響を与えたものと

推測されるので、この間の事情を、（「箕作麟祥君伝」明治40年 大槻文彦）から少し抜粋して紹介

する。 

 

「是より先、明治2年、麟祥君、大学南校にありし頃、政府より仏蘭西（フランス）刑法の翻訳を

命ぜられて成り、尋で民法、商法、訴訟法、治罪法、憲法なども訳して成り、而して、文部省にて之

を開板せり。是れ邦人が仏蘭西法律の如何なるものなるかを知れる初なり。然れども書中誤訳も少な

からざりき、當時、法律学未だ開けず、麟祥君、未だ其学を知らず、註釋書なく、辞書なく、教師な

く難解の文に、非常に苦辛し、我が國、人の思想になき事多けれは、例の如く、譯語なきに困却し、

漢學者に聞けとも答ふる者なく、新に作れば、さる熟語はなしとて人は許さず。権利義務の訳語の如

きは、支那譯の万国公法に、「ライト」「オブリゲーション」を訳してありしより取りしかど、其他、

動産、不動産、義務相殺、又は未必條件などいふ語等凡そ法律の譯語は、皆、麟祥君が困苦して新作



せしものにて、殊に、治罪法などいふ語は、苦辛の後に成れるものなりと云ふ」 

 

「明治3年、太政官の制度局に江藤新平、中弁たりしが、麟祥君、民法を二葉、三葉訳して成れば、

直ちに之を会議に附せり。是れ、民法編纂会の嗃矢（かぶらや）なり。当時麟祥君「ドロワシビル」

と云う語を民権と訳せしに、民に権有りとは如何なる義ぞ、などと云う論起こりて、麟祥君口を極め

て弁解せしかと議論烈し、幸いに会長江藤新平、弁明して辛うじて会議を通したりと云う。」 

 

「麟祥君、法律を訳するに当たりて難解に苦しみ、遂に洋行せむことを政府に請えり。然れども政

府において麟祥をして洋行せしめては、他に翻訳に従事せしむる者なければとて許されず。 

さらば、西洋より法律家を聘せしむとて、遂に、仏蘭西人ジブスケの周旋にて、其の国の法律学士ブ

スケを聘せり。ブスケは呉服橋司法省構内に居り、後に、麟祥君、其の隣に移り住し、疑義をブスケ

に質して大いに研究せり。」 

 

・福沢諭吉、余が心を知らず 

「福沢諭吉、嘗て曰く、君の技量を以ってして官吏たるは愚かなり。代言人とならば可ならむと。

或人、麟祥君の意中を問う、麟祥君云う、代言人とならば、官吏ならむよりは多くの金を得む。 

然れども、余は学問に力を展べむことを欲す。代言人たらば官吏たるがごとく著作も翻訳も為しえじ。

余は僅々数百円の俸給を得むがために官に居るにあらず。福沢は貨殖（金儲け）を主とする人なれば、

俸給に仕うる者を直ちに愚なりと云う。余が心を知らざるなりと」 

 

＜井上毅とフランス法＞ 

肥後出身の井上毅は1871年12月に司法省へ入省した。、司法卿の江藤から西欧の司法制度を学び、

なるべく上等な人間を法律顧問（フランス人のブスケ、ボアソナード）として雇ってこいとの命を受

けていた人物の中の一人である。 

大久保利通が一時帰国したのを機に、江藤も洋行する予定であったが、司法制度の改革が急務である

として国内に留まった。その後に、司法省から追加派遣されたのが井上毅などの中録であった。明治

5年(1872年) 9月に渡欧し、翌6年に帰国した。 

この時、井上は明治5年に渡欧した成果として「仏国司法三職考」を明治11年に出版するが、そ

の中で代書人・代言人・目代については非常に詳細に調査して報告している。 

目次によれば、第一章 代言人考（大意、沿革、試業員登簿、規律、職務、代言人議会、施済局、論

説、参議院、大審院代言人）、第二章 代書人考（本義弁沿革、事務、職制、代書人議会、代書人各

国異同、訟務士総論）、第三章 目代考 第四章 代言人総論 孛国代言人と非常に多岐に亘って報

告している。 

以下は井上毅の著作である「仏国司法三職考 序文（次図）」の意訳である。 

「代書人・代言人はわが国の風俗や習慣にはない。目代の職もわが国では設けていない。ヨーロッパ

の民事・刑事の法を入手しそれらを斟酌して考えるに、代書人は訴書面をもって代理し、代言人は弁

護を以って訴訟を助ける。目代は政府の代訟者（検察官）であり、この三者は同流である。（以下略）」 



 

（「仏国司法三職考（序文）」井上毅 明治11年） 

 

 

（「仏国司法三職考 第二章 代書人考」井上毅 明治11年） 

 

 

第二章 代書人考 本義及沿革 （筆者訳） 

代書人、原名「アヴェーエ」語源は「アヴヲカ」と同じくラテン語の「アドヲカチェス」から出る。

但し、代書人、代言人源を同じくして流れを異にする故に、これは「アヴェーエ」また訴訟人の為に

代言することができるゆえ、「アヴェーエ」は主として筆に代わり「アヴォカ」は主として口に代わ

るといえども「アヴェーエ」も民事に代言することを妨げず。 



1822 年の令に至って、初めて対理を以って「アヴォカ」を専業とし「アヴェーエ」の代言を禁ず。

但し「アヴォカ」足らざるの地は上等裁判所の議を以って、特に「アヴェーエ」の代言を許す（県村

はこの類多しと云う）。又、訴の主件にあらずして訴訟中に起こる枝末事件の対理は「アヴェーエ」

自ら訟言することができる。これより後、二職分して互いに相無子ず。いま「アヴォカ」訳して代言

人或いは訟師とし、「アヴェーエ」訳して代書人或いは状師とす。 

 

 

「仏国司法三職考」第二章  

井上毅 明治11年 

代書人各国異同 

イギリスにおいては、代書人と代言人と違いが無く、フランスと同じである。代書人で法律裁判

所に在る者は「アットルニー（Attorney）」と名付けられ、その情義裁判所に在る者は「ソリシト

ル(solictor)」と名付けられている。これは皆「アヴェーエ（avoue ）」と同義である。プロイス、

オートリス、バイエル、サクス諸邦においては、代書人、代言人を合わせて一職とし、代言の謝

料も定めていることはフランスの代書人と同じである。 

 

代書人の事務 

訴訟は、保安裁判所、商事裁判所を除くの外、原（告）被（告）を論ぜず、必ず代書人による。

代書人なくして訴を行うことを得ず。代書人は訴訟人の名代として対訟人と往復を為し、訟廷に

出頭するを以って勤めとす。 

 

 

「司法職務定制（1872年）」第42条により、代書人の地位が定められたが、このときはあくまで

（代書人を用いると用いざるとは）任意であった。その一年後、1873年の「訴答文例並付録」（太政

官第247号布告）によって、代書人は一足飛びに強制主義とされ、訴訟に関する高度な職責（裁判所

の書記官に近い必要的な関与）を担うようになった。 

 

この代書人が強制主義とされ、高度な職責を担うようになった理由として考えられるのは、前掲「仏

国司法三職考」を著した井上毅が、この年に帰国していることが重要なヒントとなる。 

井上は「仏国司法三職考」の中で、代書人の必要性、その職責の重要性、職制を設ける意義を説いて

おり、江藤が代書人を強制主義とした事情には、こうした人物達からの影響も排除できないのではな

いかと思われる。 

しかし、試験制度もなく願い出れば認められる程度であった代書人を、一足飛びに強制主義（訴答

文例 明治6年）とし厳格な書面審査主義を採用したのだったが、その僅か一年後における緩和策（改

正訴答文例 明治7年）は、結果的に職能としての位置付けが全く曖昧なままに、その後30年も徒

に渡過していくことになる。 

 

 



代書人職制の意義と法制の矛盾 

 

代書人という用語の創出 

明治3年、制度取調局長官（後の司法卿）であった江藤は、民法会議を設け、箕作麟祥に「フラン

スの民法（ナポレオン法典）」を翻訳させ、それを日本の民法典にしようとしたことは先に述べたが、

この時、箕作をしてフランスの法典に関して「誤訳も妨げず、ただ即訳せよ。」と命じた。 

その裏には、できるだけ早い時期に、日本に近代的な法制度を整備したいという江藤の熱望があった

とされている。 

これに関して「現代法第14巻Ｐ194（岩波書店）」では・・そして、そこには世界の諸国と並立し

たいという彼のナショナリズムと、条約改正への強い希望が働いていた。（中略）訴答文例の代書人

も箕作の訳語を参考にしたものかどうか明らかでない。しかし、わが国で仮に代書人がアヴェーエ

（avoue ）の訳として生まれたとしても、おそらくこれを訳した箕作もその本体が何であるかを十分

にあきらかにせず・・代書人の訳語から受ける世間一般のイメージの方が実質的に固定して、「裁判

所補助吏」の内容をもたない単に官公署へ提出する文書の作成者一般としての代書人の制度に発展し

た。・・と記述している。 

 

箕作は大政奉還の前年に21歳でフランスへ二十三か月間留学し、明治元年に帰国後フランス法典

を翻訳（仏国法律書）し、「民法・民権・代書（師）人・代言人」等の法令用語を全くのゼロから創

造したということは、代書という概念の固定化という弊害はともかくも、その意訳力、翻訳力の高さ

は明治初期というチョンマゲ姿の残る時代を考えたとき、想像を絶して余りあるというべきではない

だろうか。こうした経緯を辿った結果、仮に定められたもの（但し仮定の心得を以って施行可致事）

とはいえ「司法職務定制」と三職制の採用は、国民への訴訟の平等な開放と私権の保護を意味してお

り、法制度の確立に資することになる。 

この背景として少し気になるのが、江藤が佐賀藩において「手許役」として従事していた二十代の

頃、一般的に「手許役」は、百姓、町人が役所に出す書類の代書を内職にしていた。・・との「江藤

新平と明治維新（鈴木鶴子）」の記述や「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）などの記述

の存在（P17）である。想像の域は出ないが、下役人として従事していた頃の数年間、代書していた

であろう経験に裏打ちされた職制に対する思考と書物からの知識、箕作麟祥、井上毅、フランス人法

律家ブスケ等からの助言が、司法卿であった江藤をして秀逸であると言わせたフランス法の模倣とは

いえ、直ちに三職（証書人・代言人・代書人）の制度を採用するに至った契機となったであろうこと

は、十分に考えられることである。 

 

代書人という職制創設の意義 

代書人の職制を設けた意義「仏国司法三職考」から分かることは、代言人はたんなる弁論補助の役

に過ぎず、代書人は訴訟の代理と訴人の補佐役として、その制度が創設されたことである。 



このことは訴答文例に色濃く反映されており、代書人強制主義を設けた理由もそこにある。 

つまり、今風に言えば、当初「代書人」は今の弁護士から弁論の部分を除いた法律事務全般を担う高

度な職種として想定されていたのであり、また、もう一つの訳語としての「代書師」は、裁判所書記

官と司法書士を併せ持つ役割を想定していたことである。 

 

しかし、「我が国において致命的だったのは、フランスにおける彼ら「アヴェーエ」「アヴォカ」は

能く（法）律書を諳んじる者達だったが、明治初期のわが国においては、彼らは未だ公事師・事件師

の域から脱し切れておらず、願出れば誰でもその地位に就くことができるという程度であり、能く律

書を諳んじ・・からは程遠い存在の者達であった。また、政府においてさえ憲法、民法といった基本

法の制定さえも五里霧中の遙か彼方にあった。」ことである。 

 

基本法が存在しない中での「布告・布達」の多用による急場しのぎの仮施行状態では、登用のため

の能力考査など考えも及ばないことであったに違いないし、このことが結果的に、官の考査による免

許的な意味合いの濃い代書「師」ではなく、取り敢えず、願い出れば認められる単なる代書する「人」

としての用法と制度へと結びついた一因ではないかと思われる。 

 

 

・「代書人の設けは、訟事をして的確ならしめ官私の間に立って保障の利をなす。今無知の訟者

をして名号なく職務なきの人に依りい間、代理せしめばこの益を見しや。按ずるに我現今代訟

の規則なくして而して代人代わって訟たるを許す。閭里（村里）の姦民争いを煽し訟市をなし、

弊端百出、職として此れに由るなり。」 

 

・按ずるに代書人は訴訟代理人なり、代言人訟者の輔翼（補助）たるの比に非ざるなり。凡そ訴

訟は代書人之を代理し訴答書類を叙録署名し費用を支出し訟廷に出頭す。 

 

・支那に代書人有るは専ら書筆に代わる者、仏国「アヴェーエ」訳して代書人となすも彼此相混

する勿れ。                        

 （「仏国司法三職考」からの抜粋） 

 

 

枚数主義の萌芽 

「訴答文例」の第３条では、原告は訴状を作成するについて、必ず代書人に代書させなければなら

ず代言人であっても作成ができないとされていた。 

このように職能を明確に分離して採用しているということは、前年の「司法職務定制」での代書人は

任意主義、町村役人の差添人は強制主義といった幕藩体制から続く村落での共同体的な統制の仕組み

から、個々の人民の権利へと政府も意識的に舵を切ったことを意味している。この意識の裏には、不

平等条約の改正へと繋げる意図があったことは言うまでもない。 



書面＝枚数による規定については、「現代法第 14巻（岩波書店）」によれば、司法卿の江藤新平が

ブスケから影響を受けたとされるフランス法の avoue,avocat の例に倣ったのかもしれないが、代書

人は裁判所で当事者を代理するものではないから、フランス語の avoue と同じではないが、「訴状ハ

十六行ニシテ一行十五字詰ニ認メ正副二通ヲ具スベシ」というような規定はフランス法が起源と思わ

れる。フランス法では、中世からの慣行で一頁の長さと行数が規定（次図及び後掲の「訴訟用罫紙規

則」の項参照）されており、その文字数・行数によって法曹（「アヴェーエ」「アヴォカ」）たちは報

酬を受けていたという。そのため、報酬額を増やすために故意に発音しない子音を多用し、字数を増

加させたといわれていると記述されている。 

この字数、行数、枚数で報酬額を定めるという規定が、代書人～行政書士へとなってからも、平成

11年まで115年間続いた、所謂「代書」としての枚数主義の始まりでもあった。 

 

 

（「訴答文例並附録」明治6年 訴状は十六行にして一行十五字詰に認め正副二通を具す可し） 

 

 

図面類作成の萌芽 

訴答文例では、第１９条で境界を争うの訴状として、訴状の住所・氏名の次に「絵図」を添付しな

ければならず、その絵図には原告の区域は浅紅色、被告の区域は黄色で着色し、紛争の境界地域は無

色とするとの規定と、その図示の様式が例示として示されている。 

こうした図面類も、ある意味において代書人から行政書士法における「事実証明としての図面類の作

成」へと繋がるものとして興味深いものがある。 

なお、この先例となったのが「公事方御定書」 であり、下巻「御定書百箇条」の一番目に「目安

裏書初判之事」、二番目に「裁許絵図裏書加印之事」と記載されていることからも分かるように、こ

れ自身は、江戸幕府からの流れをそのまま踏襲したものと考えられる。 



 

（「訴答文例並附録」争論の地の図面様式 明治6年） 

 

 

（「改正訴答文例」・・条文はP29参照 明治７年） 

 

 

代書人・証書人の不遇と司法省指令 

司法職務定制では三職の制度を定めたが、証書人は用いられた形跡がなく、代書人、代言人に関し

ても「訴訟の遂行に遺漏なからしむ。」ということであり、本人補佐の域（用いると用いざるとは本

人の情願に任す）を出るものではなく、また、通常の成人男子なら願い出れば認められる程度のもの

であったことは前述した。 



つまり、その人が代書すればそれは代書人ということであり、代言すれば代言人となったのであっ

た。当時の政府にしても、これらの職能を積極的に育む施策を採ったわけではなく、単に制度として

形式だけを設けた程度か、或いは仏蘭西法を模倣したに過ぎなかったのである。 

こうした経過をたどった末に「司法職務定制」から「訴答文例」への過度な書証主義・厳格主義は、

返って訴訟事務の遅滞や訴答における混乱を招いたため、「訴答文例改正 代書人用方改定 明治7

年」に見られるように、次第に緩和されていくことになる。この間の事情を繋ぐ資料に、以下のよう

な司法省伺（照会）と同指令（回答）がある。 

 

＜渡会県（三重県の一部）より司法省へ伺  明治6年 8月 24日＞ 

一 訴答文例第二章 原告人訴状を作るは必ず代書人を撰び代書せしめ自ら書する事を得ずと

云々 右代書人は親戚朋友などの中、確実の者を撰び其の時に臨み代書致すこと然るべき哉 

二 司法職務定制に各区戸長役所において証書人を置くと云々 右証書人は平常置く備えあらず

して、其の時に臨み戸長を以って証書人と為し然るべき哉 

この渡会県よりの伺に対し、司法省は以下の通り指令（明治6年 9月 18日）している。 

第一 （代書人は）親戚・朋友の中に限らず、本人の望みにて（誰でも）任ずる事ができる。 

第二 伺いの通り。（証書人の役目は戸長がすることができる） 

 

 

 

（渡会県より司法省へ伺 明治6年 8月 24日 「訴訟必携」明治7年 5月 根岸蔵版より） 

 

こうして、明治7年～明治36年までは、業法制度が存在しない代書人は事実上の存在としてのみ

認知され、その限度において機能した職業へと低下させられることとなる。また、証書人は明治19

年の登記法と公証人規則の制定までは、法制度の表舞台に出てくることはなかったのである。 



司法卿 江藤新平の果たした役割 

天保5年（1834年）佐賀に生まれた江藤新平は、二十一歳のとき佐賀藩の蘭学校に入った。当時

の佐賀藩蘭学校の蔵書数は732冊もあり日本有数であったという。江藤はその蔵書（この中には「フ

ォルク・レヒト（ドイツ民法）もあった。」）を片っ端から読破し、二年後には早くも「図海策」を著

している。その当時、父は郡目付役、新平は代官所「手許役（てもとやく）」として勤めていた。「手

許役」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が、新平

が内職をしていたという話はなかったようである。この当時、佐賀藩における地方役所の構成は、郡

奉行（着座2人）－代官（侍2人）－目付役（侍4人）－手許役（手明鑓6人）－下役（徒士4人）

－警護・門番（足軽9人）、手明鑓とは佐賀藩固有の制度で、武士の階級で50石以下の者の知行を召

し上げた上で15石を支給し、平時は無役だが戦時には、鑓一本で駆けつけるという身分であり、食

べるのにも事欠く位の地位であったという。「江藤新平と明治維新（鈴木鶴子）」 

 

 

司法制度の朝礼暮改と有司専制 

訴答文例の制定後、僅か１年（訴答文例改正 代書人用方改定 明治7年）で、代書人は再び任意

主義（代書人を用いるか否かは本人の情願に任す。）とされた。 

明治政府の司法制度確立の黎明期における、試行錯誤と命令系統の輻輳による朝令暮改ぶりが見てと

れる慌しさである。この「朝令暮改ぶり」＝「政府内部の混乱」について、フランス人のブスケは「日

本見聞記（みすず書房）」の中で、次のように述べている。 

 

・「役所というところは、単に機械の歯車であるばかりでなく、その発動機である。それは一個の権

力を表し、いわば藩の代表のようなものである。大臣が服従して局長が命令する行政とは一体どん

なものか、これを見るとわかる。」 

・「ある役職についていた者を気に入らないからとこの役職を廃止するが、翌日になると、また別な

人間のためにこれを復活する。省内では誰もが口出しをし、時には実行までする。大臣はしばしば

最後になってから意見を求められる。時によると大臣には特別の部屋もなく、30 人もの下僚（下

役人）の真ん中で仕事をしていることがあるが、下僚は大臣の話を遮たり、その言に耳を傾けよう

と気兼ねなどする者はいない。」 

・「このような無秩序の中で、公務の処理がどんな風になるかを推測するのは容易い。決定したと思

うと直ぐにそれを悔やむ。長いこと議論をした挙句、行き当たりばったりに行動する。何千という

ことが計画されたかと思うと放棄される。半ば出来上がったことを中止するために、何千という口

実を見つける。そして新たな費用をかけて再開する。」 

 

ブスケが指摘した法令・布達類の朝令暮改や、順法精神の欠落からくる慌しさの背景には、維新政

府内部での権力抗争にも一因があるので、小藩の佐賀から司法卿となった江藤新平サイドの視点から

少し触れてみたい。 

1871年（明治4年 11月）岩倉、木戸、大久保、伊藤、山口等は、アメリカとヨーロッパへ視察（岩

倉視察団）に行くことになり、このとき江藤も同行の予定であったが、司法制度の改革が急務である



という三条卿の要請によって洋行を断念した経緯がある。この時の留守政府との約束として、内政に

ついては使節団が帰国するまで現状維持・・第六款「内地ノ事務ハ大使帰国ノ上大ニ改正スルノ目的

ナレバ、其間ナルベクダケ新規ノ改正ヲス可カラズ。万ヤムヲ得ズシテ改正スル事アラバ、派出ノ大

使ニ照会スベシ」とすることとされていた。 

しかし、司法権の独立を図る改革急進派（この中には、後に江藤の追及を受けることになる井上馨

もいた。）は、江藤を司法卿に推挙すべく画策を開始した。 

その結果、1872 年（明治 5 年 4月）江藤は司法卿（現在の法務大臣・最高裁長官・国家公安委員長

警視庁長官）となり、司法制度の確立に向けて直ちに行動を開始することになる。そして、矢継ぎ早

に「司法事務五箇条」と「司法省誓約」を制定していくのである。 

ここには、当時としては画期的なフレーズである「民の司直となること」「人民の権利を保護する

こと」が宣言されており、江藤の「近代国家の礎のための法制の確立」に殉ずるべしとするスタンス

がよく表現されているが、彼が真の民権論者であったのかは疑わしい面もある。 

若き日の江藤の心情を探るものとして、彼が著した「図海策」があるが、そこでは我が国の活路を

朝鮮、満州、樺太に求めている。その意味からの江藤は、民権よりも国権主義者であったようである。 

 

「司法省誓約」 （明治5年 4月） 

一、方正廉直ニシテ職掌ヲ奉ジ、民ノ司直タルベキ事 

一、律法ヲ遵守シ、人民ノ権利ヲ保護スベキ事 

一、聴訟断獄ノ事務ハ能ク其ノ情実ヲ尽クシ、稽滞冤枉ノ弊ナキヲ要スベキ事 

一、事務敏捷聡察、滞訟アルナク、冤枉無カラシムベキ事 

一、裁判ハ必竟民ノ詞訟ヲ未然ニ防ギ、日々ニ治安ノ実効ヲ奏スベキ事 

＊稽滞冤枉（けいたいえんおう）・・滞る、濡れ衣の意 

 

 

（「訴訟必携」司法省達46号 根岸蔵版 明治7年） 



司法省達 第 46号 （明治5年 11月 28日） 

一、地方官が太政官の布告や諸官の布達に違背したときは、各人民より裁判所へ訴訟して苦しか

らざること 

一、地方官が、各人民の願い事などを閉塞するときは、裁判所へ訴訟して苦しからざること 

一、各人民がこの地よりかの地へ移住あるいは往来するのを、地方官が抑制して権利を妨げると

きは裁判所へ訴訟して苦しからざること 

 

この頃、山城屋事件（1872 年 長州閥の山県有朋が山城屋と計り、莫大な公金（税収の約１％）

で生糸相場に手を出した事件）、尾去沢銅山事件（1874年 長州閥の井上馨が尾去沢銅山を私物化し

た事件）が起き、江藤はこれら藩閥である政府高官の不正を追及していった。 

更に小野組転籍事件（1873 年 京都の小野組が転籍を願い出て訴訟となった事件）が起きるが、

これは「司法職務定制」の規定により、司法省が裁判所を統括することとなったことと、従前からの

府県による地方裁判権との優位性の確執問題を内包しており、司法省は法令に基づき毅然とした態度

をとっていたため、雄藩である彼ら長州閥の人間にとって、江藤は更に煙たい存在となっていくので

ある。 

この「司法省達」は、民からの行政訴訟への道を開くことになり、利権を欲しい儘にしていた政治

家や横暴な地方官（旧藩主）にとっては、まさに脅威的な「達」であった。 

当時は大蔵省（大久保利通が大蔵卿）が地方行政権も掌握しており、そこの地方官とは旧大名を継い

だ府県の知事のことであり、府県では明治3年の「府藩県交渉訴訟准判規定」によって、司法裁判権

をも行使しており、江藤の司法省とは必然的に対立する構図にあったのである。 

 

こうした結果、江藤 VS大久保、山県、井上という政府部内での対立も決定的なものにになってい

くのだが、江藤は司法制度の確立しか眼中にない、どうも我が道まっしぐらのタイプであったようで

ある。1873 年（明治 6年 4月）参議に任命された江藤は、翌5月 2日に太政官の職制を改正し「太

政官正院の参議の職責として内閣ノ議官ニシテ諸機務議判ノ事ヲ掌ル」を設けた。 

これによって内閣議官である参議が立法権と行政権を独占することになり、予算の決定権は大蔵省

から正院へと移された。こうして、それまで絶大な権限を行使していた大蔵省の権限は一挙に縮小さ

れることとなり、大蔵卿であった大久保利通の権勢も一時的に衰えてくることに繋がるのである。 

（この前年、司法省の予算は半分しか通らず、逆に軍部の予算は１００％認められた経緯があり、江

藤は裁判所の地方設置もままならない状況におかれていたのである。） 

 

明治 6年 9月 13日、岩倉使節団が帰国する。10月 12日、江藤ら急進派に傾いていた政治の流れ

を取り戻すために、大久保利通は請われて参議となる。10月 15日、西郷隆盛を外交使節として朝鮮

に派遣することを閣議で決定する。10月 20日、岩倉具視が太政大臣三条の代理となり、反対派の意

見を汲み閣議決定に自身の意見（派遣の延期）を添えて上奏する。 

10月 24日、天皇の裁可により外交使節団の朝鮮派遣が無期延期となる。10月 25日、閣議での決

定を無視されたことにより西郷隆盛、江藤新平、板垣退助等は下野する。 



佐賀の役と司法権の揺らぎ 

明治7年 1月、板垣、江藤らは「民撰議院設立建白書」を左院に提出するが、江藤は、2月になっ

て東京から佐賀への帰省旅程において、心ならずも佐賀の役に巻き込まれてしまい逮捕される。 

文献によると、江藤は自分が築き上げた司法制度を過信しすぎた嫌いがあり、大久保利通の全権によ

って佐賀に臨時裁判所が設けられたその時でさえ、正式な司法の場（東京）で己の真意を弁明できる

と信じていた。 

 

司法職務定制  

第５８条 「流以下ノ刑ヲ裁断スルコトヲ得ベシ死罪及疑獄ハ本省ニ伺ヒ出テ其処分ヲ受ク」 

第５９条 「重大ノ詞訟及他府県ニ関渉スル事件裁決シ難キ者ハ本省ニ伺ヒ出ベシ」 

 

しかし、同年4月 13日、佐賀での裁判はたった二日で結審し、同日夕刻には梟首（晒し首）とな

ってしまったのである。獄に際し、江藤は「ただ皇天后土の我が心を知るあるのみ」と叫んだという。

時に江藤新平四十歳、走馬灯のような一生であった。 

これら一連の流れを、単に政府内部での権力抗争とみるのか、法に基づいた権限の行使をして、行

政・司法の権限混在から、司法権の独立による近代国家の構築と民権思想の確立、そして不平等条約

の改正へと繋がる道筋をつけようとした、若き江藤の馬車馬のような熱情と信念と観るのか・・につ

いては未だに是々非々の議論がある。 

 

司馬遼太郎は「小説 歳月」で、抜き身のまま白刃を腰に差したような・・と、近代国家の構築に

向けた「時」の猶予がないことに対する江藤の焦燥感とそのピリピリ感を表現し、また、元静岡大学

教授の田村貞雄氏は「司法卿時代の司法権強化策は、いささかも三権分立の一としての司法権の独立

を意味するものではない。警保寮の大警視たちは検事を兼ねており（警察と検察の合体）、さらに裁

判所も司法卿の支配下にある。 

つまり司法卿が、警察・検察・裁判を指揮するわけで、一言でいえば極限までの司法行政権の強化

である。これよりは、大久保利通の行なった1875年（明治8年）の元老院・地方官会議の設置、大

審院の設置という三権分立の確立の方が、権力の分割という点で余程優れているのではあるまいか」

と指摘している。 

 

 

江藤の断獄と明治政府 

自由党史には「江藤の獄を治するにあたり、内務卿大久保利通、特に佐賀に至り、之を処分するに

苛酷を極める。これを以って、当時わが国に駐在したる外国使臣並びに居留民などすこぶる我が司法

権の独立を疑い、これが為に条約改正の事業に支障を与えるに至れり。」との記述がある。 

黒田清隆は、三条と岩倉に宛てた書簡で「・・旧参議等の刑戮に処せられ候儀、外国に対し、すこぶ

る恥ずべきの御事と顧慮仕候得共・・」と述べている。その後、江藤が「賊名」を解かれたのは明治

22年、功績表彰されたのは明治44年である。「江藤新平と明治維新（鈴木鶴子）」 

 



司馬遼太郎は「この国のかたちⅡ」の中で「江藤も西郷も、史上稀に見るほど正義がありすぎた。

しかもその正義の為に彼らは滅び、あまつさえ賊名を着せられた。しかし、江藤や西郷の霊も浮かば

れなかったとは言えない。この乱による衝撃がどうやら官員たちを粛然とさせたらしく、その後、明

治が終わるまで殆ど汚職事件というものはなかった。死者たちの骨は、その面での礎になったのであ

る。」と述べている。 

江藤が下野した後、二代目の司法卿となったのが同郷の大木喬任であり、彼の元で次々と新たな法

制度が定められて行く。民法、刑法等の編纂事業も受け継ぐこととなり、フランスから招聘したボア

ソナードを中心にして編纂事業に当たらせて行くことになる。 

 

（「大審院章程」 明治8年 5月制定 明治10年改正） 

 

 

（「区裁判所仮規則」 明治9年 9月） 



＊大審院章程   第 1条 大審院は民事刑事の上告を受け上等裁判所以下の審判の不法なる者を

破棄して法憲の統一を主持するの所とす 

 

＊上等裁判所章程 第 1条 上等裁判所は地方裁判所の裁判に服せずして控訴するものを覆審す 

 

＊地方裁判所章程 第 1条 地方裁判所は一切の民事及び刑事懲役以下を審判す 

 

 

訴訟用罫紙規則 

あまり知られてはいないが、「諸裁判所章程」と時を同じくして「訴訟用罫紙規則（明治8年 12

月 太政官布告196号）」が定められている。それによると、第１条 凡そ訴訟を生じ公裁を仰がん

とすれば、この規則第９条第１項、第２項、第３項、第４項に照準し、原被告人とも裁判官に差し出

す訴答及び証書の写し等一切の書面は其の罫紙を用うべきこと 但し訴答等の表紙書式等は訴答文

例の通りたるべきこと 第３条では、この罫紙を用いざる者は裁判上の証拠たるの効なきものとすべ

きとすとされた。 

「諸裁判所章程」の制定によって、司法制度が一応整備され、代言人は其の地位を確立（明治9

年 代言人規則）していくことになった。一方の代書人はといえば、「司法職務定制」はこの時に消

滅したが「訴訟用罫紙規則」の第1条によって「訴答文例」の書式は命脈を永らえることになる。あ

る意味、代書人はこの規則の存在によって救われたのかもしれない。 

 

 

 

訴訟用罫紙は訴額、雑事、土地、人事等によって九色九種に分類され、各色毎に金額が設定されてい

た。次図は実際に使用されていた当時の罫紙で、右が青色罫紙で明治23年の田辺治安裁判所、左が

緑色で明治26年の和歌山県新宮区裁判所本宮出張所のものである。 

 



 

（明治23年～26年 裁判所の色別罫紙 実際の使用例） 

 

1875 大審院諸裁判所職制章程（明治8年大審院の設置） 

改正大審院職制、改正上等裁判所職制、改正地方裁判所職

制、区裁判所仮規則、訴訟用罫紙規則 

明治8～10年 

行政警察規則・・・司法警察・行政警察の区分 

別局裁判規則・・・弁護官制度 

司法省から司法権が分離

し、司法制度が確立する。 

 

（明治８年５月 司法職務

定制が消滅する） 

 

1875 明治 8年 2月 3日 太政官布告第13号 

明治7年 7月第75号布告訴答文例中改定 

原告人被告人にて代書人を用いざるときは親戚又は朋友

の者を以って差添人となし訴状答書等へ連印せしむべき

旨記載候処自令原告人被告人訴状手続に差支さる者は差

添人に不及候條此旨布告候事 

「訴答文例改正 代書人用

方改定 明治 7 年」によっ

て代書人は任意とされ、親

戚朋友でも差添人となれた

が、この布告によって、そ

の差添人さえも任意となっ

た。（本人訴訟が可能という

ことである。） 

1876 代言人規則（明治9年 2月 22日） 

司法省布達甲第1号 

第一条 凡ソ代言人タラントスル者ハ先ツ専ラ代言ヲ  

行ハント欲スル裁判所ヲ示シタル願書ヲ記シ所管地方官

ノ検査ヲ乞フヘシ 

地方官之ヲ検査スルノ後状ヲ具シテ司法省に出ス然ル後

其許スヘキ者ハ司法卿之レニ免許状ヲ下付ス 

司法制度の確立によって、

訴訟代理の規則制定が必要

となった。 

代言人として試験制度が始

まる。代言人は民事に限定

された。 

刑事の代言制度は、明治15



第二条 代言人ヲ検査スルハ左ノ件々ニ照スヘシ 

一 布告布達沿革ノ概略二通スル者 

二 刑律ノ概略二通スル者 

三 現今裁判上手続ノ概略二通スル者 

四 本人品行並二履歴如何 

年の治罪法以降から認めら

れた。 

代書人規則は制定されなか

った。 

1877 

 

太政官布告第50号 

諸證書ノ姓名ハ必ス本人自ラ書シテ實印ヲ押スヘシ若シ

自書スルコト能ハサル者ハ他人ヲシテ代書セシムルヲ得

ルト雖モ必ス其実印ヲ押スヘシ其代書セシ者ハ本人姓名

ノ傍ニ其代書セシ事由ト己レノ姓名トヲ記シテ実印ヲ押

スヘシ 

 

司法省丁第29号  目安糺の廃止 

諸証書の姓名は必ず本人が書

いて実印を押さなければなら

ない。自書することができない

者は他人に代書させることが

できるが、必ず実印を押すべ

し、代書した者は本人の姓名の

傍らに代書した事由と自己の

姓名を記して実印を押さなけ

ればならない。 

1885 「太政大臣左右大臣参議各省卿ノ職制ヲ廃シ内閣総理大

臣及各省諸大臣ヲ置キ内閣ヲ組織ス」（明治18年太政官達

第69号） 

・今般太政大臣左右大臣参議各省卿ノ職制ヲ廃シ更ニ内閣

総理大臣及宮内外務内務大蔵陸軍海軍司法文部農商務

逓信ノ諸大臣ヲ置ク  

・内閣総理大臣及外務内務大蔵陸軍海軍司法文部農商務逓

信ノ諸大臣ヲ以テ内閣ヲ組織ス  

内務省の改組 

（明治18年、警保局中心の

警察部門と県治局、戸籍局

中心の地方統治部門） 

1886 登記法制定  公証人規則制定 明治19年 

1889 明治 22年 大日本帝国憲法（明治憲法） 

内閣官制 (明治22年勅令第135号) 

 

1890 明治 23年 裁判所構成法 

第1条 左の裁判所を通常裁判所とす 

第一 区裁判所 第二 地方裁判所（48箇所） 

第三 控訴院（7箇所） 第四 大審院 

登記事務は区裁判所の管轄

とされた。 

民事訴訟法 同年4月 

刑事訴訟法 同年10月 

1893 明治 26年 （旧々）弁護士法の制定   

・弁護士の名称使用・代言人規則の廃止 

・法廷内活動に限定（訴訟外の法律事務の規定なし） 

司法省（地方裁判所の検事

正）の監督下 

 

1894  日清戦争 

1898 非訟事件手続法（商業登記）  

1903 代書人取締規則 （大阪府令第60号） 

第１条 代書人トハ他人ノ委託ニ依リ料金ヲ受ケ文書ノ

代書ヲ業トスル者ヲ謂フ 

各地方毎に代書人取締規則

が制定されていった。 

警察署長の許可 



第２条 代書人タラムトスル者ハ族籍、住所、氏名、年齢

ヲ具シ所轄警察官署ニ願出免許証ヲ受クヘシ 

1904 代書人取締規則 （滋賀県 県令第58号） 

第１条 本則ニオイテ代書人ト称スルハ他人ノ委託 ヲ

受ケ料金ヲ得テ文ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ 

日露戦争 

 

1906 「代書業取締規則 （明治39年 警視庁令第52号）  

第１条 本則ニ於テ代書業ト称スルハ他人ノ委託ヲ受ケ 

文書、図面ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂フ 

警察署長の許可 

警察官による事件簿の検閲 

 

1908 公証人法制定 

海事代願人取締規則 

（現在の公証人） 

（現在の海事代理士） 

 

 

登記制度と管轄 

明治の初期、江藤らがブスケから感化を受けて模倣したとされるフランス法に替わって、遣欧使節

団の視察結果がもたらしたものは、政体がわが国と比較的相似点のあるプロイセン（ドイツ）法の影

響であった。当時の立法者たちにとっては、第一義が徴税の確立であり、民の権利保全は第二義的で

あったとされていた。 

そのためプロイセンの登記制度に基づいた登記法（1886年 明治19年 8月） が制定されるが、

プロイセンに倣って権利と義務に直接関係する登記事務は、それまで地券奥書の任を担ってきていた

行政官たる戸長ではなく、法律に精通する裁判官（治安裁判所）が行うべきであるとされた。この権

限を巡っては、当時の司法省と内務省が相当激しく対立したようである。 

 

 

「登記条例制定の儀に付き意見書」 明治19年 2月 27日 

 

登記条例制定の儀に付き司法大臣請儀の趣を審査するに、方今地所家屋船舶の売買譲渡質入書入

の法不完全なるために、弊害百出争訟相次ぎて起これり。 

故に区戸長をして公証を掌らしむの制を改め、更に裁判官をして登記為さしむの法を設け、以っ

て行政事務と司法事務との区分を明らかにせしめんとするにあり。この要点については異議なし

と雖も、その着手の方法に至っては甚だ完全せざる所ありと信ず。治安裁判所在地外に在っては

当分の内区戸長をして登記を掌らしめんとする是なり。但し財政上やむおえざるに出るものなる

べしと雖も、大いに登記法創定の主義に反せり。 

何となれば、治安裁判所は全国に二百九十余箇所あるのみ。区戸長役場は一万千七百の多きに及

ぶを以って、実際治安裁判所に於いて取扱うところは些少の数にして、区戸長役場において取扱

う所の数は之に幾数十倍なるべし。果たして然るときは登記法の創定たるや法に明らかなる裁判

官をして登記を掌らしむるの旨趣なるに、其の実は依然法律に熟せざる行政官吏をしてこれを取

扱わしむるものなり・・         （「秘書類纂」P276 法制関係資料 伊藤博文編） 



普通代書人と裁判所構内の代書人 

 

裁判所の登記事務 

旧登記法1886年（明治19年）によって、登記事務は治安裁判所の管轄となった。1890年（明治

23年）に裁判所構成法が制定され、登記は従来の治安裁判所から区裁判所管轄となる。登記事務は

区裁判所又はその出張所が、管轄登記所として取り扱っていたため、代書人は訴訟関係書類のほかに

登記の申請書類の作成も手がけるようになって行った。この事実が先行した結果、明治36年頃から

制定された取締規則では、代書人の登記申請の代理が追認された。（P56～参照） 

 

○旧登記法1886年（明治19年） 

第３条 「登記事務ハ治安裁判所ニ於テコレヲ取扱フモノトス 治安裁判所遠隔ノ地方ニ於テハ

郡区役所其他司法大臣指定スル所ニ於テ之ヲ取扱ハシム」 

 

○登記事務ノ取扱者ニ関スル件 

「登記法第三条ニ基キ登記事務ハ治安裁判所判事及ヒ登記所所在ノ郡役所戸長役場ノ郡長戸長ヲ

シテコレヲ取扱ハシム 但治安裁判所書記郡書記及戸長役場吏員ハ判事郡長戸長ノ命ヲ受ケ事務

ノ補助ヲ為スコトヲ得」 

 

○裁判所構成法 1890年 （明治23年 法律第6号） 

第１条 左ノ裁判所ヲ通常裁判所トス 

第一 區裁判所 

第二 地方裁判所 

第三 控訴院 

第四 大審院 

第１５条 區裁判所ハ非訟事件ニ付法律ニ定メタル範圍及方法ニ從ヒ左ノ事務ヲ取扱フノ權ヲ有

ス 

第一 未成年者瘋癲者白癡者失踪者其ノ他法律若ハ判決ニ因リ治産ノ禁ヲ受ケタル者ノ後

見人若ハ管財人ヲ監督スル事 

第二 不動産及船舶ニ關ル權利関係ヲ登記スル事 

第三 商業登記及特許局ニ登録シタル特許意匠及商標ノ登記ヲ爲ス事 

 

○裁判所構成法施行条例（明治23年 3月 法律第22号） 

第１１条 明治二十一年勅令第六十四号ハ仍効力ヲ有ス 

区裁判所出張所ニ於テ判事差支アルトキハ裁判所書記ヲシテ登記事務ヲ取扱ハシムルコトヲ

得 

    北海道及ビ島岐ニシテ区裁判所遠隔ノ地方ニヲイテ司法大臣ハ郡長町長又ハ村長ニ委任シテ

登記事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得 



区裁判所数の推移 

 明治10年 明治15年 明治20年 明治30年 明治40年 

地方裁判所 ６２ ７９ ９９ ４９ ５０ 

区（治安）裁判所 １２３ １８７ １９４ ２９８ ３１２ 

＊明治 27年からは、地方裁判所に支部（69箇所）が設けられたため、地裁の数は減少している。 

 

 

明治 37年に実際に使用された所有権移転登記に関する「部理代人」の委任状、委任状の題目の左

に「・・を以って部理代人と為し左の権限を委任す」の文字が見える。 

 

 

明治 37年の大河原区裁判所宛の所有権移転登記の申請書・・売主・買主の左側に「代人」の記載が

ある。 



銀本位制、登記法（1886年 明治19年）が制定されるのと時を前後して、殖産興業政策による種々

の産業が爆発的に増えてくる。それに伴って、各種の「願書（許認可類）」の必要性が増し裁判所以

外の行政官公署に対する一般国民からの「代書」を必要とする事案が増大して行くことになり、この

ことが裁判所構内から溢れた代書人たちを救うことになる。 

明治の後半には、一般の行政官公署への「請届願証書」「書式」類の様式集が多種多様発行されて

おり、当時の代書人たちもこれらの様式集を常備書として利用していたのではないのかと推測される。

こうした様式書籍の類は、既に明治の5,6年頃から「開化○○日用（日要）文」等の名で各種出版さ

れ始めていた。 

 

（「請届願証書」の様式集 東京市日本橋の岡島支店発行 明治27年） 

 

（「書式大全」・・六法と各種申請用の様式が一体となっている分厚い書籍 明治40年） 



三百（代言）による弊害 

明治の初期には、代書人と代言人との兼業者もかなり存在していたが、こうした中の一部の代言

人、代書人、代人は、業法も存在しない中で、そのいい加減さからあくどい行為が目立ち「三百代言

（青銭三百文または玄米一升程度で代言を請け負う者）」などと揶揄されて嫌われる存在になって行

く者もいた。こうした中、明治8年に大審院諸裁判所職制章程が定められ、司法制度が整備されるの

に伴い、政府は私権保護の観点から代言人制度とその資質について、法令上からも明確にする必要に

迫られることになる。 

 

（「代言人改正規則」明治9年） 

 

「代言人規則中手続・・但し、其の議案により或いは問題を設けて之が答案を作らしむることあ

るへし」 代書人職制設置の項でも述べたが、ここに至って、代言人についてはその能力を地方官

による試験を経て司法卿からの免許制にするという考え方が、規則上からも明らかにされたのは、

前年に諸裁判所章程が定められ裁判制度が取りあえずは確立したこと、三百代言の弊害排除、不平

等条約改正に向けての近代法制の完備へ向かうという、政府からの意思表明でもあった。 

 

代言人規則（上図）より抜粋 （明治9年 2月） 

第二条 代言人ヲ検査スルハ左ノ件々ニ照スヘシ 

  一 布告布達沿革ノ概略二通スル者    二 刑律ノ概略二通スル者 

三 現今裁判上手続ノ概略二通スル者    四 本人品行並二履歴如何 

 

第一回代言検査では、代言免許取得者は全国で僅かに49人だった。これでは訴訟の需要には応じ

きれないため、免許代言人の少なさをカバーしたのが、代言人でなくてもできる「代人規則」による

総理代理、部理代理（今の民法上の代理）の制度であった。 



代人規則 太政官第２１５号布告 （明治6年 6月） 

 

第一条 凡ソ何人ニ限ラス己レノ名義ヲ以テ他人ヲシテ其事ヲ代理セシムルノ権アルヘシ 

第二条 凡ソ他人ノ委任ヲ受ケ其事件ヲ取扱フ者ハ代人ニシテ其事件ヲ委任スル者ハ本人ナリ故ニ

代人委任上ノ所行ハ本人ノ関係タル可シ 

第三条 凡ソ代人ハ心術正実ニシテ二十一歳以上ノ者ヲ撰ムヘシ 

第四条 代人ハ総理代人部理代人ノ別アリ総理代人ハ其本人身上諸般ノ事務ヲ代理スル者ニシテ部

理代人ハ特ニ其委任スル部内ノ事務ヲ代理スルヲ得ル者トス 

第五条 凡ソ本人ヨリ代人ヲ任シ他人ト契約取引等ヲ為サント欲スル時ハ必ス実印ヲ押シタル委任

状ヲ与フ可シ 

第六条 委任状ハ総理代人又ハ部理代人タルコト及ヒ其委任シタル権限ヲ明白ニ記載スヘシ 

第七条 委任状ノ書式左ノ通リ 

＊拙者（拙者共）儀其ノ事件ニ付何ノ誰ヲ以テ総理代人（部理代人）ト定メ拙者ノ名義ニテ左ノ権限

ノ事ヲ代理為致候コト 

一 何々ノ事 （但シ権限ノ次第分条記載スヘシ）・・・以下省略 

 

 

 

代人規則があったため、代言人規則制定以降も代言免許をもたない代書人が代人となったり、事件

師的な者が代人となったりという三百代言の弊害は相も変わらずに続くこととなった。 

この三百代言の悪弊風潮を煽ったのが、当時の「官」お抱えともいえる一部の新聞社である。この時

期は自由民権運動が活発になり、正義の志をもった代言人もこの運動に参加していたため、政府がこ

うした民権派代言人の一派を排除するための手段として、三百代言の弊害を殊更に煽った節も見受け

られる。 



詳細は不明だが、明治12年 11月 20日の新

聞では「代言に有名なる小島忠里と云う人は

何故か一昨日上等裁判所にて代言を停止さ

れしとのうわさ」との記事（左）がある。 

 その5日後の25日には、代言広告として

「之迄の通り代言引受け候間、皆様へお知ら

せ申し候 大坂上等裁判所代言人 小島忠

里」と広告（下）を出している。 

調べてみると、この人物は島本仲道が設立し

た大坂の北洲社と云う民権派代言人結社に参加

した代言人で、その後、第三代の大坂組合代言

人会の会長となっている。 

 こうした正義感の溢れる代言人も裁判所の強

権（明治13年 代言人規則改正 結社での営業

禁止）に伏し、十羽一絡で三百代言の風潮を煽

られたのだから、当時の代言人・代書人達の苦

労が偲ばれる。 

 

 

「損害予防だまされぬ策」（岡部学三）明治42年 

 

（一） 代書屋の弊害 

代書屋は代書料以外に名義の何たるかを問わず報酬を受けることはできない。また、訴訟事件或い

は非訟事件に関与することもできない。もしこれに反則した者は、許可を取り消し又は科料に処せら

れことにしてある。故に、表面上は無論この規則を遵奉しているがその裏面に入ると往々反則を行っ

ている者がある。これは良く世間にある話だが「図太い野郎だ・・一つ支払い命令を打ち付けてやろ

う？なに、入費の掛かること位はかまわない。」など立腹の余り裁判所へ出かけるが、さてその書式

や手続きが分からぬので、その辺を見回し代書屋へ飛び込み、かれこれいう事件だが代書を頼むと事

件の内容を話し依頼に及ぶと、代書屋はその話を聞いて「それは、支払命令を申請したばかりでは必

ず財産を隠すでしょう。支払命令を願うと同時に仮差押の申請をなさい。さもないと無財産となって、

理屈には勝っても金は取れませんぜ。」など親切らしく注意をする。なるほどそうしなければ金は取

れなかろう、それでは何分良いように頼むとなる。宜しいというので書類が出来上がる。そうなると

書類の数が殖え、5銭か10銭で済むと予想したのが倍額以上も取られる。これは本人の利益も計り、

且つ自分の収入を計るのであるが、この位のことは当然のことで咎めるほどのことではない。 

 

 

 



さてこの代書のお陰で滞りなく申請の受付は済むが、仮差押でも申請したのならそれきりでは手続

きは済まぬ。それ故、又代書屋を相談相手にする。そうなれば代書屋は慣れた仕事だから速やかに手

続きの済むように教えてもやる。又、差し押さえの執行をするにつき執達吏を依頼する手続きだの、

仮差押えの保証金を取り下げる手続きだのと種々手数が掛かることを言い聞かす。すると本人はそん

な面倒なことなら一切任せるから取り立ててくれろと代書屋へ委任することにする。然らば、委任状

はとはいうが、その実裁判所向きの代理は、たとえ書面の差出しだけでも規則が許さないからそうい

うことはしない。ただ債務者との示談、差し押さえの執行に執達吏のお供で立ち会うくらいは内密の

代理をする。こうして、代書料以外に日当だ、謝金だと規定に反して金を取るのである。これが代書

屋の弊害の一つである。 

 

（二） 三百屋と化ける 

前にも示すとおり、代書屋は訴訟事件或いは非訟事件に関与することはできないのであるが、偶に

は代書を頼みに来た者の中に世事慣れぬ人の良い者や或いは婦女子などで、しかも事件の性質がすこ

ぶる上等、成功すれば必ず纏まった金が握れるという見込みのあるものだと、手続き上のこと其の他

一切丁寧懇切を極めて教えてやり、わざと代書料を安くして親切だろうと思われ振りをする。これは

釣り込む手段であるが、依頼者はそうとは知らず物事も分かるし親切な者だと、なお事件の成り行き

について度々相談に行く、段々懇意にもなってくるから悶着の事情其の他内密のことまで打ち解けて

相談するようになると、代書屋は聞かれたことは何でも知らぬとは言はぬ。でたらめでも間違いでも、

ただ本人の気に入るように説きたててしきりに太鼓を叩く。 

そうなると代書屋は早顧問と成り済まし、知らぬ知恵もつければ策略計画も講ずる。進んでその事

件の解決を委任されて、ここに始めて三百屋へと変化する。その後はいずれ種々ごった返して代書屋

儲けの依頼者損に終わり、迂闊に人を信用して物事を託したのを悔いてけりがつくのであろう。 

（国立公文書館） 

  

少なかった構内代書人の数 

構内代書人とは、裁判所構内に事務所を構えている代書人（官から許された代書人）の意味で、明

治期においては行政書士、司法書士といった分化は未だなされていない。構内というからには当然に

容量（定員）の枠があったろうし、その知識や能力などによって許容枠人員が選別されていたはずで

ある。つまり構内代書人の認可（警察署の許可＋裁判所の認可が必要）に関していえば、裁判所の登

記官吏、書記官出身者等が優遇されていたと考えられる。 

 

1890年の裁判所構成法（明治23年法律第6号）制定当時、区裁判所（予定数）は全国に300箇所

設けられたが、代書人が地方裁判所に10人、区裁判所に3人、出張所に1.5人とすると、全国では

3000人前後の代書人しか裁判所の構内では活動できなかったことになる。 

この結果、構内代書人の枠から溢れた代書人や代書人予備軍（公務員ＯＢ、町村内の名家（旧名主、

庄屋）、代書素養のある学歴者）達は必然的に町村役場や警察署の付近に活路を見出さざるを得なく

なるのだが、折からの殖産興業ブームによる登記、許認可案件の増加が、更なる需要と供給を生むこ

とになって行く。 



＜代書人 黎明期～勃興期の潮流 概略図＞ 

 

明治前期（～14年）       明治中期（～30年）        明治後期（～44年） 

司法職務定制 5年 登記法 19年 帝国憲法 22年 裁判所構成法 23年 不動産登記法 32年 

     代言人規則 9年         旧々弁護士法 26年 日清戦争 27年  代書業取締規則 39年 

       銀本位制19年－企業の設立ブーム－産業革命－行政許認可案件の増加 

              無免許代言人（代人）等の三百行為 

 

  （司法分野）・・構内代書         登記案件の増加 

代書人の潮流                          （弊害の発生） 

  （行政分野）・・一般代書              届請願書の増加 

 

 

 

警察の代書営業許可と裁判所の許可 

手許に和歌山県在住の原氏が、明治39年に代書営業を願い出た書類がある。 

それによると当人は、明治23年に和歌山中学を卒業して、明治24年から大坂地方裁判所に勤務、25

年に富田林区裁判所、27年に池田区裁判所、28年に和歌山地方裁判所検事局、その後和歌山地方裁

判所執達吏を最後に明治39年に退職している。明治39年 11月、田辺警察署長から代書人営業許可

を受け、同年12月 26日に田辺区裁判所の許可を得て構内代書人となっている。 

 

 

（明治39年 11月 代書営業の許可書 田辺警察署） 



 

（明治39年 12月 代書営業の許可書 田辺区裁判所） 

 

この田辺警察署へ提出した願書によると・・以って代書料及び報酬別件の通り御定め・・・・・・

一 登記書類、一 戸籍の閲覧書類、一 訴状申請御願届、一 非訟事件、告訴、告発、訴状作成と

あり、その代書料は罫紙一行につき三銭～五銭以内、登記申請一件八銭以内、登記保証料十銭以内、

書類補正料一件三銭以内、建物・船舶軽易なるもの一枚五銭以内、その他図面五銭以内・・などとし

て届け出ている。（＊アンパン一個の値段「明治38年・・一銭」「大正6年・・二銭」） 

 

 

（明治39年 警察に届け出た代書料金表） 

 



すでに述べたところだが「仏国司法三職考」に記述されているように、「代書人」はその必要性か

ら、司法職務定制においては訴訟の補佐役として定められた。 

そのため明治中頃までの間で代書人を指す場合、その多くは裁判所関係（初期の府県裁判所を含む）

の代書人を指していたことになる。 

行政官公署に関係する代書人（市町村役場・警察署関係）が、ある程度の纏まりとして一定の勢力

を占めるのは、明治の20年代になってからと考えられ、構内代書人の枠から溢れざるを得なかった

一般の代書人の勃興期は、明治政府の殖産興業政策によって産業が猛烈に拡大していく時期と一致し

ている。 

 

この企業の設立ブーム、各種新産業の勃興、それに伴う登記手続や各種届出、願書、許認可案件の

大幅な増加は、資格取得の簡便さとあいまって、必然的に代書人数の増加と、それによる弊害をもた

らすようになっていき、一部の心無い代書人や代人による悪質な行為が蔓延るようになった。 

こうした悪質な代書人の取締りとその統制のため、警視庁令や各府県令で代書人の取締規則が順次

定められるようになっていくが、弁護士法（明治26年）と違って、代書人の制度はあくまでも府県

令（明治36年以降）の域を出るものではなかった。 

 

 

各府県で制定された代書人取締規則 

 

 

（広島県代書人取締規則 明治36年 12月 県令第102号） 

 



 

（広島県代書人取締規則 明治36年 12月 県令第102号） 

 

 

（代書人取締規則 明治36年 5月 台湾総督府令第37号） 



 

「代書人取締規則」  明治 36年（1903年）8月 大阪府令第60号 

 

第１条 代書人トハ他人ノ委託ニ依リ料金ヲ受ケ文書ノ代書ヲ業トスル者ヲ謂フ 

第 2条 代書人タラムトスル者ハ族籍、住所、氏名、年齢を具シ所轄警察官署ニ願出免許証ヲ受

クヘ  シ 

第 3条 素行善良ト認ムル者ニ非ラザレバ代書営業ヲ免許セス免許後トイエド本則ニ違背シ又ハ

素行不良ト認ムルトキハ免許を取消コトアルヘシ 

第 4条 代書人ハ左ノ事項ヲ為スコトヲ得ス 

一 代書委託者ニ訴訟ヲ勧メ又ハ訴訟ノ鑑定若ハ紹介ヲ為シ其ノ他、他人ノ訴訟行為ニ干渉スル

コト 

二 代書人ニ非サル者ヲシテ自己ニ代リ代書ノ事務ヲ取扱ハシムルコト 

三 同一事件ニ付利害ヲ異ニスル双方ノ代書ヲ為スコト 

四 名義ノ如何ヲ問ズ代書料以外ノ報酬ヲ請求シ若ハ請求セシメ又ハ之ヲ受ケ若ハ受ケシムルコ

ト 

五 代書人ノ自宅代書事務所又ハ出張所ニ於テ他人ニ法律事務ノ取扱ヲ為サシムルコト 

（大阪府行政書士会史） 

 

 

 

 

「滋賀県代書人取締規則」 明治37年（1904年）12月 県令第58号 

 

第 1条 本則において代書人と称するは他人の委託を受け料金を得て文の作成を業とする者をい

う 

第 2条 代書人たらんとする者は左の事項を具し所轄警察官署に願出て免許証を受くべし 

一 本籍住所 

ニ 氏名生年月日 

三 営業所 

第 3条 代書人は左の行為を為すことを得ず 

１ 訴訟及び非訟事件に関し代理、勧誘、鑑定、仲裁、紹介その他争訟行為に干渉すること但

し登記の代理を為すは此限りにあらず 

２ 同一事件につき利害を異にする双方の代書を為すこと 

３ 本人又は委任状を携帯するものの依頼にあらずして権利義務に関する文書を作成するこ 

と 

４ 他人に名義を貸し又は代書人にあらざる者をして自己の業務を取扱はしむること 

 

  



 

「代書業取締規則」 明治39年（1906年） 警視庁令第52号 

 

第１条 本則ニ於テ代書業ト称スルハ他人ノ委託ヲ受ケ文書、図面ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂フ 

第２条 代書業をナサントスル者ハ族籍、住所、氏名、生年月日、業務所ノ地名、番号及履歴ヲ

具シ業務所所轄警察官署ニ願出許可ヲ受クベシ 

第３条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ代書業ヲ許可セザルコトアルベシ 

一 公権剥奪又ハ停止中ノ者 

二 信用ヲ害スル罪、財産ニ対スル罪、誣告又ハ誹毀ノ罪ヲ犯シタル者及本号該当者ト居ヲ同

フスル者 

三 公安又ハ風俗ヲ害スルノ虞アリ若クハ素行不良ト認メタル者 

四 他人ノ名義ヲ候スノ事実アリト認メタル者 

第４条 代書業者ハ左ノ行為ヲ為スコトヲ得ス 

一 訴訟事件、非訟事件及其ノ他ノ事件ニ関シ代書以外ノ関与ヲ為シ又ハ之ヲ鑑定、紹介スル

コト 

二 住所又ハ業務所ニ於イテ他人ヲシテ法律事務をヲ取扱ハシムルコト 

三 代書業者ニ非ラザル者ヲシテ業務上ノ代理ヲ為サシムルコト 

四 同一事件ニ付利害ヲ異ニスル当事者双方ノ代書ヲ為スコト 

五 代書事件ヲ他人ニ漏示スルコト 

六 名義ノ如何ヲ問ハス代書料以外ノ報酬ヲ受ケ又ハ故ラニ文書ヲ冗長ニシ若シクハ紙数ヲ増

加スルコト 

七 代書ノ委託ヲ勧誘シ又ハ委託ヲ受ケタル事件ニ関シ事実ノ虚構ヲ勧誘シ若シクハ委託ニ反

スル代書ヲ為スコト 

八 正当ノ理由ナクシテ代書ノ委託ヲ拒ミ又ハ文書、図面ノ作成ヲ遅滞スルコト 

第５条 代書業者ハ付録様式ノ事件簿ヲ調整シ代書ヲ為シタル毎ニ之ヲ記載スベシ前項ノ事件簿

ヲ廃棄セントスルトキハ業務所所轄警察官署ノ承認ヲ受クヘシ 

第６条 警察官吏ニ於テ前条ノ事件簿ノ提示ヲ要求シタルトキハ代書業者ハ之ヲ拒ムコト得ス 

第７条 代書業者所務上ニ使用スル印影ハ予メ業務所所轄警察官署ニ届出代書ヲ為シタル文書、

図面ノ末尾ニ署名捺印スヘシ但シ法令ニ別段ノ規定アルモノハ此ノ限リニ在ラス 

第８条 代書業者ハ文書、図面ノ難易又ハ紙数及各紙ノ行数字数ニ依リ代書料ヲ定メ業務所所轄

警察官署ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セムトスルトキ亦同シ代書料ハ業務所ノ見易キ場所

ニ掲示スヘシ 

第９条 左ノ場合ニ於テハ７日以内ニ業務所所轄警察官署ニ届ツベシ但シ第３号ノ場合ニハ戸主

又ハ家族ヨリ其ノ手続ヲ為スヘシ 

 一 族籍、住所、氏名又ハ業務所ノ位置ヲ変更シタルトキ 

 二 休業又ハ廃業シタルトキ 

 三 代書業者死亡シ又ハ所在不明ト為リタルトキ 

業務所変更ノ位置其他ノ警察官署管内ニ係ルトキハ前業務所所轄警察官署ヲ経由スヘシ 



第１０条  左ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ其ノ業務ヲ停止シ又ハ禁止スルコトアルヘシ 

 一 180日以上休業シタルトキ 

 二 第三条第四条各号ノ一ニ該当シタルトキ 

第１１条  本則ニ違背シタル者ハ第10条ノ停止若ハ禁止ヲ犯シタル者ハ拘留又ハ科料ニ処ス 

第１２条  代書業者ハ其ノ戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ニシテ其ノ業務ニ関シ本則

ニ違背シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ処罰ヲ免カルルコトヲ得ス 

附則 

第１３条 本則施行以前ヨリ代書業ヲ為シ尚之ヲ継続セムトスル者ハ本則施行ノ日ヨリ15日以内ニ

本則ニ依リ許可ヲ受クベシ 

 

 

区裁判所構内代書人取締規則 明治40年（1907年） 

第８条 代書人は代書業務の付随として、左に記載し足る事項に限りこれを為すことを得 

一 訴訟記録閲覧の附添を為すこと 

二 訴訟事件に付き仮住所の引受けを為すこと 

三 非訟事件に付き代理を為すこと 

四 登記申請に付き代理を為すこと        （「司法書士と登記業務」埼玉訴訟研究会） 

 

 

 

明治期の取締規則から見た代書人の業務範囲 

 

① 公安、風俗を害せず素行が善良であれば、代書営業の申請ができたこと 

② 能力考査制度は設けられていなかったこと 

③ 基本的には、文書の作成、文書の代書に留まるとされたこと 

④ 監督権者は警察署長だったこと（取締法規の側面が強かった） 

⑤ 双方代理が禁止されていたこと 

しかし・・・ 

⑥ 業務上の代理が可能 

⑦ 法律事務の取扱いが可能 

⑧ 登記申請の代理が可能・・・であった。 

 

（注） 

この当時は、弁護士の活動が法廷内に限定（旧々弁護士方 明治26年）されていたことによる。 

許可権者が警察署長であったことから見ても、取締法規の性格面だけが強調されており、代書人の資

質を高めるための能力考査も採用されず、官のＯＢが優遇されたことからも、当時の代書人の位置付

けは見て取れる。 

 



明治初期における代書人職制の意義とその矛盾 

 

 

 

１．明治政府は、近代法制の確立とそれに伴う不平等条約の改正へと繋げるという意図も含め、

当初は仏蘭西法の模倣とは云え、代書人は官と民の間にあって、訴訟の補佐役として高度な職

責を担うものとして想定していたこと 

  

２．しかし、明治初期の我が国において致命的だったのは、フランスにおける彼ら「アヴェーエ

（代書人）」「アヴォカ（代言人）」達は能く法律書を諳んじる者達だったが、わが国の彼らは

未だ公事師・事件師の域から脱し切れておらず、律書を諳んじる者からは程遠い存在の者達で

あり、政府においてさえ憲法、民法といった基本法の制定も五里霧中の彼方にあったこと 

 

３．その結果、明治8年以降の代書人は、基本法整備の遅れもあり、政府の言うがまま、為す

がままの都合の良い存在である「代書」以上には位置付けないという政府の意思表示ともとれ

る状態に置かれたままで、代書人取締規則が制定される迄の３０年間は、事実上の存在者とし

ての認知に留まる意味における代書人でしかありえなかったこと 

 

４．更には、代書人の訳語から受ける世間一般のイメージの方が実質的に固定して、「裁判所補

助吏」の内容をもたない、単に官公署へ提出する文書の作成者一般としての代書人の制度に発

展してしまったこと等が考えられる。 

 

 

 

－この節のまとめ－ 

 

①明治5年の「司法職務定制」の時点では、代書人・代言人の仕組は定められたばかりであり、彼ら

は事実上まだ存在していない状態にあった。そのため、幕藩体制から続く町村役人等が以前と同様

の代書人・代言人の役割と判決後の執行役を担う者として考えられていた。 

 

②明治6年の「訴答文例」によって、旧来の江戸時代から続いてきた差添人（町村役人、公事宿の主

人、手代、公事師）がここで正式に廃止されることになった。そして代書人・代言人となるには、

通常の成人男子なら願い出れば認められてその地位に着くことができ、試験制度も存在していなか

った。こうして訴訟の補佐役を担ってきた町村役人、公事宿の主人・手代、藩の下役人の一部、ま

た公事師たちは、順次、代書人・代言人に入れ替わることになる。それに伴って、公事宿はその機

能を終えることになった。 



③ 明治7年の「訴答文例」（改正）では、代書人は任意主義とされ、親戚・朋友を差添人とするも可

とされた。つまり、「訴答文例」によって訴状の様式や記載方法が定型化されたため、本人、当事

者の親戚・朋友であっても、文書作成能力・訴訟補佐遂行能力のある者が、その立場に立つこと

ができるように改正されたのである。過度な書証主義から民権主義へのシフトと見るよりは、厳

格に過ぎたことによる訴訟の混乱が原因であったともとれる。また、司法卿の交代による方針変

更とも受け取れる。 

 

④明治8年「司法省検事大審院諸裁判所職制章程」、「大審院諸裁判所職制章程」が定められたが、そ

れに伴って、司法職務定制は消滅することになる。これ以降、代書人は事実として存在する者の地

位にまで低下するが、代言人は代言人規則によって法的に認知（訴訟代理の一元化）された。明治

10年「大審院諸裁判所職制章程（改正）」が定められ、前記の司法省検事大審院諸裁判所職制章程

および大審院諸裁判所職制章程が消滅する。 

 

⑤こうした流れを見てくると、代書人は当初訴訟の補佐役として出現したが、その後は法制枠外の流

れに乗ってきている。明治の中期以降、殖産興業政策による日本の産業革命期を経て、各種の産業

が爆発的に増えるに伴って、各種の「願書（許認可類）」の必要性が増し、裁判所以外の行政官公

署に対する「代書」を必要とする事案に対応する形で、（行政代書人も）必要的な存在として認知

されていったものと考えられる。 

 

⑥代書人の数が増えるに従って、悪質な代書人やモグリの代書人も増え、国民に被害を及ぼすように

なった。このため各府県では「代書人規則」を定め、取締を行うようになった。 

しかし、この時代では、代書人となるには原則として「公安または風俗を害する恐れのある者、

若しくは素行不良と認めた者（代書業取締規則第3条）」以外は、代書営業の許可を受けることが

可能であった。 

 

⑦代書人は訴訟の補佐役としての必要性から誕生した。そして、法令上では未だ分化はされてはいな

いものの、その業務内容から、代書人は先発組の司法関係代書人と、後発組の行政関係代書人に分

化して行き、夫々が一定数の勢力を持つに至ったものと考えられる。 

 

⑨ 創設時の意味からの代書人は、行政書士よりも司法書士の系譜に近い存在の者達ではあるが、取

締規則の制定までは、事実上存在している者としての認知に留まる意味の範囲内における代書人

でしかあり得なかった。しかしその反面、「法律事務取扱の取締に関する法律」（昭和8年）まで

の彼等の職務内容は、今よりも遥かに広範な権限を行使することができていた。 

従って、明治期の代書人たちは、戦後の新法における司法書士とも行政書士とも違う職能であった

ことになる。 

 

 

 


