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序論 

本稿は、徳川幕府刑法、特に公事方御定書制定以後 1の刑政を中心として、その判例

法理を分析し、その基礎をなす刑事責任の本質を明らかにせんとするものである。 
徳川幕府刑法については従来も研究がなされてきたが、その主流ともいうべき研究方

法は、中田薫氏の「徳川刑法の論評」2に始まる。中田氏は「刑法主義」「負責能力」「刑

事責任と道徳責任」「結果責任主義」「Talio 主義」「連帯責任主義」「私刑主義」という 7
項目を立て、徳川幕府刑法を「今日の刑法学及び一般刑法史の見地から論評」3している。

その中では、古代ギリシャ・ローマをはじめとする西洋諸国の刑法史が比較対象として

参照され、これらに比して徳川幕府刑法の発達が如何程のものであったかを論じている

のである。 
以後今日に至るまで、多くの研究は中田氏の研究を始点とし、徳川幕府刑法の様々な

法現象をその枠組みによって体系化することに努めてきた。それらの詳細は以下各章に

おいて適宜紹介するが、すなわち先行研究の主流は、西洋近代的な刑法を基準として、

その諸制度――故意・過失、正犯・従犯、正当防衛など――が徳川幕府刑法に存在した

かを検討し、また西洋法の中でそれらの法理が形成されていく過程を前提として、徳川

幕府刑法におけるそれらに類似した法現象を観察することで、徳川幕府刑法が如何程の

発展を遂げていたかを検討するものであったと評してよいであろう 4。 

                                                  
1 公事方御定書の成立時期については諸説あるが、本稿ではこれを「実質的完成で、寛保

三年八月本文の文章が一応決定した、『追加』以前の最終段階」（平松義郎「『徳川禁令

考』・『公事方御定書』小考（二）」〈『創文』187 号所収、創文社 1979 年〉p.24）に設

定する。ただし周知のとおり、実際には御定書の規定は宝暦四年まで増補修正がなさ

れた（御定書の成立過程については、高塩博「『公事方御定書』の編纂過程と『元文五

年草案』について」〈『國學院法學』48 巻 4 号所収、國學院大學法学会 2011 年〉、同

「『公事方御定書』の元文三年草案について―「元文三午年御帳」の伝本紹介―」〈『國

學院法學』51 巻 2 号所収、國學院大學法学会 2013 年〉など参照）。なお公事方御定書

は上巻・下巻に分かれるが、本稿では特に示さない限り下巻を指し、単に御定書と称

す。 
2 中田薫『法制史論集』第三巻上（岩波書店 1971 年）pp.729-752（初出『法学志林』18

巻 4 号、法政大学 1916 年）。 
3 同上 p.729。 
4 一方で、戦前・戦中には、かかる西洋近代的な法概念によらず、徳川幕府の支配権力と

しての特徴や、日本固有の法理から徳川幕府刑法を理解しようとする動きも見られ

た。その例として、三上参次「徳川氏刑政の一斑」（國學院編纂『法制論纂』所収、第

日本図書 1903 年）p.1088-1100、細川亀市「徳川刑法の三原則」（『日本固有法の展

開』所収、巌松堂書店 1939 年）pp.275-299、牧健二「固有刑法の基本観念」（『法学論

叢』46 巻 6 号所収、京都帝国大学法学会 1942 年）pp.1-23 などが挙げられる。これら

の研究は、徳川幕府の統治理念や、上代における刑事法の観念など、社会・文化史的

背景を重視して徳川幕府刑法を理解しようとしている点で興味深いが、御定書の一部

規定を表層的に解説するに止まり、判例などをも含めたより詳細な研究には発展しな

かった。 
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思うに、凡そあらゆる法分野についての研究がそうであるように、法制史研究におい

ても比較法的視座が重要であることは言を俟たない。しかし一方で、従来の研究によっ

てなされてきた、西洋近代的な法概念との単純な比較のみによっては、徳川幕府刑法の

もつ特性を見落とす恐れがあることも忘れてはならないであろう。事実、先行研究で検

討されていない判例の中には、従来の研究方法によっては説明できないものが少なから

ず確認できるのである。 

本稿ではかかる問題意識の下、西洋近代法的な法概念とは意図的に距離を置き、徳川

幕府刑法のもつ用語や法理そのものの解明に務め、以てそれらの基礎をなす刑事責任の

本質がいかなるものであるかについて考察することを目的とする。 

このような目的の下、本稿では不念・怪我（第一章）、共犯（第二章）、被害者の責任

（第三章）について論じる。それぞれの内容については各章において詳述するが、これ

らはいずれも徳川幕府刑法における刑事責任を理解するうえでは最も基本的かつ重要

な論点である 5。すなわち不念・怪我の存否が問題となる例は、行為者を処罰するか否か

を決する境界事例を多く含み、その検討から、如何なる状態が可罰的と捉えられていた

かを明らかにすることができる。共犯処罰は、行為態様の異なる複数の行為者によって

結果が惹起された場合に、各行為者間で科刑上の差を如何に設けるかが中核的な問題で

あり、その検討から、可罰的な状態の中で如何なる要素が重視されていたかを明らかに

することができる。また被害者の責任は、加害者の刑責を決定する際に被害者に存する

事由を如何に評価するかが中核的な問題であり、その検討から、行為者の処罰に際して

被害者が如何に位置づけられていたかを明らかにすることができる。 

また上記の目的を達成するため、本稿では、御定書をはじめとする徳川幕府刑法に関

する各種制定法に加え、判例をおもな検討材料とする。徳川幕府刑法において判例は、

御定書に次ぐ重要な法源として扱われており 6、個別の事件の処理に際しても、判例の

参照が盛んに行われた。この点に着目し、判例を検討材料の中心に据える先行研究もあ

る 7が、先に述べた方法上の問題から、必ずしも徳川幕府刑法を正確に理解していると

                                                  
5 これらのほかにも、幼年者の刑事責任や乱心者のそれなどが論点として挙げ得るが、そ

れらはいずれも行為者の特徴がそのまま刑事責任に反映されるものであって、徳川幕

府刑法全体における刑事責任を考究する上では周縁的な問題に過ぎない。そこでこれ

らについての検討は他日を期すこととして、本稿ではより本質的であると考えられる

上記三点を取り上げる。 
6 平松義郎『近世刑事訴訟法の研究』（創文社 1960 年）p.535 参照。 
7 たとえば、高柳真三「徳川時代における幼年者の刑事責任能力」（『江戸時代の罪と刑罰

抄説』〈有斐閣 1988 年〉、初出『法学』10 巻 3 号、東北帝国大学法学会 1941 年）、石

井良助「わが古法に於ける少年保護」（『日本刑事法史〔法制史論集一〇巻〕』〈創文社

1986 年〉所収、初出『少年法全国施行記念少年保護論集』司法保護研究所 1944 年）、

平松義郎「徳川幕府刑法に於ける窃盗罪―判例による近世刑法史の研究―（一～三・

完）」（『国家学会雑誌』65 巻 5-7 合併号、11･12 号、66 巻 5-7 合併号所収、国家学会

事務所 1952 年）および以下本稿に掲げる石塚英夫氏による諸研究が挙げられる。 
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は言い難い。徳川幕府刑法の正確な理解のためには、従来検討されてこなかった判例を

積極的に取り上げるとともに、その文言をより忠実に読み解くことが重要である 8。 
なお、判例の研究にあたって最も重視すべき史料として「御仕置例類集」9および「御

仕置例撰述（撰述格例）」10が挙げられる。これらはいずれも「先例（刑事）を蒐集分類

して、裁判官をして容易に必要な先例を求めしめんとして、評定所に於て作成したもの」

11であり、特に「御仕置例類集」は、江戸時代の刑事判例集の中で最も重要なものと位置

付けられている 12。本稿では両史料を中心に据えつつ、他の刑事判決記録 13なども利用

し、刑事法的諸法令および判例の正確かつ詳細な検討に努める 14。  

                                                  
8 そのため本稿では、未翻刻の史料に限らず、翻刻・刊行済みのものも、判例はなるべく

全文を引用する。これにより本稿は、従来見落とされてきた部分の摘示や、全体の論

旨の正確な把握に資するものとなるであろう。 
9 石井良助編『御仕置例類集』（名著出版 1971-1974 年）。本稿における本史料の引用・

参照はすべて本書による。 
10 石井良助編『近世法制史料集』（雄松堂フィルム出版有限会社 1967 年）所収。本稿に

おける本史料の引用・参照はすべて本書により、（）内の英数字は各冊ごとの収録順に

番号を附したものである。 
11 石井良助「古法制雑考（九）〔一三御触書、撰述格例及び御仕置例類集（上）〕」（『国家

学会雑誌』53 巻 12 号所収、国家学会事務所 1938 年）pp.74-75。なお、両史料の関係

については同「古法制雑考（一〇）〔一三御触書、撰述格例及び御仕置例類集（下）〕」

（同誌 54 巻 7 号所収、1939 年）も参照。 
12 前掲『御仕置例類集』の「序」参照。尤も、「御仕置例類集」は正確には評定所の評議

記録であり、また民事事件についての伺・指令や、裁判とは関係のない事項に関する

伺、評議も収録されているため、「刑事判例集」との呼称は正確ではないとの指摘もあ

る（大平祐一「伺・指令型司法」『近世日本の訴訟と法』〈創文社 2013 年〉pp.12-15
〈初出、「近世日本の『伺・指令型司法』」『立命館法学』286 号所収、立命館大学法学

会 2002 年〉参照）。しかし、刑事事件の収録件数が圧倒的に多く、また後の参考にな

る事例が選集、類別編纂されている点で、実質上判例集と称して差し支えなく、かつ

少数意見も含めて評議内容が詳細に記録されているなどの点から、本史料は幕府刑政

の実情を知る格好の史料であると言えよう（国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』

〈吉川弘文館 1971-1997 年〉「御仕置例類集」の項〈平松義郎執筆〉参照）。 
13 「御仕置例類集」「御仕置例撰述」に収められていない事件が、判例としてどの程度有

効であるかについては検討を要するが、両史料に収められた事件の評議に際して参照

された例が、必ず両史料のいずれかに収められているとは限られないこと、また両史

料のごとく題名に「例」の字のつかない編年体の史料（たとえば後掲「犯科帳」な

ど）でも、実際には事件の取捨選択が行われている（安高啓明『近世長崎司法制度の

研究』〈思文閣出版 2010 年〉pp.164-165 参照〈初出、「長崎奉行所司法資料に関する

一考察―『犯科帳の史料学的考察を中心に』―」『法律時報』991 号所収、2008 年〉）

ことなどから、少なくとも両史料に収められていないという理由のみによって、判例

としての意義を否定することはできないと考える。 
14 なお、本稿において史料、論文などの文献を引用するに際しては、旧漢字・変体仮名

などは一部を除き概ね現行通用のものに改め、適宜読点を施した。行送りは適宜改

め、欠字・平出はともに一字を明けて示した。筆者による註記は〔〕で示した。 
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第一章 不念・怪我 

第一節 先行研究の整理と問題提起 

第一款 先行研究 

中田薫氏によれば、徳川幕府刑法は、結果責任主義から過罪責任主義へ移行する過渡

期であった。同氏はまず、徳川時代の刑法では有意犯と無意犯とが明確に区別されてい

たと論じる。そして、有意犯には、予謀の有無に応じて「巧」「不斗」という区別がある

とする。一方の無意犯はこれを「あやまち」または「怪我」と称していたが、この無意

犯がさらに、今日の過失犯に相当する「不念」と、偶然の出来事である「不斗」に区別

されていたとする。以上のことから同氏は、過失犯と偶然の出来事とは一応区別されて

いたものの、無意犯の中から偶然の事故を除外する程には、徳川時代の刑法は進歩して

いなかったと主張するのである 15。 
中田氏以降の研究も、多少の違いはあるものの、基本的にはこの主張を踏襲し、現在

に至っていると見てよい。 
高柳真三氏は、当時の刑事責任は、無過失無責任という原則によっていたが、特に過

失殺人について、鉄炮玉が意図せず人に当りその人を死に至らしめた場合、軽微ながら

も刑を科しているのは、結果責任主義の現れであると分析する 16。 
石井良助氏は、犯罪の成立には故意または過失が必要であったとした上で、巧・不斗

が故意を、不念・怪我が過失を、それぞれ表す語として用いられていると述べている。

その上で、過失犯について、不念が重過失を、怪我が軽過失をそれぞれ意味すると論じ

ている。また、全くの事故の場合が「不慮」という言葉で表され、遅くとも宝暦期には

これが過失犯から除かれているとも論じるのである 17。 
このような故意、過失の分類についての研究がなされる中、特に不念と怪我について

                                                  
15 中田前掲「徳川刑法の論評」pp.740-744。 
16 高柳真三「江戸幕府刑法略説」（前掲『江戸時代の罪と刑罰抄説』所収）pp.377-382

（初出、「徳川時代刑法の概観」『司法資料別冊』9 号所収、司法省調査部 1942 年）。 
17 石井良助『日本法制史概説』（改版、創文社 1960 年）pp.490-491（初版弘文堂書房

1948 年）、同『第四江戸時代漫筆 人殺・密通』（明石書店 1990 年）p.75（初出、「古

法漫筆―江戸時代・その三―」『時の法令』447・448 合併号-466 号所収、法令普及会

1963 年）。この論旨と同様のものとして、杉山晴康『日本法史概論』（成文堂 1980
年）p.328、牧英正・藤原明久編『日本法制史〔青林法学双書〕』（青林書院 1993 年）

p.226（鎌田浩執筆）、谷口眞子『近世社会と法規範 名誉・身分・実力行使』（吉川弘

文館 2005 年）pp.114-116、浅古弘ほか編『日本法制史』（青林書院 2010 年）p.213
（山中至執筆）などが挙げられる。なお、大平祐一氏は、近世前半期において、犯罪

の意思なき場合を無罪としたと指摘する（「近世の刑事裁判と『無罪』」〈太田知行ほか

編『民事法学への挑戦と新たな構築』所収、創文社 2008 年〉pp.1121-1123）。 
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は、石塚英夫氏の「徳川幕府刑法における過失犯」18において、判例を検討することで、

当時の主観要素の考慮方法が概観されている。この研究が、この分野における現時点で

の最も詳細なものであろう。その内容をまとめれば以下のとおりである。 
まず怪我について、これとあやまちという語とは同義であると述べている。その上で、

怪我の成立には故意の不存在が絶対の要件であったが、過失の有無には重点が置かれて

おらず、事実無過失に近いものも「怪我」とされていると指摘する。しかしながらこれ

と同時に、「行為者の注意義務違反を怪我、あやまちとする常識的な考え方に立つ」と分

析している。 
ついで不念については、これが責任の有無、ひいては刑罰の有無を決するメルクマー

ルであったと述べている。そして過失概念としての不念の根底をなすものは「注意義務

の違反、すなわち不注意」であり、この語を「過失犯成立の要件として理解し、使用す

るのが、徳川刑法においてもっともふつうであり、基本でもあった」とする。さらに、

不念は、「当然、無過失無責任の思想を表明するものであ」り、先に高柳氏によって指摘

された、御定書七十四条における無過失責任的規定や、「現実の問題としては過失犯を否

定する不念の消極的側面を示す実例は少く〔中略〕これを肯定する判例が圧倒的に多い」

という事実を認めつつも、なお全体としては無過失無責任の傾向にあったと主張するの

である。 
さらに近年、古城正佳氏は、高柳氏、石井氏、石塚氏の三説を比較検討した上で、石

塚氏の見解に立脚しつつ、怪我が故意の不存在を示し、不念が過失の存在を示すとの見

解を立てている 19。同氏の見解は、先学が踏襲してきた、怪我に注意義務違反的性格が

あるという立場を、その論拠となる史料の再検討によって批判した点で重要である。 

第二款 問題提起 

ところで、近代刑法学において、故意・過失は、主観的構成要件の一つとされ、両者

の区別は、犯罪事実の表象・認容の有無に求められている。より具体的には、自己の行

為のもたらす結果について、行為者が認識・認容していた場合には故意とされ、この認

識・認容を欠く場合には過失とされるのである。さらに、過失については、以上のよう

な消極的要件の他に、積極的要件として、行為者の不注意、つまり注意義務違反が要求

される 20。 
このような近代刑法学の理解を踏まえて先行研究を読み直せば、上に挙げた不念や怪

我という語は、いずれも、犯罪事実の表象・認容が欠如し、且つ行為者に不注意が存在

                                                  
18 『法政研究』25 巻 2-4 合併号（九州大学法政学会 1959 年）pp.299-322。 
19 古城正佳「米沢藩刑法における過失犯」（藩法研究会編『大名権力の法と裁判』所収、

創文社 2007 年）pp.377-392。 
20 団藤重光『刑法綱要各論』第三版（創文社 1990 年）p.340 以下。 
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するという、主観態様を評価するための語であるということになろう。上に掲げた先学

たちも、おおよそこのような理解に立っているものと思われる。 
しかし、従来の研究で取り扱われている判例は、不念や怪我という語の用いられてい

る判例全体から見れば、一部分に過ぎない。殊に、不念については、殺人や傷害の罪に

よって説明される場合がほとんどである。他の犯罪類型で同語の用いられている例も数

多く残っているが、それらはほとんど検討の対象とされていない。また怪我についても、

この語はそもそも殺人や傷害に特有の語ではあるが、なお検討されていない判例は存在

する。したがって、それらの従来は扱われてこなかった判例についても、なお同様の概

念が妥当するかについては、検討の余地があるように思われる。 
そこで以下本章では、先行研究では触れられてこなかったものも含めて、不念や怪我

の存否が問題となっている判例を挙げ、これらの語が如何なる意味で用いられていたの

かを、より総合的に解明する。そしてその結果に基づいて、これらの語に関する従来の

研究成果を再検討し、そこから見えてくる、当時の刑事責任について考察することを目

的とする。 
 

第二節 不念 

第一款 公事方御定書成立以前 

石塚氏は前掲論文において、御定書成立以前の不念には触れていない。しかし、この

時期の用例も少数ながら残されている。そこで、まずは御定書成立以前に不念が如何に

用いられたかを検討する。 

第一項 御仕置裁許帳・元禄御法式 
「御仕置裁許帳」21は、江戸牢屋入牢者の記録である町奉行所所蔵の牢帳より、後の

「例」となるべき事例を選出、類別編纂したものである。掲載事件の年代は明暦三年よ

り元禄十二年にわたっており、宝永頃に編纂されたものと推定されている 22。 
本史料のうちには、「入牢之者を預り、首を為縊る者」と題された部があり、以下の事

例が見られる。 

貞享三寅年五月廿五日 
壱人女ぢう 是ハ赤坂裏伝馬町弐丁目四郎右衛門店須田太郎兵衛女房、夫太郎兵衛

義穿鑿之儀有之、当二月十九日籠舎申付候処、籠内ニて相煩候ニ付、養生之内

                                                  
21 石井良助校訂『近世法制史料叢書 1』（復刊訂正版、創文社 1959 年〈初版、弘文堂書

房 1938 年〉）所収。 
22 同上、p.1 参照。 
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預り度由妻子訴訟ニ付、当月廿一日預ケ遣候処、右太郎兵衛今日首縊相果候由、

訴訟来ル付、検使遣、召寄、遂穿鑿候処ニ、自身首縊候ニ無紛候、不念成ル故、

家主儀ハ閉門申付、悴庄太夫儀ハ漸十歳ニ罷成候故、太郎兵衛従弟四ツ谷伝馬

町壱丁目半兵衛店長兵衛ニ預ケ遣、此者儀ハ夫太郎兵衛仕形不届ニ付、上り屋

ニ入、23 

そしてこの判例を基として、「元禄御法式」には「一入牢之者を預り首を為縊申者 不

念一通り故入牢之上赦免」なる一条が設けられている 24。 
御仕置裁許帳の記述からは、牢の者を預かった者として念を入れて監視すべきところ、

これを怠ったという趣旨で不念が用いられていると解し得る。元禄御法式も同様に解し

てよいであろう。なお後者の、「一通り」という言葉がどのような意味をもつものか明ら

かではないが、御仕置裁許帳の記述と照らし合わせれば、監視義務の懈怠の他に非難す

べき点がなかったという意味であると解し得る。 

第二項 公法纂例 

「公法纂例」乾 25は、享保二年正月に評定所が類焼した際焼け残った、「『評定所古来

御仕置書抜』三冊」と同系統の判例集であり 26、「貞享・元禄ごろの幕府評定所の判決を

集め」27たものである。本史料にもいくつかの不念の用例がみられるので、それらの内

から特に刑事事件的性格の強い例を挙げておきたい 28。 

論所人殺 
日野豊後守殿御出座式日跡立会 
元禄三午六月廿二日 
一 鍋島刑部知行所、下総国山野辺村与、浅野伊左衛門知行所、同国与倉村、野論ニ

付於論所打合、山野辺村百姓弐人蒙疵、其夜相果候由申出ニ付令穿鑿処、山野辺

村之者以強勢任人数、非分之野境相立候儀、与倉村之者及闘論候、其上被打伏候

もの其場ニ不差置之、引取候以後相果其節茂、与倉村之者ニ死骸不為見之段々不

念之致方、其上打候相手を差妻子等雖申之、手元見届候証拠無之上者強而不及沙

汰、雖然於論所及闘論打合致候儀為不届ニ付、与倉村助六、長蔵、過怠令牢舎旨、

                                                  
23 「御仕置裁許帳」十巻一八三（八六二）。 
24 元禄御法式の成立過程については前掲『近世法制史料叢書 1』p.3、条文は同 p.463 所

引。 
25 東京大学総合図書館蔵。南葵文庫旧蔵書。 
26 平松義郎「近世法」（『江戸の罪と罰〔平凡社ライブラリー〕』所収、平凡社 2010 年）

p.28（初出、浅尾直弘ほか編『岩波講座日本歴史 11 近世 3』岩波書店 1976 年）。 
27 前掲『国史大辞典』「公法纂例」の項（石井良助執筆）。 
28 本史料が民事・刑事を分離していない裁判例集であることは、その収録内容から明ら

かである。 
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絵図裏書ニ書載裁許、但右両人午七月十一日出牢、 
右出座 29 

本件では、山野辺村の百姓二名が闘論中に疵を負い、その夜の内に死亡した事件につ

いて、「被打伏候もの」をその場に差し置かず、また死亡した際もその死骸を相手である

与倉村の者に見せなかったことを以て不念としている。 

廻船盗荷物 
本湊町与太夫店十右衛門与、紀州古座清水村市右衛門、徳右衛門、鏡荷物之出入遂穿

鑿処、通四町目左兵衛荷物、従大坂積廻候処、熊野浦ニ而致破船、荷物少茂不取上旨

申来候処、左兵衛荷物之内鏡荷物、紀州古座浦市右衛門方ゟ本湊町十右衛門方江送遣

候処、十右衛門右之訳不存、手代与兵衛ニ為持江戸鏡屋江払ニ出候を左兵衛見付、与

兵衛幷鏡共ニ十右衛門ニ預置訴之ニ付、十右衛門ニ尋候処、右市右衛門方ゟ送候荷物

ニ而、何方ゟ出候荷物共不存由申之、市右衛門者大坂船頭八太夫方ゟ次郎右衛門与申

もの買取候を、紀州橋杭村松右衛門肝煎ニ而、次郎右衛門方ゟ買取候由申之、其上八

太夫方ゟ松右衛門方へ遣候状ニ、鏡荷物之儀細引之拾ひ荷物之由、買候者方江申呉候

様頼由申ニ付、松右衛門方ゟ右之状市右衛門方江遣候、然者最寄左兵衛荷物積下候節、

八太夫盗取候由相聞候、其上右鏡海中江入候鏡ニ而者無之由ニ候へ者、旁以八太夫仕

方不届ニ付、申四月十四日牢舎申付、外之者共ハ其通ニ而相帰ス、然処於牢内八太夫

拷問之上白状申候ハ、下人孫兵衛義、橋杭江懸り候荷物拾ひ取候由申之ニ付、同五月

十四日孫兵衛召出令詮議処、申分難立間是又令牢舎候、且右荷物肝煎候松右衛門儀呼

ニ遣候処、致病死ニ付、同六月十四日次郎右衛門召出、八太夫孫兵衛と対決申付候処、

曽而不存旨雖申之、疑敷間次郎右衛門牢舎、紀州藤川浦庄屋清六、同国串本浦庄屋甚

六、同浦肝煎新作儀、右荷物盗物与不存浦手形出候由雖申之、不念之仕方不届ニ付、

同六月廿五日牢舎、同国清水浦市右衛門義、松右衛門方ゟ盗物買取、疑敷事有之間同

日牢舎申付、右荷物者八太夫水主、左次太夫、長次兵衛、両人盗取孫兵衛ニ為持、橋

杭村松右衛門方江銀四拾目ニ売候由、孫兵衛致白状候間、左次太夫、長次兵衛、召出

遂詮議候処、左次太夫者孫兵衛申通致白状候、長次兵衛者申争候得共、左次太夫白状

之上者同類ニ無紛候、且又大坂ニ而浦手形出候六兵衛、三郎兵衛義、召出相尋候処申

分立候間、其通ニ而相返候、然処左次太夫申十一月、長次兵衛酉二月、新作同月、次

右衛門同六月、甚六同九月、五人共牢死、 
右出座 30 

                                                  
29 「公法纂例」乾（四〇）。なお、通し番号は神保文夫「『御仕置部類』系評定所判例

集」（『名古屋大学法政論集』156 号所収、名古屋大学法学部 1994 年）p.532 以下の

（表 1）による。 
30 同上（八二）。なお、本事例には年月日の記述がないが、同系統の史料「公裁一件」か



12 

この一件では、荷物が盗物であるとは知らずに浦手形を出したことが不念であるとさ

れている。これは「盗物を扱う」という結果の発生を認識していないという点で、過失

犯的であると言えよう。しかし、このような事例の存する一方で、 

語取雑物 
一 本船町弐町目治兵衛、麻荷物拾弐箇徳左衛門語取候内、弐箇ハ武州小板村武左衛

門方江預置、拾箇は相州宿村嘉左衛門方ニ差置、同村権兵衛口入ニ而、同村佐五

左衛門方江代金九両弐分弐朱ニ相払、右金之内五両徳左衛門ゟ請取、致欠落付遂

僉義候処、佐五左衛門も証人不取之、売主手形も取らす買取候段不念ニ付、弐両

為致損、残金三両ハ、口入権兵衛、幷宿武左衛門両人ニ而返済可仕旨手形申付ル、

口入権兵衛は、行衛も不知もの之荷物致口入、佐五左衛門ニ為買候段不届ニ付、

手鎖申付候、 
右出座 31 

なる一件も見られる。本件では、「語取雑物」を買い取ることについての行為者の認

識如何には触れていない。不念の認定に当たっては、買取に際して、証人もなく、売

主の手形も取らなかった点が問題とされているのである。かかる犯罪類型について

は、次款第二項において詳しく検討するが、不念が結果発生の認識と必ずしも結びつ

いていないこのような用例にこそ、この語の特徴があるように思われる。 

第三項 享保度法律類寄 
「享保度法律類寄」では、不念という語が一つの項目を立てて扱われている。本史料

は、徳川吉宗が座右に備え置くために作成させた、簡単な刑罰法規集であり、評定所や

勘定奉行所の記録をもとに条文化したものである 32。その条文数から見ても、本史料に、

あらゆる犯罪を網羅的に記す目的があったとは思われない。そのような中でなお掲載さ

れている行為は、やはり当時重視されていたか、あるいは頻発していたものであると推

測できる。その規定の全文を掲げれば以下のとおりである。 

 

不念 
〔第一項〕 

                                                  
ら、元禄五年四月四日のものであると確認できる（前掲神保「『御仕置部類』系評定所

判例集」p.544 以下の（表 2）参照）。 
31 同上（二七七）。本事例も前の事例と同様、「公裁一件」から元禄二年のものであると

確認できる。 
32 司法省蔵版・法制史学会編・石井良助校訂『徳川禁令考』（創文社 1959-1961 年）別

巻 p.1。なお以下では「『徳川禁令考』別巻 p.1」のごとく表記する。 
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一渡舟にて溺死のもの有之節、不念の船頭は流罪、右請負人も品により同罪、馬士引

馬車にて人に疵付候はゝ、宰領共流罪、右主人へは療治代分限に応し可為出、疵付

候者於相果は、馬士車引宰領共に死罪、右の主人は分限に応し過料、 
〔第二項〕 
一辻番所見通し場所にて白昼に被切殺候もの有之節、不見届番人、幷手負人を見損し

通し、又は辻番所前をあはれ通候を其分にいたし置、往還のものへ疵付させ候番人

の類、流罪、又は入墨の上敲五十、請負人は過料、 
〔第三項〕 
一相手不知横死の者の死骸を内証にて渡候もの、請取候もの、流罪、33 

法律類寄の目次は「逆罪幷不仁」にはじまり、火附、盗賊、人殺など、犯罪の類型毎

に分類されている。このことから、ここでの不念は犯罪類型の一種として捉えられてい

たことが窺える。一方でこの規定の中に「不念の船頭」とあることから、不念が行為者

の何らかの態様を示す語としても用いられていたことが分かる。つまり、このような行

為者の態様こそが、この類型において処罰されるべきものなのである。 
では、その処罰されるべき不念という態様は、具体的には如何なることを示していた

のか。第一項の文面からは読み取れない。 
ところで第二項では、辻番所に詰める番人に対し、「被切殺候もの」などと示された対

象を見逃してはならないという義務を設定し、その義務を怠った場合の科刑が規定され

ている。また第三項も、「内証」という言葉を「町役人などに報告すべきところこれをし

なかった」という意味に解するならば、義務の懈怠と言える。然りとすれば、第一項も

これと同様に考えることができるであろう。その義務は具体的に明示し得るものではな

く、おそらく舟や馬を安全に操るという包括的な義務であると考えられる 34。 

第四項 犯科帳 
ここまで挙げてきた史料は、幕府中枢乃至江戸において作成されたものであったが、

地方において作成された史料は如何であるか。長崎奉行所の刑事判決記録である「犯科

帳」35には、寛文六年より慶応三年までの膨大な事例が収められており、御定書成立以

前の事例も多く残されている 36。この「犯科帳」で、不念という語が最初に見られるの

は貞享五年である。 

                                                  
33 同上 p.7。 
34 なお、御定書における水主、車引き、馬士の過失殺人についての先行研究として、石

井前掲『第四江戸時代漫筆』p.67 以下。 
35 本史料の引用・参照はすべて、森永種夫編『犯科帳』（犯科帳刊行会 1958-1961 年）

による。なお、読点は筆者による。 
36 前掲『国史大辞典』「犯科帳」の項（宮本由紀子執筆）参照。 
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長崎袋町 中村与左衛門忰 
一 八郎右衛門  年弐拾七  辰八月五日籠舎 

右八郎右衛門儀、当八月五日、百四拾番積戻リ船、船道具為修復、唐人陸江上り候

節小宿仕候処、右之船出帆之刻、林普と申唐人之沓之下ニ銀子壱枚隠罷在候処、検

使之者改出之候付遂僉議候処、不念之段誤入申分ケ無之付、辰十月廿五日、長崎十

里四方追放申付之、若立帰候は、可令死罪旨申含之、 
附 厳有院様十三回御忌ニ付大赦被行候付、申ノ四月八日追放赦免 37 

ここでの不念は、唐人が銀子を持ち出さないようにするための注意を怠った事を指し

ていると思われる。また、宝永五年には 

本石灰町 
一 甲斐九郎左衛門 

右九郎左衛門儀、立帰之者自分借屋ニ居申候を不申出、出来鍛冶屋町乙名中尾喜兵

衛、人改ニ而見出し訴出候ニ付、召出遂僉議候処不念ニ相極候ニ付、子五月十八日

閉戸申付、七月四日差免之、38 

なる例も出されている。ここでは、立帰之者、おそらく追放刑に処されその所に居るこ

とを許されない者が、自分の借家に居ることを申し出なかったことが、「不念ニ相極候」

根拠になっている。 
ところで、上の二例では、裁きを受けている者が、問題となっている事態（唐人の靴

底に銀子が入っていたことや、立帰の者が借家に居ること）を知っていたか否かは問題

とされていない。特に後者では、その文面から考えるに、九郎左衛門が「立帰之者」で

あることを知っていた可能性が高く、それにもかかわらずその旨を申告しなかったこと

が不念とされているのである。そのため、この二例では、その者の認識如何にかかわら

ず、当該結果の不発生に向けた行為を怠り、他者の告発によって当該結果が露顕したと

いう点について、不念なる言葉が用いられていたと考えられる。 
さらに、これは御定書の成立時期にかかるが、延享元年の事例には以下のようなもの

がある。 

元西上町之者 西山村住居 彭城義藤太妻之親 
一 河辺遊仙      亥九月廿九日所預後三十日入牢 

子四月四日出牢過料三貫文申付指免之 

右之者、致不義候娘を預リ置、九月廿八日令他行留守ニ而、娘儀家出いたし、松森

                                                  
37 「犯科帳」第一冊（188）。 
38 同上第三冊（81）。 
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天神社内水茶屋ニ而貞之進と密通いたし居候を、夫義藤太見届、貞之進は討留候、

娘儀は逃失候ニ付討漏候由、不義之娘預リ置、他行いたし留守故娘家出いたし、右

躰之儀仕出シ候畢竟不念故之儀、始末不届ニ付、娘尋之儀稠敷申付置候処、不尋出

候付三十日入牢申付、親類共江尋申付候得共、娘行衛弥不相知候付、出牢之上過料

三貫文申付指免之、此已後娘尋出候はゝ、召捕可罷出之旨申付之、〔下略〕39 

この一件では、他者による告発についての記述はなく、専ら「娘が外出しないようにす

べきところ、自身が外出したことで当該結果を発生させた」という点が問題とされてい

る。これは、先に法令についての検討の中で触れたように、管理責任が問われているも

のと思われる。本史料の中には、このほかにも管理責任の懈怠が不念とされている判例

が散見される 40。 
以上、この時期における各史料での不念の用例を概観した。それら用例の多くは、行

為者に何らかの義務が課されているときに、その懈怠を示すものであった。さらに、主

に「犯科帳」の記述から分かるように、時としてこの語は、実際の犯罪行為には関与し

ていない、管理者の責任を問うものでもあったのである。 

第二款 公事方御定書成立以後 

御定書成立以後の史料では、不念の用いられている犯罪類型は広がりを見せ、また採

録される判例の数も飛躍的に増大している。これを以て一概に、御定書成立以後、不念

の概念が拡張したということにはならないが、不念が刑事法において重要な位置を占め

ていたことは窺える。以下では、不念の用いられる代表的な犯罪類型について検討する。 

第一項 等閑又は麁忽 
「御仕置例類集」には「等閑又は麁忽之部」と題された事例群がある。様々な犯罪を

まとめたこの類型 41には、不念の用いられている例もまた幅広く収録されている。した

がってこれらを検討することにより、不念の最も一般的な用法を窺うことができるであ

ろう。以下では、本史料の分類に従い、各犯罪類型における不念の用例について検討し

てゆく 42。 
                                                  
39 同上第十四冊（28）。 
40 同上第三冊（84）、第六冊（17）など。 
41 「御仕置例類集」凡例によれば、「等閑又ハ麁忽之部ハ、都て何所業によらす、物事を

ゆるかせになしたると不行届と心得違なるもの等を集て一部となし、其罪名又は其品

等を以、類をわかつ。」ものである。 
42 尤も、この部において不念が用いられている例は全体の半数ほどである。しかし、不

念の語が見られる例とほとんど同様の例でこの語が見られない場合もある。そこで本

稿では、不念の語が実際に用いられている例を中心に取り上げつつ、用いられていな

い例についても、これと同様の例で不念が認められていれば参照に値するものとして

取り上げている。 
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この部において不念の用いられる犯罪類型は、二つの群に大別できる。 
第一の群は、他者の犯罪行為について、これを認識しながら何らかの行為にでなかっ

た場合である。具体的には、「盗賊之手懸不訴出類」「変死人怪我人有之を不訴出類」「博

奕等有之を其儘ニ差置候類」などがこれにあたる。 

（１）盗賊之手懸不訴出類 
まず、「盗賊之手懸不訴出類」について見ると、ここで不念を主に用いているのは、盗

物の取戻行為についてである。一例を挙げれば以下のとおりである。 

天明五巳年御渡 
佐渡奉行伺 
一 佐州辰巳村ニて召捕候、無宿・専次郎、盗いたし候一件、 

佐渡奉行当分御預リ所   
佐州雑太郡青野村    

松 之 助   
外 四 人   

佐渡奉行支配所      
同郡新町村       

十王堂道心    
浄   円   

右之もの共儀、所持之品、被盗取、右品、盗取候もの共買受或は質ニ置候もの、相

知候ハヽ、早速可訴出処、無其儀、内分ニて受取候段、不埒に付、過料銭三貫文宛、

浄円儀も、同様不埒に付、三十日押込 
此儀、御定書ニ、盗人を召捕、雑物取返し、内証ニて逃し遣候もの、当人・名主、

叱り、但、死罪ニ可成・盗人を、内証ニて逃し遣候ハヽ、名主・当人、軽過料、

と有之候処、此もの共ハ、盗人と直対談ニは無之、被盗取候品を内証ニて取戻候

不念迄ニて、盗人を逃し遣候ニハ無御座候間、浄外五人とも、叱り、 

評議之通済 43 

上記一件の評議とほぼ同様の文章を用いる例はほかにも見られる 44。それらの例では、

二つの点が問題となっているように思われる。第一は、盗物を「内証ニて」取り戻した

点である。上記一件の文言からも、この点が不念の有無を決する基準となっていたこと

が窺える。ではこの「内証」とは如何なる状態を示していたのか。他の判例の中には、

                                                  
43 「御仕置例類集」古類集拾六之帳、一〇五七号。なお、以下では古類集拾六（一〇五

七）のごとく略す。 
44 古類集拾六（一〇六一）寛政五・駿州無宿・清八、盗いたし候一件、同（一〇六三）

寛政十・野州無宿・吉弥、附火いたし候一件など。 
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「訴も不致」45や「村役人ニも不相届」46といった記述が見られる。また、被害届が受理

されると、奉行所から、手懸りがあれば訴出るべき旨申し渡されるのである 47。すなわ

ち、盗物を発見した際に、これを村役や役所に届け出ないことが内証とされたと言える。

思うに、盗物はそれ自体、盗犯を捕まえるための重要な手懸りである。したがって、仮

令盗まれた当の被害者であっても、これを勝手に取り戻すことはできなかったのであろ

う。犯罪の被害者は、自己の法益の回復よりもまず、犯罪捜査や犯人摘発に協力する義

務を負っていたのである。盗物を然るべき手続きを経ずに取り戻す行為は、この義務を

怠ったものとして不念があるとされたと考えられる。 
このような考え方は、盗難に遭った際、被害届を出さなかった事件にも反映されてい

る。 

文化二丑年御渡 
駿府町奉行伺 
一 無宿・金五郎、盗いたし候一件、 

東海道         
駿州丸子宿      

家 持       
旅籠屋      

忠 兵 衛   
右之もの儀、紛失品有之候は、聊之品ニ候共、宿役人え申聞、可訴出処、無其儀、

不行届不念ニ付、叱り、 
此儀、不念迄ニ付、伺之通、叱り、 

評議之通済、48 

被害届を提出することは、捜査の端緒となる重要な行為であり、当時はこれが義務付

けられていた 49。つまり、ここでも問題となっているのは義務とされている行為に懈怠

があったという点であり、不念の不作為犯的な性質を裏付けるものと言えよう。 
したがって、このような義務懈怠の域を超えて、犯罪捜査を阻害する能動的な行為が

あった場合には、その取扱いをいささか異にしていたようである。御定書五十六条「盗

人御仕置之事」には、 

                                                  
45 古類集拾六（一〇五五）天明五・京橋無宿・吉五郎、盗いたし候一件。 
46 古類集拾六（一〇五三）天明元・盗いたし附火を仕懸置候一件。 
47 平松前掲『近世刑事訴訟法の研究』p.604。 
48 新類集拾八（五九二）。同種の例として、同（五八八）文化元・駿州藤枝宿河原町・源

蔵、盗いたし候一件のうち、伝三郎・平兵衛・十兵衛についての記述が挙げられる。 
49 石井良助『第三江戸時代漫筆』（明石書店 1990 年）p.12（初出、「古法漫筆―江戸時

代・その四―」『時の法令』425-439 号所収、法令普及会 1962 年）。 
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〔二十九項〕 
追加 
寛保四年極 

一 盗人を召捕、雜物取返、内証ニ而逃し遣候もの    当人 
名主  叱   

但、死罪ニ可成盗人を内証ニ而逃遣候ハゝ、名主当人、軽キ過料、50 

との規定が見られるが、但書に見られるごとき、盗物の価値による刑の加重は、盗犯

を逃した場合に特有のものであり、盗犯以外からの盗物の取戻しには見られない。そし

て、この条文の適用例では、不念は使われていないのが通例である 51。犯人を逃がすと

いう行為は、もはや犯人摘発への協力義務懈怠という域を超えた、犯罪を後押しする能

動的な作為とみなされたのであろう。 

（２）博奕等有之を其儘ニ差置候類 
この類型における不念の用法を知る好例が、以下の一件である。 

文化七午年御渡 
佐渡奉行伺 
一 佐州貝塚村・六之助、博奕又は盗いたし候一件、 

佐州賀茂郡青木村    
百 姓       

儀右衛門    
右之もの儀、六之助・與三右衛門・三四郎博奕いたし候ハゝ、御法度之儀ニ付、早

速差留、其上ニも不取用候ハゝ、可訴出処、無其儀、見物いたし罷在候段、不念ニ

付、急度叱り、 
此儀、吟味書之趣ニては、皆川村・喜助方え立寄、六之助其外之もの共、博奕い

たし候を、見物いたし候、と有之、去ル子年、評議ニ御下ケ被成候、甲府勤番支

配相伺候、甲府一條町・與兵衛方ニ罷在候左仲次儀、実仙坊え罷越、博奕は不致

候得共、右場所え立入、博奕相催候を見請候上は、その旨、可訴出処、無其儀、

等閑之始末、不念ニ付、急度叱り、と相伺、評議之上、伺之通と申上、其通、相

                                                  
50 「棠蔭秘鑑」亨（『徳川禁令考』別巻所収）p.100。なお以下では、御定書を含め、「棠

蔭秘鑑」の引用は本書による。 
51 例として古類集拾六（一〇五四）天明四・無宿・武左衛門、盗いたし候一件、新類集

拾八（五八六）享和三・相州沢井村・忠左衛門弟・音松、盗いたし候一件、同（五九

〇）文化二・無宿・久蔵事・弥助、盗いたし候一件。なお、例外として古類集拾六

（一〇五六）天明五・紀州無宿・茂八、盗いたし候一件。尤もこの例でも、伺では不

念とされているが、評議結果には不念とは書かれておらず、最終的には不念が認めら

れなかった可能性が高いと考える。 
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済候例ニ見合、伺之通、急度叱り、 
評議之通済、52 

ここで不念とされているのは、博奕が行われている事実を知ったとき、何らかの「取

計方」があるところ、これを怠ったことであろう。具体的には、まず自力でやめさせよ

うとし、それを相手が聞き入れなかった場合には訴出るべきであると示されている。尤

も、一般の人がやめさせようとしたところで、博奕を打っている者がそれに容易に従う

とは考えにくい。したがって、事実上は警察機構に通報すれば足り、自力でやめさせな

ければならないという義務は形式的なものであった可能性もある。いずれにしろ、行わ

れている博奕を放置することは、その目撃者としては許されず、摘発に向けた作為義務

が課されていたと言える。 
これまで考察してきた事例群では、行為者の過失を基礎づける、犯罪事実の表象・認

容が欠如していたとは言えないであろう。なぜなら、盗物を届け出なく取り戻したり、

行われている博奕を放置したりする者は、それによって他者の不法な行為を見逃すこと

になるという結果を確定的に認識し、その上でなお当該行為に及んでいると評価できる

からである。むしろ、この類型の中で不念として処罰の対象となっているのは、何かし

らの作為義務が発生している場合にこれを怠ったことであると言える。 
第二の事例群は、他者の犯罪を認識していなかった場合である。「御仕置例類集」の分

類では、「博奕等有之を不存類」「巧事取拵等を不存類」がこれにあたる。 
「博奕等有之を不存類」には、以下のような事例がある。 

寛政三亥年御渡 
火附盗賊改 

長谷川平蔵伺 
一 二葉町・文右衛門店・彦右衛門寄子・文次、棒引宿いたし候一件、 

二葉町文右衛門店      
五番組人宿       

彦右衛門    
右之もの儀、文次え、留守宅頼置、他出いたし候砌、三次郎事・治兵衛、筒取いた

し、御法度相背、紋紙棒引博奕有之候処、留守中之儀とは乍申、常々申付方も可有

之処、無其儀、既ニ宅貸遣し、博奕宿為致候段、不届ニ付、所払、 
此儀、寄子え之申付方、不行届故、右寄子・文次儀、此もの留守宅ニて、博奕之

宿いたし候始末は、家主共、店子え之申付、不行届も、同様之趣意ニ御座候間、

家主之御定ニ見合、身上ニ応し、過料之上・百日手鎖、 
但、紋紙棒引は、三笠附之御定ニて、御仕置評議相決候事、 

                                                  
52 新類集拾八（六〇九）。 
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評議之通済 53 

この一件では不念という言葉は使われていない。しかし、留守宅で博奕が行われてい

た場合に住人に不念を認める他の例 54と照らし合わせて、この例も事実上不念を認めた

ものと見て間違いないであろう。 
右の一件およびこれと類似した留守中の事例を見ると、被告人が博奕の行われている

ことを認識する可能性はほぼない。つまり、具体的な予見可能性に基づく注意義務違反

が認められるような事情はないと言えるであろう。にもかかわらず、気づかなかったこ

とに責任を求めているのである。これは如何なる理由によるものであるか。 
本文中では、不念の存否を判断するにあたり、「常々申付方も可有之」なる記述が見ら

れる。このような「申付方」の懈怠を表す文言が、当該犯罪類型の判例においては定型

句のごとく用いられている 55。すなわち、日頃から博奕などが行われないよう、相手に

教諭し、あるいは見回りなどもすべきところ、これを怠ったが故に、不念とされている

のである。 
さらにこの類型では、処罰される対象が重要な意味をもってくる。彼らは、土地・建

物の管理者の他、町年寄や組頭、近隣の住民らである。特に管理者や町役らは、支配機

構の末端を担う立場として、自己の管理する領域およびそこにいる人々に、博奕など違

法行為に及ばないよう、きちんと言い含めておくことが求められたのであろう。判例に

も「村役をも乍相勤、平日心附可申処」56といった文言が見られ、このことを示してい

る。そのような義務を怠った点こそ、不念の成立根拠であると考えられる。 
尤も、町役に対するこの犯罪における処分は、一概に決められるものでもなかったよ

うである。建物などのない野外での博奕については、文化五・野州無宿・なを初筆、博

奕いたし候一件に以下のような記述が見られる。 

当六月廿四日、評議いたし申上候、大林弥左衛門相伺候、野州無宿・なを博奕いたし

候一件之内、下総国新部村役人共儀、村内往還端にて博奕有之候を不存迄にて、外ニ

子細も無之もの共ニ候得共、懸り見込ニて、吟味も詰候儀故、御咎附候積、申上、尤、

右様之分、御咎有無之儀は、追て評議之上、可申上旨、申上置、再応評議仕候処、御

                                                  
53 古類集拾六（一〇八七）。 
54 新類集拾八（六一七）文化五・無宿・由兵衛初筆、博奕いたし候一件、続類集拾八

（七一四）文政二・甲府金手町助右衛門盗又は博奕いたし候一件、天保類集三拾七

（九五三）文政十一・大坂関町浄安寺圭明外拾弐人、博奕いたし候一件など。 
55 古類集拾六（一〇九〇）寛政四・長五郎屋敷・佐助店欠落いたし候、当時無宿・藤八

忰藤次郎、博奕又ハ盗いたし候一件、同（一〇九一）寛政四・芝二葉町麺類杜氏宿・

茂右衛門、留守之節、博奕有之候一件など。 
56 新類集拾八（六一四）文化四・甲州上村・五助初筆、博奕いたし候一件。同様の文言

を用いるものとして、新類集拾八（六二〇）文化七・佐州貝塚村・六之助、博奕又は

盗いたし候一件も挙げられる。 
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定書ニ、廻り筒ニて博奕打候もの、過料、但、三度以上、廻り筒いたし候もの、中追

放、と有之、所役人御咎之儀は相見不申、併、寛政六寅年之御書付以来、博奕御仕置、

厳重ニ相成候儀ニ候得共、所役人迄、右ニ准し可取計儀とも不相聞、尤、今般、前書、

新部村役人御咎之儀ニ付、再応、先例相糺候処、御咎之有無、区々ニ有之候上は、以

来、所役人共御咎有無之儀は、催候場所又は其事実ニ寄り、其度々取計、尤、諸向伺

評議之節も、右ニ准し候様、可仕成、と奉存候、依之、心得方之儀、相伺申候、57 

このような、人気のない、監視の目が十分に行き届かない場所での博奕に際して、所

役人の刑責をどのように考えるかという問題については、上記評議結果の出される以前

から「町外薮中ニて之博奕ニ有之、殊、数度之儀ニも無之上は、不存段、強て不念とも

難申哉ニ候得共」58と、処罰に消極的な態度がとられていた。しかし、上記評議では、

このような場合に所役人の刑責を限定することを明示したのである。尤も、かかる態度

は必ずしも貫徹されたわけではない。 

文政二卯年御渡 
火附盗賊改 

長井五右衛門伺 
一 角山村無宿吉五郎初筆盗いたし候一件 

武州比企郡      
小川村       

名主       
宗左衛門   
外 壱 人   

右之もの共儀、村内持地字日向山ニて、無宿躰之もの寄集り、数度簺博奕いたし候処、

曽て不存候由申之候得共、平日見廻等不行届等閑故之儀、一同不埒ニ付、名主ハ急度

叱り、組頭は叱り、 
此儀、野田等ニて、博奕有之候を不存所役人御咎之儀、去辰年評議之上、御咎有無

先例区ニ付、催候場所又は其事実ニ寄、其度々取計候積り、伺之通可仕旨被仰聞、

其以来野田等ニて一通りニ博奕いたし候を不存迄之村役人ハ御咎不申付候間、書面

村役人共も咎ニ不及、 
御差図 

   掛伺之通 
〔下略〕59 

                                                  
57 新類集拾八（六一六）。 
58 新類集拾八（六一一）文化元・無宿・長蔵初筆、盗いたし候一件。 
59 続類集拾八（七一七）。 
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上記一件が示すように、評定所が「咎ニ不及」との評議を出しても、実際には老中差

図によって否定される場合もあった。しかしいずれにせよ、評定所の中で、より実効性

のある支配圏についてのみ義務を課すべきとの見解が共有されていたことは疑いない。

このことも、当該犯罪において事前の「申付方」が重視されており、作為義務違反の性

質をもつものであることを示していると言えよう。 
以上が、この犯罪類型における、不念の有無を判断する基準である。次に、科刑に注

目したい。科される刑罰の多くは急度叱りあるいは叱りであるが、中には所払や、一定

期間土地を召上げるといったものもある 60。このような処罰は一部の場合に限られるが、

先述した「博奕等有之を其儘ニ差置候類」と比較すると厳しい科刑である。博奕という

不法な行為のあったことを知らなかった方が、知っていてこれを見逃した場合より重く

処罰されているということは、行為者の認識がある故意犯罪を、これのない過失犯罪よ

り重く処罰するという西洋近代刑法の法理とは相容れないものがある。むしろ、両者の

刑の軽重は、偶然に博奕を阻止すべき立場に置かれたか、継続的に博奕の起こらぬよう

すべき立場にあったかという違いに求められると考える。 
ここまで、等閑又は麁忽と称される様々な犯罪類型を概観し、その中で使われる不念

の内容を検討してきた。そこから、この不念が、なすべきことをなしたか、ということ

を基準とし、これを怠った場合、つまり一種の作為義務違反を捉える概念であったこと

が明らかになった。 

第二項 盗物怪敷品取扱 
然らば、不念には石塚氏の述べるような注意義務違反、つまり主観的態様を評価する

要素が全くなかったかというと、そうではない。いくつかの犯罪類型では、不念は主観

を考慮し、注意義務違反を基準としているように思われる。 
以下本項において検討する「盗物怪敷品取扱」という犯罪類型 61では、取り扱った物

が盗物と知っていたか否かによって、科刑に差を設け、また判例集の編纂上も分離して

いる。このことから、主観態様が評価されていたことは疑いない。本稿では不念の用例

を探るため、特に、盗とは知らずに買い取った場合、同じく質に取った場合を挙げ、検

討する。 

（１）買取 

                                                  
60 例として、古類集拾六（一一〇〇）寛政六・本石町四丁目・善六店・平八、博奕いた

し候一件のうち、名主伝右衛門についての評議、続類集拾八（七〇七）文化十四・京

橋水谷町半兵衛、第附と唱候賭事いたし候一件、天保類集三拾七（九六二）天保十・

無宿平次郎外拾五人、博奕いたし候一件など。 
61 なお、当該犯罪類型についての先行研究として、石塚英夫「徳川幕府刑法における贓

物罪」（『法政研究』25 巻 2-4 合併号所収、九州大学法政学会 1959 年）が挙げられ

る。 
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御定書五十七条「盗物質ニ取又ハ買取候もの御仕置之事」では、盗物をそれと知らず

に買い取った場合について、以下のように規定する。 

〔第二項〕 
享保六年 
元文五年極 

一 盗物与不存、反物其外買取候もの、其色品取返、被盗候もの江相返、代金ハ買

主不念候間、可為致損金候、証人取候而買取候ハ、証人ニ代金買主方江為相渡

可申候事、 
〔第三項〕 
同 

一 盗物と不存、買取売払候節は、売先段々相糺、代金を以買戻させ、被盗候者江

為相返、盗人より初発買取候もの之損金ニ可申付事、62 

第二項では、盗物を買い取った場合には買主に不念があると、買主の行為などに触れ

ることなく書かれている。第三項「初発買取候もの」についても、最初の買主に不念が

あるという第二項の規定内容を前提としたものであろう。 
では、実際にこれらの規定を適用した例では、如何なる取扱いがなされていたのか。

以下の例からこれを検討していく。 

文化四卯年御渡 
甲府勤番支配伺 
一 当時無宿・清右衛門初筆、盗いたし候一件、 

甲州西青沼村      
仁 兵 衛   

右之もの儀、米買取候ハゝ、出所も得と相糺、買取可申処、無其儀、清右衛門・任

申、米買取候段、不行届不念ニ付、買取候米取上可申処、酒造米ニいたし候に付、

代銀取上、 
此儀、御定書ニ、盗物与不存、反物其外買取候もの、其色品取返し、被盗候もの

え相返し、代金は、買主不念に候間、可為致損金、と有之ニ見合、買取候米、取

上可申処、酒造米ニいたし候上は、伺之通、買取候節之代銀取上、 
評議之通済、63 

この一件では、買い取った品を既に使ってしまっているので、金銭による弁償を指示

しているが、それ以外の点については、御定書の規定を引用し、ほぼ機械的に適用して

                                                  
62 『徳川禁令考』別巻 p.101 以下。 
63 新類集拾五（四六〇）。 
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いる。このような例はこの犯罪において最も多く見られる処理の仕方である 64。この中

で、買主に不念のある根拠については「得と出所も不相糺」という文言が使われている。

すなわち、買主として当該売買の対象となっている物が盗物でないかを十分確認すべき

であり、これを怠ったことが不念とされたと考えられる。 

（２）質取 
盗物をそれと知らずに質に取った場合については、御定書五十七条に以下の規定が見

られる。 

〔第一項〕 
享保六年 
元文五年極 

一 盗物と不存、証人取之、如通例質ニ取、吟味之上、盗物之儀不存訳ニ決候ハゝ、

証人ニ元金為償、質物取返し、被盗候もの江相渡可申事、 
但 証人も御仕置ニ成、金子可差出掛り無之候ハゝ、質屋可為致損金候、尤

証人無之、或不念之質取方ニ候ハゝ、質屋為致損金、其上咎可申付事、 
〔第六項〕 
従前々之例 

一 壱人両判、或証人無之質物を取候もの    其品取上  過   料 65 

この規定では、証人を取らなかったか、あるいは「不念之質取方」がある場合には刑

責を問われる旨が示されている。ここでまず問題となるのは、ここでの「不念之質取方」

や「定法之質取方」というのが何を示しているかという点である。 

安永二巳年御渡 
火附盗賊改 

長谷川平蔵伺 
一 世田ヶ谷無宿・清蔵、盗いたし候一件、 

芝宇田川町横町      
甚兵衛店        

質屋         
清 兵 衛   

芝宇田川町        
清次郎店        

                                                  
64 古類集拾四（八六八）安永二・盗賊無宿・喜八・銀右衛門一件、同（八六九）安永

三・無宿・弥助事・伝助幷市ヶ谷無宿・新八一件など。 
65 『徳川禁令考』別巻 p.101 以下。 
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質屋         
與左衛門    

右之もの共儀、清吉・太七持参いたし候質物故、無宿清蔵・盗物とハ不心附候得共、

出所も不相糺、其上、置主・証人、名前計ニて、追て両印取可申と存知、清兵衛四

度、與左衛門両度、無判ニて、質物、取置候段、重々不埒ニ付、質物取上、両人共、

過料五貫文宛、 
此儀、壱人両判、或ハ証人無之質物を取候もの、其品取上、過料之御定ニ准し、

質物取上・過料銭三貫文宛、 
〔中略〕 

質取方不念之御咎、壱人両判又ハ無印にて質物取候ものも、始末ニより少々宛之

軽重ハ可有御座候処、清兵衛・與左衛門儀は、清吉清吉・太七両人共、常々、主

人之質物・自分之質物等をも取扱、能存罷在候もの故、盗物とハ心附不申段、無

相違、相聞申候間、質物取上・過料銭三貫文ツゝ可申付旨被仰渡可然哉之段、先

達て評議仕り申上候義ニ御座候、然処〔中略〕在方と違ひ、御当地ニて、組合有

之質屋共、其趣意を弁罷在、無印ニて質物取候は、別て不埒ニ御座候間、清兵衛・

與左衛門儀、過料銭五貫文ツヽ可申付旨、被仰渡可然哉ニ奉存候、 
再評議之通済、66 

この一件が、「不念之質取方」の最も典型的な例を示していると言えよう。すなわち、

町方で質を取るに際し、置主・証人のいずれか一方が、他方の判まで持参、押捺した場

合（壱人両判）、あるいは置主・証人いずれの判もない場合（無印）67に、不念を認める

のである。このような質の取り方について、御定書で過料を科す旨規定されていること

は、先に掲げた条文のとおりである。より具体的には、壱人両判の場合には過料三貫文、

無印の場合には同五貫文となる。このような不念の認定とそれに対する科刑が、この犯

罪の処理として最も頻繁に見られるのである 68。 
しかしながら、このような行為態様のみが処罰の対象となったわけではない。他にも

不念が認められたものはある。 

寛政五丑年御渡 
火附盗賊改 

                                                  
66 古類集拾三（八〇六）。 
67 なお、判例では、無印の他に無判という言葉も用いられているが、両者は特に区別さ

れていなかったと考えられる。よって本稿では無印で統一する。 
68 古類集拾三（八一〇）寛政五・草加無宿・万吉、盗いたし候一件、同（八一一）寛政

六・大鋸町七兵衛店・新六、盗いたし候一件、同（八一五）寛政九・大坂無宿・平

吉、盗いたし候一件、「評議物留帳」（平松義郎監修・京都大学日本法史研究会編『近

世法制史料集』第一巻〈創文社 1973 年〉所収）六拾壱番、明和元・神田永井町兵助店

庄助方ニ居候相馬右門事浪人神田左次馬盗賊一件評議など。 
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長谷川平蔵伺 
一 浅草大護院門前・嘉兵衛事・半右衛門、盗いたし候一件、 

浅草猿屋町       
四郎兵衛店      

質屋市左衛門手代  
儀 兵 衛   

右之もの儀、質物に取置候品は、半右衛門・彦兵衛、衒取候品ニ有之処、其儀ハ不

存候とも、右両人・任申旨、置主・証人両印、取置候とハ乍申、山形屋半六方より

請取参り候品之由、申聞候ハヽ、右半六方をも、一通り、承糺可申処、無其儀、不

行届段、不念ニ付、右品取上、叱り、 
此儀、置主・証人両判取置候間、質屋定法ニ背候儀は無御座候ニ付、定例之通、

置主・証人より、半分ツヽ、質代為償可申儀ニ候得共、置主・証人共、御仕置ニ

相成候間、質ニ取候品取上・質代損金、可申付処、吟味書之趣ニては、三度ニ質

物取候内、両度は、置主所持之品之由、申候得共、最初之質物は、山形屋半六と

申・呉服屋より受取参り候由、申候ハヽ、其訳相糺、答之始末に寄、半六えも懸

合可申処、無其儀段、不念ニ御座候間、伺之通、質物取上候上・叱り、 
評議之通済、69 

この一件のうち評議では、置主・証人双方から印を取っているため、本来ならば置主

と証人に質代金を償わせるべきと考えられている。したがって、御定書の規定に照らし

て、この印を取るという行為が「通例之質取方」であることが分かる。しかし、さらに

注意を尽くせた場合、過料は科されないが、なお不念があったとして「叱り」に処せら

れているのである。 
したがって、この犯罪における不念とは、単に法規によって定められた行為義務を怠

ったことではなく、当該状況においてなし得る最大の結果回避措置を行わなかったこと

に求められていると言ってよい。それは行為者の置かれた具体的な状況や、予見可能性

に基づいた結果回避義務の措定であったと言えよう。この点はさらに次に掲げる例によ

っても裏付けられる。 

文政六未年御渡 
山田奉行伺 
一 無宿粂之助盗いたし候一件 

藤堂和泉守領分        
勢州多気郡東黒部村    

百姓       

                                                  
69 古類集拾三（八〇九）。 
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太郎兵衛    
右之もの儀、盗物とは不存とも、得と出所も不相糺、中村源六悴粂之助より、衣類

拾品木綿切地九品、質ニ取候段、不念ニ付、質代損失、 
此儀、所住所之ものニて、身元存候ものは不及受人、質物取置候儀、質屋共前々

より仕来之由、吟味書朱書ニ申上候ニ付、質取方ニおゐてハ、別に御咎附申間敷

候間、伺之通質代損失、 
評議之通済、70 

この一件では、在方での質取につき、「身元存候もの」が置主になる場合に、請人を取

らない慣習があれば、これを支持するという評議がなされている。これは「知っている

人だから大丈夫であろう」という予見可能性の低下を考慮に入れているものと見ること

ができる。すなわち、行為者の具体的な主観態様を評価した例であると言える。 
ここまで見てきた不念は、盗物を取り扱うという、結果を回避するための行為を怠っ

たことを示していると思われる。その結果回避行為は、「置主・証人両印取之」を基本と

しながらも、行為者の予見可能性に基づいて、個別に設定されるものであった。然りと

すれば、ここで用いられている不念は、結果回避行為をとらなかったという客観的状況

のみならず、その背後にある行為者の不注意という主観的態様をも含めて捉えるもので

あると言えよう。その点において、この類型における不念はたしかに過失犯的性格をも

つものである。 
しかし、このような、具体的な予見可能性に基づいた結果回避義務を設定するという

姿勢が見られる一方で、以下のような事例も存在する。 

文化七午年御渡 
火附盗賊改 

大林弥左衛門伺 
一 無宿・入墨栄次郎初筆、盗みいたし候一件、 

深川元町        
善兵衛店       

質屋        
源   七   

右之もの儀、質物為請戻候金銀銭は、権之助・盗取候金子ニ有之処、其儀は不存、

右質物、不正之品ニは無之候得共、定法相背、最初、壱人両判之質物、取置候段、

不埒ニ付、為請戻候質代、元利とも取上・損失之上・過料三貫文、 
此儀、質取方不念之質屋・御咎之儀ニ付、寛政九巳年之御書取ニ見合、為請戻候質

                                                  
70 続類集拾四（四五六）。同種の例として古類集拾三（八一七）寛政十・勢州山田町ニて

召捕候無宿・団蔵、盗いたし候一件。 
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代は、盗金ニ候とも、質物は盗物ニ無之上は、質代取上候に不及、壱人両判之質物

取候処を以、過料銭三貫文、 
評議之通済、71 

この一件では、盗物を取り扱った場合でないため、質代の取り上げは免除されている

ものの、質の取り方が壱人両判であることを理由として、過料を申し付けている。この

ような態度は次の事例でより明確に示されている。 

天保六未年御渡 
火附盗賊改 

柴田七左衛門伺 
一 外田ヶ谷村無宿嘉右衛門、盗いたし候一件 

武州埼玉郡           
外田ヶ谷村百姓ニて     

質屋       
久   見   

右之もの儀、質物ニ取、其後入替遣し、又は為受戻候品は、盗物或は不正之品ニは

無之候得共、嘉右衛門任申旨、得と出所も不相糺、証人無之、無判之質物取、其後

入替遣し、或ハ為受戻候段、不埒ニ付、為請戻候質代元利取上、過料三貫文、 
此儀、吟味書之趣ニては、盗物と不存、白米三斗六升入壱俵、金弐分之質ニ取候

後、大豆四斗幷利銭百五拾文取之、右白米入替遣し候処、又候元利受取、右大豆

も為受戻候由ニ有之候得共、質屋御咎之儀ハ、品物之正不正ニは無之、質取方不

念を以、御咎ニ相成候儀故、質取方不念之質屋御咎之儀ニ付、寛政九巳年之御書

取幷質品為受戻候節は、質代元利取上候度々之先例ニ見合、伺之通、為受戻候質

代元利取上、過料銭三貫文、 
評議之通済、72 

これら二つの例、特に後者の一件で明示されているように、この犯罪類型の処罰根拠

は質屋として行うべき質の取り方を怠ったことであり、もはや「盗物怪敷品」を取り扱

ったことについての注意義務違反は問題とされていないのである。かかる方針の転換は、

両態様の交錯する文化・文政期を経て、徐々になされていったと考えられる。 
また、在方における質の取り方については、以下のようにその処理方針が変更される。 

天保二卯年御渡 
山田奉行伺 

                                                  
71 新類集拾四（四一六）。 
72 天保類集三拾壱（六九八）。 
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一 無宿与助、盗いたし候一件 
紀伊殿領分         

勢州度会郡       
川端村百姓     

甚右衛門    
右之もの儀、山田中島町林兵衛より、質入いたし候衣類、盗物とは不存候とも、得

と出所も不相糺、同人任申旨、証人も無之品、容易ニ質ニ取候段、不念ニ付、質ニ

取置衣類取上、質代金損失、 
此儀、吟味書朱書之趣ニては、神領内町在質屋共組合有之、質物取方不念等有之

候得共、質代金損失之上、過料申付、神領外近郷私領之分は、住所名前等も兼々

存罷在候ものよりは、証人無之、質物取候仕来ニて、吟味之上、盗物ニ相決候類、

質代金損失申付候迄ニて、過料ハ不申付趣ニ有之、依之、先例相糺候処、明和元

申年、評議ニ御下被成候、山田奉行相伺候、勢州中世古町質屋玉田権右衛門・正

木権兵衛儀、出所も不相糺、反物類質物ニ取置候節、証人等之糺不相見候ニ付、

伺之上、山田奉行え懸合、相糺候処、右質屋共儀、質物持参候三左衛門・五郎兵

衛は、平生質使いたし、慥成ものニ付、出所等改候儀無之由、権右衛門・権兵衛

申之、右質物受人等も無之、印形迚も同様之儀、質使いたし候ものは、質屋最寄

ニ極り居、其もの壱人之応対ニて相済、出所等改候儀無之段、仕来之由は、質屋

共吟味之上、申口迄之儀ニ有之趣ニ候間、評議之上、権右衛門・権兵衛共、質物

は、小吉親吉兵衛受戻、被盗主え相返候得共、出所も不相糺、証人も無之質物取

候段、不埒ニ付、過料銭三貫文宛と申上候例、幷寛政九巳年、評議ニ御下被成候、

山田奉行相伺候、紀伊殿領分勢州川端村質屋七右衛門儀、兼々致心易候伊八、幷

小八女房さよ任相頼、盗物とは不存候得共、証人も不取置、質物取置候段、不埒

ニ付、質物、質代金損失と相伺、其節評議之趣、同年九月、御渡被成候御書取ニ

見合、在方質屋之儀ニ付、質物取上、過料銭三貫文と申上、其通相済候例有之候

処、其後山田奉行相伺候一件之内、質屋共儀、盗物与不存、質物取候節、所住居

之ものニて、身元存候ものハ、不及受人、質物取候儀、質屋共前々より仕来之由、

吟味書朱書ニ申上、評議之上伺之通と申上、其通相済候例も有之、尤其節々、評

議之趣ニては、神領と私領両様ニ取扱候趣意難相分、右躰先例区々ニ付、猶勘弁

評議仕候処、奉行所におゐて吟味いたし候上は、私領仕来ニ任、両様ニ取扱候も

如何ニ付、証人無之、或は不念之質取方ニ候ハゝ、質屋為致損金、其上咎可申付

と有之御定、幷寛政九巳年之御書取等ニ見合、前書明和・寛政両度之評議済候仕

候ニ付、今般之甚右衛門儀も、質物取上、過料銭三貫文、 
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評議之通済、73 

この一件では、これまで認めてきた証人不要の慣習を排除し、知人であるなどの予見

可能性を基礎づける行為者の主観態様は一切考慮せず、置主・証人の両印を取ったか否

かのみを問題としているのである。本件によって否定された例が、前掲文政六・無宿粂

之助盗いたし候一件であることは、同例に「此御咎当、以来例ニは不相用積、天保二卯

年山田奉行伺、無宿与助一件之内、勢州川端村質屋甚右衛門評議之節取極り候事、」なる

朱書が附されていることから明らかである。 
以上、時代を追って不念の用例を検討してきた。その結果、寛政期の事例では、具体

的な予見可能性に触れ、不念を否定した事例が見られた。その点において、「盗物不存質

ニ取」という類型での不念は過失犯的性格を帯びたものであったと言える。 
しかし、文化・文政期に入ると、この過失犯的性格は姿を消し、特定の行為に出たか

否かを問題とする、不作為犯的なものへ推移していったのである。 
ではなぜ、このような傾向が見られるのであろうか。そこには寛政九年の御書取の影

響があると考える。 

寛政九巳年九月七日 
〔中略〕 

質取方不念之質屋御咎之儀、御書面之通可相心得旨被仰聞、承知仕候、 
巳九月七日                  評定所一座 

質取方不念之質屋咎之事 
一 一判或一人両判之質物取候質屋  質物取上、過料三貫文、 
一 無判ニ而質物取候質屋      質物は取上、過料五貫文、 

〔下略〕74 

御定書五十七条一項但書が、単に「不念之質取方」とのみ示し具体的な行為を規定し

なかったのに対し、この御書取では、具体的な処罰の対象となる行為を明記している。

この御書取を正面から受け取れば、これらの行為が不念なのであって、それ以外の要件

を特に設ける必要はない。事実この御書取には、「盗物怪敷品取扱」という要件すらない

のである。したがってこのような質の取り方をした者は、その結果盗物を扱ったか否か

にかかわらず、処罰されることになったのである。 
尤も、盗物以外についての「質取方」を巡って不念を成立させる事例は、この御書取

以前から存在する。たとえば宝暦年間の例には、 

                                                  
73 天保類集三拾壱（六九〇）。 
74 「御書付類」（「棠蔭秘鑑」貞所収）八十三・質取方不念之質屋御咎之儀御書付（『徳川

禁令考』別巻 p.227）、『徳川禁令考』後集第三 p.270。 
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芝山小兵衛相伺候、上総国刑部村百姓七平儀、四年以前辰年、同国大津倉村地蔵堂

守浄貫と申者より質物取候ヘ共、旧悪ニ付咎ニ及間敷旨申上候処、右質物之品、吟

味ニ相成候迄所持いたし罷在候趣ニ候得は、旧悪ニ不相立方ニは無之哉之段御尋ニ

御座候、 
此儀御定書ニ、盗物と不存請人取之、如通例質ニ取、吟味之上盗物之儀不存訳

ニ決候ハゝ、証人ニ元金為償、質物は取返し被盗候者江可相渡、但証人も御仕

置ニ成、金子可差出出掛り無之候ハゝ、質屋可為致損金候、尤証人無之、或は

不念之質取方ニ候ハゝ質屋為致損金、其上咎可申付と有之候間、盗物ニ候共、

其訳不存、質取方ニも不念無之候得は咎は無御座候、然共請人御仕置被成候得

は、質物は質屋ゟ取上ケ候間、此処咎之形ニ候得共、咎にて取上ケ候訳ニは無

之、不得止事取上候儀ニ御座候、勿論形は同様ニ候得とも趣意は別段ニ奉存候、

且末之ヶ條ニ、壱人両判或は請人無之質物取之候もの、其品取上過料と有之候

は、盗物ニ不限、常躰之質物ニ而も、吟味ニ相成右躰之質取方ニ候得は、過料

申付候儀は御座候間、右過料は質取方之咎ニ而、盗人と引合ニ而咎候には無御

座候、七平儀も不念之質取方ニ候間、質物取上過料ニ当り候もの御座候得とも、

旧悪ニ相立候得は、質物之品取上候は、前書不得止事取上候ニ准し可申哉ニ付、

質物有無ニは抱り申間敷儀ニ奉存候、 
右御尋ニ付申上候趣書面之通御座候以上、75 

なる記述が見られる。当該一件についての評議の眼目は、御定書に規定された処分の

性質に関するものである。すなわち「質物取上」なる処分は盗物であるために「不得止

事取上」るものであるのに対し、過料刑は「質取方之咎」であるから、仮令当該質物が

盗物でなくとも科し得るものとの見解が示されている 76。 
尤も、本件を引用する事例は管見の限り見出せず、判例としての実効性は弱かったも

のと推測される。そしてそれゆえに、寛政九年の御書取によって、改めてこの処罰方針

が打ち出されたのであろう。 
さらに、このような規定が影響力をもった背景について考えると、そこには、御定書

条文はその解釈を極力排除し、機械的に適用することこそが望ましいとする、裁判役人

らの考えがあるように思われる。そもそも御定書は、類推・拡張解釈を許されており、

むしろこれに拘泥しないことが望ましいとされていた。しかし実際はその逆であり、寛

                                                  
75 「評議物留帳」弐拾五番、宝暦十三・上総国刑部村七平旧悪旧悪之儀御尋ニ付書付。 
76 なお本件は最終的に、「七平質物取方之不念は旧悪ニ候得共、其品其砌売払候歟、形残

し不申候ハゝ旧悪ニ可相立候得共、今以致所持罷在候上は、不念之筋不消方ニ付、旧

悪ニ不相立、質物取上過料三貫文申付候」と決着している。不念はあくまで「質物取

方」についての評価であるが、物を所持する以上、その出所などについて責を負うべ

きであり、出所を糺さず所持し続けている状態はなお不念であると評価されたものと

考えられる。 
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政年間に三奉行が 

畢竟御定書は御政事の大綱を定被置候事と相心得罷在候間、決而死物の取扱には至り

申間敷、然し律義に右御定に因循いたし候方は害少く可有御座哉、其趣意は御仕置筋

取扱候奉行諸役人とも賢愚は不及申、其気質の寛盲強弱も御座候事故、御定を放れ、

銘々の見込を以、御仕置附等仕り候事は、甚しき弊も出来可仕哉に奉存候 77 

と述べているように、裁判役人の主体的な判断は、極力避けるべきと考えられていた

のである 78。 
さて、この犯罪類型を過失犯類型として扱うのであれば、予見可能性の判断が非常に

大きな意味をもつことになる。しかし、盗物であることに気づき得たか否かという可能

性についての判断は、最終的には奉行や実際の取調べに当たる者が自己の裁量において

なすよりほかにない。このような判断はまさに、「銘々の見込を以、御仕置附等仕り候事」

であり、裁判役人が忌避するものであろう。一方で、買い取る者、質に取る者が一定の

作為義務を果たしたか否かという判断は、客観的になせるものであり、裁判役人が解釈

する余地はない。その点において、寛政九年の御書取は、裁判役人にとって非常に有用

な規定であり、御定書の規定ではないものの、大きな影響力をもったものと推測される。

その結果として、この犯罪類型は、義務懈怠のあった場合に責任を負わせるという、不

作為犯的性格を強くすることになったと考えられる。 
このような性格を裏付けるように、この類型では、作為可能性自体が否定される場合

には、不念もないとする事例が見られる。 

文化五辰年御渡 
火附盗賊改 

大林弥左衛門伺 
一 小石川原町・米次郎初筆、盗いたし候一件、 

武州新座郡        
大和田町        

百姓         
與次右衛門   

同州多摩郡        
清戸下宿        

百姓         
吉左衛門    

                                                  
77 三浦周行「江戸時代の法制」（『続法制史の研究』第二刷、岩波書店 1958 年〈初刷

1925 年〉所収）p.1341。 
78 平松前掲『近世刑事訴訟法の研究』p.564 参照。 
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外 壱 人   
右之もの共儀、元七・致返済候金子又は借り請候金子は、同人・盗取候金子に有之、

処、其儀は不存候とも、得と出所も不相糺、兼て貸置候金子・返済いたし候間、請

取、又ハ金子借請候段、不埒ニ付、與次右衛門ハ請取候金子、吉左衛門・伊右衛門

は、借請候金子、取上 
〔中略〕 
一 盗金と不存、借受候ものは、急度叱り置候例も有之、区ニ付、再応、評議仕候

処、衣類・諸道具とも違、金銀は日用之品、其上、盗金之有無見極も無之、取引

いたし候度々、出所不相糺は、一統之儀、事実ニおゐて、不念とは難申候間、盗

金と不存、借請候迄ニて、外ニ不念無之分ハ、前書例を以、御咎は無之積、併、

身元不慥成もの又は身分不相応之金子等、何之心附も無之、借受候類は、其始末

次第ニて、御咎之儀、其時々、評議いたし申上候積、評議決ス、79 

本件は、盗金と知らず貸金の返済を受けた者、および借りた者についての刑責を問う

事例である。再評議によれば、金銭のように、「日用之品」であり、また当該物が盗物で

あるか否か確定する術のない場合には、「出所不相糺」であるとしても不念はないとされ

ている。この事は、同じく文化五年の「都て、盗金を以、買取候品、売主ニ不念は無之

候故、損失等之不及沙汰」80なる文言からも確認できる。金銭が盗まれたものであるか

否かについては、唯一の手段として渡した者に問いただすという方法が考えられなくは

ないが、金額が「身分不相応」であるなど、追及の糸口がない限り、働いて稼いだなど

と言い訳されるであろう 81。そうなれば、追及の実効性は全くないといっても過言では

ない。 
翻って、客体が他の同様の物と何らかの方法で区別できる場合には、より実効的な「糺

方」がある。その第一が証人の存在である。買取・質取の両類型でも、証人を立てるこ

とが不念を否定する必要条件とされる。これはすなわち盗物でないことの客観的証明を

得ることであり、最も基本的な「糺方」であったものと考えられる。また先述のとおり、

盗の被害者にはその被害を届け出ることが義務付けられているが、届け出のあった盗物

については、質屋などに「品触」が回され、それと知ることができる 82。したがって、

特に質に取る者は、その品触と照合することで盗物であるかを確認できるのである。こ

れら証人を要求することや品触との照合といった具体的な作為は義務として捉えられ、

                                                  
79 新類集拾六（五一九）。 
80 新類集四（九四）文化五・盗金にて調候品、取計方之儀、評議。 
81 身分不相応の金銭を受け取った不念があるとされた例として、古類集壱（一六八）安

永五・盗金と不存、請取候呉服屋・旅籠屋共、右金子取上之儀ニ付評議。 
82 品触について、平松前掲『近世刑事訴訟法の研究』p.665。また、この点に関する近年

の詳細な研究として、坂本忠久『近世江戸の都市法とその構造』（創文社 2014 年）

pp.164-190 が挙げられる。 
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これに懈怠があった場合には不念として、刑責に問うたのである。 
ここまで、「盗物怪敷品取扱」という犯罪類型において不念の用いられた事例を概観し

てきた。その結果、本類型も基本的に作為義務懈怠をその処罰根拠としていることが分

かった。尤も、寛政期までの質取事例においては、主観面を一定の範囲で考慮し、具体

的な質取の妥当性を論じる場合もあった。しかしこれも寛政期以後、求められる客観的

行為のみが問題とされるようになる。すなわち、過失犯的要素は薄れ、不作為犯的性格

を強くしていったものと考えられる。 
最後に、この犯罪類型について大平祐一氏の指摘に触れておきたい。「犯科帳」に、盗

物とは知らずに質に取った者が無罪とされた、元文元年の事例が収められている 83。大

平氏は、この事例の翌年に成立した御定書が、かかる場合について「前々よりの例」と

して過料刑を定めているにもかかわらず、この事例が無罪になったことに注目している。

その上で、仮に「『盗品とは全く気づかなかったという質取主の言い分がはっきりしてい

る』という理由で『無罪』を認めた」のであれば、「中央の先例と異なる地方の慣習…〔中

略〕…を政府中央が法的に認めた」可能性があると論じている 84。「犯科帳」の記述では、

証人の有無や盗物と気付くべき可能性といった詳細が不明であり、たしかに大平氏の指

摘するような可能性も排除できない。事実、前掲文政六・無宿粂之助盗いたし候一件で

も、証人を不要とする在方の慣習が、幕府中央においても考慮されていた。しかし、本

稿における検討を前提とすれば、この事例の出された当時は、証人を立てていないこと

が直ちに処罰事由となったわけではなく、予見可能性を考慮した判断がなされていたの

である。したがって、「盗品とは全く気づかなかった」という理由で無罪を認めるという

判断は、幕府中央の判例と必ずしも異なるものではないと言えよう。 

第三項 人殺疵附狼藉等 
前項同様、結果発生について故意なき場合に不念の語を用いているのが、この類型で

ある。御定書には、 

七十四 怪我にて相果候もの相手御仕置之事 
〔第三項〕 
寛保元年極 

一 怪我にて與風疵付ケ、その疵ニ而相手死候もの 
吟味之上あやまちに無紛、 
幷怪我人之親類存念相尋候上、  中 追 放 

但、吟味之上不念之儀於有之ハ、一等重ク可申付事、85 

                                                  
83 「犯科帳」第十一冊（21）。 
84 大平前掲「近世の刑事裁判と『無罪』」pp.1121-1123。 
85 『徳川禁令考』別巻 p.114。 
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なる規定が見られる。殺人や傷害に関する御定書の規定は細分化され多岐にわたるが、

不念を用いているのはこの規定のみである。なお、御定書成立直前に編まれたとされる

私撰の法律書「律令要略」にも、これと全く同じ文言がみられる 86が、高塩博氏によれ

ば、これも御定書から採録されたものである 87。 
ところで、判例の中には、不念を認めながら上記「一等重」い刑、すなわち重追放に

処していない例も見られる。それらでは、手錠や叱りなど、かなり軽微な科刑に止まっ

ていることから、上記規定但書に見られる不念とは区別して考える必要があると思われ

る。 
まず、上記但書における不念（以下便宜上これを「重い不念」と称する）の用いられ

た例を検討する。この規定を直接に適用した判例は多くないが、一例として以下の一件

が挙げられる。 

寛政十午年御渡 
長崎奉行伺 
一 高木作右衛門中間・虎蔵、手荒之取扱いたし候一件、 

高木作右衛門中間    
虎   蔵   

右之もの儀、時津村ニて、朋輩酒ニ酔伏候を、連帰度存、正気を附可申と、善蔵指

居候脇差を取、鞘之儘頭を打、足ニて踏付候儀、兼て遺恨等有之及仕儀候事ニは無

之、朋輩之儀、殊ニ別て懇意ニもいたし候事ニ付、遅成候ては、主人之手前を憚、

一刻も早く連帰度存念ニて、心迫、右之及始末候儀之旨申之、其段は無相違相聞候

得共、畢竟酒酔之儀、致方も可有之処、手荒之取扱より事起リ、善蔵即死いたし候

段、不届ニ御座候得共、全過之儀ニ付、遠嶋、 
此儀、当十一月、小田切土佐守、手限伺之上、御仕置申付候、吉川町、平右衛門

店・長四郎儀、米澤町往還え商ひニ罷出候節、酒給、強酔出候処、往来之もの、

行当り候迚、相手も無之、申罵、殊ニ、所持之担棒を振廻、立騒候故、居合候米

澤町壱丁目・伊兵衛店・忠兵衛え当リ、同人月代之内え、三寸程之打疵壱ヶ所、

出来候上、疳積差発、忠兵衛、相果候段、畢竟、此もの儀、右躰疵付候故之儀、

不届ニ候得共、平日、意趣遺恨も無之、此ものえ対し申分無之旨、忠兵衛妻・悴

共も申立、酒狂にて、相手も無之、振廻し候棒、過、忠兵衛え当り候段も、相違

無之間、中追放、申付候例ニ見合、中追放、 
当月十二日、評議仕、申上候、長崎奉行相伺候、高木作右衛門中間・寅蔵例ニ申上

                                                  
86 石井良助校訂『近世法制史料叢書 2』（復刊訂正版、創文社 1959 年〈初版、弘文堂

1939 年〉）p.345。 
87 高塩博「『律令要略』について―『公事方御定書』編纂期における私撰の幕府法律書

―」（『國學院法學』52 巻 3 号所収、國學院大學法学会 2014 年）p.48 参照。 
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候長四郎儀は、振廻し候棒当り、全之過怪我ニ有之、此度之ハ、介抱いたし候節、

脇差ニて、鞘之儘、頭を打、其上、背中を踏候段ハ、御定之内、但書ニ、吟味之上、

不念之儀、於有之ハ、一等重りと有之ニ見合、相当ニては無之哉之段、御尋ニ御座

候、 
此儀、頭を打、背中を踏候段も、遺恨等有之儀ニは無之、素々、正気を付可申と、

右仕儀ニおよひ候儀ニ付、長四郎ニ見合、中追放と申上候得共、介抱いたし候心

底ニ候共、右躰、手荒成取計方いたし候段は、卒忽之儀ニ付、不念無之候とも難

申候間、御尋之通、怪我にて、與風疵付、其疵ニて、相手死候もの、中追放、但、

吟味之上、不念之儀、於有之ハ、一等重ク可申付事、と有之御定ニ見合、重追放

可申付旨、被仰渡、可然哉ニ奉存候、 
再評議之通済、88 

本件において判例として挙げられている長四郎の一件は、最初の評議に対する疑義の

中に書かれているとおり、怪我を認定したものと考えられる。問題となるのは、この判

例と、不念がないとは言えないとして重追放が科された本件との違いである。一見する

と、不念を認める理由は、介抱の仕方が手荒であることに求められているように思われ

る。しかし、怪我が認められた判例でも、行為は棒を振り回すというものであり、手荒

と評して差し支えないであろう。然りとすれば、両者の区別をこの点に求めることは妥

当でない。 
不念の認定が問題となっている再評議において特に強調されているのは、行為の目的

が酔った朋輩の介抱であるという点、そしてその行為が手荒であった点である。かかる

記述に注目すれば、介抱としての適切な行為でなかった点が、不念を認めた理由である

と考えられる。 
このような「重い不念」に対して、七十四条三項本文に規定された中追放より軽い刑

を科す、いわば「軽い不念」とも称せるものの用例として、以下の例が挙げられる。 

文政二卯年御渡 
奈良奉行伺 
一 和州土佐町平八伐木之節過ニ而縄踏切右伐木旅人こま江中同人相果候一件 

上村駿河守領分     

和州高市郡土佐町    

平   八   

右之もの儀、山内険阻之場所ニて木を小伐いたし候事ニ候ハゝ、右場所下ハ道筋ニ

付、通行人も無之哉、殊樹木生茂り難見分事ニ候ハゝ、猶更通行人之手当方も可有

之処、右木縄を以繋置候とハ乍申、既過ニて縄踏切、木転落、旅人こまえ中、右ニ

                                                  
88 古類集弐拾壱（一五八三）、『徳川禁令考』後集第四 pp.22-23 も参照。 
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て相果候は不行届ニ付、所払、 

此儀、御定ニ添候例書之内、但州生野銀山内新町勘兵衛下人惣兵衛儀、松木を背

負、崖下通候節躓倒、負縄切、松木抜落候処、山之中腹ニて薪取罷在候白口村仁

兵衛女房さんえ、右松木不慮ニ当、外ニ不念之筋は不相聞候得共、さん相果候上

は、惣兵衛儀、所払可申付哉と相伺、右は山之中腹ニさん可罷在とは曾て不存儀、

其上躓倒負縄切、殊ニ崖よりさん相果候所迄は、弐町程有之、一向ニ不念之筋無

之ニ付、無構旨御差図有之、今般之平八儀、吟味書之趣ニては、伐木いたし候場

所は山中ニは候得共、右場所より拾間程下は道筋ニて、往来人も有之場所故、不

念之筋無之とも難申候間、右例えは難引当、享和二戌年評議ニ御下ケ被成候、大

坂町奉行相伺候、摂州南平野町之内横町米屋徳兵衛借屋天王寺屋次兵衛儀、惣兵

衛所持之畑地え井戸堀立候受負いたし候ハゝ、諸事入念可申処、右場所は山土ニ

て埴り保宜候迚、仮ヶ輪を省略いたし、枠を入掘下ケ、右枠を胴築ニて築せ候ニ

付、全地響いたし土欠落、下段ニ罷在候佐吉え中り、相果候及仕儀ニ候段、右掘

方佐吉其外之もの共申談、兼て之仕来ニて、銘々覚悟之働方とは乍申、右躰変事

出来いたし、此ものハ受負にて諸事差配いたし候身分ニてハ、別て不届ニ付、遠

嶋可申付哉之旨、可相伺候得共、全過ニ無相違、佐吉親類共も無申分旨申之候間、

重追放と相伺、其節評議之趣ハ、仮ヶ輪を省略いたし候段、右近辺は土埴り候故、

仮ヶ輪を不入仕来之土地柄之段は、一件申口も符合いたし入用可減ため、仮ヶ輪

を省略いたし候儀とも不相聞、全可欠落と不心附、不念迄之趣意を以、急度叱り

と申上、其通相済候例有之、今般之平八儀、伐採候木品、樹木え藁縄ニて繋置、

追々小伐いたし候節、不斗すへり倒、繋置候縄を踏切候も、全過ニて、既こま両

親とも平八御仕置宥恕をも相願候得共、例之方は変死いたし候ものも、働方兼て

心得罷在候儀之処、此度之儀は、往来道上之木を伐候儀ニ付、精々可念入を旅人

相果候始末ニ至候段、例之次兵衛より品不宜候間、三十日手鎖、 

評議之通済、89 

この一件では、平八なる者への評議につき、二件の判例が挙げられている。このうち

一件は「御定書ニ添候例書」からの引用 90であり、いま一つは「御仕置例類集」に収め

られている 91。両例にも不念が用いられているため、以下、判例を含めて本件を少し詳

しく検討したい。 
まず惣兵衛の一件では、不念が否定されている。その理由は、「躓倒、負縄切」という

                                                  
89 続類集拾七（六六二）。 
90 「御定書ニ添候例書」（「棠蔭秘鑑」利所収）七十二・山稼ニ出候節背負候松木抜落中

腹ニ居候もの江当り相果候もの相手之事（『徳川禁令考』別巻 p.174）。 
91 古類集拾五（一〇四五）享和二・摂州国分村・惣兵衛方ニて井を掘候もの、怪我ニて

相果候一件。 
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行為態様が事故であった点、および、行為者と被害者との距離が二町程と比較的長く、

また被害者のいた地点が山の中腹だったこともあり、行為者が被害者のいる可能性を全

く認識していなかった点にあるとされている。 
一方で本件たる平八の一件では、惣兵衛一件に比して、行為者のいた地点から「拾間

程下は道筋」であり、「往来人も有之場所」であるから、不念がないとは言えないとして

いる。 

そこで評議では、天王寺屋次兵衛の一件を挙げる。ここでは、仮ヶ輪を省略したのは

経費削減など利欲のためではなく、専ら慣習に依ったことを認めつつも、なお「土欠落」

のないよう注意すべきであったとして、不念があるとしている。 

これら一連の評価から考えると、ここでの「軽い不念」は、行為者の行為態様自体は

特に問題のあるものではなかったが、客観的状況から、当該行為に及ぶに際してなお一

層の注意が求められる場合に、その注意を怠ったという点にあると考えられる。先に述

べた「重い不念」との違いも、この「行為自体が非難に値するか否か」という点にある

と言えよう。「重い不念」を認めた例では、脇差で叩く、足で踏みつけるなど、それ自体

が「手荒」であり、容易に傷害結果を発生させ得る行為である。これに対して、「軽い不

念」の存否が争われた事例では、木を切るという行為にそのような危険はなく、また躓

いて木を繋ぎ止めていた縄を切ってしまうという行為も、それのみで直接人の死傷結果

を惹起するものではない。同じく天王寺屋次兵衛一件でも、仮ヶ輪の省略は本来ならば

人の死傷結果についての危険が存するところ、その危険が少ないという事情から仮ヶ輪

を設けない慣習があったという特殊性を考慮し、その行為自体に危険はなかったとして

いるのである。ではなぜ、特に問題のない行為に非難を向け得るのか。そこには、行為

者がその行為を反復、継続して行っているという特性が関係していると考える。先に述

べた井戸堀りなどは職業として行っているものであり、また木の伐採という作業も、判

決本文から直接には読み取れないものの、伐採した木の利用、あるいは山林の保全とい

った目的から、反復継続して行っていたのではないかと推測できる。然りとすれば、職

業や反復、継続して当該行為に及ぶ者として、より責任ある立場が生ずる。そしてこの

立場にふさわしい義務を果たさなかったことによって処罰されているのである。 

このように考えてゆくと、「重い不念」も「軽い不念」も、「その者の置かれた立場に

ふさわしい行為に及ばなかった」という点では共通していることが分かる。ここで改め

て不念の用いられる他の犯罪類型を確認すれば、不念が認められた際に科されるのは比

較的軽い刑である。したがって「軽い不念」の方がより一般的な意味での不念に近いと

言えよう。一方で「重い不念」は、「軽い不念」認定の際に評価される義務違反に加え、

明らかに結果の見えている行為に及んだ場合にこれを処罰するための規定として設け

られたものではなかろうか。いま、「軽い不念」が「重い不念」より先にあった用例であ

ると特定できる史料はなく、この考えは推測に過ぎない。しかし、七十四条三項但書に

規定された不念の特殊性について考えるとき、この仮説は十分に納得できるもののよう
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に思われる。 

以上、この犯罪類型における不念の二つの意味について検討してきた。両者は行為者

の置かれた立場での責任を果たさなかったという点で共通しているが、特に「重い不念」

については、当該行為によって生ずる結果の予見が容易であるにもかかわらずこれに及

んだという意味で、今日の過失犯に極めて近い構造であると思われる。したがって、こ

の点について先行研究の論旨は妥当である。しかし、それ以外の例について考えると、

必ずしも注意義務違反が問題になっているとは言えない。このことは、特に仮ヶ輪にま

つわる天王寺屋次兵衛の一件において顕著である。また、不念は故意のないことを前提

として義務違反を論じており、故意の不存在については怪我がこれを示していると考え

られる。 

第三款 不念の用法 

以上、様々な犯罪における不念の用例を検討してきた。それらのうちには、過失犯的

な意味で用いられる不念もたしかに存在していた。文化・文政期以前の「盗物と不存質

取候類」や、御定書七十四条三項但書の適用例がそれである。この限りでは、石塚氏ら

先行研究の分析は妥当なものと言える。しかしこのような性格をもつ用例は一部に止ま

る。御定書成立以前、以後を問わず、さまざまな犯罪類型における不念の用例をも併せ

て考えれば、むしろ不作為犯的性格の強いことが看取されるのである。然りとすれば、

先行研究で言われてきた、不念が過失犯の一形態を指すものであり、故意・過失を区別

するものであったという考え、さらには石塚氏の述べるような「無過失無責任の思想」

を表すような概念であるという説明は、不十分なものと言わざるを得ない。 
思うに、当時の裁判役人らは、少なくとも不念という言葉によっては、注意義務と作

為義務という二つの性質を区別してはいなかったのではないか。両者ともなすべきこと

をなさなかったという点では同じであり、それが内心の態様であるか、外的な行為であ

るかの違いにはさして重点が置かれていなかったように思われる。そのことを象徴する

ような例が以下の一件である。 

文化四卯年御渡 
長崎奉行伺 
一 長崎引地町・常次初筆、無宿・善之助え手疵為負候一件、 
一番人・大次郎・要助・初五郎・重蔵・清兵衛儀、番屋ニ相詰罷在、町内ニて、常次

外壱人儀、無宿、善之助ニ行逢、同人、及不法候節、出会候様、呼立候得共、大次

郎・要助・重蔵は、早速不出向、其外之もの共も、不存段、不念ニ付、叱り置可申

段、吟味書・朱書ニ申上候、 
此儀、不念迄ニ付、申上候通、叱り、 



40 

評議之通済、92 

この一件では、「不存」という内心の状態も「早速不出向」という行為も、同様に不念

としている。やはり、不念なる語は、当時の義務懈怠を包括的に捉えるものであったと

言えよう。その言葉が各犯罪類型に適用されたとき、過失犯的性質を帯びるようになっ

たとしても、そのことを以てあらゆる不念の用法が過失犯的であるとは評価できない。

むしろ、そのような概念から出発したものであるだけに、行為者の置かれた状況におい

てすべきことは何であったかという点に重点が置かれ、その者の内心の状態の考慮は十

分でなかったと見るべきである。そのことは、認識可能性のない他者の犯罪について、

その者との関係性故に処罰される類型や、最も独自の発展を遂げ、過失犯的性質を強く

帯びた、七十四条三項の規定する不念の適用事例のうち、酒に酔った上でまっとうな判

断ができない状態にあったとしても、行為の不適切なることを根拠に不念を認めている

一件において明確に現れているように思われる。 
ここまでが、徳川幕府刑法における不念の概論であるが、不念のこのような用法は、

少なくとも明治初期には未だ残存していたと考えられる。ここでは、「司法省日誌」によ

ってこれを確認しておきたい。本史料には、明治六年より明治九年五月までの各府県、

裁判所からの伺とこれに対する指令、裁判所の申渡などが収められており 93、明治初期

の法務一般を知る上で有用である。 
この時期の不念の用例の一として、明治八年の伺書が挙げられる。この一件は、酒造

免許の更新にあたって、親族を代理人としてその手続きを依頼し、更新後の免許をその

親族に預けたままにしておいたところ、更新された免許に書かれた酒造高が従来のもの

より下がっており、これに気づかず許された高以上の酒を造ってしまったというもので

ある。酒造高が下がった原因は、免許更新にあたって書く願書について、代筆者が造高

を聞き誤り、そのまま記載したことによるものであった。これについて、伺では、「彌十

郎ハ鑑札持帰候ハヽ早速亀寿作ヘ可相渡処無其儀差置両人共不念之旨申之一同申立ノ

趣符合致シ事実隠造等取巧候儀トモ不相聞事情麤漏ニ出自然過造ニ陥リ候儀ニテ銘々

不念ノ廉モ有之候」94として、免許の授受を怠った点を不念という言葉で表している。

このことから、この時期においても不念がなすべきことをなさなかったことを示す語と

して機能していたことが窺える。 
また、明治六年には 

○宮内省廻リ岸中録進退伺 
司法省廻達第四十二号昨冬十一月廿八日教部省ヨリ順達有之候処同日御用納且御神事

                                                  
92 新類集拾七（五八五）。 
93 前掲『国史大辞典』「司法省日誌」の項（大日方純夫執筆）。 
94 「司法省日誌」（復刻版、日本史籍協会『明治初期各省日誌集成』所収、東京大学出版

会 1983 年）明治八年第四号（一月九日）pp.6-10。 
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中ニ付遂ニ達落ニ相成既昨十一日外書類ノ内ヨリ見当不取敢外務省ヘ順達致候得共畢

竟無念ノ至奉恐入候依テ進退奉伺候也 
一月十三日 95 

といった記述も見られる。ここでは「無念」とされているが、内容は廻達の懈怠であ

り、不念と同じものとして考えてよいであろう 96。 
以上のように、不念あるいは無念という語は、明治初期においても義務懈怠を示す語

として機能していたのである。 
 

第三節 怪我 

第一款 公事方御定書成立以前 

本節も、まずは御定書成立以前からその検討を始めたい。しかし、この時期の怪我の

用法に関する史料は極めて少ない。先行研究では、「御仕置裁許帳」に収められた事例群

が取り上げられているが、それらを除いて、怪我を問題としている事例は、管見の限り

見出すことができなかった 97。 
さて、「御仕置裁許帳」に収められた事例群については、先行研究によってその特徴が

端的に示されている。すなわち、石塚英夫氏によれば、怪我として扱われる事件は「被

害者に対して故意ないし遺恨がないにもかかわらず発生した」98ものであり、その中に

は、酒に酔って娘を突き倒したところ、その娘が桶に当たって死亡した事件 99や、忍び

入った盗人と思い込み、妻を殺害した事件 100も含まれている。そして、これらの多くが

被害者方の宥免願によって赦免されていることから、石塚氏は当時の私刑主義的思想の

強さを指摘するのである 101。かかる見解は、現在確認できる史料によれば、妥当なもの

                                                  
95 同上、明治六年第一月第十七号 p.11。 
96 不念の表記については、「御仕置例類集」や「御仕置例撰述」では「不念」でほぼ統一

されているが、その他の史料では出入筋・吟味筋を問わず「無念」の文字も散見され

るのである（「評議物留帳」弐拾三番、宝暦十三・江州高嶋郡饗庭庄拾九ヶ村と上下古

賀村山論裁許之儀評議、同四拾壱番、宝暦十四・摂州住吉郡住吉社人沼間亘儀兄を介

錯いたし候一件評議など）。このことから、少なくとも文字上「不念」と「無念」は互

換可能であったと考えられる。 
97 「公法纂例」乾（二五一）元禄二・馬損には、「あやまち」の語が見られるが、本事例

は「御仕置裁許帳」九巻一四五（七一八）と同一の事件である。 
98 石塚前掲「徳川幕府刑法における過失犯」p.419。 
99 「御仕置裁許帳」二巻三四（一五八）。 
100 同上四巻七八（三三三）。 
101 なお、谷口眞子氏は、このような傾向を被害者遺族の感情を重視したものという見解

を示している（谷口前掲『近世社会と法規範』p.116）。 
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であると考えられる。 
ところで、上記事例群を概観すると、車や牛馬の通行に際して発生した事例（以下で

は便宜上、交通事例と呼ぶ）が全体の約半数に及ぶことが確認できる。尤も、その発生

件数は動物殺に偏っており、人殺の事例群ではその割合は極めて低くなる。しかし、交

通事例が、この時期において怪我の認定される主要なものであったことは窺える。 
交通事例は、「御仕置裁許帳」を見る限りすべて赦免を受けている。しかし、その後幕

府では、このような事例を重大視するようになる。すなわち、享保元年四月の触書では、

従来「あやまちより出来候事ニ而、故ありて殺し候」ではないから罪に問わないできた

が、「近来此等之類度々に及」ぶのは、「下賤之輩其つゝしみなき故」でもあろうから、

以後は「たとひあやまちより出来候而人を殺シ候共、一切に流罪に行はれ、事の躰ニよ

りて、猶又重科にも行はるへき者也」としている 102。さらに享保十三年九月には、以下

のごとき触書も出される。 

      覚 
一牛車大八車地車幷荷馬等引通候儀、往来之障りニ不罷成様ニ、 前々も度々相触候

処、就中去ル寅年急度相触候処、近キ頃又候猥ニ相成、往来人之人をよけ不申、我

儘ニ引通り候付、頃日も神田佐久間町壱町目久次郎店仁兵衛、神田相生町伝右衛門

店清六と申もの、両人から車を引、牛込払方町通り候節、同町四郎兵衛悴新八と申

拾五歳ニ成候者江車を引掛、新八相果候、畢竟先年より度々触書之趣忘却いたし候

故之儀、旁不届至極ニ付、仁兵衛ハ死罪、清六ハ遠島被仰付候、自今車引馬士等、

此趣を急度相守可申候、此以後往来之もの江我儘いたし、怪我人等於有之ハ、当人

共ハ重御仕置被仰付、人之召仕ニ而候ハゝ、其主人幷家主五人組名主迄、それゝゝ

ニ御咎メ可被仰付候、雇ひ候もの方ニ而も、念を入候様ニ弥可申付候、麁末之儀も

候ハゝ、可為越度、此段町中地借り店借り召仕等迄委細可触知者也、 
九月 103 

この触書は、享保元年の触書と比較すると、車引馬士などが往来人を顧みず「我儘ニ

引通」っているという点が強調され、車引きが死罪、遠嶋に処された事例を挙げている。

二つの触書から、行為者側の問題が意識されるに伴い、科刑も厳重になっていくという

過程が窺われる。 
ところで、この享保十三年の触書では、「雇ひ候方」について「念を入」という言葉が

用いられている。また、前節第一款に掲げた「享保度法律類寄」では、「馬士引馬車にて

人に疵付」た場合の規定が不念の項におかれている。 
したがって、「御仕置裁許帳」の中、すなわち少なくともこの史料の編纂時期とされる

                                                  
102 『徳川禁令考』後集第三 p.456。 
103 同上 pp.456-457。なお、踊り字のうちくの字点を「ゝゝ」に代えた。 
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宝永期には怪我として扱われていた交通事例が、享保期までには不念に分類されていっ

たと考えられる。尤も、このような傾向は享保期に突然現れたものではない。貞享・元

禄期の交通事例では伺書に不念の語が散見され 104、この変遷の萌芽が、既にこの時期に

あったことを確認できるのである。 
ともあれ、このような変遷を踏まえて考えれば、おそらく享保十三年の触書を基に起

こされたであろう御定書七十一条第三十六項乃至三十八項 105は、怪我よりも不念を想

定した規定であると言うことができよう 106。このように、御定書成立以前における怪我

の適用例は、それ以後のものとは多少その範囲を異にしていたのである。 

第二款 公事方御定書成立以後 

第一項 御定書七十四条以外の怪我の用例 
御定書成立以後の怪我について、先行研究では七十四条三項についての考察を中心と

している。しかし、怪我の用例はこの規定に関するもの以外にも見られるのであり、こ

れらについても検討する必要があると考える。 
このような怪我の用例には、二つの類型がある。その第一は、これを負傷の意味で用

いているものである。御定書では「怪我致させ」との文言で用いられ 107、類似の表現と

して「疵附（付）」108「手疵負せ」109や「為手負」110などの語が見られる。これらの語

の区別は必ずしも明らかでないが、「怪我致させ」は、先に述べた車引や牛馬牽などにつ

いての規定で用いられており、その特殊性が窺われる。 
第二の類型は、偶発的な事故であることを示すものである。具体的な用例として、以

下のものが挙げられる。 

寛政六寅年御渡 
御勘定奉行 

根岸肥前守伺 
一 武州原馬室村・丑太郎、口論いたし、其上相違之義申立候一件 

牧野栄吉知行      

                                                  
104 「御仕置裁許帳」八巻一四四（七〇六）貞享四・十兵衛、四郎兵衛儀、同（七一二）

元禄三・長兵衛儀など。 
105 『徳川禁令考』別巻 pp.111-112。 
106 この点古城氏は、享保元年の触書のみに依り、三十六項はあやまちを前提とした規定

であるとしている（古城前掲「米沢藩刑法における過失犯」pp.386-387）が、首肯で

きない。 
107 御定書七十一条三十七項、同条三十九項。 
108 御定書七十一条標題、同条二十九項など。 
109 御定書七十一条四十項乃至四十二項など。 
110 御定書七十一条二項、同条五項など。 
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武州足立郡荒井村   
百姓       

源   六   
右之もの儀、無宿・三次郎・定五郎・辰之助共盗賊之趣、申立候間、申口を合呉候

様、丑太郎ニ被頼、一旦、相違を申立候段、不埒ニ付、過料銭三貫文 
此儀、安永七戌年、道中奉行、伺之上、御咎申付候、武州新会村・政右衛門儀、

忠兵衛変死いたし候は、松平加賀守・足軽、打擲いたし候故之儀と、風聞も有之、

喜右衛門・七右衛門吟味相願候を、見留候ものも無之、間、忠兵衛、怪我ニて落

馬いたし相果候儀と存候旨、申立候ハヽ事軽可済旨、六郎右衛門、申談候ニまか

せ、吟味之節、其旨、申立候段、有躰ニ無之、不埒ニ付、過料銭三貫文申付候例

ニ見合、伺之通、過料銭三貫文、 
評議之通済 111 

本件評議のなかで引用された安永七年の事件において、怪我が負傷の意味で用いられ

ていないことは、「怪我ニて」が「相果」ではなく「落馬」にかかっている点から明らか

であろう。そして「誰かに落馬させられた」という状況を想定しているわけでもないの

であるから、御定書七十四条三項の規定する怪我ともまた異なっている。然らば、ここ

での怪我は、落馬が偶発的な事故であったことを示す言葉であろうと考えられる。また、

以下の一件でもこのような用例が見られる。 

寛政五丑年御渡 
道中奉行伺 
一 東海道大井川ニて、駿府紺屋町・久蔵、流死いたし候一件、 

辻甚太郎御代官所       
遠州榛原郡金谷宿河原町   

川越       
権   七   
外 四 人   

右権七・惣左衛門儀、既ニ留川ニも可相成程之増水ニ候処、久蔵外弐人之もの、川

支ニては難儀之趣、申聞候迚、川会所えも不相届、久蔵を手引越いたし、同人、流

死いたし候始末ニ相成、殊ニ、流死之ものを、存命之積り、口書、差出候段、旁、

不埒ニ付、過料銭五貫文宛、源次・権四郎・清左衛門儀、大井川、出水ニて留川ニ

も可相成程之増水ニ候処、久蔵外弐人之もの、川支ニては難儀之趣、申候迚、川会

所えも不相届、一同越立、仲ヶ間之もの手引越いたし候久蔵、流死いたし候始末ニ

相成、殊ニ、流死之ものニ候処、事軽く相済候様いたし度、久蔵親其外一同、検使

                                                  
111 古類集九（四七五）。 
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之ものえ相願、存命之口書・印形、差出候段、不埒ニ付、過料銭三貫文 
此儀、吟味書之趣ニては、川越共、最早川留ニ可相成と存候節、旅人三人、罷越

越立之儀申談候間、及断候得共、強て相頼、未、留川ニも無之、怪我等可有之程

之儀ニは不相見候間、久蔵左り之手を権七、組、右之手を惣左衛門、組、渡越候

節、深場え踏込候ニ驚候哉、久蔵、右之手を放し、左之手を組候権七え取附、両

人共沈、久蔵、流死いたし候、と有之、一同越立候もの之内、両人は、無難ニ渡

越候間、其節之始末は、怪我ニも可有之候得共、留川ニも可相成程之増水ニ付、

畢竟、怪我等可有之も難計候間、川会所ニては既ニ断候、と相聞候処、川越共申

口之趣ニてハ、怪我等可有之程之儀ニは不相見、と有之候得共、容易ニ難渡儀と

ハ、川越共も相弁可罷在儀ニ付、不慮之過チとハ難申候間、全、怪我と治定いた

し候儀ニも有之間敷、麁忽之取計と相聞候得共、肥前守、例ニ申上候、越後国一

本杉村惣左衛門儀も、水勢烈敷、事ニ風立候ハヽ、達て可及断処、渡船いたし候

始末は、同様之趣意ニて、右川越共ハ、外不埒も御座候間、伺之通、権七・惣左

衛門ハ、過料銭五貫文宛、源次・権四郎・清左衛門は、同三貫文宛、 
〔下略〕112 

この一件の文中での「不慮之過チとハ難申候間、全、怪我と治定いたし候儀ニも有之

間敷」という文言は、御定書七十四条を想定していると考えられる。一方、「怪我等可有

之程之儀ニは不相見」とあるのは、川越中に事故が起きる可能性についての言及である

と考えられる。すなわち後者の怪我については、偶発的な事故の意味で用いられている

と言えよう。 

第二項 御定書七十四条の適用例 
然らば、七十四条に規定される怪我は、如何なる性格をもつものであるか。詳細は後

述するが、七十四条三項が適用される場合の一つに、行為者が対象としていない相手へ

結果が生じてしまったときが挙げられる。このような場合、被害者は勿論、行為者も当

該結果発生を望んでいないという点で、その発生結果は偶発的であると言えよう 
然りとすれば、同規定は、偶発的な事故による死亡結果であっても、その結果を惹起

した相手がいる場合にはこれを処罰するための規定であると理解できる 113。では、具体

的に如何なる要件が揃ったときに、生じた結果を偶発的な事故であると判断していたの

                                                  
112 古類集拾五（一〇四四）。なお、同九（四七四）参照。 
113 このように考えると、七十四条の題、および規定の仕方の特殊性にも意味があるよう

に思われる。同条は「怪我にて相果候もの相手」という規定になっているが、これは

他の規定と比較すると極めて特殊であることが分かる。すなわち、他の規定では「盗

人」「博奕いたし候もの」など、裁かれる対象とその行為が中心に据えられているが、

本条は「被害者の相手」という間接的な規定の仕方なのである。それゆえ、「怪我」も

また、行為者の態様を示す語ではなく、被害者が偶発的な事故によって死亡したとい

うことを示す語であると考えられる。 
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か。 

文政九戌年御渡 
御勘定奉行 

石川主水正伺 
一 江州鮎川村与惣吉外三人、無宿喜七と口論いたし、取支ニ立入候同村重兵衛を右

喜七及殺害候一件 
無宿       

喜   七   
右之もの儀、勢州崎村猪之助妹せつと密通之上、夫婦ニ可相成旨申合、同人甥浅之

助一同欠落いたし、右村人別ニて、家内一同旅稼いたし候もの之由、江州鮎川村伊

惣次を申欺、同人世話を以、同村兵右衛門方え相雇貰、其上右村地内におひて、酒

狂之上、村内与惣吉外三人と口論いたし、所持之小刀を振廻し、可殺心底ニ無之候

とも、取支ニ立入候同村重兵衛え過チニて疵附、右疵ニて同人相果候始末、不届ニ

付、遠島、 
此儀、意趣遺恨等有之、可殺心底ニて仕成候とは訳違ひ、全過チ之段相違無之候

間、御仕置附ニ、石川主水正申上候例幷宝暦十辰年土屋越前守町奉行勤役之節、

伺之上御仕置申付候、谷中感応寺門前浅草山川町小兵衛店吉兵衛儀、酒狂ニて住

所不知五郎八と口論之上、切殺可申と庖丁を持出候節、取押候此もの方ニ居候七

兵衛ニ疵附、七兵衛儀、右疵ニて相果驚入候旨申之、七兵衛え対し遺恨等有之右

始末ニおよひ候儀ニは無之旨申之、尤求候儀ニは無之、全怪我ニ無相違相聞候得

共、いつれニも右疵ニて七兵衛相果候上は、不届ニ付、遠島申付候例をも見合、

伺之通、遠島、 
評議之通済、 

〔下略〕114 

この一件について、伺は「過チニて疵附」と記している。これに対し評議では、「怪我

ニ無相違」と評価した判例を引用した上で、「伺之通、遠島」との結論を出している。あ

やまちと怪我が、石塚氏の述べるごとく事実上区別なく用いられていたか否かについて

は後述するが、少なくともこの一件ではあやまちと怪我が同一に扱われたと見てよい。 
さて、この一件の評議において、怪我は「求候儀」でないこと、つまり行為者が当該

結果の発生を求めていなかったことを示している。このような文言は他の判例でも散見

される。たとえば、 

宝暦七丑年七月二日 

                                                  
114 続類集拾六（六二四）。 
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松平右近将監殿御差図 
土屋越前守掛 

小伝馬上町           
吉右衛門店          

金左衛門召仕        
権 太 郎   

右同断           
定   助   

右之者共儀、当四月六日河岸に有之材木、先肩両人かつき、吉五郎庄助跡肩に成、

木挽小屋まて持出候途中、殊之外重く持堪兼候様子伝次郎見請、助肩にても致候心

得に候哉先之方江廻リ候節、難持堪此もの共取落、右響にて跡肩之者も同様に取落、

材木之木口拮伝次郎江当リ致即死候、常々意趣含候儀も無之、不求儀にて全怪我に

相違無之、伝次郎実親作兵衛始親類共、存寄無之赦免之儀相願候得共、右落候材木

伝次郎江当相果候間、両人共中追放、115 

なる例においても、意趣のないこと及び「不求儀」であることが怪我を認定する根拠

となっている。 
前掲文政九・江州鮎川村与惣吉外三人、無宿喜七と口論いたし、取支ニ立入候同村重

兵衛を右喜七及殺害候一件に目を戻すと、伺の中では、「可殺心底」のないことが、あや

まちであることを示す根拠となっている。この「可殺心底」なる文言も判例の中で散見

されるものである。 

寛政十午年五月 
町奉行 

安藤対馬守殿御差図        村上肥後守掛 
一武州下渋谷村半右衛門忰岩右衛門怪我ニ而人を殺候一件 

大貫治右衛門御代官所   
武州豊島郡上知     

下渋谷村百姓     
半右衛門忰     

岩次郎事     
岩右衛門    

右之者儀去巳十二月五日暮時頃下渋谷村辺出火之節兄八五郎儀朱引境出越候儀ニ付

繁五郎与口論ニおよひ打擲ニ逢居候旨及承救ひ可遣と周章駈参り候途中下渋谷村耕

                                                  
115 『徳川時代裁判事例刑事之部〔司法資料第 221 号〕』（司法省調査課 1936 年）pp.953-

954、宝暦七・材木運搬之際過て人に触死に致せし者。 
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地ニ大勢人集物騒敷候ニ付右之内ニ八五郎儀打擲ニ逢居候儀与存持居候挑灯之棒ニ

而追払候処同人不居在候ニ付立戻り候儀政右衛門右場所ニ疵請倒居右者此もの追払

候節棒当り疵付候儀与相聞尤兼而意趣遺恨等無之儀ニ付可打殺心底ニ無之旨申候得

とも政右衛門儀あやまちとハ乍申右疵ニ而同八日相果候上者麁忽成致方不届候得と

も畢竟兄之難儀を救ひ遣度心底より右及始末ニ候儀ニ付存命ニ候得者江戸払 
右御仕置附 

右相当之例相見不申御定書ニ 
一 怪我ニ而与風疵付其疵ニ而相手死候者 吟味之上あやまちニ無紛幷怪我人之親類

存念相尋候上中追放 
但吟味之上不念之儀於有之者一等重く可申付事 

右之通有之此者儀者兄八五郎打擲ニ逢候儀を承救ひ可遣与周章駈参候途中大勢人集

者騒敷候ニ付右人数之内ニ打擲ニ逢罷在候義与心得人追分ケ払候節不思寄政右衛門

江疵付右疵ニ而相果候儀ニ候得共既ニ政右衛門妻も岩右衛門江対申分無之旨申罷在

岩右衛門儀見極候儀ニ者無之候得とも全兄打擲ニ逢候趣承救ひ遣度心底ゟ右始末ニ

相出候儀ニ有之親兄等之難義難捨置疵付候類通例疵付候ものより御仕置ゆるみ候類

例等も見合右御定より品軽キ方ニ付存命ニ候得者江戸払、116 

上記一件では、「兄之難儀を救ひ遣度心底より右及始末ニ候」というやや特殊な事情が

介在し、最終的な科刑は中追放より軽く江戸払とされているが、加害者たる岩右衛門に

「可打殺心底」のなかったことから、政右衛門の死亡結果があやまちによるものである

と認定されている。 
しかし、「可殺心底」でなければ常に、死亡結果についてあやまちや怪我が認められて

いたわけではない。 

文政二卯年御渡 
御勘定奉行 

榊原主計頭伺 
一 無宿平内品々悪事いたし候一件 

雪見川徳次郎事     
無宿        

平   内   
〔中略〕平内儀、むね打ニいたし可遣旨及差図候ニ相違無之候とも、右故常次郎逢

殺害候上は、自身と常次郎え疵付遣候所存之処、案外ニ深疵為負及死候次第ニ成候

と同様之趣意ニ可有之、然ル上は安永六酉年曲淵先甲斐守町奉行勤役之節、伺之上

御仕置申付候、当時無宿甚三郎儀、万助え遺恨有之候迚、小刀を以三ヶ所疵付、右

                                                  
116 「御仕置例撰述」初篇十一（60）。 
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疵ニて万助相果候は不届ニ付、下手人申付候例有之、右吟味書之趣ニては、万助申

分を心外ニ存、疵付遺恨可晴と、所持之小刀懐中いたし罷出、途中ニて万助え疵付、

同人相果候と有之、最初可殺心底ニ無之、相手及死候趣意は同様ニて、一躰之始末

も品不宜候間、例同様、下手人、 
評議之通済、117 

上記一件ではまず、犯行を「差図」した者について、これを実行犯と同様に扱う旨示

している 118。そしてその者について、単に傷害の意図（疵付遣候所存）しかなかったと

しても、相手が死亡した場合には、故意による殺人罪と同様、下手人を科す旨を示して

いるのである。このような判断は、「差図」の場合のみに止まらない。文化十四・無宿・

嘉七儀、浅草平右衛門町・吉五郎と口論之上、疵附、右疵にて吉五郎相果候一件 119には、

類例として以下のごとき事例が挙げられている。 

安永六酉年、曲淵甲斐守・町奉行勤役之節、伺之上、御仕置申付候、当時無宿・甚

三郎儀、万助え遺恨有之候迚、小刀を以、三ヶ所疵付、右疵ニて、万助、相果候上

は、不届ニ御座候間、御定之通、下手人申付候例有之、右吟味書之趣ニては、甚三

郎儀、万助え貸銭催促およひ、同人不法之儀申掛候を心外ニ存、疵付、遺恨を可晴

と、所持之小刀、懐中いたし罷出、途中ニて万助え疵附、同人相果候、と有之、 

すなわち本件は、相手を傷害する意思によって小刀を懐中していたところ、途中で目

指す相手に会ったので自ら傷害行為に及び、結果その者を死亡させたという事例である

が、かかる場合においても、故意犯と同様下手人が科されているのである。 
この点については、さらに以下のような事例も見られる。 

天保元寅年御渡 
道中奉行伺 
一 東海道南品川宿次兵衛抱食売女みねえ、芝二本榎上行寺門前五兵衛悴岩次郎、疵

為負候一件 
芝二本榎上行寺門前     

家持         
五兵衛忰      

岩 次 郎   
右之もの儀、南品川宿次兵衛方え止宿之上、同人抱飯売女みねを酒之相手ニ相雇、

                                                  
117 続類集拾六（六〇二）。 
118 なお、「差図」に関する研究として、石塚英夫「徳川幕府刑法における共犯（二）」

（『法政研究』26 巻 2 号所収、九州大学法政学会 1959 年）p.169 以下が挙げられる。 
119 新類集十七（五六二）。 
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熟酔いたし、猶酒調差出呉候様、同人え相頼候処、差留候ニ付、威候て酒可為差出

と存、其場ニ有合候剃刀振廻し候故、過チとは乍申、みね疵受候次第ニ至り、殊ニ

其節同人倒候を見請、相果候儀と心得、自殺可致覚悟ニて、右剃刀を以咽其外え疵

付、為及騒動、尤みね疵所ハ追て癒寄候得共、全快不致内、持病之積気差発、相果

候仕儀およひ候段、不届ニ付、軽追放、 

此儀、御仕置附ニ曽我豊後守申上候例之、甲州道中内藤新宿半三郎店勘太郎弟定

吉は、ちよ自害仕損、苦痛之上、手伝呉候様申聞候ニ付、助り申間敷と存、同人

咽え疵付候儀ニて、迚も不助ものと存候故之儀ニハ候得共、手を下し疵付、三田

同朋町忠兵衛店吉五郎方ニ居候三右衛門は、口論之上、八五郎え疵付候ものニ有

之、今般之岩次郎は剃刀振廻し候節、過チニてみね疵受候儀ニ付、右両例とは聊

差別可有之哉と、猶先例相糺候処、差当的当之例相見不申、依之勘弁評議仕候処、

みね疵受候次第、過チとハ乍申、岩次郎ニ過酒為致間敷と、差留候を、威し之為

ニ候とも、剃刀振廻し候は、不法之始末ニて、不慮之怪我ニて無之、求て疵付候

も同様之趣意ニ有之、みね儀余病ニ無之、右疵ニて相果候ハゝ、岩次郎御仕置下

手人ハ難遁ものニ可有之、然上は、右両例ニ見合、差別附候品ニは有御座間敷候

間、伺之通、軽追放、 
評議之通済、120 

上記一件では、剃刀を振り回したのは威しのためであると認定されており、相手に傷

害さえ負わせるつもりはなかったことを認定している。しかし評議では、被害者の死因

が余病でなく、加害者による傷害であったならば、やはり主観態様にかかわらず故意犯

と同様に扱うべき旨示しているのである。 
このような判例のある一方で、以下のごとき例も存在する。 

享和三亥年御渡 
御勘定奉行 

石川左近将監伺 
一 上総国井尻村・幸助儀、堂守祐道と及口論、同人相果候一件 

高木伊勢守御預       
与力給知         

上総国望陀郡井尻村   
百姓       

幸   助   
〔中略〕先例相糺候処、宝暦十二午年、安藤弾正少弼、御勘定奉行勤役之節、手限

伺之上御仕置申付候、上総国埴谷村・百姓忠右衛門弟・忠八儀、無宿・五兵衛と及

                                                  
120 天保類集三拾四（八六〇）。 
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口論、掴合、善九郎、押人ニ立入、三人とも畦より踏外し田之中えすへり落候儀ニ

て、五兵衛を、忠八殺候儀ニは無之、勿論、五兵衛儀、常々不埒もの之由ニは御座

候得共、口論之相手ニて、怪我ニ候とも、五兵衛相果候上は重追放、と相伺、右御

仕置附に、御定書ニ、怪我にて與風疵付、其疵ニて相手死候もの、吟味之上、過ニ

無紛、幷怪我人之親類存念相尋候上、中追放、但、吟味之上不念之儀有之は、一等

重く可申付事、と有之、右忠八儀は、與風疵付、相手死候とは違ひ、口論之上、掴

合候得共、双方とも、刃物等は持不申、可殺所存ニは無之、畦より踏外し、すへり

落候節、五兵衛儀、杭木又は笧等ニも当り候哉、疵付相果候儀ニ候得は、右疵附候

儀、不求儀ニて、怪我同様之儀ニ御座候、右御定ニ似寄可申哉、殊ニ、五兵衛儀、

常々不埒ものニて、同人兄幷妻とも、怪我同様之儀ニて申分無之旨、申之候、併、

口論掴合候上之儀ニ付、前書御定但書之趣を以、重追放と申上、伺之通、御下知有

之候〔下略〕121 

この一件では、行為者と相手との間に口論や掴み合いという不法があり、これまでの

例から考えれば、仮令傷害の意図さえなかったとしても、故意犯と同様に扱われるよう

に思われる。ところが実際には、最終的な科刑こそ、御定書七十四条三項但書に照らし

て、一等重く重追放としているが、文中では「怪我ニ候」「怪我同様」と、怪我であるこ

とを明確に認めている。 
然らば、このような取扱いの差は如何なる根拠によって生じるものであるか。勿論、

喧嘩口論というのは、どちらの仕掛けた不法か明らかでなく、一方的に相手を攻撃して

いる例とは一線を画すということもあるであろう。しかし、下手人の科される事例に、

喧嘩口論によって相手を疵附け、死に至らしめた場合も含まれているのであれば 122、こ

の説明は決して十分なものとは言えない。ここでは、上の例に書かれた、「刃物は持不申」

という点、そして上記文政二年、天保元年の両例で、いずれも刃物が用いられている点

に注目したい。 
徳川幕府刑法において、犯罪に刃物を用いることは、時として刑の加重根拠となるも

のであった。御定書には、以下のような規定が見られる。 

五十六 盗人御仕置之事 
〔第三項〕 
享保七年極 

一 盗ニ入、刃物ニ而人に疵付候もの 盗物持主江取返候共   獄   門 
追加 

                                                  
121 新類集拾七（五五五）。 
122 平松義郎「下手人について―近世刑法史雑感」（前掲『江戸の罪と罰』所収）p.108

（初出、「近世法制史雑感―下手人について―」『別冊ジュリスト・法学教室』5 号所

収、有斐閣 1962 年）。 
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従前々之例 
但、忍入にて無之候共、盗可致と存、人に疵付候もの、  死   罪 

〔第四項〕 
享保七年極 

一 盗ニ入、刃物ニ而無之、外之品ニ而人に疵付候もの 右同断 死   罪 123 

これらの規定は、盗を行う際人を傷害したという点ではいずれも同様であるが、刃物

を使ったか否かによって刑が変わっている。ここにおいて刑の軽重を決定するメルクマ

ールとなっているのは、実際に生じた傷害結果そのものではなく、行為のもつ危険性と

いうことになるであろう。同様の規定は、「巧事かたり事重キねたり事いたし候もの」に

おいても見られる 124。 
では、このような規定はなぜ設けられているのか。「科条類典」の五十六条三項につい

ての記述では、刃物を使った場合「家内之者可切殺心底ニ候間、疵之多少ニよらす、此

類は獄門」125と説明している。六十四条については制定理由が明らかではないが、おそ

らく五十六条におけるそれと同様であろう。実際には、刃物を持っていたからと言って

必ず「可殺心底」があるとは言えない。にもかかわらず、外形的行為から、行為者の主

観を推定するのである。 
先に掲げた諸例も、このような規定と同様に考えることができよう。刃物を相手に向

けた段階で、そこには「可殺心底」が認められるのであり、仮令行為者本人がその他の

意図で当該行為に及んでいたとしても、そこから生じた相手の死亡結果については、故

意殺人と同様に刑を科されるのである。 
尤も、刃物による死亡結果ならば、全て殺人の故意を認定するわけではない。天保七・

岩代町佐七店喜右衛門元雇勇次郎儀、松嶋町豊吉え為疵負、右疵ニて同人相果候一件に

おいて引用されている、次に掲げる例がそのことを示している。 

御仕置附ニ伊賀守申上候例 
文化五辰年、根岸肥前守町奉行之節、伺之上申付候、桜田伏見町与兵衛店平七方ニ

居候五郎兵衛儀、有馬左兵衛佐方雇陸尺いたし、同渡世与助方ニて、同人方ニ居候

源右衛門・佐兵衛佐抱陸尺鉄五郎・桜田備前町久蔵一同酒給合候節、鉄五郎と及口

                                                  
123 『徳川禁令考』別巻 p.98。 
124    六十四 巧事かたり事重キねたり事いたし候もの御仕置之事 

〔第四項〕 
寛保三年 
延享二年極 
一 惣而催促ニ逢、或ハ預ケ候もの等届来候人を疵付、又ハ打擲いたし候もの 

中 追 放   
但、刃物にて疵付候ハゝ、死罪（同上、p.104）。 

125 『徳川禁令考』後集第三 p.204。 
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論、一旦其座立出候得共、鉄五郎申分心外ニ候迚、手元ニ有之庖丁を懐中いたし、

鉄五郎え疵付可申と立出候砌、久蔵儀組付抱留候節、可振放と揉合候砌、右懐中之

庖丁、久蔵え当、疵付相果候儀ニて、可殺心底ニは無之、怪我之段相違無之候得共、

右始末不届ニ付、遠島、126 

この一件も刃物によって傷を負わせている。しかし本件では、庖丁を懐中していた理

由は、鉄五郎へ傷害を負わせるためであり、久蔵へ向かって用いるつもりは行為者には

なかった。また、実際に刃物を振り回している段階で、これを留めようと後ろから取り

押さえた者を傷つけてしまった場合でも、刃物を向けるつもりのない相手に傷害結果を

及ぼしており、怪我を認めているのである。 

第三項 怪我の用法 
以上の検討から、怪我とは第一に、当該結果の発生を誰も望んでいないこと、すなわ

ち偶発的な事故であることを示す語であると言える。御定書七十四条に規定された怪我

もこのような意味で使われているが、当該結果発生に直接に関与した人物が「相手」と

して処罰されるのである。行為者も結果発生を望んでいないのであるから、被害者に対

する「意趣遺恨がない」ことが怪我の示すところであるとした石塚氏の指摘は、この点

においては妥当である。 
ところで、七十四条三項に規定される怪我が認められる場合は、大きく二つに分けら

れる。 
その第一は、被害者が行為者の意図した対象と異なる場合である。殺害した相手が人

違いだった場合や、行為者を傍から取り押えようとしていた者を殺害してしまった場合

などがこれにあたる。この場合、刃物を用いた行為であっても、怪我が認められる。 
第二は、行為者が殺意以外の意図を以て狙った相手を死に至らしめたとき、その行為

に刃物が用いられていない場合である。この場合、行為者が発生させようとしていた結

果の内容は問われない。仮令行為者の目的が相手を威すことに留まっていたとしても、

刃物によって人を殺害している以上、殺人の故意犯と同様に処罰するのである。 
ここで注目すべきは第二の場合である。この場合、生じた結果の内容が意図したもの

と異なる場合の処理は、行為者の意図という主観態様よりも、行為のもつ危険性という

客観的事実を中心に、怪我を認めるか否かが決せられていたということになる。 
このような、行為の危険性と科刑との関係については、既に複数の先行研究において

指摘されている。このうち高柳真三氏は、御定書七十一条三十六項および同条三十八項

127に規定された科刑が単純故意殺人より重いことを、その社会的危険性の大なる故と分

                                                  
126 天保類集三拾四（八四八）。 
127  〔三十六項〕 

享保十三年極 
一 車を引掛、人を殺候時、殺候方を引候もの       死   罪 
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析している 128。 
しかし、今回の検討と高柳氏の指摘は、おのずと性格を異にするものであろう。先に

本節第一款でも述べたとおり、同規定は不念を前提とした規定であると考えられるが、

規定自体の文言に怪我や不念といった行為者の態様に関する規定はない。したがって、

そのような行為者の態様についての評価とは別に、客観的要素としての行為の危険性を

評価することによって、刑を加重する旨の規定なのである。一方で、今回検討してきた

判例においては、怪我の認定に際して、「求めていなかった」という点を表面上の基準と

しながら、その判断の過程において行為の危険性を考慮している。つまり、行為者の主

観態様を評価しているという体裁を取りつつ、内実においては必ずしもその限りでなく、

客観的要素による修正が働いているのである。 
本稿の論旨により近いのは、平松義郎氏による指摘であろう。同氏は、徳川幕府刑法

においては「行為の中にあらはれたる犯罪的意思の強弱を判断して可罰の度を決した」

と指摘し、窃盗罪においても「一定の行為が『巧』『与風』の徴憑として決定され、これ

あるときには一定の刑罰を科すことがあつた」と論じている 129。平松氏のこのような指

摘は窃盗罪の研究において補足的になされたにすぎず、その後もこのような点を正面か

ら扱った研究は見られない。本稿では、故意の不存在の場合、あるいは故意と過失の区

別が問題となる場合に、平松氏が言及したような認定方法が用いられていたことを証明

したことになる。 

第三款 怪我と不念との関係 

上述したように、判断基準の問題はあるものの、怪我とはひろく故意のない場合を示

す言葉である。したがってそこには当然、不注意によって発生した結果も含まれると考

えられる。実際の判例でも、 

天明八申年九月 
牧野備後守殿御差図 

御勘定奉行根岸肥前守掛 
飯塚常之丞御代官所     

武州埼玉郡浮谷村     

                                                  
〔中略〕 
〔三十八項〕 
享保元年極 

一 牛馬を牽掛人を殺候もの               死   罪 
（『徳川禁令考』別巻 pp.111-112。） 

128 高柳前掲「江戸幕府刑法略説」p.364。 
129 平松前掲「徳川幕府刑法に於ける窃盗罪（三・完）」p.42。 
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善右衛門忰       
清右衛門    

右之もの儀、伝右衛門下女るいと密通いたし居候上、横根沼にてるゐ乗居候船江罷

越密会申掛、戯れ候故両人共入水之上、怪我とハ乍申るい水死いたし候始末、不届

に付中追放、 
〔御仕置附〕右、御定書ニ、怪我にてと風疵付其疵にて相手死候もの、吟味之上あ

やまちに無紛幷怪我人之親類存念相尋候上中追放と有之候に見合、中追放、130 

のごとく、明らかに不注意な行為について、怪我の認定のみに止まった事例も存在す

る。然りとすれば、怪我のみが認められる注意義務違反事例と、さらに不念が認められ

る注意義務違反事例とがあることになり、どのように区別されていたのかが問題となる。 
「重い不念」と怪我との区別は、不念についての検討の中でも述べたが、行為それの

みを観察した場合に、それが非難に値するか否かという点によると考える。「重い不念」

が認められた事例は、行為自体が相当程度の危険性を有しており、通常ならば行わない

ようなことを行ったというものである。それゆえ単なる不注意による結果発生よりも非

難の程度は大きい。しかし、行為者は被害者に対して何ら不法を仕掛ける意図はない。

前掲寛政十・高木作右衛門中間・虎蔵、手荒之取扱いたし候一件では、「正気を附可申」

と、行為者はむしろ良いことをしているつもりでさえいる。したがって、怪我の有無の

認定で言われるような「意趣遺恨」は全くなく、故に故意犯とは言えない。そこで、こ

れを不念とし、怪我より刑を加重したものと考えられる。 
一方で、「軽い不念」と怪我との区別はどのようになされたのであろうか。こちらの特

徴は、反復継続して行っている者ゆえに課し得る注意義務という点にあった。すなわち、

一般人に課し得る注意義務への違反は怪我の問題となり、行為者の立場から何らかの注

意義務が特に導かれる場合には、その違反が「軽い不念」となったものと考えられる。

現行の我が刑法では、業務上過失は通常の過失の加重類型である。しかし、徳川幕府刑

法においては、御定書七十四条三項の怪我が中追放であるのに対し、「軽い不念」の場合

には手鎖刑や叱りが科されているのであり、通常の注意義務違反の方が刑は重くなって

いる。おそらく、一般人に課すより厳しい注意義務である以上、その義務に懈怠があっ

たとしても、通常の注意義務違反の場合と同等の刑罰では重すぎると考えられたのであ

ろう。 
このように、怪我と不念とは明確に区別されていたと考えられる。しかし注意しなけ

ればならないのは、不念の認められる事例でも、怪我の存在がその前提にあるという点

である。石井良助氏は両者の関係について、怪我が軽過失を、不念が重過失をそれぞれ

示すと論じた。しかし、これでは一方が成立すれば他方は成立しないということになる。

                                                  
130 前掲『徳川時代裁判事例刑事之部』p.990、姦通之女を船中にて挑み過て溺死せしめ

し者。 



56 

したがって同氏の見解は正確ではないと考える。怪我と不念との関係については、石塚

氏や古城氏の見解が妥当であろう。すなわち事件の処理に際しては、故意の不存在を認

めた上で、さらに何らかの特殊な要件を充たす場合には、不念を認めて刑の加重減軽を

行ったものと考えられる。 

第四款 怪我とあやまちとの関係 

怪我に関する検討の最後に、あやまちと怪我との関係について若干の考察をしておき

たい。石塚氏によれば両者は同義であり、また今回の検討でも区別なく用いられている

例が見られた。 
しかし、前掲天保元・東海道南品川宿次兵衛抱食売女みねえ、芝二本榎上行寺門前五

兵衛悴岩次郎、疵為負候一件では、両者が明確に区別されている。すなわち、岩次郎に

みねへの傷害の意図がなかった点を「過チ」であったと認定している一方で、故意犯と

同様に処罰すべき旨を示す際には、「不慮之怪我ニて無之」としているのである。言い換

えれば、岩次郎の行為はあやまちではあるが怪我ではないということになる 131。かかる

例は管見の限りこの一件のみであるが、この一例には大きな意味があると考える。 
犯罪事実の表象・認容の有無は、通常ならば行為者の具体的な主観によって決するの

であり、仮に怪我を単純に故意の不存在を示すものと捉えれば、あやまちと怪我とを区

別する必要はない。先の事例で考えれば、行為者のあやまちを認めた時点で、すなわち

怪我という法的評価が導かれるはずである。しかし、徳川幕府刑法における怪我の判断

においては、そのような主観面の考慮に加え、行為の危険性という客観的な要素も加味

されていたのである。したがって、行為者に故意がなくとも、なお故意犯と同様に処罰

する場合には、あやまちではあるが怪我ではないということになり、両者に乖離が生ず

るのである。 
然りとすれば、あやまちと怪我とは、本来は明確に区別されていたものであり、ただ

一般的には両者を区別する必要のある事件が少ないために、混同して用いられていたの

ではなかろうか。このように考えると、御定書七十四条三項における両者の使い分けに

も納得がいくように思われる。すなわち、「吟味之上あやまちに無紛、幷怪我人之親類存

念相尋」という文言は、特に吟味において確認しておくべき事項であり、本罪を構成す

る要件の一部である。そして、これらの要件を確定した上、さらに必要とされる客観的

判断要素を加味し、なお故意犯と区別されるべきであると結論付けられれば、「怪我にて

與風疵付ケ」なる法的評価としての文言が用いられ、これによって罪質および刑罰が確

                                                  
131 尤も、「不慮之怪我」と単なる怪我との異同は検討を要するところである。しかしこ

の一件では結局「求候儀も同様」と故意犯として処罰することにしているのであり、

単なる怪我さえも認められなかったことは明らかである。したがって、過チと怪我と

の間に乖離が生じていることに変わりはない。 
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定するのである。 
尤も、先にも述べたごとく、このような区別は多くの事件ではあまり意味を持たず、

両者が混同されていたであろうことは想像に難くない。その限りでは、石塚氏の述べる

ようなあやまちと怪我とが同義であるという見解も妥当である。しかし、体系的な検討

としてはやはり不十分なものと言わざるを得ないであろう。そして、このように両者が

区別されていたということは、必ずしも主観のみによって判断されていたのではないと

いう、怪我の大きな特徴を表していると考えられる。 
 

第四節 刑事責任 

第一款 結果責任・過罪責任 

ここまで、不念と怪我についてその用例を検討してきた。その結果を見るに、従来の

見解と必ずしも一致するものではない。不念は過失犯に限らず用いられており、怪我も

また、故意の不存在という主観態様のみを判断基準とするものではなかったのである。 
勿論、徳川幕府刑法上、一部の犯罪において故意犯とそれ以外とが区別されていたこ

とは明らかである。今回取り上げた類型でも「盗物怪敷品取扱」や「人殺幷疵附」でそ

のことが確認できる。しかしこの事実は、かかる区別をしている犯罪類型があることを

示すに止まるのであり、「犯罪の成立には故意または過失を必要とした」ということまで

はできないと考える。 
事実、特に今回の不念の検討から明らかなとおり、その用例を全体的に観察すると、

この語において行為者の主観態様をどの程度評価していたかは、個々の犯罪毎に区々で

ある。御定書七十四条三項但書の用例においては故意の不存在が前提とされていた一方、

「等閑又は麁忽」の類型では、故意、過失の別なくこの語が用いられ、故意犯類型より

過失犯類型を重く処罰するという場合もあった。また、怪我についても、先行研究にお

ける論拠となった「御定書ニ添候例書」七十二の考え方が、そのまま他の事例にも適用

されたとは考えにくい。むしろ通常の怪我の認定では、外形的事実から「意趣遺恨がな

い」という要件を充たすか判断するという方法がとられていたのである。 
このように見てゆくと、中田薫氏の示した結果責任主義から過罪責任主義へという構

図の中で、徳川幕府刑法がどこに位置するかということも、一概には言えなくなってく

るように思われる。主観態様がどの程度まで重く見られていたかは、各犯罪類型におい

て個別に結論が出るに止まるのであり、およそ主義と名の付くような統一的・体系的な

主観考慮の傾向は存在しないように見受けられる。既に本稿冒頭でも述べたように、そ

もそも中田氏による論評は、西洋諸国における刑法の歴史的変遷を前提として提示され

たのであって、上記の構図も、古代ギリシャやフランク時代を例に挙げて示されたもの
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である。しかし本稿の検討したところに照らせば、このような、西洋近代法の徳川幕府

刑法への単純な適用によっては、やはりその性質を十分に捉えることができないのであ

る。 

第二款 身分責任 

然らば、以上の検討から、徳川幕府刑法における刑事責任の本質は如何なるものであ

ったと考えられるか。怪我についての検討からは、外形的事実に基礎づけられた主観の

推定という特徴がみられた。しかし、怪我は殺人や傷害といった場面でしか用いられて

おらず、これを以て徳川幕府刑法における刑事責任の本質であると捉えるのは早計であ

ろう。一方で不念は、様々な犯罪類型で用いられており、その基礎をなす刑事責任観は、

徳川幕府刑法にある程度共通したものであり、刑事責任の本質を示していると考えられ

る。 
不念の用法において中核をなすのは、先述のとおり、「その場における適切な行為をと

らなかったこと」にある。そしてこの適切な行為というのは、行為者本人の置かれた状

況によって決まるのである。 
このような、行為者に対して所与の条件の中での適切な行為・意識の統御を要求する

という徳川幕府刑法の姿勢は、幕藩体制における身分秩序と密接に関連していると考え

られる。 
平松義郎氏によれば、近世においては身分秩序と法秩序が密接不可分であり、「身分の

秩序は、各人に日常所与の状況においてそれに相応する意識・行動を絶えず要求し、〔中

略〕制定法は身分秩序の重要な一部を規定し、またはその違反を罰し」ていた。そして

このことから同氏は、「近世の刑法は刑事責任をいわば『身分』責任としてとらえていた」

と論じている 132。 
本稿において検討してきた不念の用法も、各人がその置かれた状況にふさわしい行為

を要求され、その懈怠が処罰の対象となっているという点において、身分責任的な刑事

責任観と同様の考え方に基づいているのである。 
ところで、平松氏によれば、「身分」とは社会集団における上下関係を指し示すもので

ある 133。従来の身分責任に関する研究は、武士と庶民や、親・主人と子・使用人といっ

                                                  
132 平松前掲「近世法」pp.64-67。 
133 同上 p.65。なお、高柳真三氏らは、一部の不作為犯の成立根拠を、この身分責任に求

めている。高柳氏によれば、不作為犯の成立根拠には、親子・主従という身分責任、

地域共同体内での互助義務、封建政府の方針に協力させようとする政策的理由が挙げ

られる。親子・主従という身分責任による不作為犯の類型としては、子や使用人が、

親や主人の身に危難のふりかかった際、これらの者を救助しなかった場合が挙げられ

る（高柳真三「江戸時代の不作為犯」〈前掲『江戸時代の罪と刑罰抄説』所収〉pp.26-
27〈初出『法学』8 巻 11・12 号、東北帝国大学法学会 1939 年〉）。また石井良助氏

は、不作為犯の成立について、親子・主従という身分のほか、隣人・当該町村に警戒
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た関係、あるいは女性・穢多非人といった刑法上特に分類される者を念頭においている

ものと考えられる 134。 
一方で、身分は職分とは区別されていた、と同氏は述べる 135。しかし判例には、溺死

人を出した場合の水主の事件につき「渡船乗馴候身分ニて不念」136と記されているもの

もある。つまり、水主という職業は身分として扱われており、その職業に従事する者と

してなすべきこと、すなわち職分は、身分と同様、刑事責任を基礎づける要素となって

いたことになる。そもそも職業は、身分秩序を形成する上での重要な要素の一つであり、

これを抜きにして身分について考えることは不可能であろう。この点において、平松氏

による、刑事責任の根拠となる「身分」についての定義には、不十分な点があると言わ

ざるを得ない。 
また、博奕の行われている場に居合わせた者、泥酔した者を介抱する者などは、社会

集団における上下関係にかかわるものではない。ゆえに同氏の述べるところによれば、

これらある種の偶然によって得た立場は、身分には含まれないということになろう。今

日の一般的な感覚としても、このような偶然その場に居合わせた場合にまで、これを身

分と捉えることには違和感がある。しかし、これまで検討してきた諸例では、そのよう

な者にも、自己の置かれた状況に相応した行為を要求し、これに懈怠があった場合には

処罰しているのである。したがってこのような立場も、身分と全く同視されていたとま

では言えないが、少なくとも同様に処罰根拠として扱われていたと考えられる。 
以上のように、不念からは、身分責任に類似した考え方が看取されるが、その責任を

基礎づける「身分」については、平松氏の定義よりも広い範囲にこれを求めるものであ

                                                  
義務を課し、社会秩序維持を図る目的があるとしている（石井前掲『日本法制史概

説』p.491）。これは高柳氏の主張する成立要件の二番目と三番目を同じものとして扱

っているものと解し得る。 
134 平松氏は身分責任によって処罰された事例として、武士の盗や博奕が庶民より重く処

罰されたことや、芝居小屋に雇われ三味線を弾き長唄を唄った武士が追放刑に処せら

れた事件を挙げている。このほか身分と刑法について論じた研究として、牧英正『身

分差別の制度化』（阿吽社 2014 年）第三章「安永期以降における幕府の身分政策」

pp.114-152（初出、『同和問題研究』4 号所収、大阪市立大学同和問題研究室 1980
年）、塚田孝『近世日本身分制の研究』（社団法人兵庫部落問題研究所 1987 年）、小島

信泰『近世浅草寺の寺法と構造』（創文社 2008 年）第五章「僧侶の処罰」（初出、「近

世後期における浅草寺の僧侶処罰」〈『創価法学』36 巻 1 号所収、創価大学法学会 2006
年〉、「近世後期における浅草寺の寺務執行―幕府寺法上の僧侶処罰に関する寺務を中

心として」〈『創価法学』29 巻 1・2 号所収、創価大学法学会 1999〉）、菅野則子「江戸

時代における女性の犯罪」（『帝京史学』21 号所収、帝京大学文学部史学科 2006 年）、

曽根ひろみ「近世日本の刑事法制とジェンダー」（三成美保編『ジェンダーの比較法史

学―近代法秩序の再検討―』所収、大阪大学出版会 2006 年）、市川訓敏「『御仕置例類

集』に見る親族間の犯罪」（『関西大学法学論集』64 巻 3･4 合併号所収、関西大学法学

会 2014 年）などが挙げられる。 
135 平松前掲「近世法」p.65。 
136 前掲古類集拾五（一〇四五）に類例として所引。 
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ったということができる。徳川幕府刑法における刑事責任は、このような「広義の身分」

責任として捉えられていたと考えられる。 

第三款 事実主義的側面 

最後に、今回の検討から明らかになった、徳川刑法のもつ事実主義的側面について言

及しておきたい。怪我の認定において、行為のもつ危険性が主観態様の評価に影響を与

えるという点もさることながら、不念の義務懈怠という認定基準も、行為者の立場とい

う外形的事実から導き出されており、やはり事実主義の現れであると言えよう。このよ

うな側面のみによって当時の刑事責任を説明することにはやはり限界があるものの、か

かる傾向があったことは否定できない。 
ところで従来の研究では、このように事実主義的側面がみられる理由については、特

に論じられることがなかったように見受けられる。強いて挙げれば、それは徳川幕府刑

法の責任論が「近世のそれ〔無過失無責任の責任論〕に比すれば稍や後れて」137いるた

めであると理解されてきたのである。しかし、本稿の検討からはこの点について、以下

のごとき新たな見解を提示することができる。 
「盗物怪敷品取扱」についての検討において述べたように、徳川幕府の裁判役人らが、

主体的な判断を避け、御定書の機械的な適用を志向していたことで、客観的事実は不念

の認定基準として重要な役割を果たすことになったと考えられる。怪我についても、「意

趣遺恨」の有無という目に見えない要件の認定にあたって、誰の目にも明らかな客観的

事実を考慮要素に組み込むことで、その統一性を維持することができるのである。した

がって、徳川幕府刑法における事実主義的側面は、法技術の一端として、裁判役人らが

刑事事件を処理する上で必要としていた故にみられるものであると考えられるのであ

る。 
 

第五節 小括 

以上、不念と怪我の用法と、その基礎をなす刑事責任観を明らかにしてきた。その結

果、先行研究による、過失犯を示す語としての不念・怪我という理解は不十分なもので

あることが明らかになった。 
不念の用例の中には、人殺幷疵附を中心に、過失犯的な意味で用いられる不念もたし

                                                  
137 中田前掲「徳川刑法の論評」p.744。なお、中田氏は近世の時期区分を明確にしてい

ないが、偶然の事故について責任を免除した事例を挙げて「全く近世的の責任論」と

評していることから、無過失無責任の責任論が現れた時代、あるいは単に「近時、近

頃」を示していると考えられる。 
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かに存在していた。しかしこのような用例は一部に止まり、他の多くの犯罪類型をも含

めて考えれば、不念とは、行為者のおかれた立場での義務違反を包括的に捉えるもので

あることが分かる。然りとすれば、先行研究で言われてきた、不念が過失犯の一形態を

指すものであったという考え、更には石塚氏の述べるような「無過失無責任の思想」を

表すような概念であるという説明は、不十分なものと言わざるを得ない。 
一方、先行研究では意趣遺恨の有無のみが注目されていた怪我は、第一義的には発生

結果が偶発的な事故であることを示す言葉である。公事方御定書七十四条三項は、その

事故に被害者と相手がいる場合についての規定であった。そしてこの相手、つまり行為

者にとっても偶発的なものであるということが認められる具体的な場合として、被害者

に対して何かをしようという意図がないときと、行為が刃物を使ったものでないときが

挙げられる。つまり怪我とは、主観的要素によってのみ判断されるものではなく、客観

的事実をも考慮要素に含むものなのである。 
不念の行為者のおかれた立場での義務違反という性質は、各人がその身分にふさわし

い行為を義務として課され、これについての懈怠または違反が処罰の対象となる身分責

任に近いものであると考えられる。また、怪我の認定において行為のもつ危険性が主観

態様の評価に影響を与えるという点や、不念の義務懈怠という認定基準は、外形的事実

から導き出されており、事実主義の現れであると言えよう。この事実主義的側面は、法

技術の一端として、裁判役人らが刑事事件を処理する上で必要としていたためにみられ

るものであると考えられる。 
以上より、不念の用法からは、いわば「立場責任」とでも称すべき、広義の身分に基

礎づけられた身分責任的な刑事責任観が、怪我の用法からは、当時の裁判役人らが法技

術の一環としていた事実主義的な刑事責任観が、それぞれ看取されるのである。 
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第二章 共犯 

第一節 先行研究の整理と問題提起 

第一款 先行研究 

石井良助氏によれば、「戦国時代より江戸時代初期にかけては、客観主義的な刑法思想

が一般的であった」が、「それが八代将軍吉宗のときの刑政改革によって、主観的要素が

そこに注入された。〔中略〕こういうわけであるから、寛保時代の刑法における基本的な

ものは客観主義的で、その上に主観主義的なものが築かれたのである。」138 
石塚英夫氏は「徳川幕府刑法における共犯」139において、石井氏の理解について、「共

犯の研究においてこのことを首肯しうる」と述べている。すなわち同氏によれば、「共犯

においてもまた、他の徳川刑法一般の傾向と同じく、御定書制定の前後を境として、客

観主義的なものから主観主義的なものへと推移してゆく過程がみられる。〔中略〕したが

って、後期における共犯の処分方法は主観主義的刑法観で貫かれていた」のである 140。 
そもそも、石塚氏以前の共犯についての研究は概説的なものに止まり、体系的、網羅

的なものとは言えなかった。 
牧健二氏は、「共犯に関しては主犯と従犯とを分ち後者は前者よりも一等位軽かつた。

共犯者多数あるときは、主謀者を頭取と云ひ他を同類と云つた。前者の方が固より重く

処罰を受け、又は之が代表的に罰せられた。」と指摘している 141。 
また、小野清一郎氏は、中田薫氏による、一般予防主義と特別予防主義の両者を兼ね

備えていたという徳川幕府刑法についての分析 142を、「大体において正当である」とし

た上で、「中田博士は指摘して居られないが、特別予防的又は主観主義的として注意すべ

きは、徳川刑法において教唆犯が本犯よりも重く処罰されたといふことである。」143と

述べている。 

                                                  
138 石井良助「刑罰の歴史（日本）」（前掲『日本刑事法史』所収）p.79（初出『刑罰の歴

史〔法律学体系法学理論篇一三四 b〕』日本評論社 1952 年）。 
139 『法政研究』26 巻 1 号（一）、同 2 号（二）、27 巻 1 号（三・完）、九州大学法政学

会 1959-1960 年。 
140 石塚前掲「徳川幕府刑法における共犯（三・完）」p.33（以下、石塚前掲「共犯

（三・完）」p.33 のごとく略す）。なお、石塚氏は自身の述べる主観主義を「客観主義

的枠内での」ものと位置づけ、「徳川刑法が一般に事実主義的であったということと矛

盾する」ものではないとしている（石塚前掲「共犯（三・完）」pp.34-35）。 
141 牧健二『日本法制史概論』（完成版、弘文堂書房 1939 年〈初版 1935 年〉）p.375。 
142 中田前掲「徳川刑法の論評」p.730。なお、中田氏自身は、共犯について特に言及し

ていない。 
143 小野清一郎「日本刑法の歴史的発展」（『刑罰の本質について・その他』所収、有斐閣

1955 年）pp.394-395（初出、『国家学会雑誌』55 巻 9 号、11 号所収、国家学会事務所

1941 年）。 
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牧氏、小野氏による記述は、徳川幕府刑法を概観するための、極めて簡潔な説明に止

まっている。一方で以下に掲げる高柳真三氏や石井氏は、概説書の中でではあるが、具

体的事例も参照しつつ、より詳細に解説している。 
高柳氏は、共同正犯、教唆犯、従犯という三類型を項目として立て、それぞれに該当

する法現象があったかを論じている 144。このうち特に共同正犯については、殺人罪につ

いて「準共同正犯として処分したとも見うる」145判例 146を挙げたうえで、しかしながら

これ以外に共同正犯的処分はなかったであろうと推測している。同氏が例外として挙げ

たその例は、複数行為者の同じ行為のうちいずれから結果が発生したか不明であるとき、

その行為者らに本来の刑から一等減軽した遠島を科したものである。したがって高柳氏

自身、この判例は、共同正犯的観念の現れとみるよりも、因果関係の不明確さによるも

のであると評価しているのである 147。また同氏は、「普通は頭取と同類或いは荷担人に

分け、後者の刑を軽くする方式をあてはめた」148とも述べ、頭取・同類が一般的な共犯

類型であることを示している。 
石井良助氏は、頭取・同類、手伝・荷担、教唆について言及し、頭取に対して同類が

軽く処罰されること、共同正犯に相当する観念は発達していないが、頭取が複数認めら

れる場合にはこれを同一の刑に処したことなどを示している。また、高柳氏が準共同正

犯的事例とした例にも触れているが、高柳氏同様、因果関係の不明確さが原因であると

論じている 149。 
高柳氏、石井氏の解説は、たしかにそれ以前の記述と比べれば、語彙の説明や事例を

含めた考察によって、共犯の全体像を描いたものと評価できる。しかし両氏の解説は結

局、御定書およびこれに関する史料、すなわち「科条類典」や「御定書ニ添候例書」な

どにみられる、共犯に関する記述についての解説でしかないのである。 
石塚氏は先に掲げた論文の中で、「徳川幕府刑法の解明が御定書の説明で足りる、と即

断してはならない」150として、裁判例を中心に徳川幕府刑法を解明することの意義を強

調している 151。同氏は同論文において、「頭取・同類」、「従犯的諸形態」、「差図」、「共

同正犯的処分形式」と項目を立て、裁判例から得られる情報を基にそれぞれを検討して

                                                  
144 高柳前掲「江戸幕府刑法略説」pp.387-396。 
145 同上 pp.389-390。 
146 「御定書ニ添候例書」六十六、宝暦二・両人ニ而石を投附打殺候処何レ之石中り相果

候哉不相分もの御仕置之事（『徳川禁令考』別巻 pp.171-172）。 
147 高柳前掲「江戸幕府刑法略説」p.389。 
148 高柳真三『日本法制史（一）〔有斐閣全書〕』第四版（有斐閣 1952 年〈初版 1949

年〉）p.344。 
149 石井前掲『日本法制史概説』pp.491-492。 
150 石塚前掲「共犯（一）」p.23。 
151 尤も、裁判例の検討による徳川幕府刑法の解明という手法が石塚氏の提唱によるもの

ではない。本稿序論において既にみたとおり、石塚氏以前の研究にも、既にこの手法

が用いられている。 
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いる。その内容はおおよそ以下のとおりである。 
まず頭取・同類については、これを「当時の共犯の中核をなすもの」と位置づけた上

で、両者の区別は「多分に相対的な」もので、「共犯者間の比較において主働的地位にあ

ったか、従的地位にあったかによって首従を分ったものにすぎなかった」としている。

そしてその具体的な区別の基準は「発意ないし発言の事実にもとめ」られ、これがある

場合には頭取、同意者である場合には同類と考えられたとしている。 
次に従犯的諸形態については、手引が「他人の犯罪を容易ならしめる行為」、手伝が「あ

らかじめ共謀の上犯罪に加功すること」、荷担は方法の如何を問わず、「他人の犯罪をた

すけること」であったと分析している。そのうえで、それらが従犯とされる根拠はいず

れも「行為の差異によらずして、犯意の濃淡の差に求められた」としている。 
差図について、差図者が正犯の刑を科されたのは、「立法者が当該犯罪実行の事実より

もその実行に原因を与えることの方を重視していた」からであるとし、また被差図者が

差図者より刑を減軽される理由は「被教唆者の犯意が通常教唆者に比して稀薄であると

考えられたからであった」としている。 
共同正犯的処分方式については、従来その存在が否定されがちであったが、実際には

広汎に認められた処分方式であったと指摘する。石塚氏によれば、行為者全員が構成要

件の全部を充たす場合は勿論、そうでなくとも、共謀の上現場へ同行すれば、共同正犯

的処分がなされていたと論じている。さらに窃盗の外見（見張り）や雑物持運（盗物運

搬）など、幇助行為を果たした者についても、窃盗の実行者と同罪とされる場合があっ

た。それらには徳川前期に由来する客観主義的色彩の濃いものもあるが、同時に主観主

義的刑法観を基盤とするものもみられるとしている。 
以上の検討から、石塚氏は冒頭の主観主義的刑法観に基づく共犯処罰という見解を示

しているのである。同氏によってなされた各類型の定義はおおよそ妥当なものであると

考えられる。また、それまでその存在が消極的に考えられていた共同正犯的処分方式に

ついて、裁判例からその存在を明確にした功績は大きい。 

第二款 問題提起 

ところで石塚氏は共犯の研究にあたって、「今日の刑法」との差異を意識している。す

なわち、総則的規定をもたなかった徳川幕府刑法の中には「構成要件の中ですでに複数

人の加功を前提としている〔中略〕いわば必要的共犯ともみるべきもの」があるため、

「今日の刑法学にしたがって共犯を任意的共犯のばあいに限定してしまうと、これら一

連の共同的犯罪が考察の対象から脱けてしまい、ひいては当時の刑法の特質も見失われ

てしまう」152と指摘しているのである。また頭取・同類の区別についても「構成要件的

                                                  
152 石塚前掲「共犯（一）」p.25。 
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な実行行為の観念を媒介として正犯か幇助犯かを決する、今日の共犯観念と異な」153る

ことを指摘している。 
しかし、石塚氏による主観主義的刑法観に基づいた共犯処罰という理解もまた、今日

の主流である、西洋近代法的な枠組みを出るものではない。先にも述べたとおり、石塚

氏の主張する客観主義から主観主義への推移という理解は石井氏の理解に基づいてい

るが、このような考え方はそもそも、中田薫氏によって示された結果責任主義から過罪

責任主義へという図式に基づくものであろう。前章においても述べたとおり、中田氏の

示したこの図式は、西洋における法の歴史的発展を前提としたものであって、同氏はこ

れを徳川幕府刑法に単純に適用したのである 154。それゆえ、結果主義、主観主義という

責任論自体、徳川幕府刑法の法概念を正確に把握するのに適当なものであるかは、再考

の余地がある 155。 
事実、詳しくは次節以降に個別の問題として述べるが、石塚氏は自身の結論から外れ

る法理については、徳川幕府刑法の未発達に由来するものと断じ、十分に検討してはい

ない。また、同氏が取り上げていない判例には、同氏の理解と一致しないものも少なか

らず存在する。徳川幕府刑法本来の解釈や運用を探るためには、そのような判例をも視

野に入れた理解が肝要である。 
以下本章ではかかる問題意識に基づき、徳川幕府刑法における共犯処罰の判例法理と、

その基礎をなす刑事責任観の解明を目的とする。この目的のもと、まずは頭取、同類な

る語に注目し、両者を区別する場合（第二節）と区別しない「頭取なき同類」の場合（第

三節）、そして下手人という特殊な刑罰をもつ人殺の共犯処罰（第四節）を対象として、

おもに正犯の決定方法を巡る判例法理、そしてそれらが如何なる刑事責任観に基礎づけ

られているかを考察する。 
 

第二節 頭取・同類 

第一款 頭取・同類の関係 

従来論じられているとおり、頭取・同類は共犯者間に刑の差を設ける類型として、徳

川幕府刑法において広く用いられていた。 
御定書成立以前における頭取・同類の用例として、石塚氏は、「御仕置裁許帳」や「律

                                                  
153 同上 p.44。 
154 中田前掲「徳川刑法の論評」pp.740-744。 
155 なお、かかる問題意識に基づき、本稿においては近代刑法的な用語である「正犯」お

よび狭義の「共犯」を極力使わず、史料に見られる用語を使うよう努める。やむを得

ずこれらの語を使う場合には、「」を附すこととする。 
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令要略」の記述を挙げている 156。これらのほか、「犯科帳」中に、いくつかの用例がみ

られる。頭取については、「頭人」157「張本人」158などの語も散見されるが、共犯者間

で最も重い刑に処されるという点で共通している。 
しかし、具体的にどのような判断によって頭取・同類が区別されたかを窺知し得る例

は少なく、わずかに「頭取にて大勢悪人共をも引入候」159や「荷物奪取候企仕〔中略〕

船に乗罷出候頭取」160などの文言がみられるのみである。しかし上記文言から、他者を

犯行に引き入れた行為や犯罪の企図などが頭取の評価に際して考慮されたことが窺え

る。 
御定書中の頭取・同類についての規定としては、五十六条五項「盗可致と徒党いたし

人家江押込候もの」、同条十五項「御林之竹木、申合盗伐いたし候もの」、七十五条「婚

礼之節石を打候もの御仕置之事」が挙げられる。しかし、御定書中には、頭取のみ規定

され同類の規定を欠く条文、または同類のみが用いられ頭取が用いられない条文もある。

これらの条文について理解するためにも、まずは頭取と同類の関係を明らかにしておく

ことが重要である。 
まず、同類についてのみ言及がある条文について考える。五十五条「三笠附博奕打取

退無尽御仕置之事」二十四項および二十五項における、「三笠附点者同金元幷宿」や「博

奕打筒取幷宿」を訴えた者につき「同類たりといふ共其科を被免御褒美銀弐拾枚」とす

る規定 161や、五十八条「悪党者訴人之事」がこれにあたる。尤も、博奕については筒取

が事実上頭取に当ると考えられ 162、必ずしも頭取が観念されなかったとは言えない。し

かし少なくとも、頭取なる類型がなくとも同類なる類型が存在し得ることは明らかであ

る。また、御定書に規定のない場合ではあるが、頭取と同類との関係について、以下の

事例も挙げられる。 

享和元酉年御渡 
火附盗賊改 

池田雅次郎伺 
一 神田無宿・忠五郎事・忠次、盗いたし候一件、 

神田無宿       
ほうかむり忠事   

                                                  
156 石塚前掲「共犯（一）」註（一三）および（一五）（pp.36-37）。 
157 「犯科帳」第一冊（192）、同第二冊（56）など。 
158 同上第二冊（79）、同（82）など。 
159 同上第二冊（11）より長右衛門ほか四人についての記述。 
160 同上第三冊（25）より惣兵衛についての記述。 
161 なお、取退無尽については「頭取」の語がみられ、五十五条が全く頭取の規定を欠い

ていたわけではない。 
162 石井前掲『第三江戸時代漫筆』p.97。 
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忠五郎当時    
忠   次   

右之もの儀、中追放ニ相成候後も、御構場所、不立去、呉服屋え罷越、調物いたし

候躰ニて、品々為差出、帯地盗取、或は上野山下人立場・通り町往来ニて、町人躰

之もの・腰ニ挟ミ居候羽織又は女・差居候銀簪、抜取、或ハ同類馴合、町家入口戸、

〆り有之処、固辞明這入、銭盗取、又ハ見世手元ニ有之衣類・鼻紙袋ニ入有之金銀、

盗取、或は往来ニて、町人躰之ものえ突当り、口論いたし懸ケ、打擲いたし、右之

紛レニ、衣類奪取、又ハ旅人躰之ものを取巻、懐中之金入候鼻紙袋、奪取、剰、旅

人は、土手より突落し、前書之品々は、預ケ置・銭借受又ハ売拂、右代銭・盗取或

は奪取候金銀銭とも、馴合候節は、配分いたし、不残、酒食ニ遣捨候段、不届に付、

死罪、 
此儀、御構場所、不立去、同類馴合、〆りを固辞明、盗いたし、其外、品々之不

届、有之候内、浅草並木町辺より、旅人躰之もの之跡より附参り、本所押上土手、

往来無之場所ニて、同類一同、取巻、懐中之金子、奪取、旅人は、土手より突落、

逃去候始末は、追剥いたし候ものニ候処、同類之内、藤五郎儀、旅人躰之もの、

金子数多、所持いたし候様子、最初見受、可奪取旨、発言いたし候上は、頭取ニ

相当り、此ものハ、藤五郎発言に同意いたし候ものに付、同人江引当候御定、追

剥いたし候もの幷人家江押込・盗いたし候者、両様に見合、同類ニ相当り候間、

伺之通、死罪、 
評議之通済 163 

本件では、まず頭取が藤五郎である旨示されているが、その際、この者も「同類之内」

であるとされている。そして、忠次は藤五郎に「同意」したとして同類と評価されてい

る。後者の同類については、御定書五十六条九項「追剥いたし候もの」および同条五項

「人家江押込・盗いたし候もの」を参照して死罪と評価したと考えられるため、頭取と

は区別された同類であると考えられる。 
以上から、同類には頭取を含めた共犯者全体を指す広義の同類と、頭取およびその他

の共犯類型を除いた狭義の同類があったと考えられる。後に述べる頭取なき同類も、こ

の広義の同類の一種であろう。 
次に、頭取のみが規定されている条文について考える。二十八条「地頭江対し強訴其

上致徒党逃散之百姓御仕置之事」や、七十六条「あはれもの御仕置之事」がこれにあた

るが、これらの条文においても、頭取より刑を減軽される者は想定されている。強訴で

あればそれらは村役人層と惣百姓に分けて規定されているし、七十六条では、荷担とい

う言葉によって示されている。したがってこれらの条文は、本来頭取・同類双方を規定

                                                  
163 古類集拾弐（七〇一）。 
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する条文と趣旨は変わらないものの、なんらかの理由で同類という規定を置くことを避

けたものであると考えられる。各類型にそれぞれ如何なる理由があったのかは必ずしも

明らかでないが、少なくとも強訴徒党については、同類の中でもさらに身分によって刑

を加減するのが適当であると判断されたためと考えられる。 
以上を踏まえれば、御定書に規定されている犯罪のうち、頭取・同類という区分によ

って論ずることができるのは、頭取・同類双方を規定する場合と、頭取とその他の共犯

類型を規定する場合とである。また、御定書に規定はないものの、頭取・同類という区

別を行っているものもある。本節で検討する対象は以上である 164が、これに加え、御定

書規定にかかわらず、頭取が観念されず、同類のみで主たる共犯関係が形成される場合

があり得る。これは次節で検討する。 

第二款 御定書に規定ある頭取・同類 

第一項 強訴・徒党 
強訴・徒党は、頭取・同類を区別する、最も代表的な犯罪類型と言えよう。すなわち

当該犯罪類型は領主権力への反抗という重大な犯罪であり、これを裁くための判例法理

も発達したのである。 

（１）頭取 
まず、強訴・徒党における頭取の要件を示した例を挙げておく。 

寛政五丑年五月 
御勘定奉行 

松平越中守殿御差図           曲淵甲斐守懸 
一 肥後国天草郡村方之内百姓共義借銀返済方之儀騒立候一件 

松平主殿頭御預り所    
肥後国天草郡      

志梯村        
百 姓       

                                                  
164 なお石井良助氏は、「謀計之者」なる語が頭取とともに主謀者を示したとしている

（石井前掲『日本法制史概説』p.491）。これは御定書百二条に「惣而僉議事有之時、

同類又ハ加判人等之内より早速致白状、依之謀計之者共相顕におゐてハ、右早速白状

之者ハ、自本罪相当一等軽ク可申付事、」とあるのを根拠としたものと思われるが、同

類が必ずしも従犯を示すものでない以上、謀計之者が頭取と同様に処罰される存在で

あったかは疑問が残る。なお、日本国語大辞典第二版編集委員会、小学館国語辞典

編集部編『日本国語大辞典』第二版（小学館 2000-2002 年〈初版 1972-1976 年〉）

によれば、謀計とは「謀書・謀判をはじめ、謀略をめぐらした犯罪の総称」であり、

かかる理解からも、同氏の説は首肯できない。 
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勘   七   
右之もの儀、借銀押而年賦ニ可済与相企、大勢ニ無之候而ハ、銀主共承請間敷与存

附、馬場村弁右衛門江及対談、両人ゟ村々之もの共へ申勧候ゟ事起り、貞吉申合、

銀主共居宅可打崩趣建札いたし、右ニ付村々之ものとも大勢相集、銀主共方江罷越

及狼藉候段、徒党之頭取ニ相決、不届ニ付遠嶋、 
右御仕置附 

右、地頭江対し強訴徒党之百姓頭取死罪之御定ニ見合、此ものハ地頭江対し候儀も

無之、品軽く御座候間、遠嶋、 
馬場村        

百 姓       
弁右衛門    

右之もの儀、借銀押而年賦ニ可済儀を、勘七相企及相談而節、尤之旨及答同意致し、

両人申談、村々之もの江申勧候故、貞吉外壱人も申合、銀主共右宅可打崩趣建札等

いたし、殊ニ銀主とも方江一同罷越候節之儀等、村々之もの共江品々申談、大勢為

騒立候始末、徒党之頭取も同然之儀不届ニ候得共、発言いたし候ニ者無之、其場江

も不罷出候ニ付、中追放、 
打田村        

百 姓       
末   吉   

馬場村        
同         

貞   吉   
右之もの共儀、借銀押而年賦ニ可済を、勘七・弁右衛門申談候ニ同意いたし、差当

り催促不請ためニ候迚、両人申合、銀主共居宅可打崩趣所々江建札いたし大勢為騒

立、一同銀主共方江罷越及狼藉、徒党之頭取ニ差続候始末不届ニ付、両人共中追放、 
右御仕置附 

右、頭取ニ差続候もの御定ニは無御座候得共、頭取ゟハ凡一等も軽く御仕置附いた

し来り候間、勘七ゟ一等軽く、中追放、165 

この一件において弁右衛門は、末吉・貞吉との申合などを通じて大勢を騒ぎ立てさせ

たことから頭取も同然とされながら、「発言いたし候ニは無之其場江も不罷出候ニ付」と

の理由により、なお頭取たる勘七より一等軽く、「頭取ニ差続」と評価された末吉・貞吉

と同様中追放に処されている。すなわち、頭取たるには①発言と②現場性のいずれか、

または双方が求められたと考えられる。 

                                                  
165 「御仕置例撰述」初編十八（86）。 
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この例からも、発意者（発言人）166を頭取とする傾向があったことは間違いない。し

かし、要件①の必要性については、以下のごとき例もみられる。 

安永三午年御渡 
御勘定奉行 

石谷備後守 
川井越前守 伺 

一 飛州村々、地改赦免之儀ニ付、及強訴候一件、 
〔中略〕 

同人御代官所       
同郡川上郷新宮村    

百 姓       
藤 十 郎   

右之もの儀、地改、致難渋、品々之願を企、伊兵衛方ニて相談之節、同人、発言い

たし候手段ニ、同意いたし、宮村寄合ニても、重立取計、一躰、村々之ものをも申

勧候始末、頭取同様之仕方、不届ニ付、死罪、 
此儀、吟味書之趣ニては、宮村寄合にて、諸事、重立取計、頭取ニ相当候得共、

前書、頭取共ニ見合候ては、品軽方ニ御座候間、伺之通、死罪、 
評議之通済、167 

藤十郎は伊兵衛の発言に同意したものであるが、「村々之ものをも申勧」なる点が評価

され「頭取ニ相当候」とされている 168。したがって、頭取として評価されるにあたり、

発言が必ずしも求められていなかったことが分かる。 
また、要件②について、 

安永六酉年御渡 
京都町奉行 

赤井越前守伺 
一 江州簗瀬村・外拾八ヶ村之者共、致徒党、及狼藉候一件、 

〔中略〕 

                                                  
166 石塚氏は頭取という類型の根底に、律の「造意者」の観念を見（石塚前掲「共犯

（一）」p.44）、「発意者」なる語を用いている。しかし本事例を含め、判例において多

く使われているのは「発言」である。よって以下では特に断らない限り、犯意の形成

者は発言人と称する。 
167 古類集五（二三四）。 
168 なお、この者はほかの頭取らよりは刑を減軽されているが、後に見るように本件にお

ける「頭取ニ差続」への科刑は遠嶋乃至中追放であったから、この者が「頭取」とし

て処罰されたことは明確である。 
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同 村          
組頭三右衛門忰    

百 姓       
仁 兵 衛   

右之もの儀、他領・和田外弐ヶ村之堤近辺え、百姓共大勢集り候節、見合候躰ニ候

迚、竹之先え紙を附、振廻し、一同取懸り、蛇籠可切崩旨、致差図、立木伐倒、或

は笧を焚、蛇籠を焼候儀共、於場所、重立取計候段、不届ニ付、死罪、 
此儀、吟味書之趣ニては、発端之頭取ニは無之候得共、及狼藉候場所ニて、重立

取計候ものニ御座候、去ル午年、御仕置相済候、飛州にて騒立候百姓共一件之内、

片野村・吉左衛門儀、地改、及難渋、宮村え徒党いたし、殊ニ、陣屋・門前え大

勢相詰候砌、重立、百姓共え差図いたし、為致進退、不法之雑言を申、及強訴候

始末、頭取同様之仕方、不届ニ付、死罪ニ相成候例ニ見合、伺之通、死罪、 
評議之通済 169 

なる例がみられる。仁兵衛は「発端之頭取」ではないが、現場で「百姓共へ差図」し

た点が評価され、「頭取同様」と評価された判例に基づき死罪に処されている。一連の記

述では仁兵衛本人を頭取とは明言しておらず、また科刑も本件で「頭取ニ相決」とされ

た五郎右衛門らより一段軽くなっている。しかし、同じく本件で「全之差続ニ御座候」

と評価された清八・三右衛門が遠嶋に処されていること、また御定書では頭取を死罪と

規定していることを考えれば、仁兵衛も五郎右衛門・吉兵衛らとともに、事実上頭取と

して処罰されたと考えて差支えないであろう。 
すなわち本件の評議からは、頭取としてまず想定されるのは「発端之頭取」であるが、

現場での差図なども、科刑上は区別されるものの、評価としては等しく頭取の範疇に属

するものと考えられていたことが窺える。 
以上の例から、頭取の認定に当たっては、なんらかの形で他者を犯行に導き、または

彼らの犯行を容易にしていることが評価されていたと考えられる。 
然りとすれば、発言人が頭取とされる理由も、単に最初に犯意を形成した者であるた

めではなく、それによって他者を犯罪に誘引した点が重視されたと考えるべきであろう。 
このような頭取の認定基準は、頭取が責任を負う範囲についても影響を及ぼしている。 

文化二丑年御渡 
御勘定奉行 

松平兵庫頭伺 
一 常州村々百姓共、及徒党候一件、 

上杉兵部知行      

                                                  
169 古類集五（二三六）。 
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常州信太郡小池村   
百姓       

勇   七   
右之もの儀、水戸往還、牛久・荒川沖両宿、困窮ニ付、差村一同、村柄糺之儀、申

渡有之、人馬助合候様、相成候ては、可及難儀哉と推量、村々より積金いたし、牛

久宿領主え差出、貸附ニいたし、利金を以、人馬相雇、差出候ハヽ、難儀薄く可有

之哉、と見込、近村々之もの共を、最寄女化原え相集メ、及相談之上、奉行所え願

出候積、村内・吉十郎と示談およひ、牛久宿問屋・次左衛門、家名を麻屋と申来、

人馬助合之儀は、同人、願候事故、村々ニても弁可罷在哉と存、麻屋願之儀ニ付、

一会いたし候間、男たるへきもの、女化原え可罷出旨、最寄村々・高札場等え無名

之張札いたし、又は不参之村々えは、人数催促之儀、廻状差出、人数相集り候得共、

一躰、人気騒立、願之趣意、可及相談躰ニ無之、次左衛門は、人馬助合之儀を、惣

代ニ成、願出、久野村長兵衛・阿見村権左衛門も、右ニ馴合、私欲可致巧を以、増

村いたし、人馬助合之儀を相願候抔、推量疑之儀共、口々申之、桂村・平右衛門、

発言いたし、或は誰申出候と申儀も無之、大勢押寄、次左衛門外弐人宅ヲ打潰シ候

次第は、仮令、申勧候儀無之候とも、第一、御法度相背、初発村々、集会之儀、相

企候故、右始末ニ成行候段、則、徒党頭取ニ相決、不届至極ニ付、存命ニ候ハヽ、

於其所・獄門、 
但、彼地え捨札為建、 

此儀、吟味書之趣ニては、牛久宿・次左衛門外弐人宅を可打毀旨、申勧、又は女

化原え寄集候もの共、一同、罷越、打毀候ニは無之、差村一同、人馬少、宿方え

正人馬差出候儀、難儀ニ付、村々より、高掛りを以、積金いたし、貸附、右利足

を以、人馬相雇、助合候ハヽ、可然存候得共、村役人え申聞候ては承知いたす間

敷存、数ヶ村之儀ニ付、容易ニ寄合候儀も難致、女化原え集会いたし、及相談候

積、吉十郎え申談候上、麻屋願之儀ニ付、一会いたし候間、六拾歳以下・拾五歳

以上、男たるへきもの、女化原え可罷出旨、之張札いたし、又は不参之村々えは、

廻状差出候処、人気騒立候故、後悔いたし、穏ニは不相候とも、不法之儀、無之

様、一旦、差留候趣ニ付、松平兵庫頭、御仕置附ニ申上候、羽州沼澤村・医師寿

仙より、品軽、相聞候得共、集会之儀、相企、張札いたし、或は不参之村々えは

無名之廻状等差出候より事起、騒立候上は、何れニも、徒党頭取は難遁ものニ付、

右寿仙ニ見合、伺之通、存命ニ候ハヽ、於其所・獄門、 
但、彼地え捨札為建可申、 

評議之通済 
〔中略〕 

久世大和守領分    
同郡桂村      
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百姓       
兵右衛門    

右之もの儀、牛久・荒川沖両宿、困窮 付、差村一同、村柄糺之儀、申渡有之、難

儀ニ存居候節、麻屋願之儀ニ付、一会いたし候間、女化原え可罷出旨、無名之張札

有之、人馬助合之儀を相談いたし候儀と心得、女化原え罷越候得共、重立、右躰之

儀、申出候ものも無之、被欺候儀と心外ニ相成、着到を改、不罷出・村々えは、集

会之儀、廻状差出候後、小坂村名主・忠左衛門外壱人、罷成、積金いたし、人馬相

雇、差出候積、願可遣間、追て否申聞候迄、相待居候様、申聞候を、不承請、廻状

戻り次第、牛久宿え罷越候抔相答、又は牛久宿問屋・次左衛門外弐人馴合、私欲可

致巧ニて増村いたし、人馬助合度趣、相願候段、難心得抔、数ヶ村之もの共、推量

疑之儀共、申之候節、次左衛門宅を可打潰旨、発言いたし、大勢ニ先立、牛久宿え

押寄、同人宅打潰候始末、酒乱ニて前後不弁由之申分ハ難立、徒党頭取ニ差続候い

たし方、不届ニ付、遠嶋、 
此儀、兵庫頭、御仕置附ニ申上候、羽州山寺村・松之助外弐人は、穀屋共を可打

毀、旨、村内善三郎・任申、同意之上、申継、其外藤蔵外弐人等差図ニ任候もの

ニ有之、此ものは、集会之張札有之故、女化原え罷出候処、重立、人馬助合之儀、

相談いたし候ものも無之候迚、誰より差図請候ニも無之、寄集り候もの之着到を

改、不参之村々えは、廻状等差出し、又は次左衛門宅、可打潰旨、発言いたし、

大勢ニ先立、押寄、同人宅を打潰候ものニて、例よりは品不宜、相聞候得共、初

発集会之儀、企候ものニも無御座候間、徒党之頭取とは難申、右例同様、伺之通、

遠嶋、 
評議之通済〔下略〕170 

本件では、集会を催した勇七が頭取とされているが、集会の席で提案された「打毀」

については、この者の発言ではなく、兵右衛門の発言であると認定されている。それで

も勇七は、その行為「より事起、騒立候上は、何れニも、徒党頭取は難遁ものニ付」獄

門と処断されている。一方で「次左衛門宅、可打潰旨、発言いたし、大勢ニ先立、同人

宅を打潰候」兵右衛門は、「初発集会之儀、企候ものニも無御座候間、徒党頭取とは難申」

とされている。 
本件は、徒党の頭取がその後の具体的な行動についても責任を負わされたものと解さ

れる。明和七年の高札に、 

何事ニよらすよろしからさる事に百姓大勢申合せ候をととうととなへ〔中略〕前々

より御法度ニ候条右類之儀これあらハ居村他むらニかぎらず早々そのすじの役所江

                                                  
170 新類集五（一一二）。 
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申出へし 171 

とあるように、徳川幕府刑法においては、目的の如何を問わず徒党自体が可罰的であ

り、その形成者が頭取として処罰されるのはごく自然なことである。しかしその頭取は、

その後の打毀しという実力行使についても、主観態様の如何にかかわらず、責任を負わ

されている。おそらくその理由は、頭取によって形成された徒党が、同時にその後の実

力行使の主体となるためであり、かかる主体を形成し当該実力行使に向けた重要な役割

を果したという評価から、一連の犯行全体に対して頭取と認定されるのであろう。 

（２）頭取ニ差続 
先に掲げた寛政五・肥後国天草郡村方之内百姓共義借銀返済方之儀騒立候一件におい

て、末吉・貞吉は「頭取ニ差続」にあたると評価されていた。また弁右衛門についても、

評議において明確に認められたわけではないが、御仕置附での評価を否定せず末吉・貞

吉と同様中追放に処しているのであるから、事実上「頭取ニ差続」と評価されたものと

考えられる。この頭取ニ差続（以下差続とする）という共犯類型について石塚氏は、御

定書にこそ規定されていないものの、その成立以前以後を問わず用いられた類型である

とし、それはこの種の犯罪における役割の多様さに対処するためであったとしている 172。

然らば、差続と評価されるのは如何なる者であったか。 
先の末吉・貞吉について考えると、差続にあたると評価される根拠は二段階に分けら

れるように思われる。それはまず、頭取と弁右衛門からの「申談候ニ同意」したこと。

そしてこれを受けて「所々江建札」し、「大勢」を「騒立」させたことである。 
このうち、同意について、発言人を頭取とする場合には、発言人に最初に同意した者

を差続とする場合がある 173。しかし、末吉・貞吉は厳密には最初の同意者ではなく、弁

右衛門に続いて同意した者であるから、これに当てはまらない。したがって差続にも、

意思の形成順序とは異なる、なんらかの認定基準があることになる。 
先に掲げた安永三・飛州村々、地改赦免之儀ニ付、及強訴候一件や、安永六・江州簗

瀬村・外拾八ヶ村之者共、致徒党、及狼藉候一件では、差続と評価された者の多くが、

                                                  
171 高柳真三・石井良助『御触書天明集成』（岩波書店 1936 年）四十七巻三〇一九号

（一）。 
172 なお石塚氏によれば、御定書には規定されなかった差続がその後復活するのは「御定

書ニ添候例書」七十八、明和九・領主地頭屋敷門前江大勢相詰致強訴候もの御仕置之

事によってである（石塚前掲「共犯（一）」p.32）。しかし、寛延三年の御書附には既に

「頭取幷差続事を工候もの」と差続についての言及がみられる（布施弥平治編『百箇

条調書』〈新生社 1966-1968 年〉巻三十四 p.2331）。同氏は差続が御定書に規定されな

かった理由を「これを不要と判断したのか、あるいは条文の簡明をたっとんだのか」

（石塚前掲「共犯（一）」p.32）と推測しているが、御定書制定からそれほど時期を経

ないうちにこの語がみられることから、後者の理由が妥当であると思われる。 
173 古類集五（二四六）など。 
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自らの村や他村に「申勧」めて、村の者らを当該犯罪に参加させていたことが確認でき

る。特に安永三・飛州村々、地改赦免之儀ニ付、及強訴候一件では、以下の評議が興味

深い。 
 

同人御代官所       
同 村         

百 姓       
茂   七   
外 壱 人   

右之もの共儀、地改、致難渋、及強訴、品々之願を企、宮村寄合之最初より、頭取

共ニ同意いたし、不法之儀共、取計候始末、不届ニ付、両人共、中追放、 
此儀、一件之内、頭取共は、他村迄、一同ニ申勧候もの共ニて、差続候もの共も、

他村まて申勧候もの共は、右頭取伝次郎・又四郎ニ見合、遠嶋ニ相当可申候処、

此もの共、吟味書之趣ニては、他村迄申勧候とハ相聞不申、差続之内ニてハ、品

軽ク御座候間、遠嶋より一等軽ク、伺之通、両人とも、中追放、 
評議之通済 

上記評議では、他村にまで「申勧」を行った者とは差続の中でも重く処罰される旨が

示されている。頭取においてもそうであったが、その者の行為態様がもつ影響力の強さ

によって、同じ差続であっても、科刑に多少の加減がみられるのである。 
ところで、先に見た藤十郎も、同意者であるという点では茂七らと同様である。しか

し藤十郎は頭取と評価されており、両者の違いが問題となる。 
茂七らが「宮村寄合之最初より」の同意であったのに対し、藤十郎はこの寄合の以前

から、すなわち差続と評価された者たちより先に頭取と共謀している。本件においてこ

の「宮村寄合」は、多くの村が当該犯行に参加する契機となった重要な寄合であると考

えられるため、これ以前から同意していた者と以後に同意した者とを分けて評価したと

考えられる。先にも見たとおり、藤十郎は他の頭取より「品軽方」と評価されており、

茂七への科刑も含めて、頭取・差続の科刑が柔軟に加減されたことが確認できる。 
一方、同じ一件のうちには、以下のような評議もみられる。 

同人御代官所       
同郡灘郷下岡本村    

名 主       
平 兵 衛   
外 壱 人   

右之もの共儀、飛州村々之地改、及難渋、町方村・名主次兵衛・大沼村・名主久左
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衛門、任申旨、所々寄合え出、右両人、江戸え出候跡之取〆り方、雑用金之世話、

幷江戸表吟味之様子、申遣候節、此もの宛名之書状ニて、可遣間、夫々、相届候様、

申聞候ニ、致同意、頭取ニ差続、取計候始末、不届ニ付、両人共、遠嶋、 
此儀、次兵衛・久左衛門、任申旨、所々寄合え出、右両人、江戸え出候跡々、取

〆方等いたし、全、頭取ニ差続候ものと相聞候間、前書、次左衛門ニ見合、伺之

通、遠嶋、 
評議之通済 

この二名は、頭取が「両人江戸表え出候跡」の「取〆（り）方」を務めた事によって、

差続と評価されている。ここでの「取〆（り）」が何を示すかは明らかでないが、語義か

ら全体のまとめ役と考えて大過ないであろう。然りとすれば、この者もまた、共犯者全

体のための役割を負っていたと評価されたものと考えられる。 
以上の例をみるに、差続も頭取と同様、他者を犯行に誘引し、または彼らの犯行を容

易にする行為態様によって認定されたものと考えられる。両者を評価するにあたり、

「（重立）取計」なる言葉を用いる例が散見される 174が、「取計」はまさにこのような行

為態様を示すものであろう。そして頭取と差続の区別は一般的な基準に依るのではなく、

個別の事情に応じて設定されており、頭取から差続へ段階的な科刑も認められていたの

である。 

（３）同類 
上記の頭取・差続に対して、同類とは如何なる存在であったか。前掲の諸例を見ると、

頭取らに随って徒党に参加し、強訴や打ちこわしなどを行った者たちであることが分か

る。それらのうち、前掲安永三・飛州村々、地改赦免之儀ニ付、及強訴候一件には、 

同人御代官所        
同国大野郡灘郷      

拾ヶ村         
外六拾ヶ村       

名 主        
三 拾 七 人   

百 姓        
弐千六百七拾六人  

〔中略〕 
右之もの共儀、村々頭取之もの共、何様、申威候とも、不致承引、其旨相届可申処、

                                                  
174 本文に掲げた例のほか、古類集五（二三八）、「御仕置例撰述」初編十八（84）、同

（85）など。 
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最初、頭取共之任申、難立願書ニ、惣代之もの共、印形いたし、又は跡より強訴ニ

加り、騒立、猶又宮村寄合え、百姓共、代ル々罷出、及徒党候段、不届ニ付、名主

は、壱人、過料銭拾貫文ツヽ、百姓共ハ、御定之通、銘々、村高ニ応し・過料、 
此儀、吟味書之趣ニてハ、頭取共ニ被申威、百姓共、騒立、村役人方ニも不及儀

ニて、地改、致難渋候所存ハ無之旨、有之、右、名主共は、御定書、強訴・徒党

之名主ニは相当不申、組頭も、高山町之外村々は、百姓之内より年番ニ相勤候故、

惣百姓人数之内え入、奉伺候趣、御仕置附・書付ニ有之候間、伺之通、名主ハ、

壱人、過料銭拾貫文ツヽ、百姓共ハ、強訴徒党之ヶ條・惣百姓之御定にて、是又、

伺之通、村高ニ応し・過料、 
評議之通済 

とあり、「印形」「跡より強訴ニ加り、騒立」などが同類とされる根拠となっている。

本件は「頭取共ニ被申威」という事情があるが、この点は同類の成否に特段の影響を及

ぼさなかったものと考えられる。すなわち、前掲文化二・常州村々百姓共、及徒党候一

件には、 

同人御代官所         
外拾八給           

同国信太郡         
上吉原村         
外三拾八ヶ村       

百姓          
弐千弐百六拾九人   

右上吉原村・外三拾八ヶ村・百姓共儀、麻屋願之儀ニ付、一会いたし候間、女化原

え可罷出旨、無名之張札有之、麻屋と有之候は、牛久宿問屋・次左衛門家名故、人

馬助合之儀ニ付、相談可有之哉、と存、村役人共、制候をも、不取用、女化原え罷

出、又は不罷出・村々えは、廻状到来いたし候迚、夫々徒党ニ加り、其上、推量疑

を以、牛久宿次左衛門・久野村長兵衛外壱人、馴合、人馬助合之儀ニ付、私欲可致

巧ニ候抔、口々申之、兵右衛門・申之、或は誰、発言いたし候と、申候も無之、一

同押寄、長兵衛外弐人宅を打毀候始末ニ相成候段、古池村勇七・桂村兵右衛門・取

計より事起候儀とは乍申、徒党ニ加り候もの共は、勿論之儀、不罷出もの共も、既

ニ同様之心底ニ相成、右を不差留段、不届ニ付、村高に応し過料、 
此儀、地頭江対し強訴、其上、徒党いたし、逃散之百姓、御仕置御定ヶ條之内、

惣百姓、村高ニ応し過料、と有之ニ准し、伺之通、村高ニ応し過料、 
評議之通済 

細川長門守領分       
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外壱給           
同国河内郡        

手代木村        
外拾五ヶ村       

百姓         
三百三拾三人   

右手代木村・外・拾五ヶ村・百姓共儀、東郷之内、女化原え、近村々之もの共、会

合いたし候趣、相聞、右は同所え可罷出旨、無名之張札いたし、不罷出・村々えは、

押寄、家居打潰候抔、風聞有之、怖敷候迚、村役人共、制候をも、不相用、抜々、

女化原え罷出、久野村長兵衛・外弐人宅、打潰候節も、東郷之もの共一同、罷越し

候始末、徒党ニ加り候もの共は勿論之儀、不罷出候もの共も、既、同様之心底ニ相

成、罷出候もの共を不差留段、一同、不届ニ付、村高ニ応し過料 
此儀、前書、上吉原村・外三拾八ヶ村・百姓共同様、伺之通、村高ニ応し過料、 

評議之通済 

とあり、積極的に参加を決めた前者の村々と、他村からの圧力に怖気づき参加した後

者の村々とが等しく処罰されている。また本件では、実際に徒党に参加しなかった者に

ついても、参加者を「不差留」点を以て参加者と同様に処罰している。 
頭取らとの違いを意識して論ずるならば、同類とは、当該集団犯罪において不可欠で

はあるが、中核的な役割を果してはおらず、用意された場に加わった共犯者、およびこ

れらの者の犯行への参加を止めなかった者 175であるということができよう。この点、石

井氏が同類の説明において用いた「参加」という表現は首肯できるものである。 

第二項 押込 
御定書五十六条五項には「盗可致と徒党いたし人家江押込候もの 頭取、獄門、同類、

死罪」176なる規定が置かれている。 
本規定における「徒党」は、強訴徒党のように多人数での犯行であることを要しなか

った。文化七・無宿・千代吉、盗いたし候一件 177では、千代吉は喜八と馴合、盗に入っ

た先で「両人ニて義然を手込ニいたし」ているが、押込の規定が適用されている。 
押込の適用された例はあまり残されておらず、如何なる要件によって頭取・同類が認

定されたのかを十分に明らかにすることは難しい。しかし以下に掲げる事例から、いく

                                                  
175 この点、参加を止めようとした者は、仮令それが功を奏さずとも刑を免除した例があ

る。古類集五（二四一）天明四・徒党いたし、家宅打損候一件における小浜村外八ヶ

村庄屋年寄百姓共らがそれであり、「村役人共ハ、取鎮候得共、力ニ及ひ不申儀ニて、

一同徒党ニ加り候ニは無御座候間、庄屋・年寄共ハ、御咎之不及沙汰」とある。 
176 『徳川禁令考』別巻 p.98。 
177 新類集拾壱（二七三）。 
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つかの特徴が看取される。 

（１）頭取 
押込の頭取について、まずは以下の一件を確認しておきたい。 

寛政四子年御渡 
火附盗賊改 

松平左金吾伺 
一 無宿・忠次郎、盗いたし候一件、 

上州無宿      
こかねいやろう   

忠 次 郎   
右之もの儀、同類馴合又ハ壱人立、上野国沖ノ村・百姓家、戸〆り固辞明、脇差抜、

押入、衣類・金銭、奪取、無宿・豊吉所持之印形、借受、下野国梁田郡上渋垂村・

百姓・源次郎印形之由、申偽、同国同郡塩嶋村・質屋・三次郎方え、質入いたし、

又は、同国稲荷山・中江田村・由良村・百姓家・居宅、戸〆り固辞明、或は、留守

を見懸ケ、〆り無之戸、明、盗ニ入、衣類・金銭等品々、盗取候段、不届至極ニ付、

町中引廻し之上・獄門、 
此儀、奪取候品、質入いたし候節、豊吉所持之印形を借受、源次郎印形之由、申

偽候は、都て、盗物質入いたし候節、有合判等を以、証人或は其身之印形ニ用ひ

候も同様ニ付、謀判之御定えは引合申間敷、押込之科、重モ之不届ニ御座候、然

ル処、吟味書之趣ニては、同類え申勧候儀は、相見不申候得共、此もの儀、豊吉・

幸次郎と馴合、沖ノ村・武右衛門宅・裏口戸〆りを、此もの固辞明、帯し候脇差

を抜、声立候ハヽ、可切殺旨、呼り、一同押込候旨、申之、幸次郎申口も、致符

合、最初より之働、頭取ニ御座候間、人家江押込候もの、頭取、獄門、之御定ニ

て、獄門、 
評議之通済 178 

本件の評議では、同類への「申勧」は認められないが、犯行における「最初より之

働」が頭取に該当するとしている。すなわち評定所は、頭取を認定するにあたり、他

者への勧誘の有無のほか、犯行時の行為も評価の対象にしていると考えられる。 
火附盗賊改の刑事判決録である「刑例抜萃」179にも、犯行時の行為を評価し、頭取を

認定した例がみられる。 

                                                  
178 古類集拾壱（六三六）。 
179 服藤弘司『火附盗賊改の研究 史料編』（創文社 1998 年）「序言」p.1 参照。なお、以

下本史料の引用はすべて本書による。 
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文化六巳八月十一日進達 
「廿五」                   大林弥左衛門掛り 

同月十九日               「三百八十八番」 
土井大炊頭殿御差図   

上総無宿      

直 次 郎   

此者儀、百姓家戸建寄有之所江明這入、衣類盗取、又者往来人被捕、脇差を抜掛銭

取、相渡候ハヽ可切殺旨申威し、持居候銭無躰ニ奪取、或者同類馴合頭取に成、抜

身を持押込、金子不差出候ハ可切殺与申、貯無之様子ニ付、着致候夜着、蒲団剥取、

又者同類助太与口論致し、其分ニ差置候而者後難ニも可相成与、外同類之者申合助

太を切殺、所持致し候脇差、銭盗取、前書奪取走路銭、質入、売払、配分致候金銀

共、不残酒食ニ遣捨候段不届至極ニ付、引廻之上獄門、180 

上記事件のうち、押込に関する記述では、「同類馴合頭取に成」とある。これは頭取が

他の共犯者を募ったのではなく、まず共犯者が集合（「同類馴合」）し、然る後にこの者

が頭取となって押し込んだことを示すと考えられる 181。また、以下のような例も見られ

る。 

文化三寅十月廿三日進達 
「十七」                    荒尾但馬守掛り 

十一月廿日                 「九十九番」 
土井大炊頭殿御差図 

矢田村        
無宿入墨      

永   蔵   
此者儀、入墨之上重敲、又者重敲御仕置附相成候後も悪事不相止、同類馴合、所々

町家、百姓家入口戸〆有之処固辞明押外し、或者焼抜掛金を外し、抜刃を持頭取押

込、家内之者を縛置、声立候ハヽ可切殺旨申威し、衣類、帯、袴、反物、切地、刀、

脇差、金銀銭、風呂敷、雑物奪取、殊ニ見咎声立候ものへ手疵為負、又者人通有之

不得這入逃去、或者往来ニ而医師躰之者へ突当り、帯居候脇差を無躰ニ奪取、其外

同類馴合、在々数ヶ所江盗ニ入、品数不覚盗取、前書之品共、其度々売払又者預置、

金銀借受、盗取候金銀銭共配分致、元主人皆膳金子貯可在上へ発取致し、頭取押込、

                                                  
180 「刑例抜萃」第弐巻五九号。なお号数は服藤氏の付した通し番号による。 
181 なお、服藤氏は上記のとおり読点を挿入しているが、後掲の例と同様「同類馴合、頭

取に成抜身を持押込」とすると、行為に際しての頭取である可能性がより強調され

る。 
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自分者面躰被見知候故闇所ニ忍居、岩五郎、与一江差図致、右皆膳を縛り置、金子

有所責問セ、既ニ岩五郎儀皆膳江手疵為負候上者、自分疵付候も同様之始末、重々

不届至極ニ付、引廻之上磔、182 

上記のうち冒頭の百姓家への押込については、「同類馴合」の後、「抜刃を持頭取押込」

んだことが認定されている。ここで注目すべきは、本件における「頭取」の用法が、こ

れまで挙げてきた例におけるそれとはやや異なることである。これまでの例では、頭取

は共犯類型の一つとして扱われていた。これに対し本件では、押込の態様そのものを頭

取と表現している。すなわち本件における「頭取」は「頭を取る」という動詞的用法で

あり、この用例からは、押込の際の行動に着目して、共犯類型としての頭取が認められ

たことが窺える。 
然らば、「頭取押込」とは具体的に如何なる行為態様を示すものであったか。この点を

明示した例は管見の限り見られないが、上記諸例において「家内之者を縛置」や「可切

殺旨申威し」といった事実が認定されていることから、かかる態様が評価されたものと

推測される。これらは押込の中核的行為であるのみならず、他の共犯者による盗の実行

を容易にさせ、犯行を円滑に遂行させる効果をもつ。したがって、当該犯罪類型におい

ても、当該犯行における役割の大きさが、頭取の認定に際して考慮されていたと考えら

れる。 

（２）同類 
押込の同類につき、寛政四・三州矢作村ニて捕候盗賊一件 183では、「同類之内ニは、

表ニ罷在、奪取候品を、取次持運候もの等、其働は、品々可有御座」として行為に種々

の態様を認め、実際に「一同ニハ不立入候」者を同類としている。 
尤も、頭取以外の共犯者が全員同類とされたわけではない。 

寛政二戌年五月 
町奉行 

鳥居丹波守殿御差図           初鹿野河内守懸 
一 三田同朋町喜右衛門盗いたし候一件 

浅草西仲町平兵衛店   
市助方ニ居候     

佐   吉   
右之者儀、元次郎・喜右衛門、永見寺江押込盗いたし候処、趣ハ不申聞候故不存候

得とも、元次郎酒振之上、口論之仕返しニ参候間荷担致呉候様申ニ同意いたし、一

                                                  
182 「刑例抜萃」第弐巻五一号。 
183 古類集拾弐（七五四）。 
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同永見寺へ押込、台所ニ臥り居候中間共を、元次郎・喜右衛門威し候而蚊屋引外し

冠セ置、此者ニ刀之鞘を持附添居候様任申、附添罷在候内、元次郎・喜右衛門儀金

銭盗得候段、不届ニ付遠島、 
右御仕置附 

右、例差当相見不申候、此者儀、加藤元次郎申ニ致同意、最初者口論之仕返しと存

荷担いたし連立参候処、永見寺江忍入候而ハ全盗ニ入候儀と心付候得共、逃去候ハヽ

遺恨を含可申と当惑いたし罷在旨ニ候得共、右始末押込之同類同様ニ有之、附添罷

在候内、元次郎・喜右衛門金銭盗得候処、其後遊女買揚可呉と申候節、盗金之内と

相察断申、何ニ而も配分請不申、全盗ハ不申合義ニ付、一件之内惣吉ニ見合一等軽、

遠島、184 

本件の佐吉も、刀の鞘を持って実行行為者に「附添」っていたのみであるが、御仕置

附では「押込之同類同様」と評価されている。しかし実際には、佐吉は配分を受け取っ

ておらず、また「申合」もなかったため、一等軽く遠嶋とされているのである。 
すなわち、押込に関与した頭取以外のすべての者を同類として等しく処罰したわけで

はなく、配分や「申合」など、その者が共犯関係の中にあったと評価できる一定の基準

を満たさなければ、通例の同類より刑が減軽されたものと考えられる。尤も、判例のう

ちには「配分可致与存候処、人音いたし候ニ付、捨置逃去候段不届ニ付、死罪」185など

と、配分の有無のみによって刑の軽重を決めることを否定したものもあり、主たる基準

は「申合」すなわち事前の共謀に求められたのであろう。 

第三項 人殺・狼藉 
御定書七十六条「あはれもの御仕置之事」には、以下の二箇条がみられる。 

〔第三項〕 
追加 
寛保三年極 

一 遺恨等を以拾人以上結徒党、狼藉之上人を殺候におゐてハ 
頭取  獄   門 

但、人ニ疵付候におゐてハ、頭取死罪、尤人殺疵付共ニ荷担人、中追放、 
〔第四項〕 

                                                  
184 「御仕置例撰述」初編五（18）。 
185 「刑例抜萃」第参巻八〇号、寛政十・浅草無宿繁蔵一件。このほか、前掲寛政四・三

州矢作村ニ而捕候盗賊無宿幸吉外壱人一件にも同旨の記述がある。また押込以外の盗

についてではあるが、天保類集弐拾七（五五八）天保二・神田久右衛門町弐丁目代地

治兵衛寄子音次郎外弐人、盗いたし候一件など。なお、これらの例はいずれも配分を

「受け取ることができなかった」事例であって、「はじめから受け取るつもりがなかっ

た」場合に如何なる処理がなされたかは窺知し得ない。 
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追加 
 同 

一 同狼藉いたし、諸道具等損さし候におゐてハ 
頭取  重キ追放 

但、荷担人、所払、186 

これらの規定の特徴の一つは、「拾人以上」という要件である。御定書四十八条「密通

御仕置之事」中の「押而不義」のように「大勢」との文言を含む規定や、強訴徒党のよ

うに犯罪の性質上大勢となる場合はあるが、本規定はさらに明確に、拾人以上との要件

を設けている。この要件は、実際の運用にあたっても意識されていた。すなわち、寛政

八・信州八幡村通庵方え押込及狼藉候、無宿忠五郎一件 187では、最終的な処断こそ本規

定に即してなされたとみられるが、評定所から「十人以上之徒党ニも無御座」との理由

で本規定の適用を退ける意見が示されている。 
また、安永八・勢州塩浜村之もの共、東海道四日市宿猟船を追散、乗組之内、変死い

たし候一件 188では、当該「あはれもの」規定を参照し獄門に処すべきであるとの阿部備

中守（正綸、寺社奉行）らの意見に対し、土岐美濃守（定経、寺社奉行）らが「追払可

申旨、村方之もの共え、同人、申継候迄之儀ニ付、徒党を結候と申程之義には有御座間

敷」下手人が相当との意見を出し、老中差図は下手人となっている。同時期の強訴に関

する事例である前掲安永六・江州簗瀬村・外拾八ヶ村之もの共、致徒党、及狼藉候一件

では、「追々申次セ」なる態様で徒党の形成を認めており、当該規定の適用に際しては、

徒党であるか否かの判断がより慎重になされたと考えられる 189。 
以上のように、当該規定の適用は慎重になされているが、それは後述する下手人との

関連によるものと考えられる。共犯による人殺については、当該規定とは別に御定書七

十一条に、「大勢にて人を打殺候時初発に打懸候もの、下手人」なる規定があり、これと

の区別を明確にするために、より重い刑を科す本規定の要件を厳格にしたものであろう。

実際、狼藉については、共犯者が二人であった場合にも前掲七十六条四項を適用してお

り 190、厳格な適用は人殺に特有のものであったと考えられる。 

（１）頭取 
当該犯罪類型における頭取の特徴を示す事例として、以下のものが挙げられる。 

                                                  
186 『徳川禁令考』別巻 p.115。 
187 古類集拾五（一〇三〇）。 
188 古類集拾五（九八一）。 
189 そのほか、この規定の適用を退ける旨明言した例として、古類集拾五（一〇二三）天

明七・堺表・町家え、大勢入込、家宅諸道具打損候一件（「遺恨等有之、兼て申合、又

ハ頭取有之、荷担いたし候ものニも無之」として否定した）などが挙げられる。 
190 新類集（五七一）享和三・備中国倉敷村・庄助宅にて、無宿・幸八外壱人、及狼藉候

一件。 
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天保二卯年御渡 
町奉行 

筒井伊賀守伺 
一 深川中島町勘太郎其外之もの共、及狼藉候一件 

深川中島町源八店   
勘 太 郎   
外 弐 人   

右之もの共儀、口論打擲之儀ニ付ては、近来別て厳敷申渡置候処、相背、去寅五月

十一日、定吉方ニて酒給候上、料理茶屋嘉兵衛方え罷越、酒食差出候様申聞候処、

惣吉相断候を心外ニ存、勘太郎、茶碗等惣吉え投付、打懸り候に付、富次郎・由蔵

と掴合、安五郎・定吉罷越相宥、同人儀此もの共は引返し、嘉兵衛方え罷越候処、

入口戸を〆、立入候儀成兼候間、格子を打壊候砌、猶又定吉罷越、相制候に付、一

同勘太郎方え立戻候処、万吉外拾人浜祭ニ付、寄合居候間、右始末相咄、近辺之も

の共え外聞不宜、其上安五郎取扱ニ立入候得共、挨拶ニも不参候間、同人嘉兵衛宅

打壊、憤を可晴旨、勘太郎申聞候処、一同同意いたし、銘々木切を持、嘉兵衛・安

五郎宅え罷越、家財等打壊、亦ハ家根え上り、瓦を投散し、相手不知、惣吉・富次

郎え疵付候仕儀ニ相成、殊亀次郎は、右吟味中、手鎖預ケ申付置候処、同十二月廿

三日夜、小伝馬上町より出火之節、風烈ニて飛火之程難計存候迚、手鎖之儘、無断

立出、火鎮相帰可申と存候折節、持病之積気差発、延引いたし、難立戻、近辺立廻

り居候段、旁三人とも不届ニ付、勘太郎ハ存命ニ候得は、重敲之上重追放、鉄五郎

ハ敲之上、軽追放、亀次郎ハ敲之上、中追放、 
此儀、吟味書之趣ニては、最初口論之節、安五郎・定吉相宥候ニ任、一旦立帰候

後、猶又仕返し可致旨、勘太郎申聞候ニ付、鉄五郎・亀次郎同意いたし、嘉兵衛

宅格子を打壊、其砌も、定吉相制候間、勘太郎宅え一同立戻候節、浜祭ニ付寄合

居候万吉外拾人え、口論之始末相咄、嘉兵衛幷安五郎宅をも打壊、憤を可晴旨、

又候勘太郎申聞、其場ニ居合候もの共、幷右定吉も同意いたし、嘉兵衛外壱人宅

え一同罷越、及狼藉、惣吉・富次郎え疵付候次第ニ相成、且亀次郎儀、手鎖預ケ

ニ相成候内、去寅十二月廿三日夜、小伝馬上町より出火之節、風烈ニて町内風下

ニ相成、飛火之程難計存し、洲崎土手通りえ立退、火鎮候後、相帰可申と存候折

節、持病之積気差発ニ付、手当いたし、翌廿四日昼九半時比、少々快相成候得共、

同日朝は封印改日限ニ付、右躰延引いたし帰兼、近辺立廻り居候処、同月廿七日

被召捕候由ニて、手鎖を外し候儀は無之趣ニ有之、御定書ニ、 
一 遺恨等を以拾人以上結徒党、狼藉之上人を殺候ニおゐては、頭取、獄門、但、

人ニ疵付候ニおゐてハ、頭取死罪、尤人殺疵付ともニ、荷担人、中追放、 
右之通有之、然ル処、御尋御答書ニ、筒井伊賀守申上候ニては、惣吉・富次郎疵

受候は、聊之儀ニて、打破候疵ニは無之、腫色付候迄ニて、早速常躰ニ相成、殊
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疵付候は、勘太郎仕業と申ニも無之由ニ付、猶勘弁評議仕候処、勘太郎儀、惣吉

外壱人え疵付候と之見居は無之候とも、大勢之もの共屋根え上り、瓦を投散候砌、

疵付候儀ニ付、いつれ右人数之内よりし成候儀ニて、勘太郎頭取、右始末およひ

候上は、則同人疵付候にも相当可申哉、殊ニ右御定書ニ、頭取又は荷担人之内等

より、疵付候儀之差別は勿論、疵之多少ニ寄、御仕置附候儀ニも無之、〔中略〕勘

太郎ハ、頭取候ものニ付、存命ニ候ハゝ死罪、 
〔中略〕 

評議之通済、〔下略〕191 

本件では、他の共犯者に家の打ちこわしを提案した頭取は、実際にこれに参加しては

いるものの、その結果付随的に発生した傷害結果については、発言もしていなければ傷

害行為を行っているわけでもないことが認定されている。にもかかわらず評議では、御

定書の規定を直接適用し、頭取に死罪を命じているのである。このように当該結果の原

因となった者を頭取とする考え方は、強訴徒党における「徒党之頭取」の取扱いと同様

のものであると考えられる。 
また、徒党人殺について、文化十三・於遠州三方ヶ原、無宿平蔵と同辰五郎及及闘諍、

池町権之助人違ニて殺害ニ逢候一件 192は、実際に徒党を組んでいた際には死傷者がな

かったため七十六条三項の適用を避けているが、「結徒党、其上平蔵外壱人を遺恨ニ存候

より事起り、荷担人之内、人違ニて権之助を殺害いたし候次第ニ至リ候方、重々不届」

として、徒党の頭取である辰五郎を死罪に処している。ここでも、徒党の頭取が、当該

徒党を組んだために付随的に発生した結果についても責任を負うという構図が看取さ

れる。 

（２）頭取ニ差続 
強訴・徒党と同様、集団による人殺や狼藉についても、差続を認定することがあった。

このうち人殺については、寛政三・江州田井村百姓、徒党人殺一件 193に記述がみられる。

同一件のうち三右衛門は、「頭取・清左衛門ニ差次、結徒党、作右衛門を敲殺し置、内証

ニて事済候義、重立、取扱」などとして死罪との伺が出されていたが、評定所評議にお

いては「作右衛門を殺し候節、其場え罷越、倶々敲候間、人殺之手伝いたし候もの、遠

嶋、之御定をも見合、頭取ニ差続候ものニも御座候間、遠嶋可申付」と評価されている。

すなわち、集団の形成や犯行時、犯行後の「取扱」から差続であることが認められてい

ると同時に、現場で殺害行為に加わったことから「人殺之手伝」、すなわち御定書七十一

条三十一項をも参照し、科刑を決定しているのである。先に徒党人殺の適用を否定した

                                                  
191 天保類集三拾五（八八一）。 
192 続類集五（一二六）。 
193 古類集拾五（一〇一三）。 



86 

例として参照した、安永八・勢州塩浜村之もの共、東海道四日市宿猟船を追散、乗組之

内、変死いたし候一件でも、「差続打倒」した者について、「手伝」規定を適用し遠嶋に

処すべしとの評議があり、老中差図も遠嶋となっている。このように、集団による人殺

における差続は、人殺の共犯のうち最も刑が重いもののひとつである「手伝」規定と関

連付けられていたと思われる。 
一方、狼藉については、文化六・野州今市宿・清右衛門外拾壱人、及狼藉候一件 194の

うち、安兵衛、卯之助が「頭取差続候もの」と評価されている。このうち安兵衛につい

ての記述を掲げると、以下のとおりである 195。 

右之もの儀、近年、宿内馬持共、及困窮候間、森友村地境・中内橋打壊候ハヽ、会津

商荷物、宿内え可相懸、左候ハヽ、格別助成ニも可相成段、清右衛門・申旨に同意い

たし、清右衛門・卯之助と申合、馬持之ものえ申勧、若、不得心之ものは、駄賃稼、

差留候抔、申候処、一同承知いたし候ニ付、宿外地蔵前え寄集候上、中内橋え罷越、

右橋打壊候始末、不届ニ付、中追放 
此儀、清右衛門・任申、及狼藉候始末は、頭取に差続候ものニ御座候、御定書ニ、

遺恨を以、拾人以上、結徒党、狼藉いたし、諸道具損さし候もの、頭取、重キ追放、

但、荷担人、所払、と有之、頭取差続候もの之御定は無御座候得共、清右衛門ニ見

合、品軽方ニ御座候間、同人より一等軽く、軽追放、 
評議之通済 

本件では、「発意」した清右衛門に同意した安兵衛・卯之助が差続、彼ら三人の「申勧」

に同意した伊右衛門外八人は荷担人とされている。したがって本件においては、頭取と

差続との区別は発意か同意かによっているが、頭取・差続と同類との区別は、他者を犯

行に勧誘したか否かによっていると言えよう。 
以上から考えるに、人殺における差続の取扱いには「手伝」規定の援用というやや特

殊な事情が介在するものの、本質的には他者の誘引などにより、犯行に向けた条件・環

境を整えた点が重視され、差続が認定されたとみられる。 

（３）同類 
先に掲げた寛政三・江州田井村百姓、徒党人殺一件のうち常八外五人についての評議

では、「作右衛門変死之儀、内証ニて事済し候不埒も有之候得共、作右衛門を川え敲込可

申旨、清左衛門、発言およひ候ニ、同意いたし候科、重ニて、遺恨等を以、拾人以上、

結徒党、人を殺候もの荷担人之御定二引当候ては、中追放ニ相当り、人殺之手伝いたし

候もの之御定ニては、遠嶋ニ相当り可申処」とある。本例ではその他の事由から結果的

                                                  
194 新類集拾七（五七二）。 
195 卯之助については、安兵衛の直後に記載があるうえ、両者の文面はほぼ同様のもので

ある。 
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に「右二ヶ條之御定ニも難引当」とはされているものの、発言に同意したことが重視さ

れている。 
尤も、同意したからと言って荷担人とされたわけではない。同じ一件のうち次郎兵衛

は、「申合之場所えは罷出候得共、作右衛門被殺候跡え参り、其儀ニ携り不申、手伝ハ勿

論、荷担いたし候程之儀も無之」とされており、なんら具体的な行為に及ばなかった場

合には、荷担人とはならないことが窺える。 

第四項 その他の犯罪類型 
御定書に規定のある頭取・同類のうち、ここまでに取り上げた三犯罪類型以外につい

ては、その適用例が極めて少なく、十分な検討はできない。しかしこれらのうちにも、

頭取などについてある程度具体的な役割を示した記述がみられる。たとえば、御定書五

十六条十五項「御林之竹木、申合盗伐いたし候もの」について、「科条類典」に以下の例

が収められている。 

享保十九寅年十一月申渡 

れ一 備中阿賀郡土橋村
狐ヶ丸

横 池
御林木盗伐候百姓共御仕置一件 

小林孫四郎保木佐太郎元御預り所狐ヶ丸御林江百姓共大勢入込、松来盗伐旨、御林

守幷庄屋年寄共作州倉敷陣屋江致注進付、彼地差置右両人手代差遣、遂吟味、伺之

上、御仕置之儀左之通申渡、 
備中国阿賀郡土橋村     

百姓        
阿   久   

右之もの、御林之木盗伐取候致頭取、外之もの共をも誘引、畢竟此ものより事起り、

重々不届ニ付、出牢之上、重キ追放申付、 
同国同村百姓        

作   助   
右同断百姓次郎兵衛忰    

十 三 郎   
右同断百姓         

次郎兵衛    
関三十郎領分          

同国同郡草間村       
六兵衛甥右同断百姓    

助太夫         
雇召仕候もの      
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六       
右之もの共、阿久御林之木盗取薪可致旨申、作助を誘引候付、十三郎次郎兵衛、六

を段々誘引、阿久共ニ五人ニ而松木伐取焼捨候由、畢竟阿久と一同いたし、御林之

木盗伐取、不届ニ付、出牢之上、追放申付、 
右同断           

同村百姓         
過料五拾貫文                    三 拾 七 人 

右之もの共、誰勧候儀も無之、頭取も不存候得共、御林ニ薪伐取候もの有之を及見

聞、不苦儀と心得違、伐取候由雖申、御林之木盗取、不届に付、手鎖村預申付置候

処、三拾七人ニ而過料五十貫文申付、 
〔下略〕196 

本件において頭取と認定された阿久は、他者を犯行に誘引し、本件犯行を惹起した点

が評価されている。また、阿久に誘われた作助以下四名も、「段々誘引」によって共犯者

集団を形成したことが認定されている。御定書規定では、頭取が重追放、頭取ニ准し候

ものが中追放、同類が過料と規定されているから、彼らは頭取に准し候ものに相当する

と考えられる。 
一方、百姓三拾七人は、御定書規定によれば同類に相当するが、頭取らとなんら共謀

をしておらず、ここまで見てきた同類とはやや異なる 197。しかしいずれにしても、彼ら

は阿久らの行為を見聞きし犯行に臨んでいるのであるから、阿久らが犯行に向けた環

境・条件を整えた者であると評価され、それゆえに百姓三十七人と比較して重く処罰さ

れたと考えられる。 
このほか、頭取・同類とは直接関連しないものの、御定書六十四条一項はかたり事に

つき「人を誘引申合候もの」を「贓物金壱両以上ハ死罪」とする要件の一つに組み込ん

でいる 198。一方で、誘引された者について御定書に規定はないが、明和元年の例には、 

八丁堀水谷町伊兵衛店    
坊主       

金 兵 衛   
右之者儀、甚兵衛と馴合、欠落もの喜八を召捕、深川・根津茶屋弐ヶ所江参、又ハ

赤坂五町目茶屋江喜八罷越居候跡ゟ甚兵衛両人ニ而罷越、見せ先ニ而難題申懸、金

子ゆすり取候処、銭七百文配分取候段不届に付、入墨之上敲、伊右衛門江引渡可申

                                                  
196 『徳川禁令考』後集第三 pp.213-214。 
197 ここまでの検討を踏まえるに、同類が事前の共謀を要しなかったとは考えにくい。お

そらく本件は御定書規定の元例であるため、厳密には同類ではないものの、科刑を定

める際の参考とされたのであろう。 
198 『徳川禁令考』別巻 p.104。 
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渡哉之段相伺申候、人ニ被誘引、かたり事ねたり事いたし候もの之御定は無御座候

間、当座之かたりいたし候ものニ准、窺之通、入墨敲可申付旨被仰渡可然哉ニ奉存

候、 
〔下略〕199 

との記述がみられ、事実上誘引した者よりも低く評価されたと考えてよい。 
以上の例からも、御定書規定において、頭取・同類のように共犯者の科刑に差を設け

る場合には、他者を犯行に誘引する事を重視していたことが窺える。 

第三款 御定書に規定なき頭取・同類 

ここまで検討してきた例は、いずれも御定書の規定によって処罰するというものであ

った。然らば、御定書に頭取・同類あるいはそれに類する共犯類型についての規定がな

い犯罪類型では、如何なる取扱いがなされていたか。この点につき、 

寛政六寅年四月 
町奉行 

松平伊豆守殿御差図           池田筑後守懸 
一 南鞘町権次郎盗いたし候一件 

稲葉町源兵衛店     
専 次 郎   

右之もの儀、頭取、夜中往来人を捕理不尽ニ打擲いたし、懐中之金子奪取、又は銭

財布可奪取与致し候節、辻番人立出候故逃去り、或者権次郎頭取ニ馴合町家へ押込

候節、外見いたし、猶又此もの頭取、往来之女を捕無躰ニ不義いたし、其上壱人立、

町家戸明キ有之処へ這入、又ハ竿ニ干有之衣類品々金子等盗取、剰同類其外知人申

合、弐三銭賭之廻り筒賽博奕宿いたし、宿銭取之候始末、重之不届ニ付獄門、 
右御仕置附 

右、御定書ニ、追落いたし候者、死罪、与有之、盗可致与徒党致し人家へ押込候者、

頭取獄門、同類死罪、与有之候、此もの、町家へ押込候節頭取ニ者無之、追落幷無

躰ニ不義いたし候節も頭取ニ御座候所、追落し之御定ニ頭取ハ無御座候得とも、大

勢申合追落し致候節ハ、何レニも頭取之差別可有之、左候得者、壱人立致し候節死

罪ニ候得者、右押込之頭取ニ見合、其上強淫之節も頭取候得は、旁獄門、 
〔下略〕200 

                                                  
199 「評議物留帳」六拾弐番、明和元・八町堀水谷町甚兵衛方ニ居候喜八外九人御仕置之

儀評議仕候趣申上候書付。 
200 「御仕置例撰述」初編五（59）。 
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なる一件では、追落のごとく御定書に頭取の規定なき犯罪類型についても、「大勢申合

追落し致候節ハ何レニも頭取之差別可有之」との御仕置附がなされている。すなわち、

御定書に規定なき場合にも、頭取・同類は認められたのである 201。 
然らば、かかる場合の頭取・同類は如何に区別されたか。安永二・巧を以、江戸表之

ものえ、証文引渡、評定所裏判願受候一件 202では、発言人である五郎右衛門（吟味中に

病死）が「発当人」であり遠嶋に処されるべきであったと考えられている一方、余の者

にたいする科刑は減軽されている。五郎右衛門以外については、「発言仕候儀ニは無御座」

や「申候ニ同意いたし」など、同意者であることが示されており、これが科刑を減軽さ

れる根拠になったと考えられる。このように、発言人か同意者かを基準として科刑に差

を設ける例は散見される 203。 
一方で、以下のごとき例もみられる。 

寛政十二申年十二月十六日進達 
「十三」                    池田雅次郎掛り 

酉五月廿九日                「七百弐番」 
戸田采女正殿御差図 

一神田無宿ほうかふり忠事当時無宿入墨忠次一件 
浅草入墨        

無 宿       
藤 五 郎   

此者儀、中追放ニ相成候後、御構場所不立去、浅草御蔵前往来ニ而、町人躰之者肩

ニ掛居候羽織外シ取、又候同類馴合、町家入口戸〆有之処固辞明、或者錠をねち切

這入、衣類、銭盗取、又者往来ニ而町人躰之者江突当、口論致掛打擲致し、右之残

衣類、金銀、鼻紙袋奪取、或者旅人躰之者を取巻、懐中之金入候鼻紙袋奪取、剰旅

人を土手ゟ突落し、前書之品々ハ売払又者質入致貰、或者所持致、右代金銀銭、盗

取又者奪取候金銀共、馴合候節者配分致不残酒食ニ遣捨候段不届ニ付、死罪与相伺、

御下知、獄門、 
吟味書之内忠次、亀五郎、喜太郎、万吉、吉五郎、金次窺之通死罪、 

 池田雅次郎殿              評定所一座  
先達而御伺有之候、神田無宿ほうかふり忠事忠五郎、当時入墨忠次初筆致盗候一件、

采女正殿評議ニ御下被成候御吟味之内、忠次儀者、藤五郎、亀五郎、万吉、金次、

                                                  
201 上記の例のほか、古類集拾弐（七〇三）。また、頭取・同類という語を用いずとも、

共犯者間で科刑に差を設ける場合があったのは、石塚氏の既に指摘するとおりである

（石塚前掲「共犯（一）」p.40）。 
202 古類集九（四八二）。 
203 「御仕置例撰述」初編十三（34）寛政五・神田富山町喜兵衛ゆすり致候一件、古類集

八（三六八）寛政八・摂河泉播村々之もの共、賄賂差出候一件など。 
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吉五郎、喜三郎一同、浅草並木町両替屋ニ而、旅人躰之者銭調居、金子数多所持致

候様子ニ付可奪取与存し、旅人之跡ゟ附参、本所押上土手を外、往来人無之ニ付、

一同取巻、紐ニ而、首ニ掛居候懐中之鼻紙入無躰ニ奪取、旅人者上手ゟ突落し逃去、

右鼻紙入之内ニ有之候金弐拾両三分、配分致候与有之、藤五郎外五人申候も同様ニ

付、右者発頭之者無之ニ而者難成所業ニ候処、其段御吟味書ニ而者相分不申候、御

仕置当評議難決候間、委細御申聞有之様存候、 

酉二月 

答書、下札左之通 

御書面、かんだほうかふり忠事忠五郎、当時入墨忠次外六人之者共、兼々申合手荒

之盗致し、日々一同連立徘徊致、浅草並木町辺両替屋ニ而旅人躰之者銭調居、金子

数多所持致し様子藤五郎見受、右金子可奪取与、同人発頭与申ニ者無之候得共発言

致、一同跡ゟ附参、本所押上土手ニ而取巻、忠次儀、右旅人紐ニ而首ニ掛居候金入

候鼻紙袋奪取候処、盗賊与声立候ニ付、亀五郎、喜平両人ニ而、土手ゟ旅人を突落

し逃去、右鼻紙袋之内金弐拾両弐分者、配分致候旨申立候、 

酉三月                  池田雅次郎 204 

本件は先に掲げた享和元・神田無宿・忠五郎事・忠次、盗いたし候一件についての記

述である。「御仕置例類集」の記述から既に明らかなように、藤五郎は発言人であるため

に頭取と認定され処罰されている。 
本史料からは、当該一件において藤五郎を頭取と認定する過程が窺える。それによれ

ば、まず評定所が本件について、「発頭之者」を挙げよと火附盗賊改に問い合わせている。

これに対する火附盗賊改からの答書には、藤五郎は「発頭」ではないが「発言」である

と記されている。すなわち火附盗賊改の回答の中では、「発頭」と「発言」とが区別され

ているのである。評定所の考えがこれと合致するものであったかは明らかでない。しか

しこの文面からは、頭取が「発言」によって直ちに認められるものではないとの認識が

窺える。 
また、寛政十二・京都松植町・茂右衛門、当海道筋ニて、品々不埒之取計いたし候一

件 205において 

浅草東仲町      
弥助店       

庄右衛門    
〔中略〕  
此儀、茂右衛門ニ同意いたし、申合候得共、宿々より金子取候は、茂右衛門、重立

                                                  
204 「刑例抜萃」第弐巻四七号。 
205 古類集九（五一八）。 
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取計候儀ニて、兼て申合候儀も無之間、茂右衛門より一等軽く、軽追放ニて相当可

仕処、不正之金銭配分いたし候は、利欲ニ拘り候ものニ付、伺之通、入墨之上・軽

追放、 
〔中略〕 

御差図、入墨之上、軽追放、 

とあるように、本件において最も重く処罰される茂右衛門は、単に庄右衛門らの同意

を取り付けたのみならず、実際の犯行において「重立取計候」ことも考慮されている。 
以上からは、御定書に規定なき頭取・同類も、御定書に規定ある場合と同様、発言の

みならず、広く共犯関係内における役割の重要性によって判断されていたものと考えら

れる。 
さらに、当該共犯関係における位置づけを考慮するという傾向は、同類同士の科刑に

軽重をつける場合にも用いられた。 
前掲安永二・巧を以、江戸表之ものえ、証文引渡、評定所裏判願受候一件において、

同意者のうち十郎兵衛については、「五郎右衛門・喜七申合候手段、委細ニ不存ものニ御

座候間」、余の者より軽い刑に処されている。また、前掲寛政十二・京都松植町・茂右衛

門、当海道筋ニて、品々不埒之取計いたし候一件では、同意者のうち庄右衛門について、

「兼て申合候儀も無之間、一等軽く」処断すべしとの評議がみられる。これらの例では、

犯行計画段階での関与が考慮要素となっている。計画段階には携らず実行にのみ寄与し

た場合には、計画段階から関与していた共犯者より果した役割が低いと考えられたため

であろう。このように、共犯者に加わった時期によって科刑に差をつけるということは、

しばしば行われていた 206。 
以上、御定書に規定なき場合の頭取・同類について検討してきた。それによれば、両

者を区別する基準は御定書に規定ある場合と大きく異なることはなく、発言・同意を含

め、当該行為者が共犯者間において如何なる役割を果したかに求められたと考えられる。

また、押込においてみられる、「申合」などを基準として同類間で科刑に差をつけるとい

う法理も、同様に用いられていた。したがって、御定書に規定があるか否かによって、

その法理が大きく異なることはなかったと言えよう。 

第四款 頭取不明の場合の取扱いと強訴・徒党の特性 

御定書に規定ある場合にも、頭取が不明の場合はあった。かかる場合、当該共犯者ら

は如何なる取扱いを受けるか。 

                                                  
206 本件に掲げた例のほか、古類集九（四六二）享和二・遠州無宿・左門、似セ勧化いた

し候一件、続類集九（二六九）文政元・摂州今林村宗左衛門其外之もの共、巧を以御

貸附銀借受候一件などが挙げられる。 
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強訴・徒党について「御定書ニ添候例書」には、 

七十八 領主地頭屋敷門前江大勢相詰致強訴候もの御仕置之事 
明和八卯年五月 
一頭取                           遠   嶋 

但、頭取不相分候ハゝ、門訴いたし候もの共之内、宗門人別帳突合、筆頭之もの、

遠嶋、〔下略〕207 

なる規定がみられる。強訴・徒党についての御定書規定中、頭取は死罪であり、御定

書規定と上記例書が全く同種の事件を想定していたとは考えにくい。しかしいずれにせ

よ、権力機構に対する反抗を中核とするこの種の犯罪類型につき、頭取が不明の場合で

も、共犯者の中から少数の者を重く処罰する旨の規定がおかれたのである。 
強訴・徒党の頭取・同類は、先に見たように「申勧」などを考慮要素に「取斗」の有

無によって区別されるものであったから、おそらく上記例書における「頭取不相分」も、

そのような者が認められない場合を指したものと思われる。 
一方、押込については、以下の例が挙げられる。 

文政十二丑年御渡 
佐渡奉行伺 
一 大坂無宿定吉外壱人、盗いたし候一件 

水替小屋場内下世話       
大坂無宿          

清豆の         
安次郎事      

定   吉   
外 壱 人   

右之もの共儀、酒食可致金銭無之迚、人家え押入、盗可致旨申合、夜中小屋場犬潜

より抜出、相川壱丁目勝右衛門後家のよ居宅表入口脇板戸を、用意いたし候消炭ニ

て火拵いたし、両人ニて弐ヶ所焼抜、手を差入関貫を外し、力待立入、門口潜戸掛

金を外し遣し、定吉を引入、声立候ハヽ、可打殺旨申威、力待は、起出候のよを土

間え突倒、前歯打折、与四蔵を捻伏、もくをも申威、案内為致、銭七貫文盗取、両

人ニて酒食ニ遣捨、其上窪田村三七郎方ニても、同様消炭ニて火拵いたし、力待入

口板戸を焼抜、掛鉄を外し、定吉一同立入、手元ニ有之斧・鎌を両人ニて持、臥居

候蔵次郎を引起、声立候ハヽ可打殺旨申威、縛候て柱え縊付、三七郎を捕、案内為

致、銭三百文定吉盗取候後、取落し、右蔵次郎逃出候を、力待斧を持追駈出候途中

                                                  
207 『徳川禁令考』別巻 p.176。 



94 

ニて、可捕押と立帰候蔵次郎・三十郎と打合、殺候て可遁去と、両人え斧ニて所々

疵付、定吉は逃去節、六太郎ニ出逢組合、一同深田え落入、上ニ相成、同人を水中

え押込、殺候て可逃去と、喉え摺疵付候始末、不届至極ニ付、両人とも、獄門、 
此儀、御定書ニ、盗可致と、徒党いたし、人家え押込候もの、頭取獄門、同類死

罪、と有之候得共、此もの共は、誰頭取と申儀も無之、両人申合、押込いたし候

ものニ付、寛政九巳年根岸肥前守御勘定奉行勤役之節、伺之上御仕置申付候無宿

義英外壱人儀、豆州三島宿誓願寺本堂入口戸を明、蝋燭を灯し這入、台所ニ有之

割木を持、声立候ハヽ可打殺旨申威し、住持下男とも縛置、袈裟衣衣類幷下男所

持之脇差其外、都合弐拾弐品・銭四百文余盗取、空腹ニ相成候迚、台所囲炉裏ニ

て、火を焚食事いたし、着居候衣類ハ脱捨、盗取候衣類を着替、逃去候始末、不

届至極ニ付、両人共、獄門申付候例、幷其上力持ハ刃物、定吉は刃物ニハ無之候

得共、喉え摺疵付候儀も有之候間、文化七午年評議ニ御下被成候、大林弥左衛門

火附盗賊改勤役之節相伺候無宿千代吉儀、百姓家寺庵等入口之戸〆り有之処押明

ケ、又ハ壁を破り潜入、建寄有之戸を明ケ、明キ有之処より這入、衣類・帯・脇

差・金銀銭其外品々盗取、其上無宿喜八と馴合、慈光寺隠居義然方え罷越、日影

村より参候由申偽、戸を明ケさせ、義然立出候処、喜八儀、無躰ニ抱、表え引出

し押伏候ニ付、此もの、所持之小刀を咽え当、声立候ハヽ、可突殺旨申威、金子

有所相尋候処、金子ハ無之、衣類勝手次第持参候様申候ニ付、喜八儀、猶又真田

紐ニて口を可割といたし候処、人殺之由声立、咽え当候小刀を掴層牢ニ付、其儘

右小刀を咽え突立、手疵を為負逃去、前書之品は、所持いたし、或は質入売払、

右大盗取候金銀銭とも不残遣捨候段は、不届至極ニ付、獄門と相伺、評議之上伺

之通と申上、其通相済候例をも見合、疵付候迚、右ニて御仕置重り候儀は無之候

間、伺之通、両人とも、獄門、 
評議之通済、208 

これによれば、共犯者は差別なく頭取の刑に処されている。石塚氏は本事例から、「頭

取の不明な徒党押込は全員頭取の処罰をうけた」とし、先の強訴に関する「御定書ニ添

候例書」七十八但書をも合わせて、頭取が不明の場合でも「頭取・同類の規定があれば

その区別がなされたことには変りなかった」との見解を示している 209。 

                                                  
208 天保類集弐拾五（四八三）。 
209 なお、石塚氏は頭取が不明である場合の取扱いとして、上記二類型のほか、船荷物の

押領に関する事例から、「共犯者の地位に着目してその中の一人に頭取に准ずる扱いを

してものがある」と指摘する（石塚「共犯（一）」p.38）。しかしこの犯罪類型について

は、御定書上、頭取・同類ではなく、「船頭」「上乗」「水主」との区別がなされてい

る。また実務においても、「楫取・水主之内発意ニても、船頭同意いたし候上は、獄

門、発意之方死罪ニ相成」（天保類集弐拾三〈四五三〉天保十・摂州御影村治八郎船乗

組之もの共、御廻米之内盗取候一件）とあり、身分関係によって科刑が区別されてい
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しかし、石塚氏のこの理解には検討の余地がある。押込に関する上記の例は、あくま

で「誰頭取と申儀も無之」ことが前提とされている。同氏が本件と「同旨の例」である

とする、天保六・無宿栄次郎外四人、押込いたし候一件 210およびその中で挙げられてい

る判例にも同様の文言が確認できることから、押込の共犯者に対し全員を同じ刑に処す

場合には、頭取は観念されていないと言えよう 211。 
尤も、先に掲げた「御定書ニ添候例書」七十八但書も、宗門人別帳中筆頭の者を頭取

とは明言していない。しかし、こちらは本来の頭取が不明である場合、然々の者を頭取

の刑に処せと書かれており、かつこの者は人別帳毎に一人と少数である。したがって、

共犯者全員を同刑に処す押込における対応とは、その性質を異にすると考えるべきであ

ろう。 
然りとすればなぜ、両者は同じ頭取についての問題でありながら、異なる取扱いを受

けるのか。前者については、後述する頭取なき同類との関係が問題となると思われる。

御定書に規定なき場合でも頭取・同類を区別し得ることは先にみたとおりであるが、然

らざる場合、すなわち、頭取が観念されない、同類のみによる共犯関係もあり得た。そ

して頭取・同類を区別する場合、頭取が正犯の刑に処され、余の者は刑を減軽されるの

に対し、頭取なき同類の場合には、同類全員が単独正犯に科されるべき刑に処されるの

である。 
頭取不明の場合の押込は、この頭取なき同類と同様、全員が同類として同刑に処され

たと考えられる。実際、 

文政七午年御渡 
火附盗賊改 

大林弥左衛門伺 
一 無宿・千代吉、盗いたし候一件、 

大指村無宿     
千 代 吉   

右之もの儀、百姓家・寺庵等、入口之戸〆り有之処、押明ケ、又は壁を破り潜入、

建寄有之戸を明ケ、明キ有之処這入、衣類・帯・脇差・金銀銭・其外品々、盗取、

其上、無宿・喜八と馴合、慈光寺隠居・義然方え罷越、日影村より参候由、申偽、

                                                  
ることが分かる。すなわち船頭が不在中の犯行について「楫取」を重く処罰するとい

う取扱いは、本来重く処罰される者が「不明」なのではなく「不在」の場合に誰を処

罰するかという問題である。したがって上記二類型とは一線を画すと考えるべきであ

ろう。 
210 天保類集弐拾八（六〇四）。 
211 「刑例抜萃」第弐巻四三号、寛政十・寺方入口戸押外し這入、僧を縛り衣類剥ぎ取り

候ものでも、余の者への科刑が明らかではないが、「同類馴合、誰頭与申儀者無之」と

の記述がみられる。 
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戸を明ケさせ、義然、立出候処、喜八儀、無躰ニ抱、表え引出し押伏候ニ付、此も

の、所持之小刀を咽え当、声立候ハヽ可突殺旨、申威し、金子有所、相尋候処、金

子ハ無之、衣類、勝手次第、持参候様、申候ニ付、喜八儀、猶又、真田紐ニて口を

可割といたし候処、人殺之由、声立、咽え当候小刀を掴候に付、其儘、右小刀を咽

え突立、手疵を為負、逃去、前書之品ハ所持いたし或は質入・売払、右代・盗取候

金銀銭とも、不残、遣捨候段、不届至極ニ付、獄門、 
此儀、慈光寺隠居・義然方え盗に可入旨、無宿・喜八申合、両人ニて義然を手込

ニいたし候始末、誰、頭取、と申ニも無之趣ニ相聞候間、盗可致と、徒党いたし、

人家え押込候もの、頭取、獄門、盗ニ入、刃物ニて人ニ疵付候もの、盗物持主え

取返候とも、獄門、と有之両様之御定ニ見合、伺之通、獄門、 
評議之通済 212 

なる一件では、「誰頭取と申ニも無之」と、これまで掲げてきた例と同様頭取の存在を

観念していない。そして押込の規定と共に、盗先での刃物による傷害行為について規定

した御定書五十六条三項を参照し、獄門に処している。すなわち、頭取が判明しない押

込については、単独正犯の規定をも参照して、共犯者をその規定によって処罰していた

と考えられるのである。 
さて、押込についての頭取不明の場合の処理が、頭取なき同類に近いものであるとす

れば、一方の前掲「御定書ニ添候例書」七十八但書は、当該犯罪類型において頭取・同

類の区別を堅持するものと言えよう。そしてこのような姿勢には、当該犯罪類型、すな

わち強訴の特性が関係していると考えられる。 
強訴・徒党は多くの場合在方で発生しており、行為者も多くは農民である。また、御

定書は幕府刑法であるから、その適用範囲はまず幕府領が想定される。すなわち、強訴

徒党において処罰の対象として第一に想定されているのは、幕府領の農民ということに

なろう。ところで彼ら幕府領の農民は、幕府にとっては年貢を徴収する対象である。然

るに彼らの多くを追放刑以上に処すということは、在方の生産者人口を減らし、ひいて

は幕府財政に悪影響を及ぼす危険がある。したがって、強訴徒党のように大勢の百姓が

関係してくる犯罪では、頭取など一部の者を重科に処す 213一方で、余の者に科す刑を極

力抑えることで、そのまま農業に従事させる意図があったのではないかと推測される 214。 

                                                  
212 新類集拾壱（二七三）。 
213 この、少なくとも一部は重科に処すべきであるとの姿勢は、「見懲」を期待してのも

のであると考えられる。前節においてもふれたとおり、牧健二氏は頭取が「代表的に

罰せられた」としている。同氏がこの点を意識して書いたかは不明であるが、表現と

しては的確なものである。 
214 藩に関する記述であるが、平松義郎は名古屋藩において「追放刑によって領民、こと

に耕作農民が無宿となり、したがってまた、生産の減少することを防ごうとした」政

策がとられた旨を論じている（「名古屋藩の追放刑」〈前掲『江戸の罪と罰』所収〉
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かかる取扱いは贈賄罪にもみられる。たとえば寛政八・摂河泉播村々之もの共、賄賂

差出候一件 215では、同意者の刑を減軽するにあたり、「多人数之儀ニも御座候ニ付」な

る理由が挙げられているのである。これにより、伺では所払とされていた者らが過料刑

などの、その村を離れず農業を継続できる刑に処されている。 
さらに、門訴については、 

寛政十午年七月 
御勘定奉行 

安藤対馬守殿御差図            根岸肥前守掛 
一 下総国大房村百姓共門訴いたし候一件 

藪主斗知行        
下総国相馬郡大房村   

百 姓      
拾 四 人   

右之もの共儀、仮名主五郎右衛門支配難請候迚、地頭より申付候人別帳印形も、五

郎右衛門取斗ニ而者難致旨申張、与三左衛門申談候ニ同意いたし、江戸表江出、地

頭門前ニ相詰候段、一同不埒ニ付、過料銭三貫文ツヽ、 
右御咎附 

右、明和八卯年之御書付ニ見合、三十日手鎖と可奉伺処、去ル子年、曲淵甲斐守御

勘定奉行之節、手限伺之上御咎申付候、下総国南中村外弐ヶ村百姓共門訴いたし候

一件、百姓共多人数ニも有之、其上百姓第一之農業手入次節ニも相成、差支可申儀

ニ付、過料銭三貫文ツヽ申付候例ニ見合、過料銭三貫文ツヽ、216 

として、より直接的に農業との関連を論じた例もある。このように、在方を中心とす

る犯罪では、多分に政策的な意図に基づいた取扱いがみられるのである 217。 

第五款 頭取・同類と律の共犯規定 

石塚氏は、「徳川幕府刑法における共犯の観念や処分方法には律に由来するとみとむ

                                                  
p.157〈初出、『法政論集』8 号所収、名古屋大学法学部 1956 年〉）。なお、追放刑に関

する徳川幕府の諸政策については、和仁かや「追放刑にみる公儀御仕置の変質と国

制」（『国家学会雑誌』112 巻 5・6 合併号、国家学会事務所 1999 年）参照。 
215 古類集八（三六八）、同種の例として続類集六（一四七）が挙げられる。 
216 「御仕置例撰述」初編十八（91）。 
217 本稿に掲げた例のほか、安竹貴彦氏は、博奕の処罰に際して貢租負担者でもあった農

村における賭博犯の処罰が緩和されたことを指摘している（安竹貴彦「近世幕府法に

おける『作略』の意義と機能（二・完）」〈『法学雑誌』38 巻 1 号所収、大阪市立大学法

学会 1991 年〉pp.100-103）。 
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べきものが多い」218と指摘している。すなわち、唐名例律四二条にみえる「諸共罪者、

以造意為首、随従者減一等。」なる規定が養老律に継受され、以降言葉を変えつつも近世

に至るまで「共犯罪分首従」という観念が継承された。そのため、徳川幕府刑法におけ

る頭取の認定にも、「律における造意の観念の記憶があったのではないかと思われる」219

と同氏は論ずるのである。 
石塚氏のこのような指摘は、発意ないし発言人を頭取と考える同氏の頭取・同類につ

いての理解を前提とするならば、ごく自然に想起されるものであろう。しかし本稿では、

ここまで一貫して、頭取の認定にあたって重視されていたのが、共犯集団内での役割の

大きさであること、換言すれば、発意それ自体は頭取の中核的要件ではないことを明ら

かにしてきた。したがって、これら徳川幕府刑法における共犯類型と律の共犯規定との

関係についても、見直す必要があると思われる。 
さて、滋賀秀三氏によれば、「旧中国の刑律において、共犯は『首』と『従』（以下、

首犯・従犯と称することとする）に分けて罪を論ずるのが原則であった。唐律名例第四

二条、明清律名例・共犯罪分首従条に、『共に罪を犯す者、（先に）造意（したる一人）

を以て首と為し（律に依りて断擬し）、随従する者、一等を減ず』（括弧内は清律の小注）

とあるのが、その最も基本的な通則規定である」220。 
このうち、当該規定において首とされる造意とは「読んで字の如く『意思を造

（originate）する』こと、すなわち犯罪を遂行しようとする共同意思の形成および持続

の上に最も主導的な役割を果たすことをいう」221と同氏は指摘する。 
すなわち造意とは、たしかに主観態様を評価するものであったけれども、かかる評価

を行う理由、すなわち造意者を首犯とする理由は、当該態様そのものを重視したからで

はなく、当該態様が共犯集団の形成によって犯行に向けた環境・条件を整えたと評価さ

れたためであると言えよう。 
然りとすれば、律において造意が首犯とされる理由は、徳川幕府刑法において発言人

が重く処罰される理由と同じであると言える。つまり、頭取・同類の区別と、律におけ

る造意・随従の区別とは、意思形成以外の首犯を認めるかという違いこそあるものの、

その根幹においては同様のものであると評価できるのである。 
このような両者の類似性に鑑みれば、徳川幕府刑法における共犯処罰が、律における

共犯規定の影響を受けている可能性は否定できない。 
しかし、この意思形成以外の首犯を認めるか否かという違いは、決して些末なもので

                                                  
218 石塚前掲「共犯（一）」p.25。 
219 石塚前掲「共犯（一）」p.44。 
220 滋賀秀三「法制史の立場から見た現代中国の刑事立法」（『中国法制史論集 法典と刑

罰』所収、創文社 2003 年）pp360-361（初出、『法学協会百周年記念論文集第一巻』

有斐閣 1983 年）。 
221 滋賀秀三「唐律における共犯」（『清代中国における法と裁判』所収、創文社 1984 年

〈初出『別冊ジュリスト・法学教室』8 号所収、有斐閣 1963 年〉）pp.387-388。 
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はない。かかる差異は、首犯として処罰される者の人数という、共犯処罰の基本的形態

に大きな影響を及ぼしているのである。 
滋賀氏によれば、中国の律における共犯処罰は、「首従を分たず処罰する（つまり全員

に法定刑そのものを科する）と規定された特定の罪を除いて、首犯は常に一人に限る―

―各共犯者を比較して最も主導的であった一人を首犯とする――ものであった。それは

首犯概念にとって言うなれば概念内在的な自明の原則であった」222。たしかに、造意な

る語を厳密に解すれば、それは意思を形成した最初のひとりに限定されるはずである。 
一方、徳川幕府刑法においては、頭取を複数認める場合があった。かかる方針は御定

書成立以前からみられるものであり 223、現在確認できる事例の中では、先に見た強訴・

徒党でその傾向が顕著に現れる 224。発意・発言以外の要素によっても頭取を認め得ると

いう方針に基づけば、頭取がひとりに限定されないのもまた、概念内在的とまでは言え

ずとも、極めて自然な事であると言えよう。 
さらに、頭取・同類と律における共犯規定との違いについては、御定書制定期 225の明

律注釈書にも特筆すべき点がみられる。 
徳川吉宗の命により高瀬喜朴の著した 226「大明律例訳義」には、明名例律二九条「共

犯罪分首従」について「人数多にて同し罪を犯したる時には、その内の事をたくミいた

したる者を首とし、夫に一味し、附従ひたる者を従となし」227との記述がある。 
また荻生徂徠の「明律国字解」でも、同条について「造意とは、悪事をたくみたるを

                                                  
222 滋賀前掲『中国法制史論集 法典と刑罰』p.361。なお同氏によれば、清律の小注に

は、「造意したる一人」と、造意者を一人に限定する旨明記されている（同書 p.360）。 
223 たとえば「御仕置裁許帳」中元禄二年四月十二日の仁左衛門・久兵衛についての記載

には「右両人之者、頭取ニて御堀之鯉鮒を取候者」とあり（前掲「御仕置裁許帳」一

五一（七五〇））、また「犯科帳」中元禄五年の長右衛門外四人についての記載に、「右

四人之者詮議之上抜荷物頭取にて」とある（「犯科帳」第二冊（11））。 
224 前掲安永三・飛州村々、地改赦免之儀ニ付、及強訴候一件、安永六・江州簗瀬村・外

拾八ヶ村村之者共、致徒党、及狼藉候一件のほか、安永七・紀州高野山学侶方寺領百

姓共騒立候一件吟味伺書（前掲『百箇条調書』巻三十四 pp.2342-2384）など。 
225 御定書制定を含む徳川吉宗の刑政改革に際して明律が参照されたことは夙に知られて

いる。この点についての代表的な研究として、小早川欣吾「明律令の我近世法に及ぼ

せる影響」（『東亜人文学報』4 巻 2 号所収、京都帝国大学人文科学研究所 1927 年）、

高塩博「江戸時代享保期の明律研究とその影響」（池田温・劉俊文編『日中文化交流史

叢書 第 2 巻 法律制度』所収、大修館書店 1997 年）、同「荷田春満の律令研究」（新

編荷田春満全集編集委員会編『新編 荷田春満全集第 9 巻 律令』所収、おうふう 2007
年）pp.458-466、同「『公事方御定書』の法体系と律令法―徳川吉宗に焦点を当てつつ

―」（『国史学』216 号所収、国史学会 2015 年）小林宏『日本における立法と法解釈の

史的研究 第二巻 近世』（汲古書院 2009 年）などが挙げられる。 
226 高塩博「『大明律例譯義』について」（小林宏・高塩博編『高瀬喜朴著 大明律例譯

義』所収、創文社 1989 年）pp.723-727。 
227 前掲『高瀬喜朴著 大明律例譯義』p.122。 
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云なり」228との注釈がつけられている。 
これら注釈書では、造意のことを「たくミ（み）」と表現しているが、「たくみ」また

は「たくむ」という語は、造意以外にも、物事の成功を企図する態様を示す 229。つまり

日本における当該条文の解釈自体が、中国におけるそれと違い、首犯を複数認めるもの

であったのである 230。 
このような解釈が、御定書の制定あるいはその後の運用に際してどれほどの影響を及

ぼしたかは、必ずしも明らかでない。しかし少なくとも、それまでの頭取についての方

針を維持させるための一助とはなったであろうと推測される。 
いずれにせよ、頭取・同類と律における共犯規定には共通の根幹が見出せるのであっ

て、その点かかる共犯類型が律の影響の下に成立したものである可能性は高いと考える。

一方でその具体的な要件は、造意という主観態様のみを考慮要素とした律に比べ、徳川

幕府刑法の方がより実質的な役割の評価に重点を置いていたと言えよう。 

第六款 頭取・同類の用法 

ここまで、頭取・差続・同類といった共犯類型について、それらの具体適用例に基づ

いて検討してきた。それらの用例の中には、石塚氏が頭取・同類を分ける基準として強

調した発意・同意の別について言及したものも少なからず存在した。 
しかし、そのような主観的態様の違いが、頭取・同類を区別する中核的な基準であっ

たとは言い難い。意思形成の順序やその内容の如何にかかわらず頭取が認定される例も、

同様にみられるのである。 
両者を区別する基準として、様々な犯罪類型に一貫してみられるのは、他者への「申

勧」すなわち犯行への勧誘や、当該犯行についての具体的な寄与を評価するというもの

であった。発意・同意の別は、その主観的態様の違いによって考慮要素たるのではなく、

その意思の発露によって、他者を犯行へ誘引したか否かという形で評価の対象となった

のである。 
一方で同類に関しても、単に同意した者を同類とするわけではないことが明らかにな

った。すなわち、いくつかの例が示すように、「申合」などの犯行計画時点での関与がな

い場合には、犯行計画段階から関与している同類よりも刑を減軽されたのである。これ

                                                  
228 内田智雄・日原利國校訂『明律国字解』（創文社、1966 年）p.99。 
229 「たくむ」の語義については、「いろいろ考えてよい方法を見つけ出す。」や「計略を

めぐらす。計画的にする。」などと説明する前掲『日本国語大辞典』や、時代はやや

遡るが、「工夫する、あるいは、おもいめぐらす。」とした『日葡辞書』（土井忠生ほか

編訳『邦訳日葡辞書』岩波書店 1980 年）などを参照。 
230 また、同記述の冒頭に「人数多にて」とあることにも注目すべきである。当該条文は

本来二人以上での犯罪を規定するものであると思われるが、「数多」なる語はより多く

の人数を想起させ、頭取・同類の区別がおもに多人数での犯罪において適用された点

と共通する。 
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も、犯行計画に携わっていることで、他の共犯者に影響を及ぼしている点を評価したも

のであろうと推測される。 
このように考えると、頭取・同類の区別、そしてそれらの中での細かな科刑の差は、

他の共犯者への影響力の程度によって決せられたと言えよう。頭取について考えれば、

他者を犯行に誘引するという行為がこれに当ることは言を俟たないが、犯行に向けた条

件を整える行為や、犯行において重要な役割を果すことも、ひいては他の共犯者の犯意

を強め、当該犯行への参加を容易にする行為である。 
すなわち、頭取・同類の区別に際しては、各行為者の行為態様や主観態様そのものよ

りも、それが他の共犯者、そして当該共犯者集団の間で如何なる意味をもっていたかと

いう点が重視されていたのである。石塚氏は、両者の区別が「多分に相対的」であった

としているが、上記のような意味において、その表現は的確なものであった。 
頭取・同類が徳川幕府刑法における共犯処罰の基本的形態であるとすれば、ここまで

述べてきた、他の共犯者から見た行為者の刑責を評価する姿勢こそ、その基本的理念で

あると言えよう。そしてその基本姿勢は、従来論じられてきたところよりもさらに本質

的な部分において、律にみえる造意・随従の区別と類似するものであった。 
また本節では、頭取が不明の場合の処理についても一定の知見を得られた。すなわち

先行研究による、なんらかの形で頭取・同類を区別するという理解は、強訴・徒党のよ

うな犯罪類型に限った事であり、その他の犯罪類型では両者の区別は絶対のものではな

かった。そして頭取・同類の区別を堅持する理由は、その対象となる犯罪類型の特性と、

そこから生じる幕府の政策に求められるのである。これは個別の犯罪類型が共犯処罰の

法理に影響を及ぼした例と言えるであろう。 

第三節 頭取なき同類 

第一款 頭取の不存在 

前節において述べたとおり、同類は広義の用法において、頭取を含めた共犯者全体を

示す語として用いられた。そしてこの広義の用法のうちには、頭取の存在を認定せず、

主たる共犯関係が同類のみによって形成される場合もあった。 
「頭取なき同類」とも称すべきかかる共犯類型の特徴は、同類全員が等しく正犯の刑

に処される点にある。したがって、前節に掲げた文政十二・大坂無宿定吉外壱人、盗い

たし候一件のごとく、御定書中に頭取・同類の規定がある犯罪類型においても、全員が

頭取の刑に処されている場合には、事実上この頭取なき同類の類型に該当すると言えよ

う。 
石塚英夫氏は、かかる共犯類型を「共同正犯的処分方式」と位置づけた。一方で同氏

は、「当時、共犯は頭取・同類をもっとも典型的なばあいとし〔中略〕首・従、正犯・従



102 

犯の関係において把握され、処理されていた」231との見解から、共同正犯的処分方式が

そのような共犯処罰の原則と「矛盾する」232ものであると捉えている。そしてこのよう

な矛盾が生じる理由につき、以下のごとく述べるのである。 

しかしこのような喰い違いも、結局、御定書を起点とする徳川刑法の主観主義的刑

法への転換の不完全さに由来するものであった。すなわち、御定書は徳川刑法の性格

を変化させたけれども、同時に、法典としての御定書は極めて不完全なものであった

から、これに洩れた犯罪類型については依然もとのまま（共犯者を同罪にする）処分

方式が残存していたと考えられるからである。事実、後期における徳川刑法には以上

の二つの立場が並存していたのであり、原則として御定書に正犯・従犯の関係をみと

めているばあいに限ってそのような区別がなされたのであって、かかる区別なきとき

は大体共同正犯的な扱いを示しているのである。233 

しかし、本稿ではすでに前節において、頭取・同類の分類が主観態様を直接の基準と

するものではないことを明らかにしてきた。また、御定書に頭取・同類の規定がない場

合にも両者の区別をする例が少なからず見いだされ、同様に御定書に規定ある場合にも

頭取・同類を区別しない事例があることも確認された。したがって、石塚氏による上記

の理解は、再検討の必要があろう。 
そこで、以下本節では、頭取なき同類が如何なる理由によって、如何なる場合に適用

される共犯類型であるかを検討する。 

第二款 同類全員が実行行為を共同した場合 

頭取なき同類となる場合として第一に挙げられるのが、同類全員が実行行為を共同し

た場合である。 

寛政六寅年御渡 
火附盗賊改 

長谷川平蔵伺 
一 神田松下町弐丁目・小左衛門店・吉右衛門寄子・松五郎、盗いたし候一件、 

神田松下町弐丁目     
小左衛門店       

拾壱番組人宿     
吉右衛門寄子    

                                                  
231 石塚前掲「共犯（二）」p.188。 
232 石塚前掲「共犯（二）」p.190。 
233 石塚前掲「共犯（二）」pp.190-191。 



103 

松 五 郎   
外 五 人   

右之もの儀、出火之節、御門外ニ持出し有之米、水打中間・仲ヶ間共と馴合、盗取、

売拂、右代銭、配分いたし、不残、酒食ニ遣捨候段、不届ニ付、重敲之上・宿・吉

右衛門え引渡、 
此儀、松五郎・外五人とも、盗之始末ハ、同様之ものニ御座候処、右之内、喜三

郎・安五郎両人は、吟味ニ相成候を承、自訴いたし候砌、別紙を以、長谷川平蔵、

申上候得共、盗悪事ニ付、自訴ニ不拘、手元ニ有之品を、与風、盗取候、拾両以

下之御定ニて、一同、入墨敲申付・宿・吉右衛門え引渡、 
評議之通済 234 

上記の一件では同類の語は用いられていないが 235、仲間と「馴合」の上盗を行った例

であり、評議の対象となっている六名全員が「盗之始末ハ、同様之もの」として、御定

書の規定に則り、等しく入墨敲を申付けられている。また、 

寛政六寅年九月 
御勘定奉行 

松平伊豆守殿御差図           根岸肥前守懸 
一 下総国二子村ニ而捕候無宿源蔵外弐人一件 

上総国白井無宿     
源   蔵   

浅草無宿        
長   吉   

羽州沖之原無宿     
太 郎 吉   

右之もの共儀、村方を欠落致、又者再応御仕置ニ成候後入墨を彫紛し、或ハ御構之

地江立入、下総国二子村ニおゐて忠次郎を打擲いたし、懐中之品可奪取旨、同類共

申合、忠次郎持居候竹杖奪取打擲いたし、或者所持之刃物ニ而疵付候段、不届至極

ニ付三人共死罪、 
右御仕置附 

右、源兵衛長吉ハ入墨を彫紛し、又ハ御構之地へ立入候不届も有之候得共、山野村

忠次郎を打擲いたし盗可致旨、同類共申合、竹杖を奪取打擲いたし、又者同類之内

所持之刃物ニ而忠次郎へ疵附候段、重之不届ニ御座候、御定書ニ、盗ニ入刃物ニ而

                                                  
234 古類集拾壱（六七三）。 
235 前節において指摘した、頭取・同類の語が使われずとも共犯者間に科刑の差を設ける

ことがあった場合と同様、同類なる語が使われずとも、共犯者を等しく正犯の刑に科

すことがあった証左である。 
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人ニ疵付候もの盗物持主へ取返候とも獄門、但忍入ニ而無之候とも盗可致と存人ニ

疵付候者死罪、と有之候間、右但書ニ見合死罪相当、追落之御定を見合候而も死罪

ニ御座候間、三人共死罪、236 

なる一件では、用いている道具こそ異なるものの、「同類共申合」のうえ、各々が打擲

した事例であり、やはり御定書規定に則り、三人とも死罪に処されている。これらの例

では、盗や打擲といった行為を全員が共同したことを以て、頭取なき同類が認められて

いると言えよう。 
尤も、同類全員が全く同じ行為に及んでいる場合には、単独犯が複数いる場合と、そ

の処罰において変わるところはない。たとえば、 

寛政八辰年御渡 
町奉行 

坂部能登守伺 
一 入墨無宿・鉄五郎、御構場所え立入、祝儀と唱、金子乞取候一件、 

神田松下町弐丁目     
助右衛門店拾壱番組   
人宿          

吉右衛門寄子     
大安事       

安 五 郎   
外 五 人   

右之もの共儀、安五郎・吉五郎は、先達て不届有之、重敲ニ相成候身分ニて、此度、

御普請御手伝ニ付、人入口請負人共方え、追々ニ罷越、祝儀と唱、酒代貰受可申段、

ねたり懸、安五郎ハ金壱両、吉五郎ハ壱両弐朱、喜代松ハ熊五郎分共壱両、伝蔵・

清九郎ハ壱両ツヽ、善六ハ三分、ねたり取、尤、銘々申合候儀ニは無之旨、申口も

相分り候得共、右始末、不届ニ付、御定之通、一同、入墨・敲、 
此儀、当座之かたり事之御定、但書ニ引当候得は、入墨・敲ニ御座候得共、一件

之内、鉄五郎評議ニ申上候通、不筋之祝儀金を故意候迄ニ付、右御定えは難引当、

然共、不筋之金子を乞取候段は、不届ニ付、軽キ盗いたし候もの、軽キ取逃いた

し候もの之御定ニ准し、敲、 
評議之通済 237 

なる例では、「ねたり」を行った計六名について、「申合候儀ニは無之旨」が認定され

                                                  
236 「御仕置例撰述」初編五（62）。 
237 古類集九（五一四）。 
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ているが、ひとつの事件として扱い、等しく処罰している。上記六名の具体的な行為態

様までは不明であるが、いずれにせよ「申合」のない 238場合にも、同様の犯罪を行った

者らを一括して裁いていたことが窺える。 
しかし、頭取なき同類と、単独犯が複数いる場合とでは、明確な違いがみられる。す

なわち、頭取なき同類においては、各行為者が実行行為のすべてを共同する必要がなか

ったのである。 

明和九辰年御渡 
火附盗賊改 

中野監物伺 
一 薩州無宿・茂助、盗いたし候一件、 

薩摩無宿      
茂   助   

右之もの儀、無宿・藤助と馴合、伊勢参り躰之ものえ、銭無心、申懸、承引不致候

迚、両人ニて、寺之内・片陰え連行、突倒し、藤助、打擲いたし、腰ニ附居候銭弐

貫文、無躰ニ奪ひ取、両人ニて配分致し、幷無宿・喜代蔵・所持之銭四百文、同様

申合、奪取、是又配分いたし、右銭不残、遣捨候段、重々不届至極ニ付、獄門、 
此儀、伊勢参り躰之もの幷無宿・喜代蔵え、銭無心、申懸、承引不致候迚、突倒・

打擲致し、両度とも銭奪取候始末、追落より品不宜候得共、衣類剥取候ニは、無

御座候処、当二月、溜焼失之節、放遣し、無相違、立帰候旨、長谷川平蔵、申上

候間、一等軽く、入墨・敲、 
評議之通済 

越後無宿      
勘次事      

藤   助   
右之もの儀、無宿、茂助と馴合、伊勢参躰之ものえ、銭無心、申懸、承引不致候迚、

寺之内・片陰え連行、突倒し、此もの、致打擲、腰ニ附居候銭二貫文、無躰ニ奪ひ

取、両人ニて配分いたし、幷無宿・喜代蔵・所持之銭四百文、同様申合、無躰ニ奪

ひ取、是又、配分いたし、其外、町屋廓先ニ有之候銭壱貫五百文・売溜之銭弐百五

拾文、盗取、又ハ、町家廓先ニて、雪駄拾足程、盗取、銭八百文ニ売払、都合銭ニ

て三貫七百五拾文程盗取、不残、遣ひ捨候段、重々不届至極ニ付、獄門、 

                                                  
238 判例においては「申合」のほか「馴合」などの文言も共犯者間の意思疎通を示すと考

えられる（古類集拾壱〈六三〇〉天明七・無宿・久蔵、盗いたし候一件、新類集拾弐

〈三三〇〉文化元・小石川無宿・入墨金次郎初筆、盗いたし候一件など参照）が、本

件では「馴合」についての言及もないことから、行為者間の意思疎通はなかったもの

と考えられる。 
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此儀、途中ニて之小盗又は軽盗いたし候科も有之、且、伊勢参躰之もの幷無宿・

喜代蔵も、此もの、打擲いたし、一件之内、茂助は、打擲不致候得共、同類之儀

ニ付、御仕置軽重は、有御座間敷候間、是又、死罪可申付旨、被仰渡、可然もの

ニ御座候、然ル処、当正月十日、病死仕候旨、長谷川平蔵、申上候、 
評議之通済 239 

本件では、茂助と藤助が「馴合」の上犯行に及んでいるが、茂助は被害者たる「伊勢

参り躰之もの」を「寺之内・片陰え連行、突倒し」たまでであって、打擲したのは藤助

のみである。しかし評議では茂助も藤助の「同類之儀ニ付」同じ刑に処すべきであると

している。また、 

文政十二丑年御渡 
日光奉行伺 
一 日光一坊正範坊下男林蔵外壱人儀、人を殺盗いたし候一件 

日光一坊          
正範坊         

下 男       
林   蔵   

右之もの儀、主人正範坊、金子等貯有之候趣承リ居候ニ付、傍輩鉄五郎をも申勧、

可盗取と存、発言いたし候処、同人も兼て右存念有之候由ニて、被見咎候節は、半

七を鉄五郎切殺し、左京ハ不声立様取計、若逃出し候ハゝ切殺候様、鉄五郎申聞候

ニ同意いたし、同人より刀受取置候処、半七・左京とも鉄五郎殺害いたし候節、手

伝は不致候とも、正範坊居間え這入、納戸入口之襖戸、搔出し候ニて〆リ有之候を、

薪割ニて固辞放し立入、納戸ニ有之候衣類、幷〆リ無之銭箱ニ入有之候金銭、鉄五

郎一同盗取、配分いたし候始末、不届に付、死罪、 
此儀、盗発意之ものニて、尤其品ニ寄、半七・左京とも可及殺害由は、鉄五郎存

付ニて、且半七外壱人を切殺候も、鉄五郎壱人之仕業ニ候得共、最初より右次第

可及段申合、鉄五郎より刀請取置候儀ニ候上は、此もの手を下し候儀無之候共、

右ニ差別は無御座候間、人を殺盗いたし候もの之御定ニて、引廻之上、獄門、 
評議之通済、240 

なる例も見られる。本件の林蔵は盗のみ行い、人殺は他の共犯者たる鉄五郎が行った

のであるが、事前に場合によっては人殺をも行うべき旨申合せ、刀を受け取っていたと

いう事情から、御定書五十六条二項によって処断されている 241。 
                                                  
239 古類集拾弐（六九三）。 
240 天保類集四拾四（一二八〇）。 
241 なお本件は主人方での盗であり、また鉄五郎への科刑も明言されていないが、「右ニ
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以上から、同類全員がすべての実行行為に及ばずとも、犯行内容全体ついて共犯者間

で合意がなされ、各人が行為を分担することによって当該犯罪が遂行されていると見ら

れる場合には、その成立する罰条によって、同類全員を等しく処罰していたことが窺え

る。 
ところで、御定書中に頭取・同類の規定をもたない犯罪類型について両者を区別する

ときには、発言・同意の別に依る場合が多かったことは、前節において確認したところ

である。しかし一方で、仮令発言人とこれに対する同意者が明らかな場合であっても、

頭取なき同類として処罰される場合があった。 

寛政四子年十二月 
町奉行 

鳥居丹波守殿御差図            池田筑後守掛 
一 当時無宿福田周助かたり致し候一件 

当時無宿      
福田 周助   

右之者儀、元寺社方同心相勤候節追放ニ相成候神職之もの方江罷越、金銭ゆすり可

取旨、加地八郎申合、十手早縄を持、両人共寺社奉行家来与偽名前取拵、宿々無銭

之人足出さセ、右神職方ニ而ねだり取候金子八郎江配分遣、又者壱人立、出家を捕

六ヶ敷申懸金子かたり取候段、不届至極ニ付死罪、 
当時無宿      

加地 八郎   
右之者儀、武士方相勤候節、主人より預り置候看板類品々盗致し質物ニ入、代金遣

捨欠落致し、其上無宿福田周助申旨ニ同意致し、寺社奉行家来与偽名前取拵、宿々

無銭之人足出さセ、又者寺社方ニ而追放ニ相成候神職之者方江罷越、六ヶ敷申懸金

子かたり取配分いたし候始末、不届至極ニ付死罪、 
右御仕置附 

右周助儀者、寺社奉行家来与偽、壱人立又者加地八郎申合かたりいたし候間、御定

書ニ、重キ御役人之家来与偽かたり致し候もの死罪、与有之候ニ見合死罪与相伺申

候、右八郎儀者、奉公致し候、節主人より預置候看板類盗取質入いたし候不届者、

手元之盗ニ而入墨敲ニ相当候処、周助申旨ニ同意致し、かたり取候金子配分取候段、

全之同類ニ御座候、かたり致シ候同類之御定者無御座候得共、忍入之外見等致し候

ものも同類之所ハ同様之儀ニ而、八郎義も周助ニ同意致し候上者、手元之盗も御座

                                                  
差別は無御座候」とあることから、おそらく鉄五郎への科刑も林蔵と同じであったと

考えられる。 
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候得共重キ方江附死罪、242 

この一件では、福田周助が加地八郎へ犯行を提案し、これに加地八郎が同意している

が、両名とも死罪に処されている。なお、両名は、無宿とはいえ元は武家の家来であり、

苗字も許されているが、この点が評価に影響を及ぼしたとは考えにくい。かかる事情の

ない無宿や町人についても、同様の例がみられるからである。すなわち、 

寛政五丑年八月 
町奉行 

太田備中守殿御差図           池田筑後守掛 
一 無宿新太郎外弐人ゆすり致シ候一件 

当時無宿      
新 太 郎   

堀江町壱丁目     
五人組持店     

半六忰      
幸 次 郎   

当時無宿      
安 五 郎   

右之者共之内新太郎儀者、善太郎任相頼、怪敷品与乍心附切レ類品々売払遣、礼金

貰請遣捨、幸次郎儀者、右品々善太郎盗取候段同人ゟ承り候間、売先キ江参り金銭

ゆすり可取旨発言致し、新太郎安五郎茂同意致し、売先江罷越、彼是六ヶ敷申懸金

子ゆすり可取旨致し候始末、不届ニ付三人共入墨之上敲、 
右御仕置附 

右三人、申合候儀も御座候得共、兼而相巧候筋ニも無御座候間、当座之かたりニ御

座候処、いまた金子ゆすり取不申候、ゆすり不得候迚も御仕置ゆるみ申間敷、明和

四亥年土屋越前守町奉行之節伺之上申付候、当時無宿金次儀、本石町十軒店ニ而役

方之者ニ候哉、米弐俵車ニ積引通候間、不斗悪心出鳥目ゆすり取可申旨存、無躰ニ

行当、右車之輪ニ而足之甲を被引歩行難成旨申、右町内ゟ町人とも出会訳相尋候処、

右之通偽取拵申懸鳥目三百文呉候ハヽ駕籠ニ而可参旨申達、右之跡形も無之儀を取

拵、右車引本船町吉兵衛店清吉江申聞、鳥目ゆすり取可申与致し候段、不届之至ニ

付入墨之上敲門前払申付候、右之内新太郎儀者、最初怪敷品与乍心付売払遣候不埒

も御座候得共、重キ方之右例見合、三人とも入墨之上敲、243 

                                                  
242 「御仕置例撰述」初編十三（23）。 
243 「御仕置例撰述」初編十三（32）。 
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なる例でも、発言人と同意者とが明確に区別されているにもかかわらず、三人とも同

刑とされている。上に紹介した二件はそれぞれかたり、ゆすりについてのものである 244

が、かかる処罰は盗 245においても見られる。 
発言・同意の別が明瞭である上記のごとき例が頭取なき同類に分類されるのであれば、

頭取・同類を区別するか否かの基準は、この発言・同意の区別が可能かという点には求

められなかったということになろう。然りとすれば、その基準はどこに求められたか。 
まず考えられるのは、同意の性質による区別である。判例には、発言人による他者の

勧誘の態様が強引であった場合に、同意者の刑を減軽し得る旨を示したものがある。 

文化元子年御渡 
火附盗賊改 

戸川大学伺 
一 武州幸手宿之内荒宿・留吉初筆、盗いたし候一件、 

〔中略〕 
同 宿         

百 姓        
善左衛門忰     

音   八   
右之もの儀、正福寺え盗ニ入可申旨、留吉、申聞候迚、鉄五郎倶々、同意いたし、

鉄五郎儀は、立帰、入口〆り等、明ケ置候様、申合、則、留吉同道いたし、罷越候

処、申合之通、右寺門、明キ有之候ニ付、立入、台所脇・湯殿入口戸、建寄有之候

間、明ケ、又は物置所壁破え建懸有之戸を取退ケ、這入、味噌・麥等盗取、売払、

配分可致と、預ケ置候段、不届ニ付、死罪、 
此儀、盗之儀、留吉より押て申勧又は被申威、無余儀、同意いたし候にも無之候

間、発言之ものニ同意いたし候迚、差別は有之間敷候ニ付、前書、留吉同様、伺

之通、死罪、 
評議之通済、246 

上記の評議から考えれば、頭取・同類に区別されるのは同類の同意が任意性を欠くと

きであり、頭取なき同類とされるのは当該同意に任意性が認められる場合であるという

ことになろう。 
前節で明らかにしたように、頭取は当該共犯集団の中核にあって、他の共犯者が犯行

                                                  
244 本件のほか、古類集九（五二一）享和二・無宿・左七、かたり事いたし候一件など。 
245 古類集拾壱（六〇七）天明五・途中ニて相果候旅人・懐中之金子、奪取候無宿・利八

一件、天保類集弐拾七（五八三）天保九・相州大矢部村文右衛門外壱人、盗いたし候

一件。 
246 新類集拾壱（二八三）。 
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に及ぶための環境・条件を整えた者であった。発言人による勧誘が強引であり、同意の

任意性が疑問視される場合は、まさに当該発意者によって共犯集団が形成・維持されて

いると言えよう。したがって、かかる場合には特に発意者を頭取として重く処罰したも

のと考えられる。 
しかし一方で、かかる判断基準には疑問も残る。第一に頭取・同類に区別される場合

すべてに任意性がないという事は考えにくい。強訴徒党などでは、頭取らの「申威」に

よって当該犯罪に参加した場合も見受けられる一方、然らざる場合も同様に存在し、合

意の任意性が影響を及ぼさないことは、前節において既に明らかにした。また、享和元・

甲州若神子村・百姓・佐兵衛下男・彦兵衛、盗いたし候一件 247でも、「盗可致段、要次

郎・梅次郎申勧、同道於不致ハ存寄有之旨、申聞、相断候ハヽ、気荒之もの共ニ付、如

何之儀、可致哉も難計候迚」同意した者について、その同意の態様を考慮することなく

処罰している。 
また、頭取・同類の規定ある場合には、必ず頭取が挙げられるものではないにせよ、

なんらかの形で頭取が挙げられることが通例であることも考えなくてはならない。犯罪

類型によって同意の任意性に一般的な強弱の傾向があるとは、やはり考えにくいのであ

る。 
以上の点に鑑みれば、同意の任意性のみによって、頭取・同類を区別するか否かを判

断していたとは思われない。 
次に考えられるのは、共犯者の人数の多少を基準とする区別である。前節に掲げた寛

政六・南鞘町権次郎盗いたし候一件では、頭取の存在を認定するべき場合として「大勢

申合」との条件を付けている。すなわち、共犯関係にある人数の多少によって、頭取・

同類の区別をするか否かが決定され得るのである。 
事実、前節において見たとおり、頭取・同類の規定を置かれた犯罪は、集団で行われ

る場合が多い。これに対して、頭取なき同類は、多くが二、三人によってなされている。

集団の規模が大きくなれば、これを統率する者が必要とされ、また実際にそのような者

が現れることは想像に難くない。かかる者は結果的に共犯集団を維持し、また当該集団

が犯行に臨む環境・条件を整えたことになり、頭取と評価される要件を備えている。 
さらに、これも前節に述べたが、徳川幕府刑法においては、そもそも徒党を組むこと

自体が犯罪であった。然りとすれば、共犯者が少数である場合と、ある程度多人数であ

る場合とでは、当該集団の形成者の刑責も変動することが考えられる。 
以上のことを考えれば、人数の多少という極めて単純なことが、頭取・同類の区別を

するか否かの分水嶺となることにも、十分な理由があると言えよう。 
尤も、この基準さえも、それのみによって十全に頭取・同類を区別するか否かを決定

し得るものではなかったと思われる。押込盗や狼藉については、なお少人数による犯行

                                                  
247 古類集拾弐（七六〇）。 
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について頭取・同類を区別する事例が散見され 248、必ずしも少人数による犯行が頭取な

き同類として処理されたわけではない。 
思うに、頭取・同類を区別するか否かは、上に掲げた同意の任意性や、共犯者の人数

を考慮し、総合的に判断されたと考えるべきである。 
前節に掲げた寛政十二・神田無宿ほうかふり忠事当時無宿入墨忠次一件では、「右者発

頭之者無之ニ而者難成所業ニ候処」なる文言がみられる。また、天保五・西紺屋町無宿

入墨春行外壱人博奕其外悪事いたし候一件 249にも「発頭之もの無之候而は難成所業」と

もある。これらの文言は、頭取・同類の区別をすべきか否かを、当該犯罪の具体的態様

から、評定所が判断していたことを示している。 
畢竟、頭取・同類を区別するか否かは、当該犯罪の態様が頭取を必要とするものであ

ったかという、循環論法的な基準に帰着したものと推測される。しかしながら、その判

断を行うに際しては、同意の任意性や共犯者の人数の多少が一定の役割を果していたと

考えられる。これらの考慮要素は、他の共犯者へ及ぼす影響力の大きさが問題となると

いう点において、頭取・同類類型における考慮要素と軌を一にするものと言えよう。し

たがって頭取なき同類は、石塚氏の述べるような、頭取・同類類型と矛盾するものでは

なく、同一の理論によって基礎づけられる、単なる場合分けに過ぎないのである。 

第三款 同類の一部が実行行為以外の加功をなした場合 

前款では、同類全員が実行行為を共同した場合について論じてきた。その一方で、当

該共犯類型に属すると思われる事例には、同類のうち一部が実行行為に及ばなかった場

合も見られる。 

寛政六寅年八月 
松平伊豆守殿御差図           脇坂淡路守掛 

一 三州河部村百姓七郎左衛門を打殺候同国萩村曹桂寺看主仏先一件 
辻岡太郎御代官所      

三州宝飯郡萩村      
曹洞宗         

曹桂寺        
看主       

仏   先   
右之もの儀、大鏡申合、三州宝飯郡妙見村少林寺境内土蔵戸口入り無之戸を明這入、

衣類脇差打敷錠等盗取、其上同国河部村百姓七郎左衛門金子所持いたし居候間、打

                                                  
248 「刑例抜萃」第弐巻五一号、「御仕置例撰述」初編五（18）など。 
249 天保類集弐拾八（六〇一）。 
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殺可奪取旨、大鏡申出候ニ同意いたし、止宿いたさせ、七郎左衛門を大鏡打殺、懐

中より取出し候金子之内配分請、酒食遊興ニ遣捨候段不届至極ニ付、引廻し之上獄

門、 
右御仕置附 

右、御定書ニ人を殺し盗いたし候もの引廻之上獄門と有之、七郎左衛門を及殺害候

者大鏡ニ候得とも、可打殺旨申合止宿為致、殊ニ金子配分請候上者御仕置弛ミ候儀

者有之間敷候ニ付、御定之通引廻之上獄門 250 

上記の例において仏先なる者は、七郎左衛門が被害者となった後段の犯行については、

人殺や盗の実行行為には携っておらず、単に実行者である大鏡の「申出候ニ同意いたし、

止宿いたさせ」、大鏡の盗んだ「金子之内配分請」たのみである。しかし、御仕置附では

それらの行為を以て「御仕置弛ミ候儀は有之間敷」として、御定書の該当罰条によって

処断している。また、以下のごとき例も挙げられる。 

寛政十午年御渡 
火附盗賊改 

池田雅次郎伺 
一 無宿・妙真儀、無宿・清吉、附火いたし候同類ニ相成候一件 

越後無宿       
妙   真   

右之もの儀、無宿・清吉、勧候迚、同意いたし、百姓・彦四郎宅、物置所軒下ニ積 

有之候松葉え、清吉、火拵いたし附火いたし候砌、筵を持、陰ニいたし、附火為致、

燃立候ニ付、盗可致と、彦四郎宅え、清吉倶々這入候処、同人、被捕押候様子を見

受、逃去候段、不届ニ付、死罪、 
此儀、吟味書之趣ニては、附火いたし、騒之紛れ、盗可致旨、無宿・清吉、申勧

候ニ、同意いたし、宿根村新田・百姓・彦四郎・物置軒下ニ有之松葉え、清吉、

附火いたし候節、同人差図ニ任セ、此ものハ、筵を持、陰ニいたし罷在候同類ニ

御座候、天明四辰年、桑原伊予守、御勘定奉行之節、手限伺之上、御仕置申付候、

無宿和吉儀、盗賊之同類ニ相成、配分等取、人殺之手伝いたし候不届も御座候得

共、附火いたし、盗可致旨、道心者・新蔵両人と申合、嘉兵衛居宅前え、三人一

同参、新蔵同心者両人ニて附火いたし候節、一同罷在候迄ニ候得共、存命ニ候ハヽ、

町中引廻し之上・火罪、可申付ものニ候段、申渡候例ニ見合、町中引廻し之上・

火罪申付、五ヶ所え科書捨札、為建之、 

                                                  
250 「御仕置例撰述」初編十一（6）。 
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評議之通済 251 

本件では、「一同罷在候迄ニ候」者についての判例を引き、附火に際して「筵を持、陰

ニいたし」た者を火罪に処している。本件における実行行為者への科刑については記さ

れていないが、火罪が本来は、御定書七十条一項「火を附候もの」、および同条二項但書

「頼候もの」にのみ適用される刑であることを考えれば、本件の妙真および判例中の和

吉が実行行為者と同様に処罰されたと考えて間違いないであろう。 
これらの例は、同類の行為に実行行為性が全くないという点において、前款において

参照した諸例とは一線を画す。また発言などの特筆すべき役割も確認できない。そのた

め、これらが頭取なき同類に分類されることは、一見奇異にも感じられる。 
しかし、このような処罰は前款の諸例と比べて、全く異質なものというわけではない。 

天明五巳年御渡 
山田奉行伺 
一 途中ニて相果候旅人・懐中之金子、奪取候無宿・利八一件、 

無宿          
駕籠舁        

利   八   
外 壱 人   

右之もの共儀、越後柏崎町・岸本弥八郎より、山田一ノ木町・笠井右近家来・西尾

左次右衛門方え差越候、飛脚・村田與左右衛門・乗候駕籠を、松坂之内・塚本ニて、

継替、途中ニおゐて、與左右衛門、相果候処、同類申合、懐中之金子奪取、配分い

たし候段、不届ニ付、死罪、 
此儀、差当り、相当之例、相見不申候得共、相果候旅人・懐中之金子、奪取候は、

片輪もの所持之品を盗取候ニ准し可申哉ニ付、片輪もの所持之品を盗取候もの、

死罪、之御定ニ見合、伺之通、死罪、 
評議之通済 

無宿          
藤   八   

右之者儀、利八・十助、任申、同意いたし、途中ニおゐて相果候旅人・懐中之金子、

奪取、配分いたし候段、不届ニ付、死罪、 
此儀、前書、利八外壱人、任申ニ、同意いたし候は、全之同類ニ御座候間、伺之

通、死罪、 

                                                  
251 古類集八（四三四）。 
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評議之通済 252 

この一件は、盗の実行行為を共同した者についての判例であるが、このうち藤八につ

いての評議では、同類と認定するにあたり、犯行について同意した点が重視されている。 
尤も、上記一件は実行行為の共同を前提とした評価であって、一概に同意が最も重視

されたものであるとは言いきれない。しかし、実行行為以外の方法によって加功した場

合でも、「忍入之盗人と申合、罷越候は、全、同類」253や「途中之盗可致ため〔中略〕申

合候は、同類ニ有之」254など、同類として認定する際に、申合などの意思の疎通を重視

する例は散見される。さらには「固辞明這入候節、申合・参候もの共は、其節之働ニ不

拘、死罪と相伺来り」255なる文言も見られる。 
石塚氏は「共謀の上多少とも積極的な行動（たとえば実行者と同行するなど）をとれ

ば共同正犯とみとめられたのではないか」256と分析しているが、以上の点から考えれば、

このような分析は一見正しいようにも思われる。そしてこのような理解を前提とすれば、

頭取なき同類の認定にあたって、実行行為の有無や加功態様の如何は問題とされなかっ

たと考えるのが自然である。 
しかし実際の判例を見る限り、上のごとき例は、附火と盗に限って見られるものであ

る。その他の犯罪類型では、実行行為でなくとも当該犯行に必要不可欠と考えられる加

功をなした者が、かかる認定を受けている。たとえば、 

文化十酉年御渡 
大坂町奉行伺 
一 天満船大工町・藤吉、巧事いたし候一件、 

天満船大工町       
松本屋隆敬支配借屋   

和泉屋太兵衛同居弟  
唯七事       

藤   吉   
当時無宿        

七兵衛事      
恒 三 郎   

右之もの共儀、知ル人之名前ニて銀子可借入と申合、相巧、恒三郎儀、卯八を欺、

                                                  
252 古類集拾壱（六〇七）。 
253 古類集拾弐（七五二）天明七・板橋無宿・三之助坊主、盗いたし候一件。 
254 古類集弐拾六（二〇四三）寛政十・無宿・久八、入墨御仕置ニ相成候後、途中之盗い

たし候一件。 
255 後掲古類集拾弐（七五三）天明八・無宿・伊三郎、盗いたし候一件、 
256 石塚前掲「共犯（二）」pp.197-198。 
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印形写取、謀判を拵、藤吉より、世話人・連判人等をも偽、かたり事を以、銀主え

及応対、謀書・謀判之証文ニて銀子掠取候段、重々不届至極ニ付、両人共、存命ニ

候得は、大坂三郷町中引廻し之上・獄門、 
此儀、謀書取拵候ものは、恒三郎ニ候得共、最初より巧之儀、申合候上は、藤吉

も同様之趣意ニ付、謀書又は謀判いたし候もの、引廻し之上・獄門、と有之御定

ニ見合、伺之通、両人共、存命ニ候ハヽ、大坂三郷町中引廻し之上・獄門、 
評議之通済 257 

なる一件では、藤吉について「最初より巧之儀、申合候」という点を評価して、謀判

をなした恒三郎と同様であると評議されている 258。しかし認定事実によれば、藤吉も

「世話人・連判人等をも偽」という点で加功している。 
ところで先行研究によれば、謀書謀判が犯罪として成立するためには、当該行為が「欲

心をもって」すなわちなんらかの利得を目的としてなされたものであることが要件とさ

れる 259が、かかる目的を達するためには、形式的な実行行為である謀書・謀判そのもの

以外にも、様々な形での加功が考えられる。それらの加功は、場合によっては実行行為

と同様、当該犯行に不可欠な要素となり得る。然りとすれば、そのような加功をなした

者をも、同類として実行行為者同様に処罰することはあり得るであろう 260。 
本件における藤吉による加功も、単に謀判の作成のみではなし得ない「謀書・謀判ニ

て銀子掠取」という行為に深く関与するものであったから、恒三郎と同様に処断するこ

とが適当であると判断されたものと考えられる。また、 

文政七甲年十二月廿七日 
松平和泉守殿御差図 

石川主水正掛 
                                                  
257 新類集八（一九四）。 
258 なお本件事例について石塚氏は、申合に関する部分のみを引用して「共謀による共同

正犯」について「はっきり肯定の立場をとっている」事例と評している（石塚前掲

「共犯（二）」p.196）が、本文で述べるとおり藤吉の具体的な行為にも目を向けるべ

きであろう。 
259 石塚英夫「徳川幕府刑法における謀書謀判」（『法政研究』45 巻 3・4 合併号所収、九

州大学法政学会 1979 年）pp.368-369、同 p.373。 
260 なおこの点については、謀書謀判の共犯ではなくかたりの共犯にあたるのではないか

との批判が考えられる。徳川幕府刑法における犯罪の競合に対する処理の基本は吸収

主義であった（平松義郎「徳川幕府刑法における犯罪の競合」〈『国家学会雑誌』69 巻

1・2 合併号、国家学会事務所 1955 年〉参照）から、謀書謀判によってかたりをなし

たる場合には刑のより重い謀書謀判によって処断された。共犯についても、本件のよ

うに最初から、すなわち謀書謀判の段階から共謀していた場合には、当該加功がかた

りにのみ寄与するものであったとしても、謀書謀判によって裁かれていたものと考え

られる。いずれにせよ本件では、藤吉も謀書の部分に関わっていると考えられるた

め、謀書謀判の同類として処罰されたものと考えて差し支えない。 
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船橋           
九日市村        

無宿        
権   蔵   

外壱人   
右之者共儀密通之上夫婦之契約いたし其上養育料可貪取と下総国当代嶋村市郎兵衛外

壱人を相欺無宿之身分押隠しきさ儀出産後乳も相応に出候抔申偽金壱両三分相添右市

郎兵衛小児権次郎を貰請追而育差支候迚両人申合権次郎を同国平田村地内江背負参り

同人口中江権蔵儀食物を押入咽ヲ押殺害いたし死骸を捨置逃去候始末不届至極に付両

人共引廻之上磔 261 

なる一件では、人殺の実行行為者である権蔵と、実行行為以外の加功をなした者であ

るきさとが等しく処罰されているが、これはきさがいなければ小児である権次郎を貰い

受けることが叶わなかったためであると考えられる。本文中には市郎兵衛外壱人を欺く

ために「出産後乳も相応に出候抔申偽」とあることから、少なくとも貰い受けた時点で

権次郎は乳児であったと考えられる。然りとすれば養母たるきさの存在は不可欠であっ

たはずであり、結果的に本件犯行もきさがいなければ不可能であったということになる

であろう。したがって、きさに対する科刑は、実行行為者たる権蔵と等しくあるべきと

評価されたものと考えられる 262。 
このように、附火・盗以外の犯罪類型においては、実行行為以外の加功をなした者で

あっても、その加功が本件犯行に必要不可欠な役割であると認められる場合には、同類

として実行行為者と同刑に処されるのである。 
然りとすれば、附火・盗においては何故、行為の態様を問わない同類の認定が行われ

たのか。この点を考えるに際して、附火についてかかる認定を行った例が、盗を目的と

した犯行であることを指摘しておきたい。先に掲げた寛政十・無宿・妙真儀、無宿・清

吉、附火いたし候同類ニ相成候一件は、盗について同意したうえでのことであったし、

文化元・無宿・藤左衛門初筆、附火いたし候一件 263にも「約諾之通、藤左衛門、附火い

たし候故之儀と乍存、右出火ニよって盗いたし候は、おのつから、藤左衛門同意之所業

に相成火を附候もの、之御定ニも准し可申科ニて、重之不届ニ御座候」なる文言がみら

                                                  
261 『徳川時代裁判事例続刑事之部〔司法資料第 273 号〕』（司法省調査部 1942 年）

pp501-502、取財を図り人ノ子を乞養して殺害せし者。なお石塚氏は本事例を評釈し

て、「全体として共謀共同の関係にあ」るとしたが、本文に示した理由から、実行行為

以外の加功をなした者に、より重要な役割があったと考えるべきであろう。 
262 なお、詳しくは次節において述べるが、通常の人殺に対する科刑は下手人である。本

件は、「養育料可貪取」という目的が先行しているためこのような処分となっている点

に注意を要する。 
263 新類集七（一八一）。 
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れる。管見の限り、盗以外の目的による放火で実行行為以外の加功をなした者の刑責に

ふれた例は見られないため、比較による実証は困難である 264が、これらの例や、次款に

おいて述べる盗の特殊性に鑑みれば、盗を中心とした犯罪の場合には、共犯者の行為態

様を問わず同類としたと考えることには、一定の説得力があるように思われる。 

第四款 盗における頭取なき同類の特殊性 

前款に少し述べたとおり、盗における頭取なき同類の認定は、他の犯罪類型における

それよりも広い範囲に認められたように見受けられる。本款においては、かかる特殊な

取扱いが生じる理由を探ると共に、その取扱いの下限、すなわち盗において頭取なき同

類が認められず、これより刑を減軽される場合についても検討する。 

第一項 天明八年の評議の意義 

盗における共犯処罰は、先行研究でも注目されている。すなわち石塚氏は、共同正犯

的処分方式中第三の類型を「共謀の上一人が実行し、他はその幇助をなしたるばあい。」

として、その典型的な例として「盗之外見」に関する天明八年の評議を挙げている。尤

も同氏は、盗之外見以外の犯罪類型でも「同様の法理が認められていたように考えてい

る」265のであるが、その根拠としているのは前款に掲げた寛政十・無宿・久八、入墨御

仕置ニ相成候後、途中之盗いたし候一件と、寛政十・無宿・妙真儀、無宿・清吉、附火

いたし候同類ニ相成候一件であるから、やはり盗を中心とした犯罪においてかかる取扱

いがなされたと考えるべきであろう。 
さて、石塚氏が挙げた天明八年の評議を、ここで改めて確認しておきたい。 

天明八申年御渡 
大坂城代伺 
一 盗賊外見之儀ニ付評議、 

去月廿日、御渡被成候、堀川相模守・書面、一覧仕候処、忍入盗いたし候もの死罪、

之御定ニ有之、右盗賊と申合、忍入之外見いたし候もの、同類ニ付、死罪と相心得

罷在候処、大坂町奉行所・先例、区々ニ相見、総て、外見之ものは、内え入候もの

より、一等軽申付来候由ニて、先般、松平石見守差出候、忍入盗賊・伺書、外見之

もの御座候ニ付、相伺候処、右外見・無宿・政次郎儀、死罪之御差図ニ付、以来は、

戸明有之内え入候・盗賊之外見之ものも、一同申合、盗いたし候もの、共ニ同罪ニ、

                                                  
264 なおこの点、「刑例抜萃」第壱巻一〇号、享和元・附火致候手伝呉候様申聞候ニ付、

同道罷越、手伝不致見受罷在候ものは、盗とは関係なく附火の現場へ同道した長七

を、五十日手鎖に処している。しかし長七は「火拵致し候節」を見ていたのみで、「目

間見合逃帰候」とあるから、上に掲げる実行行為以外の加功をなした者と単純な比較

はできない。 
265 石塚前掲「共犯（三・完）」p.20。 
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御定書ニ御座候通、入墨之上・重敲可申付哉と、奉存候由、尤、右類之盗物、持運

等仕候もの科附ハ、振候儀も無御座候得共、右申上候趣は、先例仕来とは乍申、此

度之御差図ニ准し、相改可申と奉存、猶又、彼地・町奉行えも相尋候処、前書、政

次郎御下知之趣ニ准し、戸明候内え入候・盗人之外見いたし候もの科附、改候ても、

外ニ、差支候筋も無御座候旨、申聞候、依之、先例も御座候儀、相改候事ニ付、此

段、奉伺候段、申上候、 
此儀、先達て、無宿・政次郎・評議書ニ申上候通、盗之儀申合、人家え参、〆り

有之所を固辞明、這入候節、同類之内、最初より外見いたし、又ハ雑物持運候も

のハ、たとへ、家蔵え不忍入候とも、無差別、死罪ニて可然奉存、則、右政次郎

も、其通、相済候上は、右ニ准し、戸明有之内え這入候・盗賊は、死刑ニは無御

座候得共、是以、最初より盗之儀申合、同類之内にて、外見いたし候ものハ、外

之趣意無之候ハヽ、内え這入候ものと、無差別、同罪ニて、可然哉ニ奉存候、 
申十二月 

評議之通済 266 

この評議のもととなった「無宿・政次郎」についての一件は、以下のとおりである。 

天明八申年御渡 
大坂町奉行 

松平石見守伺 
一 無宿・伊三郎、盗いたし候一件、 

無宿       
政 次 郎   

右之もの儀、伊三郎、盗仕候節、片陰ニ忍ひ、往来ニ心を付罷在、同人、盗取相渡

候品々、請取、持退候段、不届ニ御座候間、敲之上・軽追放 
此儀、御定書ニ、家蔵え忍入候盗人ニ被頼、盗物持運、配分取候もの、敲之上・

軽追放、但、配分不取候ハヽ、敲之上・所払、と有之、右は、盗之儀は不申合、

盗賊、家蔵え忍入、雑物持出し候上ニて、持運之儀を、被相頼候ものえ、可引当

御定ニ御座候哉、尤、科條類典、相糺候処、右元例ハ無之、評議之上、相極り候

趣ニ御座候、都て、人家え参り、〆り有之所を、固辞明這入候節、申合・参候も

の共は、其節之働ニ不拘、死罪、と相伺来り、今般之政次郎、去ル巳年、評議ニ

御下ケ被成候、佐渡奉行・相伺候、佐州辰巳村ニて捕候無宿・専次郎一件之内、

同国瀧脇村・伊七事・伊兵衛儀、専次郎と両人、青柳村・市十郎方え罷越、門口

懸鉄を外し、専次郎、内え入、品々盗取、此ものハ、門口ニ罷在、内え這入不申

候得共、申合・罷越・盗物配分取候ものニ付、専次郎と趣意ハ同様之ものニ御座

                                                  
266 古類集三（一六〇）。 
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候間、伺之通、死罪と申上、其通、相済候例も有之、盗物配分は不致内、被捕候

得共、吟味書之趣ニては、猶予有之候得は、配分も可致趣意と相聞、然上は、配

分不取候とも、差別は有御座間敷、伊三郎申合、盗ニ参り、片陰ニ忍罷在、往来

ニ心を付、罷在候上は、忍入之同類ニ無相違、且、松平石見守、差出候、両例と

も、相当ニ御座候得共、御定ニ寄、評議仕候ては、前書之通ニて可有御座哉ニ付、

堀田相模守見込之通、石見守伺之通ニてハ、相当仕間敷、依之、死罪、 
評議之通済 267 

本件評議の中では「都て、人家え参り、〆り有之所を、固辞明這入候節、申合・参候

もの共は、其節之働ニ不拘、死罪、と相伺来り」と記され、これに相当する判例も参照

されている。このことから、少なくとも評定所の中では、この評議がなされた時期、既

にかかる法理が定着しており、本評議の内容は、大坂町奉行所の判例が区々であったの

を統一したに過ぎないものと思われる 268。 
尤も、他の犯罪類型における同類が、実行行為以外の加功の中でも重要度の高い行為

に及んだ者について認定されているのに対し、盗においては行為態様の如何を問題とし

ない旨明記していること、また実際に外見や雑物持運といった、必ずしも必要不可欠と

は言えない加功態様について、一般に同類とすることを示したという点において、本件

評議が重要な意味をもつことには変わりない。 
なお、本件評議によって確認されたかかる法理は、本件において問題となっている「忍

入之盗」のほか、「戸明之盗」269や「戸建寄有之盗」270においても見られ、盗の態様を

問わず広く認められていたことが分かる 271。また、外見以外の行為態様について、以下

の例が挙げられる。 

明和九辰年御渡 
大坂城代伺 
一 入墨重敲ニ成候上、盗物と乍存、貰受又は預り置候もの、御仕置之儀ニ付評議 

去月十九日、御渡被成候、久世出雲守書面、一覧仕候処、盗賊引合之もの御仕置之

                                                  
267 古類集拾弐（七五三）。 
268 この点石塚氏は、「天明八年までは判例の態度は統一されていない」としているが、

大坂町奉行所に限るならばともかく、徳川幕府刑法全体についての理解としては不十

分である。 
269 天明八年以前のものとして前掲『百箇条調書』巻四十六 pp.3124-3126、明和七・松

田彦兵衛相伺置候無宿蓮長初筆御仕置伺書之内、下総無宿清左エ門。以降のものとし

て、古類集拾弐（七五九）、続類集拾弐（三八〇）文化十二・肥後国天草郡ニ罷在候流

人甚吉盗いたし候一件など。 
270 一例として、「刑例抜萃」第四巻一四九号享和三・麻布永坂町儀右衛門店勘五郎方ニ

居候市兵衛一件。 
271 なお、「忍入之盗」「戸明之盗」「戸建寄有之盗」など、盗の態様の違いについては、

平松前掲「徳川幕府刑法に於ける窃盗罪（一～三・完）」参照。 
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内、無宿・越前之六兵衛・戎之忠兵衛・堺之忠兵衛と申もの共、先達て、〆り無之

所え入、盗仕候ニ付、入墨・重敲申付候ものニ御座候処、右越前之六兵衛・戎之忠

兵衛儀、盗物と乍存、盗物預り置候ニ付、軽追放可申付哉之旨、彼地町奉行、相伺

候、入墨ニ成候上、又候盗いたし候もの死罪、外之悪事いたし候もの重敲、之御定

ニ御座候、入墨敲・入墨重敲之再犯も同様、相心得可申哉、右越前之六兵衛・戎之

忠兵衛・堺之忠兵衛儀ハ、外之悪事と申ニも無御座、盗ニ携、再犯同前之ものニ御

座候間、死罪ニは有御座間敷哉、併、全之盗いたし候よりハ、品も軽可有御座哉、

御仕置治定難仕、以来、為心得、相伺候旨、申上候、 
此儀、御定書ニ、入墨ニ成候上、又候盗いたし候もの死罪、外之悪事いたし候も

の重キ敲、と有之候間、入墨敲・入墨重敲之再犯も同様、相心得可申旨、被仰渡、

可然哉ニ奉存候、 
一、越前之六兵衛・戎之忠兵衛儀、先達て、〆り無之所え入、盗いたし、入墨重敲、

相成候処、盗物と乍存、分ケ口貰請候と有之、分ケ口取候もの、盗人之同類ニて、

外之悪事ニては無御座候間、入墨ニ成候上、又候盗いたし候もの之御定え引当、

死罪可申付旨、被仰渡、可然哉ニ奉存候 
一、堺之忠兵衛も、前書、両人同様之不届ニて、先達て、入墨重敲ニ相成候処、盗

物と乍存、盗物預り置候と有之、盗物と乍存、預り候もの敲、と有之、軽キ盗い

たし候もの同様之御定ニて、外之悪事ニは有御座間敷候間、是又、同様之御定ニ

て、死罪可申付旨、被仰渡、可然哉ニ奉存候、 
辰六月 

評議之通済 272 

本件は天明八年以前のものであり、また累犯に関する評議であるため、これまでの例

とは罪質において多少異なるところがあるが、盗の同類についての評議であることは変

わりない。そして本件で注目すべきは、堺之忠兵衛なる者である。この者は「盗物と乍

存、盗物預り置候と有之」という、盗に際しての行為ではない、いわば贓物罪にあたる

行為に及んだ者であるが、そのほかの者らと「同様之不届」であるとして、同刑に処さ

れている。この一例からは、盗の現場での加功に止まらず、事後的な加功をも等しく処

断するという、幕府の姿勢が看取される 273。 

第二項 盗における頭取なき同類の処罰根拠 
ところで、石塚氏は、外見・雑物持運が同類とされる理由について、前述した徳川幕

府刑法の不完全さに由来するとの理解とは区別し、「自分自身の利益を追求する意思に

                                                  
272 古類集四（一八九）。 
273 尤も、本件のごとき取扱いは天明八年以降確認できない。天明八年の評議には、同類

として扱われる範囲を確定したという意義もあると言えよう。なお事後的な加功につ

いては、本款第三項に詳述する。 
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発して、実行者を利用し、自己の犯意を遂げたにほかならぬから、実質的には実行者と

かわりなきものとされた」274ために生じたものであると説明している。すなわち同氏は、

この法理が「主観主義的色彩の濃いもの」であり、頭取・同類に区別する共犯類型と、

その根幹において共通していると理解しているのである。 
しかし、このような法理が判例によって認められていたのであれば、石塚氏が指摘す

る、御定書の条文の不完全さに由来する客観主義的な共同正犯的処分方式というものは、

そもそも存在し得ないように思われる。同氏の挙げる共同正犯的処分方式の認められる

判例には、御定書に共犯の規定を置かない犯罪類型についてのものが多く存在する。そ

れらの犯罪における共同正犯的処分方式が、如何なる理由によって客観主義的な方式と

主観主義的な方式とに分かれるのかを明らかにしない以上、石塚氏の理論は説得力をも

たない。 
また実際の例を見ても、行為者が「自己の犯意を遂げた」と解し得るような記述は見

当たらない。仮に共謀を以てこの点を認めるのであれば、頭取・同類に区別する共犯類

型においてなぜ両者の科刑に差が生じるのかという問題が生じるであろう。 
さらに本稿では、先に述べたとおり、このような法理が盗と盗を目的とした附火につ

いてのみ見られるものであることを明らかにしたが、それゆえ、石塚氏の理解を前提と

すれば、何故かかる犯罪類型についてのみこのような法理が認められるのかという疑問

が生じる。 
以上の石塚氏の理論への疑問と、本稿におけるここまでの成果を踏まえれば、かかる

法理が認められる理由は、盗という犯罪の特性と関連することが考えられる。 
この点につき、まず御定書における盗の共犯についての特性が挙げられる。御定書五

十六条「盗人御仕置之事」を見ると、手伝や荷担のごとき、単独正犯に科すより軽い刑

に処される「従犯」的類型がそもそも規定されていないことに気付く。また具体的な事

例を見ても、これらの語はほとんど見られない。 
然して、同条に規定された「従犯」的共犯類型は手引のみである。しかしこの規定に

もまた、盗にのみ見られる特性がある。 

                                                  
274 石塚前掲「共犯（三・完）」p.17。なお同氏のかかる説明には、現行刑法との関連が

みられる。すなわちこの文言からは、いわゆる「練馬事件」（最高裁昭和 33 年 5 月 28
日大法廷判決、刑集 12 巻 8 号 p.1718）の判旨「共謀共同正犯が成立するには、二人以

上の者が、特定の犯罪を行うために、共同意思の下に一体となって互に他人の行為を

利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行し

た事実が認められなければならない。〔中略〕直接実行行為に関与しない者でも、他人

の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったと言う意味において、その間刑責の成

立に差異を生ずると解すべき理由はない。」との文言を想起することができるのであ

る。石塚氏の論文はこの判決の翌年から連載を開始しており、現在に至るまで共謀共

同正犯に関する重要判例として取り上げられる当該判決が、同氏に影響を与えた可能

性は否定できない。 
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四十八 密通御仕置之事 
〔二項〕 

同〔従前々之例〕 
一 密通之男                       死   罪 
〔六項〕 

追加 
寛保三年極 

一 夫有之女江密通之手引致候もの             中 追 放 
〔九項〕 

追加 
寛保元年極 

一 主人之妻と密通いたし候もの  
男ハ 引廻之上 獄   門  

〔十項〕 
従前々之例 

一 主人之妻江密通之手引いたし候もの           死   罪 
〔十八項〕 

寛保元年極 
一 主人之娘と密通いたし候もの              中 追 放 

但、娘ハ手鎖かけ、親元江引渡 
〔十九項〕 

寛保元年極 
一 主人之娘江密通之手引いたし候もの           所   払 

五十六 盗人御仕置之事 
〔六項〕 
享保五年極 

一 家内江忍入、或ハ土蔵抔破り候類 
金高雑物之不依多少  死   罪 

〔七項〕 
従前々之例 

一 盗人之手引いたし候もの                死   罪 
〔十一項〕 

享保五年 
寛保元年極 

一 手元ニ有之品を与風盗取候類 
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金子ハ拾両より以上、 
雑物ハ代金ニ積、拾両位より以上ハ   死   罪 
金子ハ拾両より以下、 
雑物ハ代金ニ積、拾両位より以下ハ   入 墨 敲 

七十一 人殺幷疵附等御仕置之事 
〔二十五項〕 

従前々之例 
一 人を殺候もの                     下 手 人 
〔二十六項〕 

寛保二年極 
一 人殺之手引いたし候もの                遠   嶋 

但、殺候当人致欠落、不出におゐてハ、下手人 275 

以上は、御定書中の手引規定と、その正犯との規定を並べたものである。ここから、

他の共犯類型においては実行行為者に比べて刑が減軽されている当該共犯類型が、盗に

ついてのみ、「忍入之盗」または十両以上の盗の正犯と同様、死罪と規定されていること

が分かる。したがって、盗の手引は、他の共犯類型におけるそれとは異なり、実際には

従犯としての取扱いを受けなかったと言えよう。 
このように、盗における手引が死罪となる理由について、石塚氏は、御定書制定の際

に参照された元例が、「忍入之盗」の共同正犯と同一であるとみられるような事例であっ

たためとしているが、そもそもなぜそのような事例を元例としたのかという疑問が残る。

むしろ、手伝や荷担といった類型を規定せず、手引についてもかかる元例を採用したと

いうことが、盗において正犯より軽く処罰される者を極力減らすという意図を含んでい

るのではないかと思われるのである。然りとすれば、同様の意図から、行為態様の如何

を問わず同類と認めたと考えることは可能であろう。 
盗という犯罪の特性として次に挙げられるのが、さまざまな刑の減軽事由の対象から

除かれていることである。これは特に「忍入之盗」に顕著であり、御定書によって旧悪

免除の適用を受けないことが規定されている 276ほか、文化八年の触書 277から推測する

                                                  
275 『徳川禁令考』別巻 pp.89-110 より抜粋。 
276 細川亀市「徳川幕府法における公訴の時効」（『史的研究 日本法の制度と精神』所

収、青葉書房 1944 年）参照。 
277 遠国奉行および火附盗賊改へ「可被仰渡趣」に、以下のとおり記されている。 

一盗賊かたり之類 
右飢渇又は貧困ニ迫り、其外与風之出来心にて盗いたし候類、仮令〆りを破り候て、

死罪に可相成ものニ候ても、赦ニ可被相伺候、然共三度ニおよひ、右及始末候もの幷

一旦御仕置ニ相成、再犯之ものは、出来心とは難申間、赦ニ難成候、 
（高柳真三・石井良助編『御触書天保集成 下』〈岩波書店 1941 年〉百一巻六三五六
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に、赦の適用も認められなかった 278のである。 
また、自訴による刑の減軽を受けないことも挙げられる。 

寛政三亥年、松平和泉守殿御書取御渡 
一 自訴いたし候盗賊之儀ニ付評議、 

去月廿六日、御渡被成候御書取、一覧仕候処、〆り有之処、明ケ這入、盗いたし、

右品売払・質入いたし候後、右盗物吟味有之趣、承、後悔いたし、盗ニ入候所之名

主え、右悪事申立、致自訴候もの、右躰死罪ニ可成盗人、自訴いたし候ニ付、御仕

置ゆるミ候例有之候哉、但親・兄弟之難儀を承、自訴いたし候例は有之候段、被仰

聞候、 
此儀、〆り有之所、明ケ這入、盗いたし、右品売払、質入等いたし候後、吟味ニ

相成候を承、自訴いたし候もの之例、差当り相見不申候得共、親・兄弟・主人等

之難儀を存、自訴いたし候とも訳違ひ、たとひ致後悔候由、申立候とも、御仕置

ゆるミ候ハヽ、盗いたし候とも、自訴仕候得は重キ御仕置ニは不相成儀と存候様

罷成候ハヽ、右類自然と出来可仕、其上、旧悪御定ヶ条之内ニも、人家え忍入候

盗人ハ、旧悪ニ候とも、御仕置相伺可申と有之、旧悪にてさへ、御仕置はゆるミ

不申間、後悔いたし候由ニて自訴仕候とも、御仕置ゆるミ候筋ニは、有御座間敷

候哉ニ奉存候、 
亥十一月 
〔書留なし〕279 

上記の御書取から、「忍入之盗」は、親兄弟への迷惑を考えて自訴した場合を除き、自

訴による減軽を認められなかったことが窺える。この御書取は、外見・雑物持運につい

ての天明八年の評議と比較的近い時期に出されているため、当時の盗に対する幕府の考

え方を知り得る史料として重要である。 
これらの減軽事由のほかにも、盗の処罰にはさまざまな特例があり、「幕府が盗みにい

かに手を焼いていたか、またいかに重科をもってこれを禁絶しようとしていたか」280を

示している。 
ここで改めて、盗の共犯処罰に目を向ける。そもそも盗は、単独でもなし得る犯罪で

あるが、複数人が結集しこれを行うことも少なくないと考えられる。実際に、盗の共犯

事例は、本稿に挙げた例をはじめ数多く残されている。 
増加する盗賊に頭を悩ませていた幕府は、かかる盗の特性をも踏まえ、仮に、盗に携

                                                  
号） 

278 隈崎渡「盗罪重視と恩赦の限界―日本法制史の場合―」（『法学新報』61 巻 3 号、中

央大学 1954 年）pp.5-6 参照。 
279 古類集弐（一一六）。なお文末の〔〕部は引用元による。 
280 石井前掲『第三江戸時代漫筆』p.10。なおこの点につき、同書 pp.7-13 参照。 
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わった共犯者を果した役割の重要度によって区別すれば、先に掲げた寛政三年の御書取

にもあるように、「盗いたし候とも〔中略〕重キ御仕置ニは不相成儀と存候様罷成候ハヽ、

右類自然と出来可仕」と考えたのではあるまいか。そしてそのような状況を避けるため

に、盗に携わった者を、その加功態様によらず、「盗の共犯集団の中にいた」という点を

以て、一律に処罰しようとしたのではないかと考えられる。 
また、かかる特殊な取扱いを認めた時期にも注目すべきであろう。外見についての評

議がなされた天明八年、赦についての御書取が出された寛政三年は、天明の飢饉による

社会の混乱と、そこからの脱却を図っていた時期に位置する。天明の飢饉によって庶民

は貧窮に陥り、これに伴って犯罪が増加したことが推測される。実際、寛政二年には、

松平伊豆守（信明、老中）より「盗賊御仕置、年来相定有之間、自然と、下々軽重之次

第、相弁候様にも可相成哉、近来盗賊数多之様ニも有之候得ハ、旁、暫之間、延享四卯

年被 仰出候趣ニ相成候ても可然哉、評議仕、可申上旨」の御書取 281が出されている。

「延享四卯年被 仰出候趣」は、盗、かたりの類をほぼ一律に死罪とする旨の「盗賊御

仕置之事幷右ニ付雅楽頭殿口上覚書」282のことであり、この御書取は、これを踏襲し厳

罰化を図るものであった。評議の結果この提案は否定されるのであるが、評定所も「近

来、盗賊、多相成候」事実は認めており、特にこの時期に、増加する盗賊への対策は喫

緊の課題であったと思われる。天明八年の評議や寛政三年の御書取も、このような社会

情勢にあって、増加する盗賊への有効な対策を模索する中で出されたものであったと考

えられる。 
以上の検討をまとめれば、盗における頭取なき同類についての特殊な取扱いは、石塚

氏の述べるような主観的態様を基準としたために生じたものではなく、盗を重視した幕

府の刑事政策を直接の理由とするもので、盗を行った集団の一掃を目的として、彼らを

一律に同刑に処すという、団体責任的処分とも言えるものであった。そして天明末から

寛政初期にかけて出された盗についての特殊な取扱いに関する幕府の決定は、その時期

の社会的情勢に大きく影響されたものと考えられる。 

第三項 盗において同類より刑を減軽される場合 
ここまでは、盗の同類が極めて広範に認定されていたことを指摘してきた。しかしな

がら、盗について全く同類より軽い刑に処す共犯類型がなかったわけではない。先ほど

から繰り返し述べているように、盗の処罰は、共犯集団の構成員を等しく処罰するとい

う方針が採られていた。したがって、共犯集団の範囲を確定することが重要になってく

る。そしてその範囲から外れた者は、おのずと同類より軽い刑に処されることになった

のである。 

                                                  
281 古類集三（一六三）。 
282 『徳川禁令考』第三 pp.223-224。 
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（１）家蔵江忍入候盗人ニ被頼、盗物持運、配分取候もの 
かかる場合として第一に挙げられるのが、盗物の運搬である。御定書五十六条には、 

〔十四項〕 
同〔寛保二年極〕 

一 家蔵江忍入候盗人ニ被頼、盗物持運、配分取候もの 
敲之上 軽 追 放 283 

なる規定がみられる。「忍入之盗」につき、頼まれて盗物を運搬した場合には、「忍入

之盗」の同類ではなく、本規定によって処断されるのである 284。しかし一方で、先に掲

げた天明八年の評議は、「雑物持運」をも対象としたものであったから、当該規定との関

係が問題となる。 
この点、天明八年の評議のもととなった、天明八・無宿・伊三郎、盗いたし候一件の

評議では、「荷持」すなわち先に掲げた御定書規定について、「盗之儀は不申合、盗賊、

家蔵江忍入、雑物持出し候上にて、持運之儀を、被相頼候ものえ、可引当」ものである

としている。すなわち、運搬役を引き受けたのが盗の犯行前である場合には同類として

死罪に処され、犯行後である場合には荷持規定により敲之上軽追放に処されるのである。 
尤も、上記のごとき荷持規定の適用要件は、その場で偶然依頼されたということでは

ない。 

享和元酉年四月 
御勘定奉行 

安藤対馬守殿御差図           菅沼下野守懸 
一 野州越堀宿ニ而捕候無宿吉蔵外壱人盗いたし候一件 

無宿       
寅   松   

右之者儀、無宿吉蔵申合盗いたし候儀ハ無之候共、同人任申、伊王野村野合ニ相待

罷在、衣類其分吉蔵持参り盗取候品之由申之其上同人任申背負参り殊右品之内相渡

候を着用いたし又ハ宿銭等も吉蔵ニ払貰供躰ニ相成附添歩行候始末不届ニ付敲之上

軽追放 
右御仕置附 

右、御定書ニ、家蔵へ忍入候盗人ニ被頼盗物持運配分取候もの、敲之上軽キ追放、

と有之、吉蔵盗取候衣類之内着用いたし、又ハ宿銭等も同人ニ為払候始末ハ、配分

                                                  
283 『徳川禁令考』別巻 p.99。 
284 なお、本条は規定どおり「忍入之盗」にのみ適用され、「戸明之盗」などにおいて同

様の共犯者がいる場合には重敲に処された。続類集拾弐（三九七）文政二・奥州無宿

庄兵衛初筆盗いたし候一件、同（三九八）文政三・無宿源吉盗いたし候一件参照。 
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取候も同様に御座候間、右之御定ニ見合、敲之上軽追放、285 

本件における寅松は、「野合ニ相待罷在」、吉蔵の持ってきた盗物を運搬し、盗物であ

る衣類を着用しまたは宿銭等について便宜を受けている。したがって寅松は、吉蔵が実

際に物を盗み出す前から彼と意思を通じている。ここで仮に、其場での偶然の依頼にの

み刑の減軽を認めるとすると、寅松は盗の同類として処断されることになろう 286。 
寅松が荷持と評価されている理由を考えるに、この者が吉蔵と「申合盗いたし候儀ハ

無之」と認定されている点が関係しているように思われる。本件において寅松は、「相待

罷在」と「背負参り」と両方の行為につき、それぞれ吉蔵の「任申」ていることが認定

されている。然りとすれば、寅松はたしかに犯行前から吉蔵と意思を通じてはいたもの

の、盗物運搬という具体的な行為について両者の意思疎通がなされたのは盗の行為後で

あるから、荷持規定によって処断するのが適当であると評価されたものと考えられる。 
したがって、上記の基準は実質的には、具体的な行為について事前に「申合」がなさ

れていたかという点に求められたと考えられる。 
このような、「申合」の有無によって同類より刑を減軽するか否かの区別は、かなり徹

底して行われたと思われる。 

寛政九巳年八月 
御勘定奉行 

戸田采女正殿御差図           間宮筑前守懸 
一 上州野州之内ニ而捕候盗賊一件 

無 宿       
松 之 助   

右之もの儀、盗いたし候儀は無之候とも、無宿市蔵弥助任申、盗物持運ひ配分貰請

候故不届ニ付、御定之通敲之上軽追放、 
御差図 

敲之上江戸払 
右御尋ニ付御答 

此儀、御尋之通盗物と存意ニ而盗之始末不相分、若、家蔵へ忍入盗取候品ニ無御座

候得者、右御定者無之間、本文之御定ニ見合品軽可有御座哉ニ候処、盗賊行衛幷被

盗主不相知上者、軽重いつれとも難決候得ども、与風使ニ被頼候ニも無之、兼而附

添歩行候盗賊ニ被頼盗取候品持運ひ、配分取候節も、右盗賊より借受候銭相返候程

之儀ニ付、同類同様ニ相聞、家蔵江忍入候盗賊と乍存、他ニ居被頼候ものよりも却

                                                  
285 「御仕置例撰述」後編四（25）。 
286 尤も実際には、本件において申合があったとしても、現場への同行がないために同類

とはみなされなかったと考えられる。この点については本項（２）において述べる。 
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而品不宜、事実之処者、家蔵へ忍入候盗賊ニ被頼盗物持運ひ候ものも同様と見込、

右御定之通敲之上軽追放与申上候得共、猶又御書取之趣相含、先例等相糾再応勘弁

仕候処、明和五子年、牧野大隅守町奉行之節伺之上御仕置申付候、下谷山伏町半七

店利左衛門儀、浅草西福寺墓所人離之所ニ而、町人躰之ものより盗物ニ可有之と乍

心附、徳用も有之故強而住所も不相尋、蒔絵印籠幷衣類とも都合拾六品、代金壱両

三分弐朱ニ買取候由申候得共、右町人躰之もの名前住所不相知、引合之証拠無之上

ハ、申口難立用不届ニ付、敲之上軽追放申付候類例も有之、趣意ハ同様ニ御座候間、

盗賊行衛不相知上は、松之助儀敲之上軽追放と申上候儀ニ御座候、 
再御尋ニ付御答 

此儀、家蔵江忍ひ入候盗人ニ被頼盗物持運ひ候もの、敲之上軽追放与有之御定者、

科条類典之内元例も無之、評議之上相極り候儀ニ有之、家蔵へ忍入候盗賊と申合表

ニ罷在、往来之心ヲ附、盗取候品々請取持運ひ候類者、去ル申年、一座評議之上死

罪と申上其通相済候、右者盗もの持運ひ候とも、同類之儀ニ付死罪ニ而可然、御定

書ニ敲之上軽追放と有之者、盗之儀ハ不申合、盗賊家蔵へ忍入盗物持出候上ニ而、

持運ひ之儀を被頼候ものへ可引当儀者、其節も評議仕申上候間、松之助儀も右御定

ニ寄セ、敲之上軽追放と御仕置附候得共、再応御尋之上猶又御書取之趣ニ而勘弁仕

候処、直蔵弥助儀任相頼、衣類脇差大島村新蔵方へ持参り売払、右代銭直蔵へ相渡、

賃銭二百文貰ひ受候ものニ而、盗もの与乍存世話いたし配分ハ不取もの敲、盗もの

と存預り候もの敲、盗ものと乍存下直ニ買取候もの所払、之御定をも見合候処、御

渡被成候、無宿中村勘六御仕置之当り相当ニ可有御座間、江戸払被 仰付可然と奉

存候、287 

本件における松之助は、「兼而附添歩行候盗賊ニ被頼盗取候品持運ひ」、すなわち日頃

から盗賊と同道しており、その盗賊から「持運」を頼まれた例である。本件につき、評

定所は二度の「御尋」を受けており、最終的には御定書五十六条二十一項、二十二項、

三十一項を参照し江戸払と回答している。またこれに対する老中差図も敲之上江戸払と

なっているから、本件は厳密には荷持規定の適用例ではない。しかし最初の「御尋」の

眼目は、同類となるか荷持規定の適用を受けるかという点にあり、「再御尋ニ付御答」の

記述に見られるように、評定所はこの点につき、荷持規定は事前の「申合」なく、盗賊

が盗物を持ち出した後に運搬を頼まれた場合に適用されるべきであるとの立場から、松

之助も荷持規定の適用を受けるべき旨評議している。 
したがって、盗の同類として処罰されるには、具体的な犯行について「申合」が無け

ればならず、本件における松之助のごとく、仮令日頃から同行している者が実行行為者

であっても、その「申合」を欠けば同類より刑を減軽されたのである。 

                                                  
287 「御仕置例撰述」初編五（81）。 
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（２）盗之儀申合、其場えは不罷越、配分受候もの 
盗の共犯者が同類より刑を減軽される第二の場合は、「申合」の後、現場へは赴かず、

配分のみ受け取ったというものである。「御仕置例類集」では、特に続類集および天保類

集に「盗之儀申合、其場えは不罷越、配分受候もの」なる項目が置かれ、この種の関与

についての例が収められている 288。 

文化十二亥年御渡 
松前奉行伺 
一 無宿源助外弐人盗いたし候一件 

松前馬形新町        
家主富五郎店       

松 之 助   
右之もの儀、源助・清太郎申合、松之助ハ相残、源助・清太郎両人、町家離板蔵窓

格子を取放し這入、箪笥錠前を固辞明ケ、衣類刀脇差其外盗取、配分いたし候段、

不届ニ付、死罪、 
此儀、去ル子年松平兵庫頭御勘定奉行之節、伺之上御仕置申付候、無宿松五郎儀、

無宿藤兵衛・力蔵盗可致旨申聞候ニ同意いたし、右両人幷無宿藤五郎儀、野州酒

主村太郎右衛門方ニて、衣類脇差等盗取候節、途中藪蔭にて相待罷在、非人無宿

光蔵・勢五郎倶々右品請取持運遣し、金弐朱配分受候始末、不届に付、敲之上軽

追放申付候例ニ見合、敲之上軽追放、 
評議之通済、289 

本件における松之助は、申合を除き、盗にかかわる行為は一切していない。しかし、

評議で参照されているのは、現場以外の場所で実行行為者を待ち、「雑物持運」をした者

についての事例である。 
ところで、当該判例は文化十二・無宿平八外一人盗いたし候一件 290においても引用さ

れているが、こちらは荷持の事例への引用であり、当該判例が御定書五十六条十四項の

                                                  
288 このことは、古類集・新類集の時期にかかる犯行への関与がなかった、あるいは処罰

されなかった事を意味しない。古類集、新類集などにもかかる事例は見られる（古類

集弐拾〈一五二〇〉享和元・宗対馬守家来・中江登・小もの熊蔵、盗いたし候一件な

ど）。続類集・天保類集では当該項目以外にも新設された項目があるが、いずれも判例

検索の便を図るためのものであると思われる。 
289 続類集拾弐（三八六）。なお、石塚氏は本件につき「天保類集二九（二一）天保七・

肥後国今留村乙吉外弐人盗いたし候一件〔本稿においても後掲〕の長吉に関する評議

の中にみえるのみである。」としているが、見落としである。 
290 続類集拾弐（三九六）。なお、本事例における罪質はすりであると思われ、共犯の行

為態様もやや特殊であるが、例類集上は「盗賊ニ被頼、盗物持運ひ遣候類」なる項目

に分類されている。 
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適用例と、本項目における減軽事由との双方に引用されていたことが分かる。 
以上の事例の相互関係を見るに、御定書五十六条十四項の適用と現場へ同行しなかっ

たことを理由とする刑の減軽とには密接な関係が窺える。そしてこの関連性から、頭取

なき同類として実行行為者と同刑に処すか、これより刑を減軽するかを決する最大の要

素は、具体的な加功態様ではなく、申合の有無と現場への同行の有無とであったという

ことが看取される。これは、頭取なき同類の認定に際して加功態様の如何が問われない

という、前款において得られた知見とも合致するものである。 
なお、ここで現場への同行という場合には、盗の実行行為開始時点でその現場にいる

ことを指したと考えられる。このことは、そもそも天明八年の評議において、同類と認

定するにあたって「最初より」との文言が見られることからも推測し得る。また実際の

事例として、 

享和元酉年御渡 
火附盗賊改 

池田雅次郎 
一 宗対馬守家来・中江登・小もの熊蔵、盗いたし候一件、 

宗対馬守家来          
三和八右衛門小ものニて    

欠落いたし候    
佐   七   

右之もの儀、武家方小もの奉公いたし候砌、同家中小もの・熊蔵儀、盗可致旨、申

勧候迚、同意いたし、右熊蔵儀、同人主人方ニて、衣類・帯・脇差・雑物、盗取候

節之始末ハ、不存候得共、呼ニ参り候砌、罷越、右品々、倶々持出、欠落いたし、

両人ニて所持いたし候段、不届ニ付、敲之上・軽追放、 
此儀、去ル寅年、評議ニ御下ケ被成候、長谷川平蔵・火附盗賊改勤役中、申上候、

江川町・御喜右衛門寄子・三太郎儀、奉公いたし候砌、兼て盗可致と申合、勿論、

右場所えハ不罷越候得共、盗取候品、孫八より受取、金助方え持参、質入いたし

貰、配分取可申、と同道いたし、罷出候段、不届ニ付、入墨・重敲と相伺、評議

之上、敲之上・軽追放と申上、其通、相済候例ニ見合、伺之通、敲之上・軽追放、 
評議之通済 291 

なる一件が確認できる。本件において佐七は「呼ニ参り候砌、罷越」と認定されてい

ることから、最終的には盗の現場に足を運んだのではないかと考えられるが、評議では

現場へ同行しなかった者についての判例 292を参照している。このほか、前掲文化十二・

                                                  
291 古類集弐拾（一五二〇）。 
292 この判例は、「刑例抜萃」第九巻二九三号、寛政六・盗致与申合、場所江者不罷越、
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無宿源助外弐人盗いたし候一件において参照されている判例も「途中藪蔭にて相待罷在」

者の刑を減軽しており、終始現場へ赴かなかったことまでは必要なく、実行行為者が盗

を開始する時点で現場に同行していなければ、当該実行行為者らより軽い刑に処された

ものと考えられる。 
また、このような事例の処罰に際しては、問題となる者が現場へ同行しなかった理由

も問われなかった。上記の松之助は、自主的、あるいは計画的に現場へ行かなかった者

であるが、一方で、以下のごとき事例が見られる。 

天保九戌年御渡 
長崎奉行伺 
一 西浜町無宿入墨虎吉、盗いたし候一件 

筑前無宿      
長   蔵   

右之もの儀、無宿喜助外二人ニて、大浦清吉方ニ止宿いたし罷在、当時行衛不知久

平と、盗之儀申合、清吉方罷出候処、途中ニて腹痛いたし、打臥罷在、翌朝東中町

友次郎方え参候処、久平罷在、昨夜盗取候品之由申聞、衣類拾七品配分いたし候ニ

付、貰受、其儘所持いたし罷在候始末、不届ニ付、入墨之上、重敲、 
此儀、吟味書朱書之趣ニては、久平行衛相知不申候得共、同人より此もの配分受

候品は、今鍛冶町五兵衛方土蔵切破、盗取候衣類之由ニ候間、文化十二亥年、評

議ニ御下被成候、松前奉行相伺候、松前馬形新町町家家主富五郎店松之助儀、源

助・清太郎申合、松之助は相残、源助・清太郎両人、町家離れ板蔵窓格子を取放

這入、箪笥錠前を固辞明ケ、衣類・刀・脇差其外盗取、配分いたし候段、不届ニ

付、死罪と相伺、評議之上、敲之上、軽追放と申上、其通相済候例ニ見合、敲之

上、軽追放、 
評議之通済、293 

上記一件は、行為者らと現場へ向かおうとしたが、途中で腹痛を催し結果的には現場

へ同行しなかった例であるが、前掲文化十二・無宿源助外弐人盗いたし候一件を引用し、

これと同様に処罰している。さらに、 

天保七申年御渡 
長崎奉行伺 
一 肥後国今留村乙吉外弐人、盗いたし候一件 

高木作右衛門御代官所    

                                                  
盗物受取質入致、配分取候ものである。 

293 天保類集弐拾九（三六一）。 
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肥後国天草郡今留村    
百姓       

長   吉   
右之もの儀、村内佐金太外三人、盗之儀申合、崎津村祐右衛門方土蔵え忍入盗可致

と、去未正月廿九日夜一同罷越候処、飼犬吠懸り候故、不得盗立帰、猶又同二月廿

五日夜、粂吉参り、崎津村庄屋竜太郎方土蔵え忍入、盗いたし候積ニ付、可参旨申

聞候処、其節親病気ニ付、難参旨相断、其後佐金太参り、竜太郎方土蔵え忍入、盗

取候金子之内、金弐両三分・丁銀三百五拾匁七分配分いたし候由申、差出候を請取、

右之内金弐両三分は、酒食雑用等ニ遣捨、其余ハ所持いたし罷在候始末、不届ニ付、

死罪、 
此儀、吟味書之趣ニては、村内佐金太外三人申合、崎津村祐右衛門方土蔵え可立

入と、同所外廻り垣根を佐金太破懸候処、犬吠候ニ付、空敷逃去、其後同人より、

同類之内高浜村粂吉を以、右崎津村竜太郎方土蔵え忍入候積、手都合いたし候間、

可参旨申越候得共、親藤六病気ニ付、相断候処、翌日佐金太罷越、〆りを破り盗

いたし候趣申聞、右盗金銀之内、配分呉候を請取候由ニ有之、前書盗可致と仕成

候段は、寛政元酉年、初鹿野河内守町奉行勤役之節、伺之上御仕置申付候無宿勘

蔵儀、身持放埓ニて、主人方出奔いたし、其儀ハ押隠し、知人源蔵を相頼、中間

奉公いたし罷在候処、瘡毒ニて身骨痛、難相勤候ニ付、又候欠落いたし、無宿ニ

成、給続兼候迚、不斗悪心出、盗可致ため、元主人松平甲斐守屋敷は、様子存居

候ニ任せ、右下屋敷外囲竹垣を押破り、立入候処、犬吠候ニ付、同家中長屋床下

え這入罷在、被捕候儀ニて、何ニても不得盗候旨申立候得共、右始末不届ニ付、

入墨之上、重敲申付候例ニ見合、入墨之上、重敲ニ相当、同類之もの共盗いたし

候節之始末乍弁、配分受候方は、文化十二亥年、評議ニ御下被成候、松前奉行相

伺候松前馬形新町松之助儀、源助・清太郎申合、松之助は相残、源助・清太郎両

人、町家離れ板倉窓格子を取放し這入、箪笥錠前を固辞明ケ、衣類・刀・脇差其

外盗取、配分いたし候段、不届に付、死罪と相伺、評議之上、敲之上、軽追放ニ

て相当可致処、前書賊刑之入墨は、難免趣意ニ付、入墨之上、軽追放、 

評議之通済、294 

なる一件では、親の看病を理由に犯行への関与そのものを断っている長吉に対し、上

に掲げた文政十二・無宿源助外弐人盗いたし候一件を参照し、これと同様に処断してい

る。 
本件は一見、おもに問題とされる「崎津村庄屋竜太郎方土蔵」への盗について「申合」

を欠いているようにも思われる。しかし本件では、これに先行して「崎津村祐右衛門方

                                                  
294 天保類集弐拾九（六三〇）。 
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土蔵」への盗が計画されており、こちらでは長吉も「申合」のうえ現場へ同行している。

その際形成された共犯集団が、「竜太郎方」への盗に至っても維持されていると考えられ

たのであろう。後の盗に勧誘してきた粂吉が「同類之内」とされていることからも、こ

のような考えが看取される。そしてそれゆえに、後の盗について、関与する意思がなく

とも「同類 295之もの共盗いたし候節之始末乍弁、配分受候方」を以て、実行行為者らよ

り刑を減軽すべきと評価されたものと考えられる。 
以上の三例は、いずれも現場へ同行しなかったという点では同様であるが、その理由

は区々であり、犯行あるいはその計画に及ぼす影響にも差がある。しかし評議ではその

ような違いは意識されず、いずれも同様の評価を受けている。 
一方、一旦現場に同行しさえすれば、その後の態様や、実際に果たした役割には着目

せず、同類として処罰されたものと考えられる。 

文政二卯年御渡 
甲府勤番支配伺 
一 甲州西保中村三蔵外三人盗いたし候一件 

御代官野田松三郎支配所  
甲州山梨郡市川村    

百姓庄右衛門弟    
万 次 郎   

右之もの儀、去ル子年七月中茂右衛門後家たけ方え参り盗いたし候間参り呉候様、

三蔵・与兵衛申聞候節、及断候得共、達て相頼候迚同意いたし、権左衛門一同申合

罷越候処、留守之様子ニ付、三蔵ハ戸明キ有之候土蔵え這入、与兵衛ハ戸外ニ居、

此もの権左衛門は外見いたし、三蔵儀衣類拾四品盗取逃去、右品之内弐品配分とし

て貰受、残之品ハ質入いたし遣し候始末、不届ニ付、入墨之上重敲 
此儀、天明八申年盗賊外見之儀ニ付、評議いたし申上候書面之内、戸明有之内え

這入候盗賊は、死刑ニは無御座候得共、是以最初より盗之儀申合候同類之内ニて、

外見いたし候ものは、外之趣意無之候ハゝ、内え這入候ものと無差別同罪にて可

然旨申上、其通相済候ニ見合、本人三蔵は吟味中病死いたし候得共、其節同人盗

之始末は、戸明之盗にて、盗取候品も金高ニ積り、拾両以下に付、昼夜ニ不限戸

明有之処、又ハ家内ニ人無之故、手元ニ有之軽キ品を盗取候類之御定ニて、伺之

通、入墨之上重敲、 
評議之通済 

同郡西保中村     
権左衛門    

                                                  
295 ここでの「同類」は、頭取なき同類ではなく、犯行に携わった者全員を指す、広義の

同類であると考えられる。 
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右之もの儀、去子年七月中茂右衛門後家たけ方え参り、盗いたし候間参り候は配分

可呉旨、三蔵・与兵衛申聞候ニ同意いたし、万次郎一同申合罷越、不人居合候ニ付、

三蔵儀戸明キ有之候土蔵え這入、与兵衛は戸前外ニ居、此もの万次郎外見いたし居

候処、手間取候故、主人伝左衛門方え立帰、其後三蔵ニ出会、盗取候品配分いたし

呉候様申候得共、呉不申、又は元主人木小屋え這入、白米盗取、或は知ル人之方え

参り、座敷ニ有之候帯壱筋盗取候始末、旁不届ニ付、入墨之上重敲、 
此儀、手元之盗いたし候不届も御座候得共、元主人伝左衛門方ニて盗いたし、又

ハ茂右衛門後家たけ方ニて、三蔵盗いたし候節外見いたし候方、重モ之不届ニ有

之、尤同人盗取候品配分は不取得候得共素々配分可受積同類申合外見いたし、三

蔵手間取候故、先え立帰、其後同人ニ出会、配分之儀及催促候ものニ付、配分取

候も同様之趣意ニて盗之始末も、吟味書之趣ニては、同人方え罷越候処、土蔵続

木小屋ニ白米弐叺有之候を見受候故這入、盗取候と有之、〆り等有之場所とは不

相聞候間、伺之通、入墨之上重敲、 
評議之通済、 

右           
市川村        
百姓所左衛門養子   

当時無宿      
与 兵 衛   

右之もの儀、去ル子年七月三蔵と酒給合候上、当時茂左衛門後家たけ方え盗ニ入可

申旨三蔵申、金弐朱配分貰受候積にて、権左衛門・万次郎一同申合罷越、三蔵儀は

戸明キ有之土蔵え這入、此ものは戸前外ニ居、同人衣類盗取逃去候後、三蔵ニは行

逢不申、配分ハ不貰受候とも、最初より盗之儀申合候之上ハ、同類ニ無紛、不届ニ

付、入墨之上重敲、 
此儀、三蔵盗取候品配分は不得取候得共、素々配分可取積、同類申合、三蔵盗い

たし候内、土蔵戸前外ニ罷在候ものニて、同類ニ無相違候間、一件之内、万次郎

同様伺之通、入墨之上重敲、 
評議之通済、296 

この一件のうち、権左衛門は外見の役割を担いながらも犯行途中でその現場を離れ、

与兵衛は現場へ同行したのみで特段の役割を担っていないことが認定されているが、い

ずれも「戸明之盗」の実行行為者と同様、入墨之上重敲に処されており、特に与兵衛は、

同類との評価を受けている。尤も与兵衛については、「土蔵戸前外ニ罷在」こと自体が外

見と同様の役割を果し得るとも考えらえるが、留守宅の蔵へ盗に入っているのであるか

                                                  
296 続類集拾弐（三八四）。 
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ら、万次郎や権左衛門らの外見のみで足りると思われる。然りとすればやはり与兵衛は、

特段の役割を担っていないにもかかわらず、同行したことのみを以て同類と評価されて

いるということになろう。 
以上から、同類と評価されるためには、申合のうえ現場へ同行することを要し、現場

へ同行しなかった場合には同類より刑を減軽されていたことが分かる。 
尤も、先に掲げた御定書五十六条十四項が、少なくとも天明八年以降はほぼ一貫して

適用されているのに対し、現場へ赴かなかった者の刑を減軽するか否かついては、必ず

しも一貫していない。以下この点を少し詳しく検討する。 
そもそも、現場へ同行しなかったという点を考慮する姿勢は、江戸時代前半において

既に認められる。延宝七年には、 

生所 豊後日田之内 ふとた村之者之由 
一 五兵衛  未ニ年廿五  未十月十八日籠舎 

此者、未十月十五日之夜、桜馬場さし又左衛門家内ニ忍入候処ニ捕之候由訴候ニ付、

搦寄、遂穿鑿候処ニ宿も無之、同月九日穢多伝兵衛致手引、浦上村庄屋小左衛門家

内見置之、同夜忍入衣類品々盗取、其外数ヶ所ニ而令竊盗、しち物等ニ入置候、肝

煎之者迄及白状候、早速死罪可申付者ニ候得共、来夏異国船入津之節は徒者所々よ

り入込候は、見知候同類為穿鑿、先籠内ニ差置之候、 
一 右五兵衛、当夏同類白状無之ニ付、申閏八月十三日令斬罪首獄門ニ掛置之候、 

生所 筑前中野郡おさ村之者之由 
一 喜三郎  未ニ年三拾六  未十月十八日籠舎 

此者、未十月十五日之夜、桜馬場さし又左衛門家内ニ忍入候五兵衛同類之由ニ而、

捕之候ニ付、搦寄遂穿鑿候処ニ宿も無之、右又左衛門所、又ハ同月九日之夜、浦上

村庄屋小左衛門所江、五兵衛忍入候節も荷持ニやとはれ、盗之場江は不相越、二三

町も外ニ罷在候旨及白状候ニ付、五兵衛と引合遂吟味、其上致拷問候得共、右之通

之申口双方替儀無之候、此者五兵衛同前ニ先籠内ニ差置之候、 
一 右喜三郎儀、厳有院様御法事被行大赦候間、重科之外可令赦免之旨、御奉書到来

ニ付、死罪致赦免、向後此表来候は斬罪可申付之旨相含之、申六月晦日長崎十里四

方追放之申付候、 

生所 筑前上床郡しわ村之者之由 本石灰町八郎右衛門家内ニ有之候 
一 八兵衛  未ニ年三拾壱  未十月十八日本石灰町中ニ預置之 

此者、未十月九日之夜、浦上村庄屋小左衛門家内ニ忍入候同類之由盗人五兵衛令白

状候ニ付而召寄之、訴人ニ引合遂穿鑿候処ニ、九日之夜ハ何方江も不出候旨、八兵

衛宿主隣家之者迄数多証人有之、盗之場へは不相越候段分明ニ候得共、常々盗物と

乍存知しち物等之肝煎いたし候儀は無紛様ニ相聞江、不届者ニ候間、重而此表へ来
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候は死罪可申付之旨相含、未十一月十五日長崎十里四方令追放候、 

新高麗町 高橋市左衛門後家借屋 
一 善太郎  未ニ年廿七  未十一月二日籠舎 

此者、盗人五兵衛同類之由相聞江候ニ付、召寄之遂穿鑿候処ニ、五兵衛と致入魂、

彼者手前不如意之節は其身きかへなとしち物ニ入令助力、其上盗物と乍存知しち物

等之取扱いたし、不届者ニ候得共、終ニ盗之場へは不相越候段、吟味之上分明ニ候、

依之死罪令赦免、重而此表江来候は斬罪可申付之旨相含之、未十二月朔日長崎十里

四方令追放之候、 
 附 此善太郎儀、書面之通牛込忠左衛門申付候処ニ、大村領令居住其上当所致徘

徊再犯之者ニ候間、死罪可申付候得共、此度は令赦免候、重而当地江於立帰

は急度可令斬罪之旨相含之、四月十日於籠屋ニ、左之小指を切、長崎十里四

方追放之申付候、 

穢多 
一 伝兵衛  未ニ年廿四  未十一月朔日籠舎 

此者、未十月九日、盗人五兵衛喜三郎二人致手引、浦上村之庄屋小左衛門家内ニ忍

入候様子令窺候、其上盗物為分与、銀子拾匁取之、且又常々盗物取扱いたし候由、

彼者共及白状候ニ付、召寄之遂穿鑿候処ニ、訴人申口之通紛無之候間、死罪可申付

者ニ候得共、盗之場へは不相越候付、其段々ハ令赦免、重而当所江来候は斬罪可申

付之旨相含之、未十二月朔日長崎十里四方令追放之候、297 

なる一件がみられる。本件では実行行為者たる五兵衛を除き、盗の現場へは赴かなか

った事が認定されており、彼らは五兵衛より刑を減軽されている。特に善太郎について

は、「盗之場へは不相越候〔中略〕依之死罪令赦免」とあるように、現場へ赴かなかった

という点によって刑を減軽され、長崎十里四方追放に処されていることが分かる。 
一方で、同じく長崎十里四方追放に処された喜三郎への評価を見ると、この者が当該

刑に処される根拠は「厳有院様御法事被行大赦」を受けたためとされており、現場へ赴

かなかったことによっては死罪を免れていないことが分かる。 
尤も、喜三郎、善太郎とも、減軽される前の科刑は死罪であり、これが獄門を含まな

いのであれば、この者らへの科刑はそもそも実行行為者たる五兵衛へのそれより軽いと

いうことになるであろう。しかしいずれにせよ、現場へ赴かなかったという点が刑責に

影響を及ぼす場合と然らざる場合とがあったことは疑いない。然らば、両者の違いは如

何なる点によるものであるか。 
喜三郎と善太郎との最も大きな違いは、その加功態様にある。すなわち喜三郎は盗物

                                                  
297 「犯科帳」第一冊（101）。 
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の運搬に雇われているのに対し、善太郎は盗物の質入などを行った者である。盗物の運

搬は盗の実行行為そのものへの加功であるが、盗物の質入などは事後的な加功であり、

贓物罪の範疇にあると考えられる。このような行為態様の性質の差が、現場へ赴かなか

ったという点を考慮する上での前提にあり、盗物運搬のような実行行為そのものへの加

功をなした者はかかる要素による減軽を認めないが、質入などの実行行為とは区別され

る加功をなした者については減軽を認めるという判断に至ったと推測される。 
「御仕置例類集」の採録対象となる時期においても、前掲享和元・宗対馬守家来・中

江登・小もの熊蔵、盗いたし候一件をはじめとする、現場へ同行しなかったことによっ

て同類より刑を減軽した例がある一方、たとえば前掲寛政六・三州河部村百姓七郎左衛

門を打殺候同国萩村曹桂寺看主仏先一件では、同行しなかった者を実行行為者と同刑に

処している。また、 

享和三亥年御渡 

火附盗賊改 

大河内善兵衛伺 

一 柳嶋町伝之丞方ニ居候・へん、盗ニ同意いたし候一件、 

柳嶋町          

伝兵衛店        

伝之丞方ニ居候    

へ   ん   

右之もの儀、武家方奉公いたし居候節、吉五郎知ル人ニ成、暇出候後、同人と密会

およひ、其節、元主人屋敷え盗ニ入可申と、吉五郎、申候ニ付、差止メ候処、左候

ハヽ可切殺旨、申聞、髪剃を取出候間、怖敷相成、無余儀、同意いたし、吉五郎儀、

元主人屋敷板塀を乗越し這入、隣家木戸潜を明ケ候ニ付、此もの儀も、其所より這

入、屋敷内ニ忍ひ居候処、葛籠張文庫、盗取参り、内ニ有之衣類・帯・其外品々、

取出し、倶々逃去、右品々は、吉五郎、任申旨、宿・伝之丞方江持参り、同人妻・

ゆかえは、所持之品之由、申偽、所持いたし或は姉たみえ預置候始末、不届ニ付、

遠嶋、 

此儀、吉五郎、罷越、同道いたし参り候途中、此もの元主人屋敷え盗ニ可入旨、

申ニ付、差止候得共、左候ハヽ可切殺候、申聞、髪剃取出し候故、怖敷相成、無

余儀、同意いたし候故、吉五郎は、板塀を乗越し這入、隣家木戸潜りを明ケ候よ

り、此ものも、立入、屋敷内ニ忍居候得共、吟味書之趣ニては、外見又は手引い

たし候儀とも相聞不申、吉五郎ハ、葛籠張文庫、盗参り候を、倶々持去り、右品々

所持いたし或は預り置候ものニ付、去ル酉年、評議ニ御下ケ被成候、池田筑前守、

火附盗賊改之節、相伺候、宗対馬守家来・三和八右衛門小者ニて欠落いたし候佐

七儀、武家方小者奉公いたし候砌、同家中小者・熊蔵儀、盗可致旨、申勧候迚、
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同意いたし、右熊蔵儀、同人主人方ニて、衣類・帯・脇差・雑物、盗取候節之始

末は不存候得共、呼ニ参り候砌、罷越、右品々、倶々持出、欠落いたし、右両人

ニて所持いたし候段、不届ニ付、敲之上・軽追放と相伺、評議之上、伺之通と申

上候ニ見合、盗可致旨、申、同意いたし候趣意ハ、同様ニ御座候処、女之儀に付、

五十日過怠牢之上・軽追放、 

評議之通済 298 

なる一件では、現場に同行した者であっても、「外見又は手引いたし候儀とも相聞不申」

ために刑を減軽する旨示されている。このような姿勢は、先に掲げた文政二・甲州西保

中村三蔵外三人盗いたし候一件において示された、現場に同行してさえいれば加功態様

の如何を問わず同類より刑を減軽するという姿勢とは、相容れないものであろう。 
思うに、上記二例において現場への同行の有無が問題とされていない理由も、前掲延

宝七年の例と同様であり、行為態様の違いが当該加功者の刑責に影響を及ぼしているの

である。ただし、江戸時代前期の姿勢と異なり、この時期において重視されたのは、実

行行為との関連性よりも、実行行為あるいは実行行為者を如何に助けたかという点であ

るように思われる。すなわち、実行行為には直接関係しない「止宿」をさせた者が実行

行為者と同刑に処されているのは、宿を提供することが実行行為者にとって犯行現場へ

向かう足がかりとなり、また犯行後にはその宿に自身や盗物を隠すことも可能であるた

め、当該加功態様が犯行にとって重要であると判断されたからであろう 299。一方で、仮

令同行していても、外見や手引など具体的な加功をなしていないと評価された場合には、

実行行為者より軽く処断されたのである。 
いずれにせよ、これら現場への同行を問題としない例は、寛政・享和期以外には管見

の限り確認できず、「御仕置例類集」中に「其場ニ不罷越」の項目が設けられた時期には、

専ら現場への同行の有無が重視されたと考えられる。 

（３）同類より刑を減軽する根拠 
以上の諸例から、共犯者を頭取なき同類として実行行為者と等しく処断するか、これ

より軽い刑に止めるかの区別は、「申合」の有無と、現場へ同行したか否かによることが

明らかになった。然らば、なぜ、両者の区別にこの二つの基準が用いられるのか。 
「申合」の欠如は、犯行前に加功が約束されないことを示す。仮に「申合」があれば、

                                                  
298 新類集弐拾三（九七三）。 
299 御定書五十六条中、盗人宿泊させた者についての規定として、十二項、十三項および

二十一項が挙げられるが、特に十二項「悪党者と乍存宿いたし、盗物売払又は質に置

遣、配分取候もの、死罪」は手引と同様の科刑であり、また二十一項「軽キ盗人之宿

いたしもの、所払」は同条十六項「軽キ盗いたし候もの、敲」より重く処罰されてい

る。これらの規定からも、実行行為者を宿泊させるという加功態様が重く見られてい

たことが窺える。 
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実行行為者を含めた他の共犯者は、その加功に期待して犯行に臨むことができる。した

がって「申合」には、それ自体によって当該共犯集団の犯行への意思を強化する効果が

あると言えよう。一方「申合」を欠く場合には、かかる効果が見込まれないため、当該

共犯集団が犯行に臨むにあたっての環境・条件を整えるという点から、当該共犯者の重

要度が低くなる。このような理由から、「申合」なく盗物を運搬した者は、「申合」のあ

る場合よりも刑を減軽されるのである。 
現場への同行の有無という点についても、同様に考えることができる。すなわち、現

場へ同行すれば、その場で適宜実行行為者を補助することが可能である。また実行行為

者を含めた他の共犯者にとっても、同行者の存在は、心理的に犯行を後押しするもので

あると考えられる。現場へ同行しないということは、そのような形での加功がないとい

うことであり、仮令離れた場所にいて事後に盗物の運搬などを担ったとしても、実行行

為者らが犯行に臨むに際しての寄与は低いものに止まる。それゆえ、かかる者に対する

科刑は減軽されたのであろう。 
これらを要するに、盗において頭取なき同類となるか、同類より刑を減軽される「従

犯」的存在となるかは、実行行為者らが犯行に臨むにあたっての物理的・心理的寄与の

大きさによって決せられたと言えよう。それは換言すれば、他の共犯者が犯行に臨むこ

とを容易にするという、他の共犯者への影響力を評価しているということになろう。 
然りとすれば、寛政・享和期にみられる、現場への同行のみならずその具体的加功態

様までをも判断していた事例も、実行行為者への加功を評価したという点において、同

一の原理に発するものであったと考えられる。 

第五款 頭取なき同類の用法 

以上、主たる共犯関係が同類によって構成される、頭取なき同類について検討してき

た。ここで改めて、その要点を整理しておきたい。 
まず頭取なき同類が認められる事例は、同類全員が実行行為を共同する場合と、同類

の一部が実行行為以外の加功をなした場合とに大別される。このうち前者については、

全員が実行行為の全部を等しく担う必要はなく、その一部を分担することで足りる。ま

た犯意の形成順序が明確であっても、頭取・同類の区別をしない場合があり得た。頭取・

同類を区別する場合と区別しない場合とは、当該犯行が頭取を必要とするものであった

か否かという基準によって分けられていたのである。 
同類の一部が実行行為以外の加功をなした場合については、通例、同類と認められる

者の加功態様が、犯行に必要不可欠であることを要した。しかし盗についてはこの限り

でなく、共犯関係にある者をより広範に同類として処罰した。尤もその場合であっても、

同類として処罰する共犯関係には一定の制約があった。その基準は当該加功態様の犯行

に果たした役割を考慮するものであり、特に文化期以降は、申合と現場への同行との有
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無によって判断されたのである。 
さて、本稿では以上のように検討してきたが、その結果を見るに、同類が実行行為に

でたか否かによってこの共犯類型を区別する必要は薄いように思われる。すなわち頭取

なき同類は、各行為者が当該犯行において重要な役割を果し、互いに影響を及ぼし合っ

たと認められる場合に適用される共犯類型であって、その具体的な役割が実行行為であ

ったか否かは中核的な問題ではないのである。 
一方、盗についてみられる頭取なき同類は、刑事政策的な意図から導入された団体責

任的処分であった。かかる処分は一見すればたしかに、上記のごとき役割の重要性につ

いての評価を放棄したものとも思われる。しかし、その処分の適用範囲には限界があっ

たこと、そしてその限界が、他の共犯者への加功の程度に左右されていたことをも合わ

せて考えれば、なお役割重視の姿勢が当該共犯類型の根底にあったと言えるであろう。 
さて、ここまで述べてきたことに鑑みれば、石塚氏による「共同正犯的処分方式」に

関する理解は、不十分なものと言わざるを得ない。たしかに石塚氏の指摘するとおり、

徳川幕府刑法において複数の主たる共犯者を同罪とする、共同正犯的な処罰がなされた

ことは間違いない。しかし「あらゆる共同者がそれぞれ構成要件の全部をみたしたばあ

い」300は頭取・同類を区別する場合と矛盾する、客観主義的刑法の残滓である一方、「共

謀の上一人が実行し、他はその幇助をなしたるばあい」301などは主観主義的刑法観に基

づく処分であるとの同氏の理解は首肯できない。すなわち前者についてみれば、本節で

既に述べたとおり、頭取・同類を区別する類型と頭取なき同類とは矛盾するものではな

く、ともに重要な役割を果した共犯者を重く処罰するとの方針に基づくものであり、頭

取の存在を認定するか否かは、当該犯罪において頭取がいて然るべきか否かという、極

めて抽象的な基準によっていたと考えられる。また後者についても、実行行為者と等し

く処罰される者は、主観的態様によって認定されたものではないのである。 
 

第四節 人殺における共犯処罰 

第一款 共犯処罰と下手人 

前二節においては、頭取と同類、そして頭取なき同類という共犯類型に着目してきた。

これらの共犯類型は、頭取または同類なる語が用いられない場合も含めて、多くの犯罪

類型においてみられ、共犯処罰の最も典型的な類型であったと考えられる。 
一方、それらの共犯類型とは異なる共犯処罰も存在した。その一つに、人殺における

共犯処罰が挙げられる。 

                                                  
300 石塚前掲「共犯（二）」p.189。 
301 石塚前掲「共犯（三）」p.15。 
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人殺における共犯処罰を考える際重要なのは、下手人という刑罰の存在である。この

刑罰については、先行研究によってその特殊な性質が明らかにされている。 
平松義郎氏によれば、刑罰としての下手人は、「通例之人殺」すなわち、身分的に等価

である者を、通常の方法によって殺害した場合に科されるものであり 302、「単に生命だ

けを奪えば足るという〔中略〕当時としては、最も軽い、最小限の死刑」であった 303。

そして「下手人の特質は、〔中略〕被害者の死と引替に殺されるという代償性にあり、こ

れを以て被害者（側）の復讐感情を満足させる（「遺恨を晴らす」）ことを主たる目的と

したことに存する」304。したがって、「共犯でも下手人は一人に限るのである」305。な

お、加害者との被害者との間に身分関係がある場合や、殺害方法が毒殺（毒飼）や「辻

切」の場合には「品替り候」人殺であり、下手人とはならなかった 306。 
平松氏と同様の指摘は、牧英正氏によってもなされている。同氏は下手人の特性を、

その歴史的経緯も含め詳細に明らかにしているが、それによれば徳川幕府刑法において

は「人を殺した者は、其身も相果べきもの、というのが大前提である。しかるに、人を

殺しながら存命の故に、公儀から殺し遣わされるというのが筋」307であった。そしてま

た、御定書成立前後、「一名の殺人に対して下手人一人という原則があ」ったとも指摘し

ている 308。このような傾向は、以下本稿において掲げる諸例にも現れており、御定書成

立以後の徳川幕府刑法において一貫したものであったと考えられる。 
それゆえ、「通例之人殺」において第一にその責を負うのは下手人であり、これは当該

犯行が共犯によってなされた場合でも変わらない 309。すなわち、人殺のいわば「正犯」

に相当する者（後述するように、徳川幕府刑法においてはこれを「当人」と称した）は、

下手人に処されている者であると考えるべきであろう。 
しかし、かかる特性を徳川幕府刑法における共犯処罰の全体の中に組み込んだ研究は、

従来なされてこなかった。後述するように、平松氏は人殺に見られる共犯処罰を、その

犯罪類型の特性との関係において概観するに止まっていた。また石塚英夫氏は下手人の

特性にはそれほど着目せず、人殺も他の犯罪類型と同様に扱っている。そこで以下本稿

では、下手人を決する方法およびその根拠に着目して、人殺における共犯処罰の在り方

を再検討し、それが共犯処罰の全体像の中で如何に位置づけられるか考察してゆく。 

                                                  
302 平松前掲「下手人について」pp.106-107。 
303 同上 p.105。 
304 同上 p.105-106。 
305 同上 p.113。 
306 同上 pp.106-107。 
307 牧英正「下手人という仕置の成立」（日本大学法学会編『法制史学の諸問題 布施弥平

治博士古稀記念論文』所収、日本大学法学会 1971 年）p.108。 
308 同上 p.129。 
309 尤も、先にみたとおり、徒党による人殺はこの限りでなかった（本章第二節第二款第

二項参照）。 
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第二款 御定書の規定による場合 

下手人を決定する方法としてまず挙げられるのが、御定書の規定を根拠とするもので

ある。御定書七十一条「人殺幷疵附等御仕置之事」には、共犯による人殺において下手

人とされる場合について、以下の三ヶ条を置いている。 

〔二十六項〕 
寛保二年極 

一 人殺之手引いたし候もの                遠   嶋 
但、殺候当人致欠落、不出におゐてハ、       下 手 人 

〔二十七項〕 
元文五年極 

一 差図いたし、人を殺させ候もの             下 手 人 
〔三十項〕 

従前々之例 
一 大勢にて人を打殺候時初発に打懸候もの         下 手 人 

平松氏はこれらの規定を挙げたうえで、「以上の諸規定にあらわれた当時の共犯論の

特徴は、結果発生に対して原因力を与えた、その起点を最も重い責任者としたことにあ

る」とし、「事件の発端、きっかけを作った者を厳罰に処することによって、ひとびとを

威嚇し、犯罪発生を未然に防ごうとする点、一般予防主義につながる」と論じている。

また同氏は、二十六条但書や「一個の死に二個の下手人はないとしている」事例 310から、

「共犯でも下手人は一人に限るのである」とも指摘している 311。 
一方石塚氏は、差図については「立法者が犯罪実行の事実よりもその実行に原因を与

えることの方を重視していた」312とするものの、基本的には人殺における共犯処罰も「行

為者の犯罪に対する主観的な態度＝犯意を重視する、いわば素朴主観主義の刑法観を中

核とするものであった」313との理解に基づき、「殺人を欲するもの＝本人」314であると

論じている。 
これらのうち、二十六項但書は「当人致欠落、不出」、すなわち本来の下手人が見つか

らなかった場合の規定であるから、ここではひとまず措くとして、問題となるのは二十

七項の「差図」に関する規定、および三十項の「初発打懸」に関する規定である。本稿

                                                  
310 後掲古類集拾五（九八四）天明元・信州祢津東町・伝之助下男・喜助を及殺害候一

件、平松氏は同例の「壱人之為ニ、両人、下手人に相成候例、差当、相見不申候」な

る記述を引いている。 
311 平松前掲「下手人について」p.112-113。 
312 石塚前掲「共犯（二）」p.54。 
313 石塚前掲「共犯（一）」p.60。 
314 石塚前掲「共犯（一）」p.52。 
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では便宜上、三十項、二十七項の順に検討したい。 

第一項 初発打懸 
石塚氏はその論文の中で、「初発打懸」について「徳川刑法の共犯においてはかなり重

要な点である」としつつも、多くを検討していない 315。先にも述べたとおり、共犯処罰

においては主観的な要素が重視されていたとする同氏の理解においては、「初発打懸」の

ごとき客観的事実に基づいた正犯の決定方法は例外的な規定に止まるであろう。 
しかし実際には、当該結果発生を欲する者、すなわち石塚氏の言う「本人」がかなり

明確な場合でも、「初発打懸」規定の適用を考えている事例がある。 

天明元丑年御渡 
日光奉行伺 
一 野州和泉村・弥兵衛忰・直吉、人を殺候一件、 

日光御領         
下野国都賀郡和泉村   

百姓弥兵衛忰    
直   吉   

右之もの儀、與左衛門え、藤右衛門、遺恨有之、可討果所存ニ候間、助太刀頼度旨、

申聞、先達て、藤右衛門より借請候金弐両、返済不致、強て断ニも難及、同意いた

し、去ル戌九月廿四日、藤右衛門宅ニて、富七一同申合、同夜、與左衛門方え罷越、

藤右衛門儀、與左衛門え初太刀切懸倒レ候所を、押続、富七・直吉倶々、與左衛門

幷妻きち・忰両人を切殺、藤右衛門方え立帰、清右衛門呼寄、富七、組伏候処、藤

右衛門、切附、富七両人ニて、切殺、其節、直吉儀ハ、軒下ニ罷在、手伝不致由、

申候得共、藤右衛門、致自滅、富七儀ハ、逃去・行衛不相知上は、壱人之申口ニて、

難取用、孰ニも、藤右衛門・富七倶々、與左衛門始妻子とも切殺、為礼物、金八両

弐分弐朱貰受、其上、吟味之節、品々申偽候儀共、重々不届至極に付、死罪、 
此儀、御定書ニ、大勢ニて人を殺候時、初発ニ打懸候もの、下手人、と有之、吟

味書之趣ニては、與左衛門幷妻きち・忰両人を切殺候砌、夜陰之儀故、誰を、誰

切殺候、と申儀は、覚不申旨、直吉申口ニ相見候間、初発打懸り候もの之差別は、

有御座間敷、人を殺候もの、下手人、之御定ニ御座候得共、三人申合、夜中家内

え押込、闇討ニいたし、殊ニ藤右衛門より礼金八両弐分弐朱貰受候段之不届ニも

御座候間、差当り、例は相見不申候得共、引廻し之上、死罪、 
書留焼失 316 

                                                  
315 石塚前掲「共犯（一）」p.52。 
316 古類集拾五（九八三）。 
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この一件では、藤右衛門なる者が被害者の一人たる與左衛門に対して遺恨を抱いてお

り、殺害を企図する際に直吉らに助太刀を頼み、與左衛門及びその妻子を殺害した点が

おもな犯罪として取り上げられている。石塚氏の見解に立てば、ここでは明らかに藤右

衛門が「本人」であり、ほかの者は「従犯」的立場にあると言えるであろう。しかし評

議では、最終的にはその適用が退けられているとは言え、まず「初発打懸候もの」は誰

かという点が問題とされている。また、以下のごとき例も見られる。 

寛政六寅年御渡 
御勘定奉行 

根岸肥前守伺 
一 武州原馬室村・丑太郎、口論いたし、其上相違之儀申立候一件、 

牧野式部知行       
武州足立郡原馬室村   

百 姓      
丑 太 郎   

右之もの儀、無宿・三次郎と、致口論候節、富五郎・定五郎・辰之助、立入取扱、

引分候後、盗賊之由、声を懸ケ、三次郎を、大勢ニて打擲いたし、誰、打殺候、と

申儀は、不相分候得共、此もの口論より事起候儀故、難儀可相懸と、三次郎・定五

郎・辰之助三人を、盗賊之趣ニ取拵、相違を申立候段、人殺之発端人ニ無紛、不届

ニ付、死罪、 
此儀、吟味書之趣ニては、無宿・三次郎を盗賊之由、此もの声立候間、追々駈集

候もの共之内、異名おさむらいと唱候浪人、棒ニて打懸り候ニ付、此もの幷名前

不知もの共、一同、棒ニて敲、縛り候段後、三次郎、相果候、と有之候間、大勢

ニて人を打殺候時、初発打懸り候もの之御定ニて、右浪人ハ下手人ニ相当可申候

得共、当人行衛、不相知旨、朱書ニ申上候ものニ付、人殺之手引いたし候もの之

但書ニ、殺候当人、致欠落、不出ニおゐてハ、下手人之御定ニも相当、其上、盗

賊之由、声立追駈候故、大勢立向ひ候は、差図いたし、人を殺させ候ものニ准し

可申、いつれえ引当候ても、下手人ニ可有之処、其身之悪事可顕を厭ひ、盗賊之

趣、取拵候不届も御座候間、伺之通、死罪、 
評議之通済 317 

上記一件では、伺において丑太郎が「人殺之発端人」であることが認定されている一

方、評定所評議においてはまず、「異名おさむらいと唱候浪人」が「初発打懸」規定によ

り下手人に処されるべき旨判示されている。すなわち、当該犯行のきっかけとなった「発

端」と、具体的な行為を率先した「初発打懸候もの」とが明らかである場合には、まず

                                                  
317 古類集拾五（九九一）。 
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後者を下手人として処罰するのである。 
上記二例のほかにも、「初発打懸」規定の適用が否定された例も含めれば、「初発打懸

候もの」が誰かという点に言及する事例は極めて多い 318。そのため、人殺において「初

発打懸候もの」は、当該結果を欲した者より重視されていたと考えられるのであり、「殺

人を欲する者＝本人」を原則と位置づける石塚氏の見解には首肯できない。下手人の決

定に際しては、犯意という主観態様よりも、誰が最初に行為に及んだかという客観的な

事実が重視されていたと考えるべきであろう。 
ところで以上のように考えたとき、複数人による殺害の場合で、誰の行為によって当

該死亡結果が生じたか明らかである場合には、当該行為者が下手人とされるのか、ある

いはその場合にも「初発打懸」規定が適用されるのかという疑問が生じる。この点につ

いては、以下の一件が参考になるように思われる。 

天保三辰年御渡 
長崎奉行伺 
一 長崎南馬町清太郎外弐人、人を殺候一件 

長崎南馬町     
馬 之 助   

右之もの儀、同町辰之助其外之もの共、一同借請候銭、銀主方え月賦ニ可相済分、

辰之助壱人我意を申、差出不申候旨、亀太郎方ニて承、町内老分平蔵方え参り、相

咄候処、同人・弥助同道掛合ニ可参申旨、罷出候間、若口論等ニ可相成も難計存、

跡より参見可申と、清太郎方え参り相咄、同人同道ニて罷出候途中、直次郎ニ出会、

右之趣相咄、同道いたし、辰之助方門口迄参、外ニて承候処、辰之助儀老分之もの

え我儘不法之挨拶申募候ニ付、奇怪ニ存、腹立之余、打擲可致と、此もの・清太郎・

直次郎一同表戸押放し、立入候処、辰之助表え逃出候ニ付、三人一同取掛、拳を以

辰之助を打擲、同人妻つる取支候をも打倒、其上同人家内諸道具打破取荒、既辰之

助儀は相果候始末ニ至候段、理不尽之いたし方、旁不届ニ付、中追放、 
此儀、前書清太郎は、丸木を以辰之助を打擲およひ、疵付、右疵ニて同人相果候

故を以、伺之通、下手人と申上候趣ニて、此ものは、直次郎倶々拳ニて及打擲候

ものニ付、先例相糺候得共、相当之例相見不申、安永九子年、先曲淵甲斐守町奉

行勤役之節、伺之上御仕置申付候、天王町代地五人組持店喜太郎外弐人儀、牛御

前祭礼之節、本所亀沢町覚左衛門店藤七より、下柳原同朋町文治郎店左兵衛忰平

                                                  
318 本文に掲げた諸例のほか、続類集拾六（六〇八）文政三・小網町壱町目庄助店勘右衛

門忰金太郎外三人儀、無宿万五郎を打擲いたし、同人相果候一件など。また人殺以外

の例として、古類集拾五（九九九）安永五・河州新喜多新田惣助を打擲いたし候一

件、同弐拾壱（一五六九）天明六・御定番・稲垣長門守組同心共、芝居木戸番を打擲

いたし、縛候上、連帰候一件。 
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八外弐人、一同花小出シ持ニ被相頼、祭礼前日足揃ニ付罷越、本所松坂町弐丁目

次助店幾之助其外之もの共、出し重く相見候間、助可申旨、幾之助儀、出しを持

歩行候節、町家軒より出有之竿え当、出し倒れ損し候処、幾之助儀、怪我之躰ニ

いたし、態と損し候儀と相察、幾之助覆ニ成候ニ付、平八儀、初発木切ニて頭を

敲候節、長十郎掴懸候ニ付、平八え荷担いたし、一同折重り強打擲いたし、右疵

ニて長十郎相果候上は、三人とも不届に付、中追放申付候類例、幷兼て人を可殺

と申合候儀も無之、同輩之もの闘諍難見捨、助力いたし候もの、中追放、と有之

御定ニ准、伺之通、中追放、 
評議之通済、319 

この一件では、複数いる行為者のうち清太郎なる者による、「丸木を以辰之助を打擲」

という行為が、被害者を死に至らしめたとの認定から、清太郎を下手人に処している。

一方で「初発打懸」については、引用された判例のうちに記述が見られるのみであり、

特に論点となっていない。したがって、他の共犯者と比較して、ある者が特に結果を惹

起する危険のある行為に及んでいる場合には、打懸の順序にかかわらず、当該行為者を

下手人としたものと考えられる。 
また、文政十二・下谷三之輪町髪結久兵衛弟子午次郎外壱人、人を殺候一件 320の「覚」

には、「御定書ニ、大勢ニて人を殺候時、初発ニ打掛り候もの、下手人と有之ハ、畢竟何

れ之疵ニて、相果候とも難決故ニ可有之候」との記述も見られる。この点からも、誰の

行為によって結果が生じたか明らかである場合には、「初発打懸」規定は適用されず、当

該結果を発生させた者を下手人としていたと考えられる。 
このような、結果発生に向けた因果性を求める姿勢は、「初発打懸」規定の適用にも現

れている。すなわち、御定書の規定は「打懸」と行為を中心にしているが、判例のうち

には、行為と発生結果との間により強い関連を求めているものがある。たとえば、前掲

天明元・野州和泉村・弥兵衛忰・直吉、人を殺候一件において、「藤右衛門儀、與左衛門

え初太刀切懸倒レ候」との事実が認定されながら、「誰を誰打殺候と申儀は、覚不申」た

めに同規定の適用を退けているのは、少なくとも與左衛門以外の者（「妻きち・忰両名」）

については、誰の行為によって死亡したのか明らかでない以上、藤右衛門にその責を負

わせるべきではないとの考えに基づくものであろう。また、 

享和元酉年御渡 
長崎奉行 

肥田豊後守伺 
一 肥前国長崎本五嶋町・宇兵衛、櫂船いたし候一件、 

                                                  
319 天保類集三拾五（八七二）。 
320 天保類集三拾四（八三六）。 
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長崎本五嶋町       
松 次 郎   

右之もの儀、糴船は、前々より堅差留置、猶又、近来は、於他領も、相催間敷旨、

追々厳敷申渡有之、当年も差留置候処、不相守、町内宇兵衛外弐人申合、世話いた

し、当五月五日、町内之糴船ニ乗組、罷出、沖合ニて、肥前国深堀船と糴合、勝負

未相決打、向方之船、本五嶋町船之先を乗廻、心外ニ候迚、深堀船え、多人数、櫂

を持、乗移り、名前不存、向方乗組之ものを、打擲いたし候節、最初此ものより打

掛候ニ付、乗組之ものも、大勢、櫂を以、打擲いたし、既、深堀之もの之内、疵人

も有之、両人は、海中ニ沈、相果候始末ニ至候段、不届ニ付、下手人、 
此儀、深堀之ものを打擲いたし候節、最初、此ものより打懸り候得共、海中ニ沈、

相果候は、此ものニ被打候ものとも不相決候間、大勢ニて人を殺候時、初発ニ、

打懸り候もの、下手人、之御定えは難引当、御定ニ添候例書、奥州仏浜村・百姓

長作養子・甚兵衛・百姓利三郎儀、酒狂之上、下桜井村・利右衛門と及口論、両

人、石を以、利右衛門え打付候処、当り所悪敷、利右衛門、相果候ニ付、甚兵衛

は下手人、利三郎は遠嶋、と相伺、両人共遠嶋、と御差図有之候儀も有之、去ル

子年、曲淵甲斐守、御勘定奉行之節、手限伺之上、御仕置申付候、武州芝村・百

姓市右衛門弟・徳次郎儀、往来ニて、治助外四人え悪口申掛、及口論、双方申募、

治助を、大勢ニて打擲いたし、誰打殺候と申儀は、不相分候得共、徳次郎、口論

仕掛候より事起り、一同取掛り、打擲いたし、治助、相果候上ハ、徳次郎発端人

ニ無紛、不届ニ付、下手人、と相伺、遠嶋と御差図有之候をも見合、遠嶋、 
評議之通済 321 

なる一件においても、伺の中で「最初此もの〔松次郎〕より打掛候」と認定され、評

議でもこれを認定する一方、「海中ニ沈、相果候は、此ものニ被打候ものとも不相決候」

との理由から、「初発打懸」規定の適用を退けている。したがって、「打懸」とは、単な

るきっかけでは不十分であり、当該結果を発生させ得る、直接的な行為であることが求

められたと考えられる。本件に引用された「去子年」（寛政四年）の判例に見られるごと

く、単なるきっかけに過ぎない場合は「発端人」として扱われるが、この「発端人」に

ついては次款において検討する。 
ところでこのように考えると、先にふれた「初発打懸」規定についての平松氏の理解

には、修正の余地があるように思われる。すなわち、たしかにこの規定は「結果発生に

対して原因力を与えた」者に責任を負わせるものであり、「因果関係論を以て責任論に替

えている」322との同氏の指摘は正鵠を射ている。しかし一方で、その「原因」は必ずし

も「事件の発端、きっかけ」と合致するものではない。本規定ではあくまで「結果を発

                                                  
321 古類集拾五（九九五）。 
322 平松前掲「下手人について」p.113。 
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生させ得る危険性をもつ行為」を最初に行った者を処罰の対象としているのであって、

そのような危険性を欠く原因力は射程外であったと考えられるのである。 

第二項 差図 
先に掲げたとおり、御定書の規定によれば、人殺の差図者は下手人、被差図者は遠嶋

とされる。すなわち差図者こそが当該結果発生に対し第一に責を負うのである。 
先にも述べたが、この処罰方針につき、平松氏・石塚氏はいずれも、結果発生の原因

を重視したものであるとしている。両氏によるかかる理解は、規定の文言を読む限りに

おいては妥当なものであるように思われる。 
しかし、原因を与えた者すべてが当該規定を適用され、正犯の刑に処されたわけでは

ない。 

天明元丑年御渡 
阿部備中守伺 
一 信州祢津東町・伝之助下男・喜助を及殺害候一件、 

松平市正知行       
信州小懸郡祢津東町   

百 姓        
長   蔵   

同人知行         
同郡西町        

百 姓        
幸   助   

右長蔵儀、あきと喜助、密通之証拠有之候ハヽ、離縁不致以前、いたし方も可有之

処、離縁いたし候後、無間も、喜助、女房ニ貰候由之風聞、有之候迚、兼て、密通

之証拠も無之儀を、得と糺も不致、疑いを以、幸助を頼、途中ニ待受、喜助を及殺

害候段、不届ニ付、下手人、幸助儀も、喜助とあき、密通いたし候由は不承、証拠

無之候得共、あきを、長蔵、離縁いたし候上は、難心得、最初、長蔵方えあきを仲

人いたし、心外ニ候迚、致闇討候外無之旨、長蔵え申聞、金子貰受、喜助を、長蔵、

切殺候節、手伝候段、不届に付、遠嶋、 
此儀、吟味書之趣ニては、幸助方え、長蔵参り、了簡ハ無之哉之段、長蔵え、幸

助、申聞候得共、離縁いたし候上は、致方無之、幸助、了簡ハ無之哉、と及挨拶

候ニ付、喜助を闇討ニいたし候外ハ、手段、無之旨、申聞、長蔵も、尤と存、左

候ハヽ、闇討ニ可致候得共、壱人ニては、無心元、金壱歩可遣候間、手伝いたし

呉候様、幸助え、長蔵、相頼候、と有之、幸助は、致差図候ものニも相当り可申

候間、差図いたし、人を殺させ候もの、下手人、差図を請、人を殺候もの、遠嶋、
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之御定ニ見合候ては、却て、幸助は、下手人ニも可有之哉、然共、喜助え、遺恨

含候当人ハ、全、長蔵ニて、其上、初発打懸り候ものニ御座候間、是又、下手人

は難遁、然ル時は、壱人之為ニ、両人、下手人に相成候例、差当、相見不申候間、

猶又、相考候処、あきと喜助、密通いたし候哉、と相疑、遺恨を含候は、長蔵ニ

て、幸助ハ、遺恨有之間敷哉ニ候得共、闇討いたし候外は、手段無之旨、幸助、

申聞候より事起リ、喜助を、長蔵、及殺害候始末ニ相成候間、幸助は、遠嶋ニて

は軽く可有御座哉ニ付、長蔵ハ下手人、幸助は死罪、 
評議之通済 323 

この一件では、幸助に対し「差図」規定を適用する可能性についてふれながら、なお、

「遺恨含候当人」は被差図者たる長蔵であるから、この者を下手人とする旨判示されて

いる。そして下手人を二人とるという判例はないため、「幸助、申聞候より事起リ、喜助

を、長蔵、及殺害候始末ニ相成候」という事実を重視し、差図者たる幸助は死罪に処す

と判断しているのである。 
したがって、平松氏・石塚氏の指摘する原因となった事実を重視する姿勢は、「差図者

を被差図者より重く処罰する根拠」としてはたしかに機能していると言えよう。しかし

一方で、本件で下手人に処されているのは被差図者であるから、両氏の理解は、「差図者

に正犯の刑を科す根拠」としては不十分であると言わざるを得ない。 
然らば、「差図」規定は如何なる根拠によって、差図者に正犯の刑を科すのか。この点

につき、以下の例を挙げる。 

文政二卯年御渡 
御勘定奉行 

榊原主計頭伺 
一 無宿平内品々悪事いたし候一件 

雪見川徳次郎事   
無 宿      

平   内   
右之もの儀、角力渡世いたし歩行、上総国本納村善左衛門養子ニ成候後、同国小関

村死失百姓金蔵娘ゑつを執心いたし、同人を貰受度旨、金蔵後家むなえ度々申込候

処、此ものえは難暮旨断およひ、下総国宮川村皆吉え呉遣し候を心外ニ存、ゑつを

可奪取と、無宿源太郎外五人相語ひ、銘々抜刃を持、夜中皆吉宅え押込及狼藉、一

同逃去、無宿ニ成、箇所度数不覚、野田原中等ニて簺博奕之筒取貸元いたし、口之

子と唱、銭取之渡世同様ニいたし、其上捕方役人ニ被見咎候節々、手合之もの共一

同逃去候得共、右は無宿常次郎差口ニよつて及露顕候儀と心得、博奕渡世之差障ニ

                                                  
323 古類集拾五（九八四）。 
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相成候を遺恨ニ含、同人を見当次第ニ、むね打ニいたし可遣旨、無宿粂右衛門・市

五郎・三次郎え差図いたし候ニ付、右之もの共、常次郎を殺害いたし候次第ニ至り、

又は同国片貝村権三郎宅ニて、同人幷無宿文五郎其外名住所不存、旅漁師共手合ニ

て、廻筒簺博奕相催、被捕候砌、可逃去と所持之懐剣を抜、捕方役人案内之ものえ

手向いたし候段、旁不届ニ付、遠嶋、 
此儀、常次郎を見当り次第むね打ニいたし可遣旨、粂右衛門外弐人え差図いたし

候を、右之もの共、常次郎を及殺害候由之申立ニて、粂右衛門外壱人申口ニも、

平内申口之通、差図受候と有之候得共、右差図を背殺候と申儀は、聢と不申立、

尤右申口をも替、吟味未相決内、粂右衛門外壱人とも病死いたし候儀ニ有之、乍

去むね打ニいたし可遣と之儀、平内差図受候由、粂右衛門外壱人一旦申立、殊平

内儀、再応牢問之上も可殺旨及差図候儀ニハ無之段申立候上は、全く人殺之差図

いたし候もの同様とハ難申、併主計頭御答書ニも申上候通、平内儀むね打ニいた

し可遣旨及差図候を、粂右衛門外弐人過チ殺候と之儀も治定仕兼候儀ニて、死生

之境紛敷ものニ有之、依之再応勘弁評議仕候処、平内儀、むね打ニいたし可遣旨

は、自身と常次郎え疵付遣候所存之処、案外ニ深疵為負及死候次第ニ成候と同様

之趣意ニ可有之、然ル上は、安永六酉年曲淵先甲斐守町奉行勤役之節、伺之上御

仕置申付候、当時無宿甚三郎儀、万助え遺恨有之候迚、小刀を以三ヶ所疵付、右

疵ニて万助相果候は不届ニ付、下手人申付候例有之、右吟味書之趣ニては、万助

申分を心外ニ存、疵付遺恨を可晴と、所持之小刀懐中いたし罷出、途中ニて万助

え疵付、同人相果候と有之、最初可殺心底ニ無之、相手及死候趣意は同様ニて、

一躰之始末も品不宜候間、例同様、下手人、 
評議之通済、324 

この一件は、差図者が意図した内容以上の結果が被差図者の行為によって発生してし

まった場合の処理を巡るものである。評議は差図者たる平内が殺害までは差図しなかっ

たことを認定したうえで、平内の刑責は「自身と常次郎え疵付遣候所存之処、案外ニ深

疵為負及死候次第ニ成候と同様」であるとしている。すなわち本件記述によれば、差図

者はその者自身が行為に及んだと同視し得るゆえに正犯の刑に処されるのである。 
反対に、被差図者は、あくまで差図者の道具として実行行為に及ぶゆえに、正犯とは

ならないのである。したがって、被差図者にも犯行に出るなんらかの動機、すなわち遺

恨がある場合には、純然たる被差図者としては扱われなかった。例として以下の一件が

挙げられる。 

明和八卯年御渡 
御勘定奉行 

                                                  
324 続類集拾六（六〇二）。 
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安藤弾正少弼伺 
一 奥州大久保村変死人一件、 

藤本甚助御代官所      
奥州伊達郡松澤村     

百姓藤右衛門下男    
六 郎 次   

右之もの儀、六三郎ニ遺恨有之候迚、庄次郎、申聞候ニ任セ、友右衛門倶々、遺恨

を可晴と申合、最初、割木を以、六三郎え打懸り候始末、不埒に付、三十日手鎖、 
此儀、主人同様之もの之差図ニて、六三郎を、割木ニて初棒打候間、筋、宜候ハヽ、

御咎ニは不及程之儀ニ御座候得共、其身も遺恨有之、友右衛門倶々、右遺恨可晴

と、庄次郎、申付候を幸ニ、手伝いたし、殊ニ殺候後、逃去候段、主人同様之も

の之差図ニて人を殺候ニてハ無御座候、然共、六三郎、兼て不法ものニて、親類

共、下手人御免之儀、申立候間、通例、人殺之手伝いたし候もの、遠嶋、之御定

より一等軽、中追放、然ル処、当二月廿九日、為類焼之節、放遣候処、逃去候由、

弾正少弼、申上候、尋出候得は、本罪、 
評議之通済 

〔下略〕325 

上記一件は主人の命を受けて「人殺之手伝」をなした者についての評議であり、純然

たる「差図」規定の適用例ではないが、被差図者の科刑について重要な点を示している。

すなわち、主人の差図によって人を殺した者について、主人からの差図ならば無罪とも

なるべきところ、当該被差図者も被害者に対し遺恨を持っていたという理由で刑に処さ

れているのである。 
本件は差図者・被差図者がともに被害者に対して遺恨をもっていた場合であり、被差

図者のみが遺恨をもち、差図者には遺恨がなかった場合が、前掲天明元・信州祢津東町・

伝之助下男・喜助を及殺害候一件である。 
以上を要するに、御定書の「差図」規定が差図者を正犯の刑に処すべき旨規定してい

るのは、差図者自身が犯行に及んだのと同視し得るためであり、その具体的な根拠は遺

恨をもって犯行に及んでいたことに求められたと言えよう。遺恨は人殺という犯罪の要

件として極めて重要なものであった。たとえば前章において検討したとおり、下手人と

なる七十一条二十五項と、七十四条三項「怪我にて与風付ケ、其疵ニ而相手死候もの」

との区別でも、遺恨の有無が重要な考慮要素となっていたのである 326。 

                                                  
325 古類集拾五（一〇一一）。 
326 第一章第三節参照。 
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第三款 御定書の規定によらない場合 

前款においては、御定書の規定するところにより下手人が確定される場合を概観して

きた。然らば、それらの規定が適用できない場合は、如何なる方法により下手人を特定

するのか。以下では「初発打懸」規定の例外としての「発端」、そして「差図」規定の例

外としての「遺恨なき差図」事例について取り上げ、この点についての徳川幕府刑法の

考え方を明らかにする。 

第一項 発端 
前款においては、御定書の「初発打懸」規定が、殺害結果の発生に最も寄与した者が

確定できない場合に、最初に結果を惹起し得る行為に出た者を下手人とする趣旨のもの

であることを確認した。然りとすれば、御定書規定の求める「初発打懸候もの」も確定

できない場合には、如何なる処理がなされていたか。 
この点につき、前掲享和元・肥前国長崎本五嶋町・宇兵衛、櫂船いたし候一件では、

松次郎の刑責を、二件の判例を参照しつつ論じている。このうち、「御定書ニ添候例書」

から引かれた例は以下のごときものであった。 

宝暦二申年九月御仕置之例 
奥州仏浜村       

百姓長作養子    
甚 兵 衛   

百姓        
利 三 郎   

此もの共儀、甚兵衛養父長作方江下桜井村理右衛門度々参、博奕打候様長作江勧候

儀を甚兵衛不届ニ存、重而参間敷旨申候より及口論候処、理右衛門儀、中直りニ酒

給可申旨申出し、其節同村利三郎参合候間、三人連立同村酒屋江罷越、酒を給、三

人共酔候而、同村浜辺江罷越し候節、理右衛門最初之儀を申出し抓合、甚兵衛利三

郎石を以理右衛門江打付候処、中り所悪敷、理右衛門相果候間、両人ニ而死骸を埋、

石を投付候砌、闇夜之儀故、何レ之石中り相果候哉之旨両人共申之ニ付、甚兵衛儀

は下手人、利三郎儀は遠嶋可申付哉与相伺、 
御差図 

両人共遠嶋、327 

すなわちこの判例は、二人が共に石を以て被害者に打ち付け殺害したが、いずれの行

為によって結果が生じたか分からないという場合に、両者を遠嶋とする旨示したもので

                                                  
327 「御定書ニ添候例書」六十六、宝暦二・両人ニ而石を投附打殺候処何レ之石中り相果

候哉不相分もの御仕置之事。 
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ある 328。いずれの行為が「初発」であったかについての記述はなされていないが、「甚

兵衛利三郎石を以」との記述を見る限り、「初発打懸」も確定できなかったものと推測さ

れる。一方、当該事例の発生経緯をたどれば、甚兵衛と被害者との口論が端緒であると

目される。評議において甚兵衛が下手人とされているのは、このような事情を勘案した

結果であろう。ところで、本件の処断は最終的に老中による遠嶋という差図で決着して

いるのであるが、評定所による評議結果はやや異なるものであることに注目したい。 
また、引用されたいま一つの判例は以下のごときものである。 

寛政四子年六月 
御勘定奉行 

戸田采女正殿御差図           曲淵甲斐守懸 
一 武州芝村ニ而変死いたし候無宿次助一件 

萩原弥五郎御代官所    
武州足立郡芝村     

百姓        
市右衛門    
徳 次 郎   

右之もの義、往来ニ而、治助外四人悪口申懸ケ、及口論双方申募、治助を大勢にて

打擲いたし、誰打殺候と申義ハ不相分候得共、此もの口論仕懸候より事起り、一同

取懸リ打擲いたし治助相果候上ハ、此もの発端人ニ無紛、不届ニ付、下手人、 
御差図 

遠嶋 
右御仕置附 

右、無宿治助を打殺候者、誰仕業とも不相分候得共、此もの発端人ニ付、大勢ニ而

人を打殺候時初発ニ打懸候もの之御定ニ見合、下手人、329 

この一件では、多人数による打擲があったが「誰打殺候と申義」が確定できない場合

に、口論をしかけた徳次郎を、「初発ニ打懸候もの之御定ニ見合」、下手人に処すべしと

の御仕置附がなされている。 
ここで注目すべきは、徳次郎が打擲に際して実際に「初発打懸」であったとは認定さ

れていない点である。すなわち、本件の記述は「打殺」という結果に着目したものとな

っているが、これは前款において述べたように、「結果を惹起し得る行為」と解すべきで

あり、実際には「初発打懸候もの」が確定できない事例であると考えられる。 
                                                  
328 なお第一節においてふれたとおり、高柳真三氏・石井良助氏はいずれも、この例を評

して、因果関係が不明確ゆえに生じたものであり、共同正犯的処罰の存在を示すもの

ではないとしている（本章第一節第一款参照）。 
329 「御仕置例撰述」初編十（55）。 
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したがって本件は、「発端人」を「初発ニ打懸候もの」の代わりとして下手人に処すべ

き旨の御仕置附がなされ、これに対し老中が遠嶋との差図を与えた事例であると考えら

れる。そしてそれゆえに、同様に「初発打懸候もの」が確定できなかった享和元・肥前

国長崎本五嶋町・宇兵衛、櫂船いたし候一件に判例として引かれたのである。 
さて、上に掲げた宝暦二年・寛政四年の両例はいずれも、当該犯罪のきっかけとなっ

た者――特に後者の例ではこれを「発端人」と称した――を遠嶋に処すという結論に至

っている。そしてこれらを参照した享和元・肥前国長崎本五嶋町・宇兵衛、櫂船いたし

候一件では、松次郎を、「初発打懸候もの」ではないにせよ、「最初此ものより打掛候ニ

付、乗組之ものも、大勢、櫂を以、打擲いたし」、その結果死者が出ている以上、当該結

果に対し責任を負うべきとして、遠嶋に処している。したがって本件も判例と同様、こ

の者を「発端人」と同様に位置づけてその刑責を問うたものと考えられる。 
以上のことから考えるに、当該犯罪のきっかけを作出した「発端人」は、仮令具体的

な犯行に携わっていようとも、それのみを以て下手人とされることはなかった。むしろ

「御定書ニ添候例書」六十六の例に見られるように、行為態様が等しければ、他の行為

者と差別なく処罰されたのである。 
しかし一方で、特に宝暦二年・寛政四年の両事件においては、評定所が下手人に処す

べしと評議しているのに対し、老中による差図は遠嶋となっている。評定所がかかる結

論に至った背景には、下手人という刑罰の特徴があるように思われる。前掲寛政四・武

州芝村ニ而変死いたし候無宿次助一件の御仕置附にもあるように、評定所評議では「発

端人」を「初発ニ打懸候もの之御定ニ見合」下手人としている。この記述からは、「初発

ニ打懸候もの」が不明である場合には、その代りに、当該犯行の原因を作出した「発端

人」を下手人とすべきとの発想が窺われる。すなわちここにもまた、一人の被害者に対

して下手人を一人とるという、下手人という刑罰の特性が反映されているのである。 
さらに、評定所の見解には、「発端人」と、御定書七十一条二十六項に規定される「手

引」との類似性も影響を及ぼしていると考えられる。 
この点につき、まずは「手引」についての以下の一件を確認しておきたい。 

寛政五丑年御渡 
火附盗賊改 

長谷川平蔵伺 
一 上総国寺谷村・半七、人殺之手伝いたし候一件、 

上総国市原郡      
寺谷村百姓      

半   七   
右之もの儀、酉之助・相勧候ニ任セ、博奕可致と、七平宅え罷越候処、筒元源蔵、不

罷越候ニ付、相別れ罷帰候砌、右源蔵、酉之助ニ遺恨有之、殺害いたし候間、帯し居
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候脇差、取呉候様、任相頼、奪取、持出し候処、被追詰候ニ付、右脇差、被取戻候節

は、殺害被致候儀も可有之、と存、右脇差ニて切倒、尤源蔵ニ被頼候由申之候得共、

脇差之儀は、取呉候様被相頼候得共、致殺害候儀は、被頼候儀無之処、初太刀ニて切

倒し候上は、遺恨之筋は違候得共、殺害いたし候当人も同様之儀、不届ニ付、下手人、 
此儀、吟味書之趣ニては、源蔵ニ被頼、酉之助・側ニ差置候脇差を、奪取、持出し

候処、酉之助、跡より追駈参り候間、右脇差ニて、酉之助を切倒候処、声立候ニ付、

源蔵も駈付、其儘、脇差捨置、逃去候跡ニて、源蔵儀、酉之助を殺害いたし候、と

有之、初太刀ニ切倒候とも、全、殺害いたし候当人ハ、源蔵ニて、此ものハ、人殺

之手伝いたし候ものニ付、右御定にて、遠嶋、 
先達て、評議仕、申上候、長谷川平蔵相伺候、上総国寺谷村半七・御仕置之儀、源蔵

ニ被頼、酉之助脇差を奪取、殺安キ様ニいたし候は、人殺之手引いたし候ニも当り可

申哉、源蔵行衛、不相知上は、旁、右之御定ニ寄り候方ニハ無之哉、今一応、評議い

たし、可申上無旨、被仰聞候、 
此儀、御書取之通、酉之助脇差を奪取、殺安キ様ニいたし候は、人殺之手引いたし

候ニも相聞候段、御尤ニ奉存候、依之、再応評議仕候処、酉之助を可殺旨、申候は、

源蔵ニて、其節、殺安キ様ニ脇差を奪取可遣旨、半七、申出候は、手引ニ相当り可

申候得共、酉之助、脇差を帯し居候ては、相叶不申間、何卒、右脇差を取呉候様、

源蔵、相頼候ニ任セ、奪取遣し候儀ニて、可殺と存附候も、脇差を奪取置度旨心附

候も、源蔵ニ有之、半七ハ、源蔵頼ニ任セ、奪取遣し候間、全手伝ニ相当り可申儀

と奉存候、 
一 源蔵、欠落いたし候上は、半七儀、下手人之方ニも可有之哉とも、評議仕候得共、

源蔵逃去リ候ニ付、半七申口、難取用と之吟味詰りは無御座、吟味書ニ認候通之

始末、全、無相違と見極、平蔵、申上、尤、下手人と相伺候趣意は、最初ニ切倒

候処而已を以、御仕置附、仕候儀と相見候間、本文ニ申上候通、手伝ニ相当リ候

上は、右之御定には、当人逃去候節之差別も無御座候間、いつれ、下手人ニは相

当り申間敷哉、と評議仕候儀ニ御座候、 
御差図、下手人 330 

以上の再評議の中では、人殺の実行行為前の幇助行為につき、自らの発案により行っ

た場合には「手引」にあたるが、殺害の実行行為者から頼まれた場合には「手伝」とな

るという評定所の意見が見られる。一方「発端人」も、自身がきっかけとなって当該犯

罪が発生したという点では、自ら当該犯行の契機となっているとも言い得るであろう。

そのため評定所は「発端」を、「手引」と類似の構造をもつ犯罪への加功であると理解し

ていたのではなかろうか。 

                                                  
330 古類集拾五（一〇一五）。 
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ところで、御定書中の「手引」規定但書では、当人が欠落した場合にその者に代わっ

て「手引」した者を下手人とする旨定めている。評定所は「手引」と類似の構造をもつ

「発端人」についてこの規定を援用することで、本来下手人となるべき「初発に打懸候

もの」の代わりに処罰するという判断に至ったと考えられるのである。 
実際、前掲寛政六・武州原馬室村・丑太郎、口論いたし、其上相違之儀申立候一件の

評議では、「人殺之発端人」とされる丑太郎への刑責を問うにあたり、「初発に打懸候も

の」である「異名おさむらと唱候浪人」の行方が知れないために、「手引」規定但書を適

用する旨示している。本件は「初発に打懸候もの」が判明しているにもかかわらずその

者を処罰できない場合であり、また丑太郎は被害者らを「盗賊之趣ニ取拵」など、当該

犯行へのかなり積極的な関与が認められるため、より「手引」規定を適用しやすい事例

であった。しかし評定所はかかる援用を、「初発に打懸候もの」がそもそも確定できない

場合の「発端人」に対しても、同様に行ったものと考えられる。 
然らば、このような評定所の見解に対し、老中はなぜ遠嶋との差図を出したのか。ま

た前掲享和元・肥前国長崎本五嶋町・宇兵衛、櫂船いたし候一件において、評定所はそ

れまでの見解を変更し遠嶋との評議を出しているが、これは如何なる理由によるのか。 
判例集などにおいては老中の差図についてその根拠などを示していないため、これを

明らかにすることは極めて困難である。ここでは評定所の見解との対比から導かれる推

測を述べるに止める。すなわち老中の差図は、あくまで当該共犯者による行為と結果と

の関係を重視したものと思われる。したがって、前掲寛政六・武州原馬室村・丑太郎、

口論いたし、其上相違之儀申立候一件の丑太郎のように、被害者らを「盗賊之趣ニ取拵」

などして他者に被害者らへの加害をけしかけた場合は格別、然らざる場合には、「発端人」

として問われるべき範囲においてのみ責任を負わせるべきと考えたのではないか。 
一方、評定所の見解が変更された理由としては、何らかの理論的決着をみた結果とも、

また単に参照した例の最終的な処断を重視した結果とも考えられる。しかし管見の限り

理論的決着をみたと目すべき判例は確認できない。また単に参照した例の科刑に則った

としても、それ以前の評議結果も掲げている以上、なんらかの理由で差図を優先したと

考えるべきであろう。したがってその理由は、なにかしら現実的な理由によるものであ

ると考えられる。 
本稿では以下の一件を引いて、その根拠を明らかにしたい。 

寛政八辰年御渡 
火附盗賊改 

森川源五郎伺 
一 深川六間堀代地町・伊兵衛方ニ居候・惣吉、博奕又は人を殺候一件、 

上州無宿         
源蔵事        
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当時深川六間堀代地町 
家持伊兵衛方ニ居候 

惣   吉   
右之もの儀、賽博奕筒元いたし候砌、妨いたし候儀を遺恨ニ存、半七相頼、酉之助

帯居候脇差、奪取貰、右脇差ニて酉之助を殺害いたし、右脇差は、所持いたし、其

後、半七え呉遣し、死骸ハ溜井え投込、不存躰ニいたし居候得共、露顕可致儀を恐、

欠落いたし候後も、悪事不相止、定七宅ニて、九兵衛筒元いたし候節、百銭・弐百

銭賭之賽博奕手合、両度いたし、又は野田ニて、廻り筒賽博奕、数度いたし候段、

重々不届至極ニ付、町中引廻し之上・獄門 
此儀、吟味書之趣ニては、此もの、元源蔵と申候節遺恨有之酉之助を、殺害可致

と存、同人帯居候脇差を、奪取呉候様、半七え相頼、承知いたし、内え入、無程、

脇差を持、逃出候処、酉之助、跡より追駈参候ニ付、右脇差ニて一太刀切付、脇

差捨置、半七、逃去候ニ付、此もの、右脇差を取、酉之助を殺害いたし候趣ニ御

座候、然処、其節、此ものは、欠落いたし、半七は、長谷川平蔵、火附盗賊改加

役之節、召捕候上、下手人可申付哉之段、相伺、評議ニ御下ケ被成候ニ付、評議

之上、遠嶋と申上候処、酉之助脇差を奪取、殺安キ様ニいたし候は、人殺之手引

いたし候ニも当り可申哉、源蔵行衛不相知上は、旁、右御定え寄候方ニは無之哉

之段、御尋有之候上、半七を下手人ニ被 仰付、相済候儀ニ御座候、其節、此も

の、被捕候ハヽ、全、下手人ニ相当り、半七は、人殺之手引いたし候もの之御定

ニ准し、遠嶋、ニ可相当処、此もの、逃去候ニ付、半七、下手人ニ相成候儀ニ御

座候、勿論、人殺之手引いたし候もの之御定・但書ニ当人逃去候節之御定ハ、下

手人、と有之、追て、当人、被捕候節之御定は、無之候得共、遠嶋ニ相当リ候半

七、下手人ニ成候ハ、其節、此もの、欠落いたし候故之儀ニ有之、殊ニ、酉之助

を殺候当人之儀ニも御座候間、半七ニ見合候ては、格別品不宜候間、死罪、 
評議之通済 331 

本件は、前掲寛政五・上総国寺谷村・半七、人殺之手伝いたし候一件の後日談とも称

すべき事例である。すなわち、寛政五年当時は、欠落していた源蔵の代りに半七が下手

人となったのであるが、当人である源蔵が発見されたためのこの者の刑責を問うている。

評定所は、本来なら「人殺之手引」として遠嶋に処されるべき半七が下手人となった以

上、源蔵はこれより重く死罪とするのが適当であると評議し、「評議之通済」となってい

る。しかし本件は、御定書のもつ欠陥が露呈した一件と言えるであろう。この一件を受

けて、安易に本来の当人を差し置いて下手人を確定すべきでないという考えが評定所に

共有されたのではないかと考えられる。 

                                                  
331 古類集拾五（九九二）。 
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ここまで、「初発打懸」規定の適用できない場合について概観した。そのような場合、

問題の中心となったのは「発端人」の取扱いであった。この「発端人」については、最

終的な科刑こそ他の行為者と同様に遠嶋に処される場合が多かったが、「初発に打懸候

もの」の代りに下手人となる場合があり、また然らざる場合でも、評定所を中心にその

果たした役割がある程度重視されていたと考えられる。 
然らば「発端人」はなぜこのような評価を受けたか。それは当該犯行のきっかけであ

ったからに外ならない。すなわち、前掲寛政四・武州芝村ニ而変死いたし候無宿次助一

件の「此もの口論仕懸候より事起り、一同取懸リ打擲いたし治助相果候上ハ、此もの発

端人ニ無紛」なる文言、また前掲享和元・肥前国長崎本五嶋町・宇兵衛、櫂船いたし候

一件の「最初此ものより打掛候ニ付、乗組之ものも、大勢、櫂を以、打擲いたし、既、

深堀之もの之内、疵人も有之、両人は、海中ニ沈、相果候」との文言に明確に現れてい

るように、この者の行為がきっかけとなり、他の共犯者が犯行に及んだ点が重視されて

いるのである。 
かかる点を重視する姿勢は、おそらく「初発打懸」にも共通していると思われる。両

者はともに、自己の態様を通じて他者を犯行に巻き込み、あるいは当該共犯者らに後続

の行為を促したという点で、その態様に類似性が見出される。「発端人」が「初発打懸」

の代りに下手人とされる場合があったのも、このような両者の類似性が意識されたため

であろう。すなわち両者はともに、他者へ影響を及ぼすことによって犯行を実現したと

いう点が評価され、他の共犯者に比してその刑責も重くなったと考えられる。 

第二項 遺恨なき差図 
前掲天明元・信州祢津東町・伝之助下男・喜助を及殺害候一件から、「人殺之差図」と

は通常、差図者が被害者に対して遺恨をもち、彼の者を他者の手によって殺害した場合

が想定されていたということが看取される。先にも少し述べたとおり、人殺の刑責を確

定する際、遺恨という要件は極めて重要な意味をもつ。 
では、上記事例で差図者を死罪としたのには、如何なる理由があると考えられるか。 
石塚氏はこの点につき、通常の差図事例が被差図者を遠嶋、差図者を下手人とするそ

の差に着目し、「たとい形式的にもせよ、教唆者なりとされた以上正犯よりは重く罰する

べきであると考えられたからにほかならない」332としている。しかし、差図者を正犯の

刑すなわち下手人に処すことと、被差図者を下手人に処したうえで差図者にこれより重

い刑を科すこととは、その性質を異にするように思われる。前款においてみたように、

差図者が下手人に処されるのは、その者が自ら犯行に及んだと同視されるためである。

然りとすれば、被差図者が下手人に処される以上、被害者の死亡という結果を誰に帰責

させるかという、人殺に対する処罰における最も中核的な問題には、既に決着がついて

                                                  
332 石塚前掲「共犯（二）」p.181。 
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いる。そのうえでさらに差図者を死罪に処すということは、「通例之人殺」に対して下手

人を科すときとは異なる刑事責任が問われているように思われる。 
ここで改めて、牧氏による下手人についての考察に着目したい。同氏は下手人と死罪

との区別について、J・コーラーによる内部的刑法と外部的刑法という枠組みを参照し

て、「『死罪』なる死刑は内部的刑法の範疇に属するものであり、『下手人』という死刑は

外部的刑法の系譜をもつものであった」333と論じている。 
下手人を外部的刑法の枠組みによって捉えると、当該下手人は被害者側にとって納得

のいく人物でなければならない。通例の差図事例においては、その者は遺恨を以て差図

した者であると考えられた。たしかに実際に被害者を殺害したのは被差図者であるが、

差図者と被害者は、遺恨という、より根本的な部分でのつながりをもっており、当時の

人殺に対する処罰においては、まさにその点こそが重視されたのである。したがって、

本件のように遺恨と差図が離れた場合でも、被害者にとってより重要なのは、当該結果

発生を欲する、遺恨をもつ者であると考えられたのであろう。それゆえ、遺恨ある被差

図者が下手人に処されたのである。一方で差図者は、被差図者をして犯罪をなさしめた

という社会的害悪が重視され、内部的刑法によって死罪となったと考えられる。事実、

前掲事例では「幸助、申聞候より事起リ、喜助を、長蔵、及殺害候始末ニ相成候間」な

る記述が見られ、差図者の行為によって被差図者が犯行に及んだ点を重視し、幸助を死

罪に処している。このように、遺恨なき差図事例において差図者が死罪に処される理由

は、他の共犯者をして犯行に至らしめたという、他者への影響力が評価されたためと考

えられるのである。 

第四款 人殺における共犯処罰の特徴 

本節第一款において述べたとおり、人殺の共犯処罰については、石塚氏・平松氏によ

る先行研究がある。そのなかで、石塚氏は差図について、また平松氏は御定書規定を評

して、原因となる事実が重視されたと指摘している。たしかにこのような傾向は、本稿

においてここまで検討してきた諸例からも窺える。 
しかし一方で、それらの先行研究には修正すべき点が多いことも、本稿の検討結果か

ら明らかである。 
第一に、石塚氏による「初発打懸」を巡る「殺人を欲するもの＝本人」という理解は、

先にも指摘したとおり、正確なものとは言えない。複数行為者による人殺においては、

誰が結果を発生させたかが第一に問われ、これが不明の場合には、犯意形成の順序にか

かわらず「初発ニ打懸候もの」を下手人としたのである。石塚氏の上述の理解はむしろ、

差図者が遺恨を持っていることを要件としている点において、差図規定により積極的に

看取される。 
                                                  
333 牧前掲「下手人という仕置の成立」p.132。 
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第二に、先行研究では、共犯者のうち最も重く処罰される者が正犯であると考えられ

ているが、これもやはり正確なものではないと言えよう。たしかに、先に検討した頭取・

同類を区別する類型からも明らかなように、かかる考えは共犯処罰において極めて一般

的に見られるものではある。しかし、遺恨なき差図者事例において、単独正犯に科され

る刑である下手人に処される被差図者と、死罪に処される差図者とが両立していること

に端的に現れているように、人殺の共犯処罰においては、必ずしもその犯罪の「当人」

が最も重く処罰されるわけではなかった。すなわち下手人に処される人殺の当人と、共

犯処罰において重視される者とは必ずしも一致しないのである。 
さらに、石塚氏・平松氏による原因となる事実の重視という指摘も、人殺の共犯処罰

への理解としては、十分なものとは言えない。すなわち、本稿に掲げた判例の具体的な

記述に着目すると、人殺の共犯処罰において重視されていたのは、原因となる事実その

ものよりも、その原因によって他者を犯行に至らしめた点であったと考えられる。この

ように他者への影響力を評価する姿勢は、特に発端人や遺恨なき差図者の事例において

明確に言及されているが、本論において述べたとおり、「初発打懸」の適用においても同

様であったと考えられる。 
一方、本節の検討結果によれば、差図規定の適用例においては、差図者が下手人とさ

れる根拠は、自身が行為したと同視し得るという点に求められていたと考えられる。し

かしこれについても、遺恨なき被差図者に実行させるという状況は、その者を自己の完

全なる影響下においているとも評価し得るから、やはり他者への影響力を評価した結果

とも言い得るであろう。 
したがって、先行研究の成果は一部において妥当なものではあるけれども、人殺の共

犯処罰の本質を捉えているとは言い難い。その本質とは、当該共犯者が他の共犯者に如

何なる影響を及ぼしたかを評価の中核とするものであったのである。 
 

第五節 小括 

以上、頭取・同類、頭取なき同類、人殺における共犯処罰について、その判例法理と

その背景にある処罰根拠を明らかにしてきた。その結果を見るに、この分野に関する従

来の研究、特に石塚氏による成果は、必ずしも正確なものではないと考えられる。 
序論において述べたとおり石塚氏は、客観主義的刑法観から主観主義的刑法観への変

遷という構図の中で共犯処罰を捉え、特に御定書成立以後のそれが主観主義的刑法観に

基づくとの見解を示した。しかし前節までにおいて概観したとおり、同類のうちから頭

取を区別するにあたっては、犯意の形成順序のみならず実行行為段階での先導などにも

重点が置かれ、特に集団の形成者でありさえすれば具体的な犯行への意思形成は必要と

されなかった。また頭取なき同類については、各人の果たした役割がいずれも重要であ



161 

るとされるために、かかる共犯類型が認定されたのである。さらに人殺の共犯処罰にお

いては、下手人の認定に際して遺恨という要素が重視される場合はあるものの、多くの

場合、他の共犯者に実行行為を促すような役割を担った者が重く処罰されたのである。 
また本章では、以上のごとき検討結果から、徳川幕府刑法における共犯処罰の特徴を

も明らかになし得たと思う。その特徴の第一に、各犯罪類型によって共犯処罰がさまざ

まであったという点が挙げられる。人殺の共犯処罰はその最たるものと言えるであろう

が、そのほかにも、強訴・徒党の頭取不明の場合の処理や、盗において頭取なき同類が

広範に認められた点など、いずれの共犯類型についても、その類型が適用される犯罪の

特徴が反映されているのである。 
尤も、徳川幕府刑法における共犯処罰が、全く各犯罪類型に左右され、統一的な法理

をもたなかったわけではない。 
本章の検討結果によれば、同類から頭取を区別する基準は、発言その他の態様によっ

て他者を犯行に誘引した点に求められた。また、頭取なき同類に認定されるのは、おも

に当該犯行に必要不可欠な役割を果した者であり、盗に対する適用においても、その範

囲は他の共犯者への影響力を基準に決められていた。さらに人殺における共犯処罰でも、

自らの態様によって他者の犯行を促した者が重視されていた。すなわち、共犯のうち重

く処罰される者は、他者を犯罪遂行に向けるという役割を果した者であり、客観的ある

いは主観的態様そのものより、当該態様によって如何に他の共犯者に影響を及ぼしたか

の評価に重点が置かれたのである。 
そしてこのような共犯処罰の本質は、同時に徳川幕府刑法における刑事責任の本質に

もつながるものであると考えられる。 
本稿では前章において、おもに不念の用法についての検討を通じて、徳川幕府刑法に

おける刑事責任が広義の身分責任によって捉えられていたことを明らかにした。この不

念が認定される例には、他者による犯罪を抑止・告発しなかった場合が挙げられた。 
本章において検討した共犯処罰に現れた、他者を犯罪遂行に向けた者を重く処罰する

姿勢は、他者による犯罪の抑止・告発とは対極に位置すると考えられる。すなわち、本

来ならば他者による犯罪が行われないようにすべきであり、仮に他者による犯罪を認識

した場合にはこれを告発すべきところ、この義務を果たさないばかりか、自身の態様に

よって他者を犯罪遂行に向けた者は、他の共犯者より重く処罰されるべきと評価された

のである。 
然りとすれば、共犯処罰もまた、自身の置かれた立場における適切な行為・意識の統

御を怠ったことを刑事責任とする、広義の身分責任的な刑事責任観に立脚するものであ

ると言えよう。 
以上より、徳川幕府刑法における共犯処罰について、その基礎に身分責任的な刑事責

任観を看取し得るとともに、かかる刑事責任観が徳川幕府刑法において如何に重要なも

のとして扱われていたかを知ることができるのである。  



162 

第三章 被害者の責任 

第一節 先行研究の整理と問題提起 

第一款 先行研究 

平松義郎氏は、「徳川幕府刑法に於ける窃盗罪」の中で、「『忍入之盗』を加重する理由

を被害者に過失なかりしことに求めんとした判例」の存在を指摘し、「徳川時代の刑法に

於て被害者の過失が加害者の刑事責任の決定に強く影響を及ぼしたことについては稿

を改めて詳論してみたいと思う」334と述べている。同氏によるその詳論は管見の限り確

認できないが、被害者に存する事由が加害者の刑責に影響を及ぼしたという点は、徳川

幕府刑法における刑事責任の本質を理解する上で重要な論点と言えるであろう。 
被害者に存する事由が加害者の刑責に影響を及ぼす例については、平松氏による上記

の指摘のほかにも挙げられる。 
たとえば石塚英夫氏は、謀書謀判の成否について「欺される側にもなんらかの責任の

あるばあいにはやはり謀書謀判の成立を否定している」例があることを指摘している 335。

かかる指摘は、先に掲げた平松氏による指摘と併せて、財産犯において被害者に存する

事由が加害者の刑責を左右する例と考えられる。 
また、人殺においても、被害者に存する事由が加害者の刑責に影響を及ぼす例が見ら

れる。これは先行研究において、私的刑罰権、または「正当防衛的法理」として理解さ

れている。 
中田薫氏は、徳川幕府刑法において「公刑主義が一般的であつたことは、もとより疑

ない処であるけれども、猶ほ他の一面には私刑が公認され、或は公刑にして未だ私刑臭

味を脱せざるものがあり、概して云へば私刑時代より公刑時代に移りつゝあつた、過渡

期の状態を示している」と述べ、その例として、第一に復讐の公認、第二に被害者又は

親族らによる宥免の申出による刑罰の軽減、第三に夫・主人による妻・下男下女に対す

る刑罰権を挙げている 336。 
高柳真三氏は、「正当防衛（緊急防衛）的行為に関する」御定書の規定および「御定書

ニ添候例書」所載の判例を検討し、「これらのものの間になんらかの法律概念の統一した

連絡があったことを見出すのは難しいように思われる」としつつ「いずれも他から加え

られる侵害に対し、自己または他人の生命・身体その他のものを防衛せんとして、侵害

者に反撃を加えた場合、〔中略〕その刑を免じあるいは減軽すべきものとしている」と指

摘している。また同氏は、「その違法性阻却に関する認識は、無礼討の制度や主人の救助

                                                  
334 平松前掲「徳川幕府刑法に於ける窃盗罪（三・完）」p.90。 
335 石塚前掲「徳川幕府刑法における謀書謀判」p.37。 
336 中田前掲「徳川刑法の論評」pp.749-751。 
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の場合に明瞭に現れ、却って自己の生命・身体を護る際には不確実になっている」こと

から、徳川幕府刑法が「未だ正当防衛としてまとまった概念をもたなかった」とも論じ

ている 337。 
平松氏は、「幕府法上認められていた私的刑罰権には、武士の無礼討（切捨御免）、敵

討、夫の姦夫姦婦成敗ないし妻敵討など、親・主人の子・奉公人に対する懲戒、および

被害者の宥恕の五種を挙げることができる」とし、しかしながら「殺害権に限ると、前

四者は、武士の敵討を除き、幕府はこれを奨励せず」、また「被害者の宥恕も、形式化し

て公刑法上の一要件に過ぎなくなつている」ことから、「これら私的刑罰権の諸制度は、

公刑罰を左右し、補充する程の実際的重要性をほとんど喪失していたといわねばならな

い」と論じている 338。 
石井良助氏は、中田氏、高柳氏および高柳氏の論文を引用した平松氏が、いずれも正

当防衛の存在を否定していることを念頭に置きつつ、おもに「公案比事」所収の判例か

ら、「江戸時代において正当防衛がある時期以後認められていた」と指摘し、「相手方の

攻撃に対して、防御の方法がなく、手に余った場合やむを得ず反撃に出てこれを殺した

時に限り無罪になった」と論じている 339。 
山中至氏は、まず御定書成立以前について、「急迫の不正な侵害に対する反撃を正当防

衛として正当化する事例」340を含め、「被害者側によって宥恕が願出られるケースが多

くみられ」、「私的刑罰思想として理解できる」と論じている 341。次に御定書成立以後に

ついて、御定書規定の適用を巡って、「被害者が申分なく助命願を申し出ることにより加

害者の刑が減軽されるのではなく、〔中略〕刑事責任を減軽するという事が、当事者の意

思とは無関係な、職権的判断によるものとなってきている」と指摘し、また「相手方が

平日不法ものであり、また甚だしい不法行為がある場合には、刑事責任を減免する」こ

とがあったと指摘している 342。 
谷口眞子氏は、「近世においては正当防衛の法観念がみられるばかりでなく、法文に規

定する藩もあり、成文法がみられない場合でも、判例上、正当防衛が認められていた」

と指摘し、さらにその内容について「近世において正当防衛が認められたのは、物理的

に相手から攻撃を仕掛けられ、自己および他人の生命や財産を防衛するために、実力を

                                                  
337 高柳真三「正当防衛と江戸時代の刑法」（前掲『江戸時代の罪と刑罰抄説』所収、初

出『国家学会雑誌』57 巻 7 号、国家学会事務所 1943 年）。 
338 平松前掲『近世刑事訴訟法の研究』pp.569-597。 
339 石井前掲『第四江戸時代漫筆』pp.39-58、同「江戸幕府法における正当防衛につい

て」（前掲『日本刑事法史』所収）pp.449-466。 
340 山中至「江戸幕府法における御仕置御免願の制度（一）」（『熊本法学』46 号所収、熊

本大学法学会 1985 年）p.9。 
341 同上 p.14。 
342 山中至「日本近世刑事法の法構造の一側面―江戸幕府法における御仕置御免願の制度

（二・完）―」（『熊本法学』74 号所収、熊本大学法学会 1992 年）pp.76-85。 
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行使した場合である」と論じている 343。また御定書の適用について「①そのまま適用さ

れる場合、②それらの条文を引いた上で、さらにそこに規定されている刑罰を減軽する

場合、③条文を引くことなく所払や無罪などを言い渡した場合」があるとし、その適用

は「裁判担当者の常識と法観念に依拠していたと考えられる」と論じている 344。 
安高啓明氏は、正当防衛と無礼討とを対象にして、長崎奉行と幕府評定所との司法判

断の相違について論じているが、その中で、正当防衛的事例に対する評定所の下知 345か

ら、「長崎奉行には正当防衛を是認する能力（法源）がな」いのに対して、幕府評定所に

おいては、「正当防衛に関する司法的概念は、享保十年の段階ですでに成立していた」と

指摘する 346。また同氏は、「公事方御定書の成立に至る過渡期において、正当防衛なら

びに無礼討ちの成立する大きな要素は、被害者（被殺者）の現状にあった。長崎におけ

る正当防衛の場合、被害者は『山盗之類』であり、無礼討ちの事例では、被害者は『生

所不明』かつ『偽切手所持』、『謀書謀判』を罪状とする重罪犯である」とも論じている

347。 
大平祐一氏は、近世前半期長崎奉行所の刑事判決記録において無罪とされた事件の中

に、「正当防衛、無礼討ち」を理由とするものがあると指摘した上で、安高氏の研究も参

照しつつ、「地方官たる長崎奉行は、正当防衛、無礼討ちのいずれについても否定的で、

政府中央と見解が一致せず、また、政府中央も、正当防衛的な考え方を認めつつも、そ

の見解は定着しなかった」と論じている 348。 
以上がこの法現象に関するおもな先行研究である。これらを見るに、いずれも被害者

に存する事由が加害者の刑責に影響を及ぼすことは認めているが、そこから正当防衛な

る法理の存在を認めるか否かという点では見解が分かれている。特に石井氏以降の研究

は、正当防衛的法理の有無、そしてその法理としての一貫性に着目するものが多い。 

第二款 問題提起 

しかし、本稿において繰り返し述べてきたように、西洋近代的な法概念を前提とした

徳川幕府刑法の理解には限界がある。事実、先行研究はいずれも、正当防衛という法理

によって判例を理解しようとしているが、その理解によって、判例が示す刑責の決定方

法を十分に解明しているとは言い難い。それまでの先行研究を覆し、徳川幕府刑法にお

                                                  
343 谷口前掲『近世社会と法規範』p.75。 
344 同上 pp.69-89。 
345 「犯科帳」第七冊（6）。 
346 安高啓明『近世長崎司法制度の研究』（思文閣出版 2010 年）p.222（初出、「幕府評定

所と長崎奉行の司法的概念―『正当防衛』と『無礼討ち』にみる法的保護」〈『日本歴

史』710 号所収、吉川弘文館 2007 年〉）。 
347 安高上記「幕府評定所と長崎奉行の司法的概念」pp.41-50。 
348 大平前掲「近世の刑事裁判と『無罪』」pp.1114-1121。 
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ける正当防衛の存在を明確に肯定した石井氏にしても、「公案比事」に収められている事

例に重きを置く一方、「御仕置例類集」など、その他の重要な判例集に収められた事例に

ついてはほとんど検討していないのである。 
また前款を見れば明らかなように、先行研究は専ら、人殺におけるかかる法現象につ

いての検討に終始している。一方で、他の犯罪類型における同様の法現象ついての検討

は、盗に関する平松氏の指摘、謀書謀判に関する石塚氏の指摘という、非常に部分的な

ものに止まっており、甚だ不十分である。たしかに人殺という犯罪は極めて重要である

が、一方で、徳川幕府刑法の体系的な理解のためには、他の犯罪類型についても同様の

検討を行い、その異同を明らかにすることが肝要である。 
そこで本稿ではまず、御定書七十一条三十三項、同七十二条に規定されるような、被

害者による「不法」・「理不尽」があることを理由とする加害者の科刑の減免について、

被害者に存する事由に着目しながら検討する。（第二節） 
次に、平松氏・石塚氏によってなされた、盗や謀書謀判に関する指摘を含め、その他

の犯罪において被害者の責任が加害者の刑責に影響を及ぼす事例についても検討する。

（第三節） 
そしてこれらの検討から、徳川幕府刑法において被害者の責任がどのように捉えられ

ていたかを明らかにすることが、本章の目的である。 
 

第二節 人殺における被害者の責任 

第一款 御仕置御免願と加害者の刑責 

被害者の「不法」・「理不尽」に対して反撃をなし、被害者を殺害した加害者の刑責を

巡って、御定書には以下の二箇条が置かれている。 

七十一 人殺幷疵附等御仕置之事 
〔三十三項〕 

従前々之例 
一 相手より不法之儀を仕懸、無是非及刃傷、人を殺候もの  遠   嶋 

 
七十二 相手理不尽之仕形にて下手人ニ不成御仕置之事 

享保二十年極 
一 相手理不尽之仕形ニ而、不得止事切殺候におゐてハ、 

相手方親類名主等、被殺候もの平日不法ものにて 
申分無之、下手人御免申出、無紛候ハゝ、     中 追 放 

但、武士方奉公人ハ、被切殺候もの之其主人より願無之候ハゝ、縦令親類等
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願候共、差免申間敷事、349 

尤も後述するように、かかる場合の加害者への刑の減軽の程度は中追放に止まらず、

より軽く処罰されることがあり、ときには「無構」すなわち無罪ともなり得たのである。 
ところで谷口眞子氏は上記二箇条を挙げて、「遠嶋と中追放の違いは、被害者の親類や

居住者の名主たちが、平日不法者であるとして『下手人御免』を申し出たかどうかにか

かっている」と解している 350。「下手人御免申出」すなわち「御仕置御免願」351の提出

が要件となっているか否かは、たしかに両者の大きな違いの一つとして挙げられよう。 
また実際、谷口氏の見解を裏付けるような例も存在する。 

寛政三亥年正月 
御勘定奉行 

松平和泉守殿御差図           根岸肥前守掛 
一 武州屈巣村源次郎儀同国郷地村伝八を殺害いたし候一件 

阿部豊後守領分     
武州埼玉郡屈巣村   

百姓        
源 次 郎   

右之もの儀、伝八ゟ切掛ケ手負候とも、同人脇差を奪取候程ニ候ハヽ、捕置其段可

申立処、右脇差を以数ヶ所疵付、右疵ニ而伝八相果候段、不届ニ御座候間、御定之

通、下手人、 
御差図 

遠島 
右御尋ニ付御答 

此儀、御尋之通、源次郎申口之趣ニ而は伝八ゟ理不尽ニおよひ候趣ニ而、其上源次

郎疵受候段も無相違候間、相手理不尽之仕形ニ而不得止事切殺候もの之御定をも見

合候得とも、右御定ニも相手方親類名主等被殺候もの平日不法ものニ而申訳無之下

手人御免申出無紛候ハヽ中追放と有之候処、伝八親類・村役人共相糺候処、伝八義

平日不法もの之由も不申立、下手人御免之儀も不申出、幷其節之始末藤八義も不見

請旨申之候処、全源次郎申口斗ニ付下手人と奉伺候儀ニ御座候、然ル処尚又御尋之

趣を以取調候処、源次郎申口斗与ハ乍申、其身弐ヶ所疵受候段者無相違間、全伝八

ゟ仕掛候儀ニ而、売掛銭等を不相払段も伝八非分ニ有之、依之相手ゟ不法之儀を仕

掛無是非及刃傷人を殺候もの遠島と有之御定ニ見合、是以的当ニ者無御座候得共、

                                                  
349 『徳川禁令考』別巻 p.111-114 より抜粋。 
350 谷口前掲『近世社会と法規範』p.86。 
351 なお、御仕置御免願について、平松前掲『近世刑事訴訟法の研究』pp.593-597 参照。 
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右御定ニ准し遠島可被仰付候哉、352 

本件の「右御尋ニ付御答」では加害者たる源次郎について、まず七十二条の適用を検

討している。しかし、被害者たる伝八が侵害をなしたとの証言が「源次郎申口」のみで

ある点に加え、伝八の親類・村役人から「下手人御免之儀」が申し出られていない点を

挙げ、同規定の適用を退けている。このうち「源次郎申口」の信憑性については、源次

郎も傷を負っていることから、最終的には「全伝八ゟ仕掛候儀」と認定されている。し

かしそれでもなお遠嶋に処されていることから、御仕置御免願の提出されなかったこと

が七十二条の適用を否定するおもな根拠となったと推測される。 
また、以下の一件も挙げられる。 

寛政七卯年八月 
太田備中守殿御差図           脇坂淡路守掛 

一 牛込赤城明神宮守伊藤庄蔵と御持弓組同心金坂万五郎喧嘩之上万五郎相果候一件 
牛込赤城明神     

宮守        
伊藤 庄蔵   

右之者儀、明神社地裏門を〆社内江罷帰り候節、金坂万五郎・高田喜作連立参り、

裏門〆候哉と万五郎相尋、〆候段答候得者、通り懸候を乍見受〆候者不得其意由ニ

而、万五郎ニ被突倒候とも、連も有之儀故得与申談取斗方も可有之処、心外ニ存候

迚、万五郎江組附捻合両人共倒、万五郎者打所悪敷、気絶いたし候儘相果候始末ニ

成候段、不届ニ付、遠嶋、 
右御仕置附 

右、御定書ニ、相手より不法之儀を仕懸、無是非及刃傷、人を殺候者、遠嶋与有之

候、此者義、裏門を〆候時刻ニ付〆候を、不得其意候迚突倒し候者、金坂万五郎不

法ニ御座候、乍然、申談方も可有之処、組合倒候上万五郎相果候上者、人殺ニ御座

候、然ル所、素より殺候存念ニ無之段無間違候間、旁下手人ニ者不及、前書之御定

ニ引当及刃傷不申候間、品軽方ニ御座候得とも、相果候もの者軽も御家人ニ御座候

間、右御定書ニ准し、遠嶋、 
右御尋ニ付御答 

此儀、御家人幷武家之家来侍以上之もの、不法理不尽およひ候故殺候もの之例、町

奉行江も懸合相糺候処、相当之品相見不申、百姓ニ而之例別紙之通ニ御座候、且御

定書之趣意再応勘弁仕候処、相手より不法之儀を仕懸、無是非及刃傷、人を殺候も

の、遠嶋、与本罪御極被置、猶又相手方親類名主等、被殺候もの平日不法ものニ而

申分無之、下手人御免申出、無紛候ハヽ、中追放、と一等軽く被宥候事、別之箇条

                                                  
352 「御仕置例撰述」初編十（28）。 
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ニ被書置候儀と奉存候、武士方奉公人者、被殺候もの之其主人より願無之候ハヽ、

仮令親類等願出候とも、差免間敷事と有之但書者、百姓町人之召仕者、親類等之願

而已ニ而主人之存意ニ無構、主人武家ニ候得者、其主人之存意を相立可申との御趣

意迄之御文言ニ而、及不法被殺候当人武家之家来候得者、殺候もの刑重く相成候訳

之御文談ニ者有之間敷、右差免申間敷与申御文言も、下手人ニ申付候ニ者無之、前

書本罪之遠嶋ニ可申付との御趣意と奉存候、其詮者、 
一 相手ゟ不法之儀を仕懸無是非及刃傷人を殺候もの 
一 相手理不尽之仕形ニ而不得止事切殺候ニおゐてハ 

右二箇条之御文言者違候得共、趣意おゐてハ差別無之、跡之ヶ条、相手方親類等御

免不申出候迚下手人相成候而者、前箇条、遠嶋之御定者消申候、其上意趣遺恨を以

人を切殺候と、理不尽不法を仕懸候もの有之、不得止事切殺候とハ差別御座候故、

遠嶋と別之箇条も被成置候儀ニ可有御座哉、尤跡之ヶ条ニ、相手理不尽之仕形ニ而

下手人ニ不成事、又者下手人御免申出無紛候ハヽと有之御文段ニ而者、御免不申出

節者、下手人ニ可申付との御趣意之様ニも相見候得共、前書之通前ニ遠嶋之御定有

之間、一事両様之儀者有御座間敷、殊御免不申出ニおゐてハ下手人とも無之候故、

右下手人与有之御文段者人殺之事ニ付、下より願出候節者下手人御免与可申出、其

所を以之御文段与見極候時者、右御文段ニ者泥ミ不申方ニも可有御座哉、此度之金

坂万五郎儀及不法候段者、軽くも御家人之身分ニ而猶更如何ニ付、御家人之不法者

用捨も可致与申趣意ニ而、伊藤庄蔵御仕置重く相成候而者相当仕間敷哉、併御仕置

附書付ニも申上候通、不及刃傷候間、御定より品軽キ方ニ御座候得とも、孰御家人

変死之事故右之所ニ而ハ軽ミ候も如何と見込、遠嶋と申上候儀ニ而、別紙百姓之例

ニも見合、旁下手人ニ者不及、遠嶋ニ而相当可仕哉ニ奉存候、 
〔下略〕353 

上記一件は、被害者・金坂万五郎による、「突倒し」に対する加害者・伊藤庄蔵の反撃

の結果、双方とも倒れて万五郎は打所が悪く死亡してしまったというものである。本件

につき御仕置附は、被害者の行為を不法と認定したのち、反撃行為が「刃傷」でなかっ

たという点で「品軽方」ではあるけれども、被害者は御家人であるから、七十一条三十

三項の規定に准じ遠嶋としている。一方「右御尋ニ付御答」では、まず七十一条三十三

項と七十二条とは「趣意おゐてハ差別無之」、七十一条三十三項が「本罪」であり、その

うえ相手方から下手人御免願が出されれば、なお刑を減軽して中追放に処される 354と

し、本件においては御仕置御免願が提出されていないが、然りとて下手人に処すのは適

当ではなく、遠嶋に処すべきであると結論づけている。なお反撃が刃傷でない点や被害

者が御家人であるという点については、御家人の身分で不法に及ぶことは「猶更如何ニ

                                                  
353 「御仕置例撰述」初編十一（18）。 
354 山中前掲「日本近世刑事法の法構造の一側面」p.78 参照。 
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付」、これを理由に加害者の刑を重くすべきではないが、御家人の変死であるから刃傷で

ないからといって刑を軽くすることもできないとしている。 
さて、上記両例を見るに、加害者への刑を決定するに際しては、「申口」の信憑性や、

被害者が御家人であるという点など、個別の事情が考慮されているものの、御定書の上

記二規定のうちいずれを適用するかは、いずれも被害者方から出される御仕置御免願の

有無によって判断しているのである。 
しかし、このように御仕置御免願の有無が重視される例のある一方で、山中至氏は、

御仕置御免願が提出されたにもかかわらず遠嶋となった事例や、逆に提出されなかった

にもかかわらず中追放となる例が、相当数確認できると指摘している。同氏はこの点か

ら、御仕置御免の制度が、被害者側の意思を尊重して適用されるものから、職権主義的

なものに推移していったと論じている 355。 
平松氏によれば、「被害者の御仕置御免願は、多分に形式的なものであって、〔中略〕

被害者側が御免を願わず、敢て加害者を下手人に処せられんことを申立てても、奉行所

ではこれを取り上げず、半ば強制的に下手人御免願を出さしめている」のであって、こ

のような場合の刑事責任の減軽は「当事者の意思とは無関係な、職権的判断によるもの

となつて来ている」356。 
然りとすれば御仕置御免願は、七十二条を適用するための十分条件とは位置付け得な

いであろう。上記二例にしても、御仕置御免願が出されなかったために遠嶋に処された

のではなく、当初から担当裁判役人らには加害者の刑を中追放に減軽するつもりがなか

ったために、当該願を被害者方に出させなかったものと考えられる。 
尤も、御仕置御免願の提出に全く意味がなかったわけではない。被害者方から積極的

に当該願が出された場合、裁判においてこれを被害者の不法の立証手段とすることがあ

ったと考えられる。 

天保六未年御渡 
長崎奉行伺 
一 無宿俊了儀、無宿幾次郎え為疵負、右疵ニて同人相果候一件 

肥後国        
無宿道心者     

俊   了   
右之もの儀、剃髪いたし候後、在所無断立出、無宿ニ成、同国天草郡え立入、名前

不存旅僧を頼、贋切手認貰、所々托鉢いたし相廻り候内、同郡宮田村ニて、生所不

知袖乞幾次郎ニ出会、此もの腰ニ差置候弓之折レを見懸、雑言等いたし、一旦相別、

猶又出逢候節、読経之儀ニ付、幾次郎雑言いたし、立懸り、此もの着用いたし居候

                                                  
355 同上 pp.79-83。 
356 平松前掲『近世刑事訴訟法の研究』pp.593-595。 
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衣を引裂候付、法外之旨相咎、弓之折レを以同人を打擲およひ候処、右弓之折レ同

人ニもき被取、打擲ニ逢、後ロより此ものの首を〆、手込ニいたし候ハゝ、取計方

も可有之処、右之手不叶ニて、振放候儀力ニ不及、其場逃去度、疵付候ハゝ、手放

候義も可有之と存候迚、日針箱ニ入置候細工小刀取出、左之手ニて逆ニ持、後手ニ

幾次郎を突、同人即死いたし候始末ニ至候段、不届ニ付、中追放、 
此儀、偽之通手形所持いたし候儀も御座候得共、幾次郎を殺害およひ候方、重之

不届ニ有之、吟味書之趣ニては、此もの半身痿、右之手肩之方え曲り候儘、屈伸

不叶ニ有之候処、腰ニ差居候弓之折を、幾次郎見受、山伏歟、浄土坊主ニ候哉と

相尋候ニ付、禅僧之旨相答候処、出家ニ不似合十手差居候は、如何之旨相咎候間、

十手ニは無之、宗法ニて用ひ候竹箘之段申聞、立別候後、尚又幾次郎ニ出会候節、

経文為読聞候様申、嘲弄いたし候間、心外ニ存候得共、押堪、途中ニて読候経は、

習候儀無之旨相答、行過候処、待候様声懸立掛り、衣を引裂候ニ付、法外之旨相

咎、弓之折ニて幾次郎肩を打候処、右弓之折もき取、打擲いたし候上、後ロより

首を〆、手込ニ逢候処、右之手不叶ゆへ、振放し候儀力ニ不及、其場逃去度、疵

付候ハゝ、手放し候儀も可有之と存、首ニ懸居候日鉢箱ニ入置候、細工小刀取出、

左ニて逆手ニ持、ヶ所不覚突候由ニ有之、幾次郎儀即時ニ相果、外ニ口論之様子

承り候ものも無之、俊了申口迄ニ候上は、事之起り、必定相手理不尽とも治定難

仕哉ニて、且幾次郎女房いろ儀、俊了は兼て知ル人ニも無之、遺恨等差含仕成候

儀ニは無之由を以、御仕置宥恕之儀相願候旨、吟味書朱書ニ申上候得共、右之次

第ニ付、相手理不尽之仕形ニて、不得止事切殺候ニおゐてハ、相手方親類名主等、

被殺候もの、平日不法ものニて、申分無之、下手人御免申出、無紛候ハゝ、中追

放、と有之御定えは難引当、併右いろをも吟味之上、却て同人儀、此もの御仕置

宥恕相願候上は、元来幾次郎行状、更ニ右躰之仕向等およひ候ものニ、無之とも

相聞不申、右等之事実を以、勘弁仕候得は、同人儀、俊了を片輪と見掠、不法申

懸ケ候段、相違も有之間敷候間、相手より不法之儀を仕懸、無是非刃傷およひ、

人を殺候もの、遠嶋、と有之御定、幷文政五午年、松浦伊勢守御勘定奉行勤役之

節、伺之上御仕置申付候備中国倉敷村新蔵儀、備前国岡山桜町常助別家を借受、

日雇稼いたし候内、住所不知ませを止宿為致、密通およひ、其上備中国上船尾村

亀左衛門儀、ませ名前之艶書取拵、差越候上、種々嘲弄いたし、剰拳を以打懸り

候とて、持合候庖丁振廻し疵付、右疵ニて同人相果候始末、不届ニ付、遠嶋申付

候例ニ見合、遠嶋、 
評議之通済、357 

上記一件は、無宿道心者の俊了が袖乞幾次郎を殺害したことについて、幾次郎より嘲

                                                  
357 天保類集三拾四（八四五）。 
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弄・打擲を受けたので、その場から逃れるために細工小刀を以て殺害した旨、俊了が申

し立てたというものである。しかし当該申立てについては、「外ニ口論之様子承り候もの

も無之、俊了申口迄」であるため「理不尽とも治定」し難く、七十二条の適用には慎重

にならざるを得なかった。そこで評議では、幾次郎の妻・いろを吟味した際、「却て同人

儀、此もの御仕置宥恕相願」ったため、幾次郎の素行からかかる侵害に及ばなかったと

は言えない、という理由から、幾次郎が俊了に対し「不法申懸ケ候段、相違も有之間敷

候間」、七十一条三十三項と類例によって遠嶋と結論づけたのである。 
以上より、被害者方から積極的に提出された御仕置御免願は、直接に減軽の効果をも

たらすことはなかったにせよ、被害者の「平日不法」という素行などが認められること

から、間接的に被害者による侵害を立証する手段となり得たことが窺える。 

第二款 被害者の行為と加害者の刑責 

先に掲げた七十一条三十三項と七十二条とのいま一つの大きな違いとして、「不法」と

「理不尽」という、被害者による侵害を表す語の違いが挙げられる。これら二箇条を含

め、被害者の行為の内容は、加害者の刑責に如何なる影響を及ぼしたか。 
結論から述べれば、被害者の行為がその内容に応じて「不法」と「理不尽」とに区別

されることはなかったと考えられる。 
前掲天保六・無宿俊了儀、無宿幾次郎え為疵負、右疵ニて同人相果候一件において、

評議は当初、俊了の「申口」より、幾次郎による「嘲弄」に加え、「衣を引裂」や「後ロ

より首を〆」といった行為をも含めて「理不尽」に当たるとしている。一方、いろによ

る証言をも踏まえ「勘弁」したところによれば、「不法申懸」のみが認定されており、「衣

を引裂」や「後ロより首を〆」といった行為については記述がない。これを見る限り、

両者は侵害行為によって区別されていたようにも思われる。 
しかし、七十一条三十三項の適用に際して引用した文政五年の例では、「嘲弄いたし、

剰拳を以打懸」という侵害を以て「不法」を認定しているのであって、整合性がとれな

い。思うに本件評議の記述は、間接的な証拠によって最低限「不法申懸」は認定できる

という意味であって、侵害行為の内容に意味をもたせたものではないのであろう。 
尤も、侵害行為の内容と加害者への刑責との関連が全く統一性を欠き、個別の事例ご

とに区々だったわけではない。たとえば、被害者による「法外之挨拶」に対して反撃し、

以てその者を死に至らしめた例として、寛政六・豆州上多賀村半四郎儀同村伴蔵娘ゆき

江疵為負候一件 358およびこれを引用した文政三・野州日向村金十郎次男紋右衛門儀、同

村市郎兵衛を及殺害候一件 359の二例が挙げられるが、いずれも七十二条の適用を検討

しながら、加害者側に加重すべき事由があると判断され、遠嶋に処されている。すなわ

                                                  
358 「御仕置例撰述」初編十一（11）。 
359 続類集拾六（六一〇）。 
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ち「法外之挨拶」は、それのみを取り上げて考えたときには、加害者への科刑を中追放

にまで減軽し得る侵害行為であるということができよう。 
このように、侵害行為をある程度類型化した際、最も特徴的なのは、被害者が盗をな

した場合である。 
山中氏は、「被殺者の『不法』の程度に応じて、加害者の刑罰は『遠島』―『中追放』

―『江戸拾里四方追放』―『無搆』と減免されえた」と指摘し、相手に甚だしい「不法」

がある場合は中追放よりさらに一等減軽されたと論じている 360。この「中追放よりさら

に一等減軽された」例は、特に被害者が盗をなした場合に多く見られる。この点は、以

下の一件において明確に現れている。 

天明七未年御渡 
大坂町奉行 

佐野豊前守伺 
一 人を殺候旨申立自訴仕候一件、 

天満臼屋町         
綛屋次右衛門支配借屋   

大坂屋        
音   吉   

右之もの儀、途中ニて、伊三より、着用衣類を借用申度旨、申聞候節、及断候迚、

腹立いたし、面皮難相立旨、申之、理不尽ニ、刃物を持、突懸り候共、如何様ニも

致方可有之処、無其儀、棒ニて敲倒、同人持居候刃物を取、無目当、突候上、川中

え突落候得共、死骸不相見候上は、自然逃去候儀も可有之哉ニは御座候得共、元来、

伊三儀、無宿ニて、平日不法悪党もの之由、勿論、次兵衛同家佐兵衛と改候儀も、

同人居合不申候上ハ、風聞迄ニて、難取用、何レニも、棒ニて敲候節、全、急所え

中り、倒候儀と相聞、音吉申口之趣ニては、縦、浅疵ニ候共、伊三を殺候段、無相

違、相聞候ニ付、下手人、 
此儀、吟味書之趣ニては、伊三儀、及理不尽候ニ付、音吉、不得止事、所持いた

し候謀ニて、伊三を敲候節、倒候間、同人所持いたし候刃物を取、無目当、胸と

覚、二三度突候上、川え突落し候段ハ、外ニ見留候ものも無之、申口迄ニ候得共、

伊三死骸、相見不申上は、全、同人相果候由も難決、其上、兼々、伊三、不埒も

のニて、音吉ニ出会候節、同人着いたし候綿入、貸候様、申聞、承引不致、断候

処、却て、悪口申立、別レ、同夜、音吉宅え、出刃庖丁を懐中いたし参り、口論

仕懸候由ハ、風聞も有之、伊三理不尽之仕形、見留候ものハ無之候得共、始末、

無相違、相聞候趣を以、相伺候、別紙、見留候もの無之、人を殺、御仕置ゆるみ

                                                  
360 山中前掲「日本近世刑事法の法構造の一側面」pp.84-85。 
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候例も有之、此ものハ、格別、御仕置ゆるみ可申趣意ニも無御座候得共、下手人

ニハ、およひ申間敷哉ニ付、御定書ニ、相手より不法之儀を仕掛、無是非、及刃

傷、人を殺候もの、遠嶋、と有之ニ見合、遠嶋、 
評議之通済 

見留候ものハ無之、人を殺候例 
明和三戌年、安藤弾正少弼、御勘定奉行勤役之節、伺之上、御仕置申付候、武州

多摩郡平井村・重次郎儀、同人方え這入候ものハ、村内近郷ニも見知候もの無之、

懐中之雑物等も、盗賊ニ無紛、殺害いたし候始末も、怪敷相聞不申候間、無構旨、

申渡候、 
一安永七戌年、桑原伊予守、公事方之節、伺之上、御咎申付候、信州伊奈郡赤須村

之内小町屋仙助儀、無宿・林蔵を、石ニて打擲いたし、疵為負、右疵ニて、林蔵、

相果候始末、相成候得共、林蔵ハ、盗いたし候旨、申聞候ハヽ、差押置、村役人

え申達、可訴出処、雑物、内証にて取戻し候段、不束ニ付、叱り置候、361 

本件は、被害者たる無宿・伊三が着用衣類の借用を申し込んできたため、加害者たる

音吉がこれを断ったところ、伊三が立腹し「刃物を持、突懸」ってきたため、音吉は棒

や被害者の持っていた刃物を以て反撃し、さらに川へ突き落したというものである。本

件の主たる論点は、一連の出来事について目撃者がおらず、加害者の行為が被害者によ

る侵害に対する反撃であることを第三者によって証明できない場合の取扱いである。そ

の末尾に附された二例は、いずれも被害者が「盗賊」または「盗いたし候もの」である

ことが確実であることから「無構」あるいは「叱り」という極めて軽い科刑に止まって

いる。これに対し本件は、被害者が「刃物を持、突懸」という「理不尽之仕形」に及ん

だことが確実であると認定され、例と同様、事実認定の問題は解消しているのであるが、

御定書七十一条三十三項によって遠嶋に処されている 362。このことから、盗をなした者

への反撃行為については、刑責を問われないか、問われたとしても極めて軽い刑を科さ

れるに止まったことが窺える。また、侵害行為と加害者の刑責の変化に注目すれば、以

下のごとき一件も挙げられる。 

寛政四子年御渡 
御勘定奉行 

根岸肥前守伺 
一 相州三屋村ニて、同国曽屋村・八右衛門、不埒有之、召捕候処、相果候一件、 

江川太郎左衛門御代官所   
                                                  
361 古類集拾五（九八六）。 
362 なお本件は、「公案比事」中にも記述があり、「理不尽ニ刃物を持突懸り候共、如何様

共致方可有之所無其儀」殺害した点が加害者を遠嶋に処した理由であると考えられる

（石井前掲「江戸幕府法における正当防衛について」p.463 参照）。 
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相州大住郡三屋村     
百 姓        

源左衛門    
外 壱 人   

右之もの共儀、誤証文取置候以来、八右衛門儀、遺恨を含候由は、申口計ニて、品々

仇を成し候由も、見留候儀ニも無之、煙草畑を伐荒し候ニ付、捕ニ出、取逃候ハヽ、

其段申立、可受吟味処、戸川村・十右衛門方ニて酒給居候由、承り、可捕と、声懸

候節、八右衛門、逃出候始末、十右衛門申口も符合いたし、八右衛門不届之段は、

無相違相聞候得共、取計方も可有之処、階子ニて押、荒縄ニて縛り、連帰候段、手

荒成いたし方、既ニ、八右衛門、相果候上は、右始末、不届ニ付、両人共、所払、 
此儀、八右衛門より誤証人取置候以来、同人儀遺恨を含候由は、此もの共申口迄

ニて、品々仇をいたし候由も、見留候ものは無御座候得共、吟味書之趣ニては、

八右衛門、平日不法もの之由は、親類・五人組・村役人等を始、一件申口も符合

いたし、御代官え申渡、風聞為承候趣も、一躰、八右衛門、不埒ものニて、去年

中、誤証文差出候を残念ニ存、多葉粉畑を荒し候儀も無相違、八右衛門被殺候は、

宜事之様、取沙汰いたし候上は、八右衛門不法之段ハ、無紛段、吟味書ニ有之、

明和二酉年、安藤中務少輔、御勘定奉行之節、手限伺之上、御仕置申付候、野州

多切村・市右衛門忰・茂八儀、一件吟味之上、及殺害候坊主ハ、脇差盗取幷同村

見性寺え這入候盗賊にニ無相違、相聞候得共、盗賊を召捕候処、遺恨を含候躰ニ

候ハヽ、旁、見性寺え懸合、村役人え相届、吟味可願処、無其儀、召捕候儀を、

遺恨ニ含、何様之仇、可致も難計、安堵不相成候迚、及殺害、俵ニ入、溜沼え投

込、同村非人番・新兵衛え申合、親市右衛門幷見性寺役人えは、追払遣し候由、

申聞候段、不届ニ付、所払、申付候例ニ見合、此もの共は、可殺心底ニては無之、

捕候上、村役人え可届積りニて、既ニ捕候て、村役人え申立候得共、八右衛門、

相果候始末ニ及ひ候程之手荒成致方之不届ニ付、品軽方ニハ相見候得共、右例は、

全、盗賊ニて、死刑ニも可相成ものニ御座候処、八右衛門儀は、多葉粉畑を刈取

候も、誤証文被取候遺恨故之儀と相聞、盗之仕業とも、相聞不申、平日不法之始

末も、死刑ニ可成程之ものニも有御座間敷、右例より軽くとも難申間、伺之通、

所払、 
評議之通済 363 

本件は、畑を荒らしていた八右衛門を源左衛門ほか一人が捕えたところ、その態様が

手荒であったため八右衛門を死に至らしめたというものである。評議では判例を引き、

加害者側の態様を見れば例の方が「品軽方ニハ相見」えるけれども、例の被害者が死刑

                                                  
363 古類集拾五（九九〇）。 
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に処されるべき盗賊であるのに対し、本件の被害者たる八右衛門は盗もしておらず、死

刑に処されるべき者ではないから、「例より軽くとも難申」との結論に至っている。すな

わち本件からは、加害者の刑責を決定するにあたって、被害者の侵害行為が盗であった

か、そしてそれが死刑に処せられるべき程のものであったかが評価されていることが窺

える。 
尤も、盗に対する反撃であっても、すべての場合に中追放より軽い刑に処されたわけ

ではない。 

天保元寅年御渡 
長崎奉行伺 
一 長崎八幡町惣吉儀、無宿政八え疵付、右疵にて同人相果候一件 

長崎八幡町      
惣   吉   

右之もの儀、肥前国諫早郷永昌宿ニて、無宿政八ニ出会、酒振舞立帰候節、荷籠ニ

入置候銭を、政八盗取候ニ付、取戻候処、手荒ニ突倒候間、乍咎立上り候処、拳を

以打掛り、法外之いたし方と存、荷籠ニ有之候庖丁を以、ヶ所も不覚、政八え手疵

為負、右疵ニて同人相果候始末ニ至り候段、不届ニ付、長崎払、 
此儀、吟味書幷朱書之趣ニては、此もの荷籠ニ入置候儀、政八盗取、其上同人及

不法候を、及見候もの無之、尤政八ハ不行跡もの故、此ものえ対し聊申分無之、

慈悲之沙汰有之候様いたし度旨、政八親幸兵衛相願候由ニ付、先例相糺候処、安

永四未年、道中奉行伺之上御仕置申付候中山道蕨宿庄八忰藤四郎儀、肴籠之内入

置候売溜銭を、大宮宿之内、甚之丞新田名主甚之丞方ニ、雇置候源七取出、可逃

去といたし候故、捕懸候処、拳ニて強勢ニ打擲ニ逢、難遁候迚、庖丁ニて源七を

突、右疵ニて同人相果候始末およひ候段、不届ニ付、中追放申付候例有之、右御

仕置附之趣ニては、見留候ものも無之、無証拠ニは候得共、外怪敷沙汰も無之、

被殺候もの之主人藤四郎、助命之儀、相願候由ニ付、右例同様中追放、 
評議之通済、364 

本件は無宿である政八が盗に及び、さらに盗物を取り返しに来た者へ打擲に及んだと

いう一件であるが、加害者は中追放に処されている。盗賊に加え、後述する無宿という、

被害者の態様の中でも重く評価される条件が揃っているにもかかわらず、加害者への科

刑の減軽が中追放に止まっている理由は必ずしも明らかでない。ここでは被害者による

打擲という侵害に対して加害者の反撃が刃物によるものであったため、加害者の刑責が

より重く捉えられた可能性を指摘するに止める。 
いずれにせよ、被害者による侵害行為が盗であるとき、多くの事例では加害者への科

                                                  
364 天保類集三拾四（八三七）。 
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刑が非常に軽いものとなったことは間違いない。これはその他の侵害行為では確認でき

ない特徴的なものである。このように特徴的な取扱いがなされる背景には、前章におい

ても述べた盗罪を重視する刑事政策的配慮があると考えられる 365。 

第三款 被害者の身分と加害者の刑責 

山中氏は、「近代的な正当防衛の法理の萌芽とも考えられるような判例」すなわち加害

者が「無構」とされる事例を挙げ、それらを総じて「被殺者が無宿・悪党である場合は、

御定書七一条は適用されずに、防衛行為の違法性が阻却される」と指摘している 366。 
山中氏の指摘するとおり、無宿という身分は、加害者への科刑を減軽する重要な事由

として扱われた。 

寛政元酉年五月 
御勘定奉行 

鳥居丹波守殿御差図           根岸肥前守掛 
一 甲州城古寺村金左衛門人殺一件 

田安領知         
甲州山梨郡城古寺村   

百姓       
金左衛門    

右之もの義、不見知男及理不尽候節、人不居合、手ニ余り候迚、帯候脇差ニ而手疵

為負、右疵ニ而相手相果候始末不届ニ付、中追放、 
御差図 

無構 
右御仕置附 

右御定書ニ 
一人を殺候もの  下手人 
一相手より不法之義を仕懸無是非及刃傷人を殺候もの  遠嶋 
一相手理不尽之仕形ニ而不得止事切殺候ニおゐてハ 

相手方親類名主等日頃仕候もの平日不法ものニ而申分無之下手人御免申出無紛候

ハヽ   中追放 
右之通有之、此ものハ相手理不尽之義を仕懸候者吟味之上無紛相聞候間、初ヶ条之

御定下手人ニ者相成申間敷、安永二巳年松平対馬守御勘定奉行之節手限伺之上御仕

置申付候、下総国印旛郡萩原村百姓久兵衛忰与市義、伝七ニ被連中根村野道を通り

                                                  
365 第二章第三節第四款参照。 
366 山中前掲「日本近世刑事法の法構造の一側面」pp.83-84。 
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候節同人金子無心申掛、断候をも不聞入理不尽ニ懐中江手を入候間振放候所、打懸

候故逃候を追駈打擲いたし候迚、脇差を抜切払為手負、右疵ニ而伝七相果候始末ニ

及ひ候段、不届ニ付中追放申付候例も有之、右例御仕置附書付之趣ニ而ハ、伝七理

不尽ニおよひ候を見留候ものも無之候得共、与市申口之趣承候而者申分無之助命之

義相願候旨、伝七親類村役人等申立、平日不法ものとハ不申立候得共、前書三ヶ条

目之御定ニ准し中追放と相伺候義ニ而、此ものニ被殺候ものハ何方之もの共不相知、

下手人御免相願候親類等も無御座候得共、相手理不尽之義者無紛相聞、殊ニ被殺も

の住所名前も不相知願出候身寄之もの等も無御座、全無宿と相聞候間、右二ヶ条目

之御定遠嶋よりハ軽く、三ヶ条目之御定幷例准し、中追放、 
右御尋ニ付御答 

此義、金左衛門ニ被殺候男、理不尽之始末ハ吟味之上無相違相聞、何方之ものとも

相知不申無宿ニ而も可有御座哉ニ付、追剥と相見候ものを殺候もの之例をも相糺候

所、別紙之通無構旨申渡候も御座候処、右者最初打擲いたし候を見留候もの有之、

此度之一件者一向最初より之始末見留候ものも無御座、尤金左衛門平日実躰ニ而喧

嘩口論等いたし候ものニも無之段村役人共申立、被殺候もの理不尽之義者吟味之上

無相違相聞、何方之ものとも相知不申候得共、無宿盗賊とも治定ハ不仕、右ニ的当

之例も相見不申、無宿盗賊とも治定不仕ものを殺し候義に付、無構旨申渡候様可仕

哉とハ見極候而も難相伺、右之通相当之例も無御座候上ハ、的当之ヶ条ニ者無之候

得共御定書ニ寄御仕置附仕候より外無御座、左候得者相手理不尽之ヶ条に准し可申

哉、似寄之例ニ而者萩原村与市道連ニ成候同村伝七理不尽候を殺候もの中追放申付

候間、右にも見合、且怪我ニ而与風疵付其疵ニ而相手死候もの吟味之上無紛候得者

中追放之御定も有之、金左衛門も始より可殺心底ニ者無御座候間、中追放与奉伺候

義ニ御座候、然処御書取之趣を以評定所一座江も評議仕候処、曲淵甲斐守町奉行之

節御仕置申付候、北嶋町弥惣治義、文次郎を盗賊与存打倒、右疵ニ而文次郎相果候

ニ付、江戸払申付候類例も御座候間、右ニ見合江戸払可被 仰付候哉、前書無構旨

申渡候例幷右文次郎例をも別紙ニ相添、奉伺候、 
〔以下略〕367 

本件は加害者たる金左衛門が素性不明の被害者より侵害を受け、ほかに人も居合わせ

ず手に余ったため、帯びていた脇差で傷害、死に至らしめたという事例である。本件に

おいて加害者を「無構」としたのは老中差図であったが、御仕置附では、「全無宿と相聞

候」点が遠嶋より軽く処罰する理由として挙げられており、また被害者の身元が不明で

あり第三者による目撃や証言のないことを問題とした「右御尋ニ付御答」でも、「無宿盗

賊とも治定不仕ものを殺し候義に付、無構旨申渡候様可仕哉とハ見極候而も難相伺」江

                                                  
367 「御仕置例撰述」初編十（12）。 
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戸払相当と結論づけている。これらのことから、無宿という身分が重視され、特に「御

答」および老中差図においては、無構を導く重要な理由として扱われたことが窺える。 
また、石井良助氏が正当防衛を認めた例として挙げている、「公案比事」所収の寛政元・

奥州下松川村丈助外壱人人殺一件では、上記一件を判例として、「全無宿悪党」である被

害者を殺害した「平日実躰」なる加害者二名に対し、無構との下知がなされている 368。

さらに、以下のごとき例も挙げられる。 

文政七申年御渡 
京都町奉行伺 
一 丹波国新田村半右衛門外弐人、無宿惣助え疵為負、右疵ニて同人相果候一件 

青山下野守殿領分      
丹州多紀郡大山北野    

新田村      
半右衛門    

右のもの儀、当七月十二日昼八時頃、無宿惣助儀罷越、此ものえ銀子貸呉候様申懸、

相断候処、断之申方不宜抔と雑言申罵、却て打擲足蹴ニいたし、手元ニ有之出刃庖

丁取出、理不尽ニ突懸り候ニ付、加蔵・与七儀、取鎮ニ懸り候処、無目当ニ出刃庖

丁振廻候間、右両人割木ニて打擲いたし候処、手強候付、加蔵・与七儀逃去、此も

の儀も逃掛候得共引捕、出刃庖丁ニて切懸、難逃延、不得止事、右庖丁敲落可申と、

手元ニ有之割木を以打合候節、惣助頭所々え当、疵附相果候儀之旨申立、相手惣助、

久離帳外相成候無宿之身分ニて、強気不法もの之段は、無相違相聞候ニ付、無構、 
此儀、文化元子年右京大夫殿寺社奉行之節、御伺之上御申渡有之候、奥州瀬上宿

旅籠屋庄兵衛儀、召仕之下女まつを無宿紋太郎誘引出、行衛見当連帰候途中、悪

水堀丸太橋上ニて紋太郎理不尽ニ抜刃を以切懸、弐ヶ所疵受候故、身命危存、帯

候脇差ニて同人え手疵為負、右疵ニて相果候得共、其場之仕宜無余儀始末ニ付、

無構旨御申渡有之候例ニ見合、今般之惣助儀も、吟味書之趣ニてハ、鬼ノ惣助と

異名をも受候程之無宿ものニて、強気不法もの之段ハ無相違趣ニ付、伺之通、無

構、 
評議之通済、369 

本件においては、被害者たる惣助が「鬼ノ惣助と異名をも受候程之無宿もの」であっ

たという点が重視されている。なお、本件評議に引用されている文化元・奥州瀬上宿庄

兵衛義無宿紋太郎を及殺害候一件 370は、前掲寛政元・甲州城古寺村金左衛門人殺一件を

                                                  
368 石井前掲「江戸幕府法における正当防衛について」p.461-462。 
369 続類集拾六（六一九）。 
370 「御仕置例撰述」後編十（5）。 



179 

判例とする事件であるが、やはり無宿の被害者を殺害した「平日実躰」なる加害者を無

構としている。 
一方で、被害者が無宿であれば、必ず無構となったわけではない。前掲天保元・長崎

八幡町惣吉儀、無宿政八え疵付、右疵にて同人相果候一件がその一例であるが、ほかに

も以下のごとき例が挙げられる。 

寛政二戌年三月 
御勘定奉行 

鳥居丹波守殿御差図           根岸肥前守懸 
一 日向国船川村利左衛門と無宿惣吉口論之上双方共疵受惣吉相果候一件 

揖斐造酒之助支配所    
日向国高崎郡船川村   

百姓利兵衛忰    
利左衛門    

右之もの義、酒代銭相払候様、無宿惣吉江申談候より事起り口論いたし候上、吉助

宅前江出候処、惣吉理不尽ニ掴付候ニ付、吉助宅江逃込候処、脇差を抜切懸、難遁

存候迚、脇差を以打合双方共疵受、右疵ニ而惣吉相果候始末、不届ニ付、中追放、 
右御仕置附 

右、御定書 
一 相手ゟ不法を仕掛無是非及刃傷人を殺候もの         遠   嶋 

相手親類名主等被殺候もの平日不法者ニ而 
申分無之下手人御免申出無紛候ハヽ 

一 相手理不尽之仕形ニ而不得止事於切殺候ニ者         中 追 放 
右之通御座候然処、此ものゟ前年十二月売渡候米代銭之滞も有之故、酒代之義惣吉

ゟ払呉候様申懸候者、一向無謂無心等申懸候ニも無之、右之義ゟ口論ニおよひ、惣

吉義脇差を抜切懸候故、此ものも同様吉助方之脇差ニ而刃傷ニおよひ候儀ニ而、惣

吉ハ無宿之身分ニ有之、百姓へ対し右始末ニおよひ候ハ不法理不尽ニ相当り、尤相

手方無宿ものニ候得ハ、親類名主ゟ下手人御免等可申出筋も無御座候間、右御定ニ

准し、中追放、371 

本件の御仕置附では、七十一条三十三項と七十二条とのいずれを適用すべきかという

問題に対し、「無宿之身分」でありながら百姓に対し脇差で切り掛かった点を評価して、

加害者を中追放に処している。 

                                                  
371 「御仕置例撰述」初編十（18）。なお、御定書の引用部分において「相手親類名主等

被殺候もの平日不法者ニ而申分無之下手人御免申出無紛候ハヽ」の文言が両規定の間

に位置しているのは原史料の表記に従った。行送りは適宜改めている。 
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文政三辰年御渡 
町奉行 

榊原主計頭伺 
一 小網町壱町目庄助店勘右衛門忰金太郎外三人儀、無宿万五郎を打擲いたし、同人

相果候一件 
小網町壱丁目横丁       

庄 助 店       
勘右衛門忰      

金 太 郎   
同 店         

近江屋        
吉五郎召仕     

鉄 五 郎   
外 弐 人  

右之もの共儀、無宿万五郎、去冬以来町内は勿論隣町え度々罷越、金銭ねたり懸ケ、

断候節は悪口いたし不立去罷在、一同渡世之邪魔ニ相成難儀いたし候処、当二月十

七日夜此もの共方え罷越、金銭貸呉候様申、及不法候ハゝ、早速町役人え申聞召連

可訴出処、無其儀打擲いたし懲メ候ハゝ、重て参間敷と存、誰発言と申ニも無之、

金太郎・鉄五郎・伊之吉は三十郎宅前ニ罷在、万五郎立出候を見受追駈参、金太郎

は木切を以、万五郎頭之内え疵付、音吉・伊之吉・鉄五郎も一同打擲いたし、既万

五郎相果候仕儀ニ相成候始末、金五郎は初発ニ打懸候ものニて別て不届ニ付、江戸

払、鉄五郎外弐人儀は所払、 
此儀、吟味書之趣ニては、無宿万五郎儀、所々ニて金銭にたり取、其上及不法も

のと相聞、同人親万七申口ニも身持不宜、所々ニてねたり事いたし候ニ付、久離

帳外いたし候と有之、且金太郎外三人、万五郎を打擲いたし候も、重て不参様い

たし度所存より懲之ため打擲いたし候処、相果候趣ニて、素々可打殺心底ニて仕

成候儀とハ不相聞候間、金太郎は御仕置附ニ榊原主計頭申上候例、三屋村源左衛

門外壱人相当ニ相見、鉄五郎外弐人は右例一件之内、同村善十郎外三人儀、八右

衛門は兼々不法ものニて度々村内え参、仇を成し、其上作物伐荒候を取逃候由、

源左衛門・市兵衛より承り候ハゝ、其段村役人え相届可訴出処、無其儀、戸川村

ニて源左衛門・市兵衛儀、八右衛門を見懸捕候節も、倶々駈付縛り候て三屋村え

召連帰、翌日八右衛門相果候始末、取計方も可有之所不行届儀、不埒ニ付、一同

急度叱りと、根岸肥前守相伺、評議之上、過料銭三貫文ツゝと申上、其通相済候

ニ相当り、源左衛門外壱人は重立候もの共之故を以、所払ニ相成候間、右ニ見合、

今般も初発打懸り候金太郎は所払、其外は過料ニて可然哉と猶先例相糺候処、去

ル戌年曲淵甲斐守御勘定奉行之節、伺之上御仕置申付候、上州東上秋間村忠七外
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拾六人之もの共儀、無宿勇吉、理不尽ニ村内作兵衛え疵付、疵は聊之儀ニて同人

申分無之候得共、勇吉は帳外之ものニて殊無宿ニ候間、村外にニて可追放旨、非

人嘉七え名主共申付、同人連参候節、跡より一同附添参り追払候後、勇吉悪口お

よひ、村内可焼払抔申罵候ニ付、後難の程気遣敷、不軽儀申候間、差押可訴出と

忠七発言ニて進出、其外之もの共も同意いたし立寄候節、勇吉頻りニ礫を投付及

不法、同人儀、無宿之身分ニて別て不届之段は無相違相聞候得共、此もの共は大

勢之儀、何様ニも穏ニ捕押方も可有之処、無其儀可打殺心底ニは無之候とも、闇

夜之儀、箇所も不見留、大勢ニて打擲いたし候段、手荒成仕方、既右場所ニ同人

相果居候次第ニ相成、其上地頭家来糺之節、及打擲候儀無之旨、相違之儀申立候

始末、旁不届ニ付、忠七は所払、権六外拾五人は過料銭三貫文ツゝ申付候例も御

座候間、金太郎は所払、鉄五郎外弐人ハ過料銭参貫文ツゝ、 
評議之通済、 

〔下略〕372 

本件は、無宿である万五郎の侵害に対し金太郎ほか数名の者が反撃行為に及び、万五

郎を死に至らしめたというものであるが、ここでも「初発ニ打懸候もの」たる金五郎は

所払、余の者も過料に処されている。評議において引かれた例のうち、「去ル戌年」（文

化十一年）の一件では、被害者は無宿であるから「別て不届之段は無相違」けれども、

加害者側は「大勢之儀、何様ニも穏ニ捕押方も可有之処、無其儀」、手荒なる仕形によっ

て被害者を死に至らしめたとの理由から本件と同様に処罰しており、本件の処罰も同様

の理由によると考えられる。このように、加害者による反撃が、より穏便な方法に代替

されるべきであったと評価される場合には、被害者が無宿といえども、もはや無構とは

ならなかったのである。 
また本件および前掲寛政二・日向国船川村利左衛門と無宿惣吉口論之上双方共疵受惣

吉相果候一件と、加害者を無構とした前掲寛政元・奥州下松川村丈助外壱人人殺一件お

よび文化元・奥州瀬上宿庄兵衛義無宿紋太郎を及殺害候一件とでは、加害者自身の素行

に対する評価も異なる。すなわち無構とされた例では加害者が「平日実躰」なる者であ

ることが認められている一方、無構とならなかった例ではそのような記述が見られない

のである。 
尤も、「平日実躰」との記述は無構とされた例のすべてに見られるものではないから、

加害者の「平日実躰」なることが認められなければその刑責を免除されなかったという

ものではないであろう。しかし、無宿の中でも素行の悪い被害者と、「平日実躰」なる加

害者という対照は、他の考慮要素と併せて、加害者の刑責を免除するという結論を導く

要因となったと考えられる。 

                                                  
372 続類集拾六（六〇八）。 
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以上の検討から、被害者が無宿であるという条件は、加害者の刑責を免除する絶対的

な要件としては扱われなかった。しかしやはり無宿という身分が評価の対象となり、ま

たかなり重視されていた事は間違いない。また、特に無構とされた例では、無宿の中で

も素行の悪い者が被害者であり、対照的に加害者の素行がよいという点が評価の対象と

なっている点は注目すべきである。 
然らば、無宿以外にこのような取扱いを受ける身分はあったか。この点については、

「御定書ニ添候例書」から、以下の例を挙げることができる。 

十一 非人法外之慮外いたし候節打殺候もの之事 
延享元子年十月御仕置之例 

上州青梨子村     
百姓        

十左衛門    
此十左衛門方江同国金古村非人長助長八物貰ニ参候処、施物不足之由申、ねたり候

上、十手を以女房を打擲致し、十左衛門江も打懸候故、有合候棒ニ而打払候処、長

助頭江当り相果候、打殺候心底に而は無之候得共、当り所悪敷、即死仕候と存候由

申之候、長助儀、不届之致方ニ付、被打殺候間、十左衛門御構有之間敷哉と相伺、

其通被仰渡候事、373 

この一件は、非人による侵害に対し百姓が反撃し、以て非人を死に至らしめたという

ものである。牧英正氏は本件を「百姓に殺意はなく、たまたま当り所が悪くて死去した

ということで構いなしとされたもので、相手が非人であったからという身分による差別

があったわけではない」374と評している。たしかに本文には非人であることを強調する

ような記述は見られないが、標題が「非人法外之慮外」とあることから考えて、非人が

侵害者であった場合の取扱いについて、御定書を補足するために収められた例であるこ

とは想像に難くない。牧氏の評するとおり殺意のないことを評価するのであれば、御定

書七十四条三項を適用して中追放乃至重追放に処されるであろうし、単に被害者の「法

外之慮外」を問題とするならば、やはり中追放乃至遠嶋に処されるであろう 375。やや時

代が下るが、天保三・泉州箱作村清兵衛忰清七、盗賊と見定候ものを打擲いたし、右疵

ニて相果候一件 376には、「平人之身分、穢多非人を及殺害候もの、御仕置一段宥候度々

                                                  
373 『徳川禁令考』別巻 p.145。 
374 牧前掲『身分差別の制度化』pp.147-148。 
375 なお、七十一条三十三項または七十二条の適用に際して「可殺存念ニ無之」など、殺

意を否定したことが加味されるのことは、前掲寛政七・牛込赤城明神宮守伊藤庄蔵と

御持弓組同心金坂万五郎喧嘩之上万五郎相果候一件などから窺える。したがって、七

十四条三項と七十一条三十三項乃至七十二条を組み合わせて、中追放以下の刑に処し

たとも考えにくい。 
376 天保類集三拾四（八四一）。 
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之先例ニて」刑を減軽する旨示されている 377。この記述によっても、非人という身分が

加害者の刑責に影響を及ぼしたことが窺える。 
また、同じく「御定書ニ添候例書」には、以下のごとき事例も見られる。 

七十一 主人之忰江他之もの脇差を抜及理不尽候故無拠鍬ニ而抜身を打落候迚其

もの江疵附殺候もの 
宝暦八寅年三月御仕置之例 

中ノ郷町        
家主吉兵衛召仕    

源   六   
此源六儀、主人吉兵衛忰佐助一所ニ瓦小屋ニ細工いたし居候節、佐助儀手拭をかふ

り罷在候処、住所不知伝八罷越、浅黄手拭気にくわぬ由申、帯参候脇差を抜、理不

尽ニ佐助をむね打致し候を此もの見候而、佐助被切付候と存、驚入、前後之無弁、

側ニ有之候鍬ニ而抜身を打落候迚、伝八頭江鍬当り、疵付、右手疵に而相果、其上

伝八儀、伯父深川扇子橋町家主十兵衛久離可致と存候程之不行跡ものにて、理不尽

成儀いたし、疵請相果候儀ニ有之候間、此もの江対し申分無之旨十兵衛申之、右之

通主人之為ニ致候儀ニ候間、無構旨可申渡哉と相伺、其通被 仰渡候事、378 

本件は、同書六十「師匠ニ手疵為負候ものを敲候処其後相果候ニ付出家御仕置之事」

379と並んで、被侵害者と反撃行為者との間に、主従や師弟など、「集団内での上下関係」

380がある場合、加害者（反撃行為者）への科刑を減軽する旨を示した例であると考えら

れる。ところで本件では、被害者（侵害者）・伝八の伯父・十兵衛から御仕置御免願が出

されており、その中で伝八は、「伯父深川扇子橋町家主十兵衛久離可致と存候程之不行跡

もの」であるとされている。本件が無構として処理された直接の理由は、飽くまで「主

人之為ニ致候儀」であったことに求められているが、先に掲げたような、無宿の中でも

素行の悪い者が被害者となった場合に特に無構とする例のあることも考えれば、被害者

が久離され兼ねない程の「不行跡もの」であったという点も、加害者の刑責を免除する

要因の一つであったのではないかと考えられる。 

                                                  
377 なお牧氏は、前掲「御定書ニ添候例書」十一をも含めた諸例から、「異なる身分間の

傷害・殺人」について、「いささか歯切れは悪いがとくに差別的な取扱いをしているわ

けではないといえる」（牧前掲『身分差別の制度化』p.152）と論じているが、筆者は

本文所掲の例から、「通例之人殺」においては兎も角、取扱いに差を設ける事件もあり

得たのではないかと考える。 
378 『徳川禁令考』別巻 pp.173-174。 
379 同書 pp.169-170。 
380 平松前掲「近世法」p.65。 
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第四款 被害者の責任 

ここまで、被害者による「不法」・「理不尽」を理由として加害者の刑責が減免される

例を挙げ、被害者の如何なる態様が加害者の刑責に影響を及ぼしているかを検討してき

た。それによればまず、御仕置御免願には加害者への科刑を決定する効力はないものの、

「平日不法もの」であることを証明することで、被害者による侵害のあった事を認定す

るための間接的な証拠として用いられていた。 
次に被害者による侵害の具体的な行為と加害者の刑責との関連は明確なものではな

かったが、当該侵害行為が盗であった場合には、刑事政策的な観点から加害者への科刑

が大きく減軽された。 
また、被害者の身分、特に無宿や非人であるという点は加害者への科刑を大きく減軽

する要因となった。就中、無宿にして素行の悪い者が被害者の侵害行為に対し、「平日実

躰」なる者が反撃して加害者となった場合には、当該加害者の刑責が免除される傾向に

あった。また仮令無宿でなくとも、被害者の素行が悪いという点は、加害者の刑責を減

ずる要素たり得たと考えられる。 
尤も、これらの重要な減免事由の有無にかかわらず、加害者の反撃態様が相当な範囲

を超えていると判断された場合には、加害者への科刑の減軽が抑制され、比較的重く処

罰された。 
以上より、被害者の責任によって加害者の刑責が減免される場合は、両者の侵害・反

撃行為のみならず、その身分や素行といった要素にも重点が置かれ、それらの組み合わ

せによって加害者への具体的な科刑の内容が決定されるのである。 
したがって、このような加害者の刑責の減免を、西洋近代法的な正当防衛という概念

によって説明することには、疑問が残る。特に、加害者の刑責が免除された場合を「近

代的な正当防衛の法理の萌芽」381と評する山中氏の見解は、首肯し得ないものであると

言えよう。近代的な正当防衛は、あくまで「急迫不正の侵害」行為とこれに対する防衛

行為とに着目するものである 382。しかし無宿という身分は侵害行為そのものとは本来

無関係な事由であって、そのような事由を重く評価する法理は、近代的な正当防衛の法

理とは一線を画すものであると言わざるを得ない。 
本節において検討した法理は、侵害に対する反撃についてその刑責を減免するという

点においてたしかに正当防衛的な側面をもつが、それは近代的な正当防衛の法理とは別

の刑事責任観に立脚したものであると考えられる。然りとすれば、石井氏による研究以

降主流となっていた、徳川幕府刑法に於ける正当防衛の有無という論点自体に、再考の

余地があると思われる。 
思うに、被害者の責任によって加害者の刑責が減免され得る理由は、被害者に加害者

                                                  
381 山中前掲「日本近世刑事法の法構造の一側面」p.83。 
382 団藤前掲『刑法綱要総論』第三版 pp.232-241 参照。 
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への十全な刑罰を望む資格がないからである。本節において検討した人殺という犯罪で

は、通例加害者は下手人に処されるが、これは「被害者の復讐感情を満足させることを

目ざ」383す刑罰であり、「人殺に遭っても下手人に処される者がいなければ、被害者は

『死損』、『殺され損』、『切られ損』」384であった。したがって、本節において検討したよ

うな場合において加害者の刑責が減免されるのは、被害者が、被害者としての立場を保

持するにふさわしくないと判断されるためであると考えられる。 
そしてその被害者の立場を保持するために求められる条件こそが、本節において検討

してきた種々の事由に結びついているのである。すなわち、被害者たる者、加害者に先

立ってこの者を攻撃してはならないという大前提に始まり、これが加害者に遠嶋以下の

科刑を認める事由となる。さらに、盗のごとき重大な罪を犯した者はより被害者として

ふさわしくないと判断されるのである。また無宿や「平日不法もの」といった身分や行

状は、加害者との関係においてはともかく、社会乃至権力機構との関係においては、社

会の構成員乃至被治者としてのあるべき姿から逸脱した存在であり、やはり被害者とし

て法的な保護を受けるにふさわしくないと判断されるのである 385。被害者が無宿であ

る場合に無構となる例が多いのは、被害者と加害者という個人同士の関係を超えた、社

会対個人の関係が基準となることで、満たすべき条件もより重大になるからであろう。 
以上より、人殺における被害者の責任とは、被害者自身が、その外部――加害者、社

会、権力機構など――との関係において、被害者としてあるべき姿であることに求めら

れたと考えられる。そしてこのような責任観は、本稿第一章第四節においてふれた、広

義の身分責任的な刑事責任観に近いものであると思われる。すなわち不念・怪我におい

ては「その場における適切な行為を怠ったこと」が中核にあったが、被害者の責任が加

害者の刑責に影響を及ぼす理由も、「被害者という立場におけるあるべき姿に至らなか

ったこと」に求められるからである。したがって、被害者の責任も、やはり広義の身分

責任的な刑事責任観から導き出されたものであると考えられるのである。 
 

第三節 その他の犯罪類型における被害者の責任 

本節においては、人殺以外の犯罪類型において被害者の責任が加害者の刑責に影響を

及ぼした例を取り上げ検討する。本稿において取り上げるのは、先行研究においてこの

                                                  
383 平松前掲「下手人について」p.109 
384 同上 p.110。 
385 この点、石井氏が「公案比事」から引用した、明和九・下総国逆井村太四郎儀同人女

房を及殺害候ものを切留候一件（石井前掲「江戸幕府法における正当防衛について」

pp.456-457 参照）において、「浪人躰之者」が被害者である場合に加害者の刑責を免じ

た例も、同様に理解できるであろう。 
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点が指摘されている盗および謀書謀判、さらにかかる法現象が比較的明確に見られる、

かたり事、ねたり事、密通である。便宜上、盗（第一款）、かたり事・ねたり事・謀書謀

判（第二款）、密通（第三款）の順に検討する。 

第一款 盗 

第一節においても述べたとおり、平松義郎氏は、御定書五十六条六項「家内江忍入、

或ハ土蔵抔破り候類、金高雑物之不依多少、死罪」（「忍入之盗」）と同項但書「但、昼夜

ニ不限、戸明有之所、又ハ家内ニ人無之故、手元ニ有之軽キ品を盗取候類、入墨之上重

敲」（「戸明之盗」）との科刑の差について、被害者の過失を理由とする判例のあることを

指摘した。平松氏の挙げた例は以下のごときものである。 

寛政十二申年御渡 
火附盗賊改 

岡部内記伺 
一 秋津村無宿・全智、盗いたし候一件、 

秋津村無宿     
全   智   

右之もの儀、無宿ニ成、持明院方ニ止宿いたし候砌、同人留守中、忍海と馴合、長

持・錠卸有之所、固辞明ケ、衣類・合羽・帯・風呂敷、盗取、配分いたし、右品は、

質入いたし貰ひ又ハ所持いたし、或は、多門寺方ニ止宿いたし候節、〆り無之戸棚

之内・鼻紙袋ニ入有之金・銀、盗取、入口戸・建寄有之所、明ケ、逃去、右之内、

酒之相手ンい出候ものえ呉遣し、又ハ所持いたし、残り之南鐐銀幷前書・質入いた

し貰ひ候金・銀とも、不残、酒食ニ遣ひ捨候段、不届ニ付、死罪、 
此儀、去ル卯年、小田切土佐守、手限伺之上、御仕置申付候、日蓮宗・蓮華寺・

所化・光長儀、同宗・本所・法恩寺末・同所押上ケ大法寺ニ、留守居・被頼、罷

在候節、小遣銭ニ差支、与風、悪心出、押入之内ニ有之鎰、取出し、箪笥之錠を

明、引出ニ有之候衣類・帯等七品、盗取、弐品ハ、知ル人え預ケ、金子借受、五

品は、一旦質入いたし候上、請戻し売払、右代金・銭共・都合弐両弐歩弐朱六百

文余之内、七百文余は、所持いたし罷在、其余之金銭、追々、雑用等ニ遣捨候段、

不届ニ付、死罪、申付候類例ニ見合、伺之通、死罪、 
全智、御仕置附之儀、吟味書之表ニてハ、止宿之節ニ盗いたし逃去、右之内ニは、

長持之錠前を固辞明、物を取得候始末も有之候得共、手強キ巧を成し候事とも不相

聞、事実ニおゐてハ、外より家蔵え忍入候盗賊等よりは、其所業、軽方ニては有之

間敷哉、御仕置附之処、今一応、評議いたし、可申上旨、被仰聞候、 
此儀、両度とも、他所より忍入又ハ〆を固辞明・這入、盗いたし候ものニハ無御

座候得共、持明院・留守之節、忍海と馴合、長持之錠前を固辞明、盗いたし候も
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のニ付、去ル卯年、小田切土佐守、手限伺之上、御仕置申付候、日蓮宗・蓮華寺・

所化・光長儀、同宗・本所・法恩寺末・同所・押上・大法寺ニ、留守居・被頼、

罷在候節、小遣銭ニ差支、与風、悪心出、押入之内ニ有之鍵、取出し、箪笥之錠

を明、引出しニ有之候衣類・帯等七品、盗取、弐品ハ、知ル人え預、金子借受、

五品は、一旦質入いたし候上、請戻し、売払候代金銭共・都合弐両弐分弐朱六百

文余之内、七百文余ハ、所持いたし罷在、其余之金銭、追々、雑用等ニ遣捨候段、

不届ニ付、死罪、申付候類例ニ見合、全智儀も、伺之通、死罪と、評議仕、申上

候処、今一応、評議いたし、可申上旨、被仰聞候間、尚又、再応、評議仕候得共、

〆り無之所より這入又は留守等いたし居候節、手軽ニ持運ひ等・相成候器物之錠

前を押外し、盗いたし候ものハ、評議之上、入墨之上・重敲と申上候も有之候得

共、長持之儀は、壱人ニて手軽ニ持運ひ相成候品ニも無御座、殊ニ、持明院留守

之節、忍海と申合、錠前等、固辞明候始末は、巧成仕方、手強キ所業ニ無之とハ

難申候間、戸明有之所又ハ家内ニ人無之故、手元ニ有之軽キ品を盗取候類之御定

えハ、難引当、全智儀は、前書、光長よりハ、却て、品不宜方ニ付、右例ニ見合、

死罪、被仰付、可然哉ニ奉存候、 
 
無宿・全智・御仕置之儀、先達て、評議仕、申上候処、今一応、評議仕、可申上

旨、御書取を以、被仰聞候ニ付、尚又、評議仕候趣、申上候処、別紙、去ル辰年、

無宿・彦次郎・外壱人、所々百姓家、人不居合、表ニ干し有之米・衣類等、盗取、

又は両人申合、夜中、所々百姓家、戸建有之処、明ケ這入、衣類・其外品々、盗

取、其上、表口戸、押候処、外レ候ニ付、壱人は外見いたし、彦次郎壱人、這入、

一品も不盗取候迚、又候、両人、内え這入、品々盗出候ニ付、入墨之上・重敲、

申付候例書、御下ケ被成候間、再応評議仕候処、彦次郎・外壱人ハ、〆りを固辞

明候ニは無之、表口戸、押候処、外レ候ニ付、這入、盗いたし候ものニて、〆り

等もいたし置不申、戸明キ又ハ手元ニ有之候品を被盗取候ものハ、被盗主之方ニ

も、不念有之候故、死刑ニ不及、入墨之上・重敲又ハ敲、重敲、敲、と夫々之御

定も有之候間、再応、勘弁仕候処、手軽ニ持運ひ相成候器物之品えハ、錠前等卸

置候を固辞明候とも、其儘、持出し候儀、相成候故、戸明有之所より這入候もの

同様、入墨之上・重敲之御定ニ相当可申候得共、全智儀ハ、壱人ニて手軽ニ持運

ひ不相成・長持え、錠卸置候を、忍海と申合、固辞明、衣類・品々、盗取候もの

ニ付、長持之儀は、仮令、持出候とも、壱人にて、忍ひ候ては、持歩行候儀ハ、

難相成品故、戸棚等之〆りを固辞明候も同様ニ可有御座、彦次郎・外壱人之例ハ、

相当仕間敷哉ニ奉存候、 
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評議之通済 386 

本件の全智なる者は、止宿先にて忍海なる者と「馴合」、長持の錠前をこじ開け、衣類

等を盗み取り、また別の止宿先にても「〆り」がなされていない戸棚より金・銀を盗み

取った者である。評議では前者の、長持をこじ開けた盗についての評価が論点となって

いるが、最初の評議では、箪笥にかけられた錠前を開け、衣類等を盗み取った「去ル卯

年」（寛政七年）の判例を引いて、死罪が相当であると評議している。これ以降の記述か

ら考えても、この死罪という科刑は、「忍入之盗」に対するそれを意識したものであると

考えられる。 
かかる評議には、「手強キ巧を成し」たわけでもないから、屋外から忍び入り盗に及ん

だ「忍入之盗」に比べれば、「其所業、軽方」ではないかとの疑義が呈されている。 
これに対して評定所はまず、手軽に持ち運べる物の錠前を外した場合であれば入墨之

上・重敲にも処されるであろうが、本件の長持は一人では持ち運び難く、また全智は止

宿先の主たる持明院の留守を狙い、忍海と「申合」のうえ、本件行為に及んでいるので

あるから、「巧成仕方、手強キ所業ニ無之とハ難申候間」、「戸明之盗」の規定は適用し難

く、死罪が相当である旨再度評議している。 
さらに評定所は評議を重ねている。表口の戸を押したところ開いたので、中に入り盗

に及んだ「去ル辰年」（寛政八年）の判例を挙げ、「〆り等もいたし置不申」場合には、

「被盗主之方ニも、不念有之」ため、加害者は死刑に及ばないのであるという見解を示

し、長持が一人では持ち運び難く、戸棚の「〆り」を開けたも同然であるから、死罪が

相当であるとし、最終的に「評議之通済」となっている。 
再評議のうち前者の論旨からは、御定書制定時の「忍入之盗」と「戸明之盗」との区

別を看取し得る。すなわち「科条類典」の記述によれば、両者は「巧」の有無、あるい

は「巧」と「不図出来心」によって区別されるのである 387。 
後者の再評議は、かかる区別に加え、被害者の「不念」が問われている。そこにおけ

る「不念」は、当該財物を盗まれないように保管していなかった点に求めていると言え

よう。すなわち、「〆り」などのない状態で保管されていた場合、あるいは財物を納めて

いた入れ物が容易に外へ持ち出せるような状態であった場合には、盗まれないような保

管がなされていなかったと評価され「戸明之盗」に相当する。一方、家蔵に「〆り」が

なされていた場合、あるいは外への持ち出しが困難な入れ物に施錠して財物が保管され

ていたような場合には、盗まれにくいように保管されていたと評価され、「忍入之盗」に

相当するのである。 
本稿第一章で述べたとおり、不念とはその者が置かれた立場において適切な行動をと

                                                  
386 古類集拾壱（六一七）。 
387 『徳川禁令考』後集第三 p.190、pp.201-202、および平松前掲「徳川幕府刑法に於け

る窃盗罪（一）」pp.40-42 参照。 
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らなかったことを本質とする 388。本件における不念も、財物の所有者として適切な保管

を怠った点を示しているのである。 
同様に被盗者の責任によって盗んだ者への科刑を減軽した例として、明和四年の以下

の一件が挙げられる。 

一 五月八日伊賀殿ゟ到来越中殿ゟ出ル 
帳面上 

寅四月廿六日 
越中守 

右京大夫殿江 大隅守 御直ニ上ル      扣 
対馬守 

評定所一座   
本石町無宿         

喜之助事       
小   八   

右之もの御仕置之儀、手元ニ有之品を盗取候もの、拾両以下之御定引当、伺之通、

入墨之上敲、門前払可申付旨被仰渡可然段、評議仕申上候、 
右小八儀、十郎兵衛方江罷越、右十郎兵衛召仕市助義を他行致させ、留守ニ致し

候間、手元ニ有之市助所持之品盗取候始末ハ、一通り之手元ニ有之品盗取候とハ

品も違可申哉、右之品猶又評議仕可申上旨被仰聞候、此儀、御定書ニ、 
一 家内江忍入、或者土蔵抔破り候類     金高雑物之不依多少死罪      

但、昼夜ニ不限、戸明之所、又ハ家内ニ人無之故、手元ニ有之軽き品を盗取

候類、入墨之上重敲、 
右之通有之、盗可致与戸建寄有之類〆り薄所江這入候盗人ハ全之忍入ニ候得共、

右但書之御定江引当入墨ニ申上重敲ニ相成候ハ、被盗主之等閑故盗人之御仕置ゆ

るみ候趣意可有御座候□、市助儀も、無宿もの申ニまかせ為致留守□盗逢候始末

ハ、被盗主等閑故之儀ニ付、死罪抔ニ成候盗人ニ者有御座間敷候間、一通り之手

元ニ有之品を盗取候御定江引当、伺之通入墨之上敲与申上候得共、御尋候間猶又

評議仕候処、留守いたし置盗いたし候者、かたり致候ニ似寄申候間、当座之かた

りハ、手元ニ有之品を盗取候もの御仕置同断、と有之御定江引当候而も、先達而

申上候通、入墨之上敲ニ而相当可仕哉与奉存候、 
右御尋ニ付申上候趣、書面之通御座候、以上、 

寅四月 389 

                                                  
388 第一章第二節第三款参照。 
389 「祠部職掌類聚・三奉行留 答書 明和七寅年従四月至五月」（吉田徳夫・小椋孝士
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本件の小八は、十郎兵衛宅に赴き、十郎兵衛方の召仕である被害者・市助を外出させ、

その隙に市助所有の財物を盗み取った者である。上記書面においても、五十六条六項但

書は、「被盗主之等閑」を理由とする旨が示され、本件の市助も、無宿である小八の言に

従いこの者に留守を任せ、その結果盗みの被害に遭ったのであるから、小八は「死罪抔

ニ成候盗人」ではないと評議されている。 
ここで用いられた等閑なる語が、「等閑又は麁忽之部」として「御仕置例類集」におけ

る一類型をなし、不念とも密接な関連をもつことは、第一章において既に確認したとお

りである 390。したがって本件における上記文言の趣旨も、前掲寛政十二・秋津村無宿・

全智、盗いたし候一件と同様、被害者による財物の保管に関する懈怠を示していると解

して大過ないであろう。 
さらに本件では、留守番を引き受ける旨申し偽って盗に及んだのであるから「かたり

致候ニ似寄」と判断されてもいる。かたりについては次款に詳述するが、小八に騙され、

財物の保管をおろそかにした点が、小八の刑責の評価に影響していることは間違いない。 
さて、以上の二例はいずれも、「忍入之盗」と「戸明之盗」との区別に際して、被害者

の責任を考慮したものである。このほかにも、被害者に存する非を理由として加害者へ

の科刑を減軽する例が見られる。 

文化二丑年御渡 
火附盗賊改 

戸川大学伺 
一 馬喰町壱町目・喜八初筆、盗いたし候一件、 

馬喰町壱町目       
次兵衛店        

源蔵方ニ居候     
喜   八   

右之もの儀、酒ニ酔、往来ニ倒れ居候町人躰之もの、〆居候帯、解キ取幷懐中之鼻

紙袋・腰ニ提居候多葉粉入・前提等盗取又ハ武家屋敷門幷玄関入口戸、建寄有之処、

明ケ、這入、座敷〆り無之箱或は手元ニ有之候刀・脇差・火事羽織等、盗取、右品

之内、所持いたし又は売払、右代銀銭、不残、遣ひ捨候段、不届ニ付、入墨重敲之

上・宿源蔵え引渡、 
此儀、酒ニ酔・往来ニ倒れ居候もの所持之品、盗取候段は、片輪もの所持之品を

盗取候もの死罪、之御定にも准し可申哉ニ候得共、深川相川町善兵衛店・紋次郎

                                                  
編『近世法制史資料集成（Ⅱ）』所収〈リール番号 07、文献番号 01-26〉、科学書院

2012 年）二十丁裏より二十二丁表。なお文中の□は、虫喰による判読不能箇所であ

る。 
390 第一章第二節第二款第一項参照。 
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儀、当二月廿一日、途中ニて酒ニ給酔、前後不覚、往来ニて打倒れ、同夜四ツ半

時頃、目覚見候処、〆居候帯・懐中之鼻紙袋・提居候多葉粉入・前提等紛失いた

し候段、申立候趣、吟味書朱書ニ申上、右躰、被盗候ものニも不行届儀有之に付、

右御定えは難引当、依之、先例相糺候処、寛政三亥年、池田筑後守、町奉行勤役

之節、手限伺之上、御仕置申付候、無宿喜兵衛儀、知ル人・忠太郎同道、善兵衛

方ニ止宿いたし、相宿旅人、臥居候蚊屋之内を、覗見候処、吉右衛門腰ニ巻居候

同巻之内、金子有之趣にて、熟睡之様子ニ付、蚊屋之内え手を入探見候処、弥、

金子有之候間、有合候剃刀にて着し候単物之上より同巻を切裂、金五両三分盗取、

剃刀は二階畳之下え隠し置、右盗取候儀、改有之候ても、顕不申ため、右之内、

壱両壱分は、二階窓より投捨、残金四両弐分、所持いたし候得共、巧成仕形、不

届ニ付、死罪申付候類例有之、右例之方は、被盗候もの、不念ニは候得共、差て

不行届有之候とも難申、其上、此ものは、巧成仕形と申ニは無之、例より品軽く

御座候間、一等軽ミ可申、死罪之一等軽キは遠嶋重追放、之御定ニ候得共、近来、

盗賊は遠島追放御仕置ニ不被処事故、右は、入墨之上・重敲ニ相当可申、建寄有

之戸を明這入、盗いたし候段も、昼夜ニ不限、戸明有之処又は家内ニ人無之故、

手元ニ有之軽キ品を盗取候類之御定ニて、是又、入墨之上・重敲に相当り候間、

伺之通、入墨重敲之上・宿源蔵え引渡、 
評議之通済 391 

本件の評議では、酒に酔い往来に倒れていたため盗の被害にあった者を「不行届」と

評し、当初適用を検討していた御定書五十六条八項「片輪もの所持之品を盗取候もの、

死罪」392を一等減軽し遠嶋重追放、さらに近来盗賊をこれらの刑に処していないため、

入墨之上・重敲が相当であるとの結論に至っている。ここでも、被害者の責任を加害者

の刑責に反映させているのである。 
一方、本件に引用された寛政三年の一件では、熟睡している相宿の者から金子を盗み

取った者に死罪を申し付けている。本件評議ではこの判例の被害者について、「不念ニは

候得共、差て不行届有之候とも難申」と評価している。本件と判例とは、いずれも被害

者が熟睡していたために加害者に盗をさせる隙を与えてしまったという点で共通して

いる。しかし、判例において問題とされているのが、宿での就寝という場所にふさわし

い行為であるのに対し、本件において問題とされているのは、酒に酔い往来で前後不覚

に陥るという、場所にふさわしからざる行為である。このような違いが、加害者への科

刑を減軽するか否かという差異に結びついていると考えられる。 

                                                  
391 続類集拾弐（三〇九）。 
392 『徳川禁令考』別巻 p.98。 
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第二款 かたり事・ねたり事・謀書謀判 

第一項 かたり事 
御定書六十四条「巧事かたり事重キねたり事いたし候もの御仕置之事」の適用例にお

いて被害者の責任を考慮するものとして、以下の一件が挙げられる。 

寛政五丑年三月 
御勘定奉行 

松平伊豆守殿御差図           曲淵甲斐守掛 
一 武州樋籠村ニ而捕候無宿彦七金子ねたり取候一件 

無宿       
彦   七   

右之もの儀、樋籠村帳外之身分ニ而、先名主又兵衛方江参り、金子無心申あはれ候

故、被捕、伊奈半左衛門方ニ而吟味中、以来右村江不立入筈相侘願下ケいたし、其

後も右又兵衛其外吉蔵外三人方江、度々参り金子無心申懸、及断候節者殺呉候様難

渋申懸、都合、金六両弐朱銭壱貫四百文ねたり取候段、不届ニ付、死罪、 
右御仕置附 

右、御定書、かたり事ねたり事ヶ条之内但書ニ、不得物取候共、前々度々物をかた

り取、或者巧之品重キハ、死罪、与有之、合力之義相断候得者殺呉候様申懸、不立

去候段、巧ニも相当、其上度々金子ねたり取候儀ニ付、右御定ニ見合、死罪、 
右御尋ニ付御答 

此儀、御定ニ添候例書之内、岡崎町市郎兵衛ニ見合候而者、御仕置強キ様ニ相見江

候得共、市郎兵衛儀者ねたり事両度之内金子ねたり取候者壱度ニ有之、御定書ねた

り事かたり事同ヶ条ニ出、ねたり事ハ軽キ様ニも相聞候得共、人之迷惑いたし候様

ニ取斗物を取、かたり事者人を謀物を取候儀故、かたられ候方ニも油断有之候間、

何レ之方軽キとも難申、一躰之始末ニも寄可申、巧ニ成儀申懸、度々金子かたり取

候もの、獄門、但、不得物取候とも、前々度々物をかたり取候もの、死罪、之御定

ニ見合候而ハ、右彦七儀者村方江度々罷越、金子合力之儀者申懸、及断候もの江者

殺し呉候様申倒シ罷在、或者金銭貰請候儀も十度以上之義ニも有之、深キ巧ニ者無

御座候得共、前書ニ申上候かたり事御定但書ニ見合、死罪相当と見込相伺候儀ニ御

座候、併前書市郎兵衛ニ見合、敲之上重追放被 仰付候而も可然哉ニ奉存候、393 

上記一件の「右御尋ニ付御答」は、ねたり事かたり事の御定書規定とその適用につい

てのものである。それによればまず、両者は一箇条に収められているが、騙して財物を

交付させるかたり事よりも、騙すことなく単に相手に迫って財物を交付させたねたり事

                                                  
393 「御仕置例撰述」初編十三（27）。 
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の方が行為としては軽いと考えられていた。しかしねたり事は人の迷惑になるものであ

るから行為に比して重く処罰されるべきであるし、かたり事は騙される方にも非がある

から行為に比して軽く処罰されてしかるべきでもあるから、いずれの犯罪が軽いという

ことは一概には言えないと理解されているのである。 
かかる記述からは、かたりという犯罪はそもそも、被害者にも騙されたことについて

一定の責任があり、その点を加味した規定であるとの認識が窺える。 
 
第二項 ねたり事 

前掲寛政五・武州樋籠村ニ而捕候無宿彦七金子ねたり取候一件では、ねたり事におけ

る被害者の責任には触れていない。しかし、ねたり事にも被害者の責任が考慮される場

合があった。 

文政四巳年御渡 
日光奉行伺 
一 浪人吉田吉右衛門と申立候無宿吉右衛門ねたり事いたし候一件 

浪 人            
吉田吉右衛門と申立候    

無 宿      
吉右衛門   

右之もの儀、無宿之身分ニて苗字を名乗、帯刀いたし浪人之趣ニ申成、所々合力銭

乞歩行、其上小遣銭ニ差詰候迚、銭ねたり可取と、野州今市宿平之丞見世え罷越、

無跡形儀等品々難題申懸、居込罷在候始末、不届ニ付、刀脇差取上、敲之上、軽追

放、 
此儀ねたり事いたし候もの之儀、敲之上追放之先例も有之候得共、相手ニ不念有

之を見込、ねたり事いたし候ものハ格別、全無跡形儀を申懸候類は、寛政三亥年

知ル人ニ無之料理茶屋等え参り、金壱分弐朱又は壱分程押借いたし候もの御仕置

之当り評議いたし可申上旨被仰聞、其節評議之上、かたり事ねたり事いたし候も

の御仕置、御定ヶ条ニ当座之かたりは手元ニ有之品を盗取候もの御仕置同断、と

有之候ニ見合、入墨・敲ニて相当可仕哉と申上、其通相済候旨被仰聞候ニ引当可

然、此もの儀、吟味書之趣ニては与風悪心発リ、知ル人ニも無之平之丞方え罷越、

見世先ニ有之脇差を見受、右は此もの被盗取候品ニ付、可引渡抔声高ニ申罵、居

込罷在候と有之、其上無宿之身分ニて帯刀いたし、合力銭乞歩行候ものニ付、前

書之御定幷寛政十二申年評議ニ御下ケ被成候、大坂町奉行相伺候、無宿日下佐守

儀、権柄を以、金銀等乞取候義は勿論、不埒之儀不相聞候得共、無宿之身分ニて

帯刀歩行仕候段、不届ニ付、刀脇差取上、軽追放と相伺、評議之上、伺之通と申

上、其通相済候例をも見合、入墨之上、軽追放、 
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評議之通済、394 

上記一件では、その評議において「相手ニ不念有之」場合すなわちねたり事の被害者

になんらかの非があり、それを奇貨として加害者がねたりに及んだ場合と、「全無跡形儀

を申懸」場合すなわち被害者になんら非のない場合とでは区別すべきことが示されてい

る。本件においてその具体的な内容は示されていないが、加害者が被害者側の不念を奇

貨としているという点では、先に述べた、かたりにおける被害者の「油断」と類似して

おり、「全無跡形儀を申懸」場合よりも刑を減軽されたものと考えられる。事実、 

文政二卯年御渡 
御勘定奉行 

土屋紀伊守伺 
一 武州薄村寅次郎宅ニて及狼藉候無宿四郎兵衛一件 

無 宿       
四郎兵衛    

右之もの儀、無宿之身分ニて長脇差を帯歩行、武州下飯田村外弐ヶ村地内河原ニお

ゐて住所不存吉五郎外五人其外名住所不存もの共一同手合ニ加り、廻筒簺博奕度々

いたし、又は同国薄村寅次郎宅え罷越、博奕宿いたし呉候様申聞、同人承引不致候

迚、及狼藉、其上宇宿清吉外壱人申合、又は壱人立同国上小鹿野村銀之助外三人方

え罷越、難題等申懸、度々ニ金六両ねたり取、弐両ハ清吉外壱人え配分いたし候始

末、旁不届ニ付、入墨之上、重追放、 
此儀、〔中略〕天明五巳年曲淵先甲斐守町奉行勤役之節、伺之上御仕置申付候御普

請方同心伊藤伴七儀、町棟梁当時病死神田三嶋町庄七店治兵衛任申旨ニ同意いた

し、小普請組宮城久三郎組ニて御普請方同心仮役茂木半右衛門申合、伐組材木往

来え出候場所又は下水外え家作庇柱等出張候儀、或ハ道之高低下水埋候儀を相咎、

其後当時病死仲間舟橋清助同出奔いたし候小西弥五郎申合、神田鍋町外拾壱ヶ町

ニて店前え商ひもの積出候儀、是又相咎、次兵衛ニ為取計、右町々より四度ニ金

弐拾弐両壱分弐朱ねたり取、右之内金七両弐分弐朱配分取、追々雑用ニ遣候段、

軽も御扶持被下候身分ニ有之間敷儀共、不届ニ付、存命ニ候ハゝ遠嶋可申付、も

のニ候段、一件之もの共え申渡候類例も有之、かたり事ニ無之上は、人を誘引申

合、一両以上得取候迚、死罪相当とも難申、併今般之四郎兵衛は度々金子ねたり

取候ものニ付、前書例之内、常五郎より品不宜、遠嶋相当ニ可有御座候哉、且伊

藤伴七ニも見合勘弁仕候処、右伴七は町々不念之筋を咎、金子為差出候儀之処、

四郎兵衛ハ品々難題申掛ケ、ねたり取候ものニ付、ねたり事之品、伴七より品不

宜、一通りニ候ハゝ伴七例ニハ難引当候得共、身分格別之相違ニ付、身分と所業

                                                  
394 続類集八（二四二）。 
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見競候得は、事実ニおゐてハ、強て軽重も有之間敷、依之、常五郎よりは重く、

伴七同様、遠嶋、 
評議之通済 395 

なる一件では、引用された例における伊藤伴七が「町々不念之筋」を咎めたのに対し、

本件の四郎兵衛は「品々難題申掛ケ、ねたり取候もの」であるため、その点においては

「伴七より品不宜」と評価されているのである。伊藤伴七は「軽も御扶持被下候身分」

であるという加重要素が加わっており、最終的な科刑こそ一致しているものの、被害者

の不念はその「身分格別之相違」を補い得る程の減軽要素であったと言うことができよ

う。 
 
第三項 謀書謀判 

ところで、かたり事に罪質の近い犯罪として、謀書謀判が挙げられる。すでに本章第

一節において述べたとおり、謀書謀判については石塚氏が、騙される側にもなんらかの

責任がある場合にその成立を否定した事例を挙げている。 
石塚氏の挙げた例は、以下のごときものである。 

天明八申年御渡 
大坂町奉行 

小田切土佐守伺 
一 他のものより質入いたし有之品、請戻売払、売過銀掠取候一件、 

無宿         
茂 兵 衛   

右之もの儀、吉兵衛より権右衛門相頼、質物ニ差入候品、質札紛失いたし候儀、及

承、右品売払候ハヽ、売過銀可有之儀を見込、此もの衣類、質物ニ差入度趣ニ申偽、

権右衛門を謀、同人名印之書付、認貰、右書付ニ、最前、吉兵衛より権右衛門相頼、

質物ニ差入候品、請戻候間、紛失之質札、出候共、可為反故段、認入、質物請戻、

右品売払、売過銀、掠取候始末、巧成仕方、重々不届至極ニ付、遠嶋、 
此儀、御定書ニ、謀書又ハ謀判いたし候もの、引廻し之上・獄門、と有之、吟味

書之趣ニては、所持之品、質物ニ差入申度処、権右衛門質物ハ、兼て、八郎兵衛

方ニて余計ニ銀子貸呉候段、及承候間、八郎兵衛宛ニて、権右衛門名印之書付、

認呉候ハヽ、質入之品書、此もの方ニて認入可申段、岩次郎え、偽、申聞候処、

致承知、同人世話を以、八郎兵衛宛所ニいたし、権右衛門名印而已ニて文言無之、

書付、貰請候後、吉兵衛ニ被頼、権右衛門質入いたし置候品数幷紛失之質札出候

共反故ニ候旨、認入、右書付、八郎兵衛方え持参、吉兵衛質入之品々、請戻候儀

                                                  
395 続類集八（二三三）。 
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ニて、書付之文言等認方、得と、承不届、八郎兵衛宛所ニて、権右衛門名印之書

付、茂兵衛え相渡候段、権右衛門卒忽ニて、同人ニ不念有之候間、強て謀書いた

し候もの共、難申、かたりいたし候ものニて、かたり之品、対 公儀え・候事歟

又は兼て巧候事歟或ハ人誘引申合候もの、死罪、但、当座之かたりハ、手元ニ有

之品を盗取候もの御仕置、同断、と有之候御定ニ見合、当座之かたりニは無御座

候間、死罪、 
評議之通済 396 

本件の茂兵衛は、吉兵衛が権右衛門を仲介人にして質入した品を受け出し、これを売

却して利益を得るため、その目的を隠しつつ、岩次郎を介して権右衛門に「名印之書付」

を作成してもらい、これに質物を「請戻候間、紛失之質札、出候共、可為反故段」加筆

し、当該質物を受け出し、売却益を「掠取」した者である。評議においては、仲介人と

なった権右衛門が「文言等認方、得と、承不届」点は「卒忽ニて、同人不念有之」ため、

謀書謀判には該当しないと判断され、かたり事の規定によって処罰されている。 
本件については、そもそも被欺罔者と被害者はそれぞれ誰なのかという問題がある。

最終的に騙されたのは質屋たる八郎兵衛であるが、その過程で岩次郎・権右衛門が騙さ

れている。一方、本件における被害者は質入をし、その質物を不正に受け出された吉兵

衛であろう。被欺罔者の一人であり不念があると認められた権右衛門は、本件質物が不

正に受け出されることで仲介人としての面目を失うことにはなるであろうが、直接的な

被害者ではない。したがって、本件は厳密には被害者の不念が考慮された事例とは言い

難い。 
しかし本件からは、仲介者に、質物の本来の所有者（質置主）と共に質入れおよび受

出しに責任を負うべきであり、これを怠った場合には盗やかたりと同様、質物の管理に

不念ありとして加害者の刑責を減ずる考え方を看取し得る。然りとすれば、これもやは

り被害者の責任と同様に扱われたと考えてよいであろう。 
ところで、本件の茂兵衛は、謀書謀判の適用を退けられ、かたり事によって処罰され

ている。その理由は明らかでないが、おそらく、謀書・謀判を以て人を欺罔するという

謀書・謀判の本質に対して、本件は権右衛門の卒忽、不念により、真正の白紙委任状に

近いものが作成されてしまったため、本件の当該書付を謀書と認めることが適当でない

と判断されたのではないかと考えられる。それゆえ、書付の作成に際して権右衛門が騙

された点を評価し、かたり事の規定によって処罰したのであろう。 
それでは、謀書・謀判の刑を減軽することはあり得たのか。この点については、以下

の評議が参考になる。 

安永二巳年御渡 

                                                  
396 古類集九（四四七）。 
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御勘定奉行 
松平対馬守伺 

一 他筆を以、人を欺候もの、御仕置之儀ニ付評議、 
当月十一日、先達て松平対馬守差上候、甲州山梨郡中村・百姓七郎右衛門、借金之

儀申立候一件、吟味書等御渡被成候、右、七郎右衛門儀、謀書之御定ニ見合、引廻

し之上・獄門、と相伺候処、巧之品は、重キ儀ニ候得共、預り書付、自分ニ相認候

ニハ無之、平右衛門より差越候書付ニは相違無之、右書付を以、欺キ候儀、候得共、

謀書と唱え候訳ニは有之間敷哉、重キ巧之方ニも可有之哉、評議可仕旨、被仰聞候、、 
此儀、御尋之通、重キ巧事ニ御座候得共、謀書又は謀判を以之巧事ハ、猶以、品

重ク御座候、謀書・謀判之儀は、明和二酉年、御尋之節、申上候通、手跡を正ニ

似セ・印形を其通写取・又ハ手跡も似セ不申・有合判を押候ても、其趣意ニより、

御定之通、引廻し之上・獄門ニ可相成儀にて、正判・似せ判・有合判ニても謀判

ニ御座候間、自筆・他筆・有合之書付ニても、書付を以、人を欺候は、謀書、判

形を以、人を欺候は、謀判と奉存候、御定書ニ、別紙之通、有之、七郎右衛門儀、

欲心を以、人を欺候間、自筆又は人を頼・為認候ハヽ、御定之通、引廻し之上・

獄門ニ可相成科ニて、有合之書付ニても、事実之趣意ハ、同様ニ御座候間、謀書

又は謀判いたし候もの之御定にて、伺之通、引廻し之上・獄門、可申付旨、被仰

渡、可然哉ニ奉存候、 
一、右吟味書・朱書ニ申上候、同郡壱町田中村・平右衛門儀、預り置候書付、不相知

旨、七郎右衛門、申聞候ハヽ、其段、書付ニても取置、可入念処、無其儀故、右躰

之巧ニも逢候哉、不行届義ニハ無之哉、評議可仕旨、被仰聞候、 
此儀、対馬守は、平右衛門申口を、朱書ニ相認候得共、預り書付ハ、取失ひ、不

相見由ニて、七郎右衛門差戻し不申候ハヽ、其旨、書付取置可申処、其分ニいた

し置候は、不念ニ御座候間、差当、例は不相見候得共、右不念之段、叱り、 
右之通、平右衛門、不念有之候間、七郎右衛門御仕置、宥可申哉与評議仕候処、別

紙・例之通、意趣を請候程之儀有之候得は、謀書いたし候当人御仕置、宥可申候得

御共、平右衛門ハ、不念故、巧ニ逢候迄ニて、意趣を請候筋ニは、無御座候間、七

郎右衛門御仕置、宥申間敷哉与奉存候、 
巳五月 397 

本件評議のもととなった事例は管見の限り残されていないため、その具体的な内容に

ついては不明な点も多い。しかし、前半の評議は謀書に利用された書付についてのもの

であり、自筆・他筆を問わず書付で人を欺けば謀書に該当し、本件のごとく「有合之書

付」でもその判断に影響を及ぼさないとの見解が示されている 398。 

                                                  
397 古類集三（一五八）。 
398 石塚前掲「徳川幕府刑法における謀書謀判」pp.367-368 参照。 
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これに対し後半の評議では、当該書付を「取失ひ」、加害者たる七郎右衛門に尋ねても

「不相知旨」答えたならば、その旨の書付などを取り置くべきところ、これを怠った平

右衛門なる者につき、まず不念として叱りに処すべき旨評議している。 
さらに評議は、平右衛門の上記不念を以て加害者・七郎右衛門の刑を減軽すべきか否

かという論点に続いている。しかし、評議の結果これは否定されている。その理由は、

「平右衛門ハ、不念故、巧ニ逢候迄ニて、意趣を請候筋ニは、無御座候間」というもの

である。すなわち加害者の刑が減軽されるには不念では足らず、「意趣を請候筋」を要す

るというのである。この「意趣を請」が具体的に何を示すかは明らかでないが、推測す

るに、加害者が意趣を受けて、謀書謀判をするように、あるいはその罪に陥るように仕

向けられたことを示すのではないかと思われる。 
然らば、なぜ謀書・謀判においては、被害者の不念によって加害者の刑責を減ずると

いう措置が取られなかったのか。この点も必ずしも明らかではないが、文書・印判とい

う公的性質の強い手段が用いられているという点が関連しているように思われる。すな

わち書面・印判は裁判などでも証拠として扱われ得る物であるから、これを信用するこ

とは、かたり事などにおいて加害者の言葉を信用するよりも、行為としては相当である

と考えられる。尤も、当該文書の真偽についての判断をせず、これを妄信することまで

が相当であったとは思われないから、そのような被害者の態様を不念と評価することは

あり得たであろう。しかしいずれにせよ、物的証拠があるという点で、被害者が欺罔さ

れたことはある程度やむを得ないと判断され、この種の不念は、加害者の刑責に影響を

及ぼし得る程には、重視されなかったのであろうと考えられる。 
 
第四項 財産的損害を伴う犯罪と被害者の責任 

ここまで、かたり事・ねたり事・謀書謀判について、被害者の責任と加害者の刑責の

関係を検討した。それによれば、かたり事は、そもそも加害者に欺かれるということ自

体が被害者の非であって、御定書の規定に、既にその点が加味されているという認識が

窺える。ねたり事については、加害者が当該行為に及ぶ隙をつくらないよう平素より注

意すべきであって、被害者にそのような隙があった場合には、不念であるとして加害者

の刑責が減ぜられたのである。 
すなわちかたり事・ねたり事については、加害者が当該犯行に及ぶ隙を作らないよう

平素より留意すべきであって、これを怠った者が被害者となった場合には、加害者の刑

責を減じたのである。 
一方謀書・謀判においては、加害者が被害者によって当該犯行をなすよう仕向けられ

た場合を除き、被害者に存する事由によって加害者の刑責が減ぜられることはなかった

と言えよう。しかし前掲天明八・他のものより質入いたし有之品、請戻売払、売過銀掠

取候一件からは、盗みやかたり事と同様、被害者に財物の管理について懈怠ある場合に

加害者の刑を減じたことが窺える。 
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第三款 密通 

第一項 被害者たる女性の責任 
御定書四十八条「密通御仕置之事」においては、被害者の責任と関連して以下の規定

が挙げられる。 

〔第二項〕 
同〔従前々之例〕 

一 密通之男                       死   罪 
〔第十一項〕 

追加 
寛保三年極 

一 夫有之女得心無之に、押而不儀いたし候もの       死   罪 
〔二十一項〕 

追加 
同〔寛保三年極〕 

一 女得心無之に、押而不義いたし候もの          重 追 放 
〔二十二項〕 

従前々之例 
一 夫無之女と密通いたし、誘引出候もの     女ハ為相帰、男ハ手鎖 399 

これらの規定は、「密通」か「押而不義」かによって女性の合意の有無を区別し、また

二項と十一項とは夫ある場合、二十一項と二十二項とは夫なき場合について定めている

400。そしてこれらによれば、不義の相手に夫のある場合には、「女得心」の有無にかかわ

らず死罪に処される一方、夫のない場合には「女得心無之」方が重く処罰されることが

分かる。 
被害者の責任という見地からこの特徴を解釈すれば、夫のない女性であれば、女性の

不義に対する合意が被害者の責任とされ、加害者の刑責が減ぜられたとも考え得る。 
しかし、「女得心無之」場合には当該女性も被害者たるのに対し、女性も得心のうえで

行われた密通である場合、当該女性を被害者と呼ぶことは必ずしも適切ではない。実際、

四十八条一項は「密通いたし候妻、死罪」と規定しており、夫ある身にして得心のうえ

密通に及んだ女性は、密通相手の男性とともに処罰される立場である 401。一方夫なき女

                                                  
399 『徳川禁令考』別巻 pp.89-92 より抜粋。 
400 これらの区別については、石井前掲『第四江戸時代漫筆』pp.137-165 参照。 
401 なお山中永之佑氏は、四十八条一項が妻、同二項が男について規定しているという点

から、「密通において、まず罰せられるべき対象は、密通した妻なのであって、男は、

妻が罰せられるべき行為の共犯者として罰せられるにすぎない」と指摘している（「幕

藩法における婚姻制度の一側面―密通の仕置と内済―」〈『幕藩・維新期の国家支配と
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性について規定した二十二項には「女ハ為相帰」とあるが、これは処罰しないのみであ

って、当該女性が被害者であると示す根拠にはならない。したがって、女性の合意ある

場合に男性の姦通に関する科刑が軽くなっていることを、被害者の責任という観点から

説明することは適当ではないと考えられる。 
それでは、女性を被害者としながらも、当該女性の責任によって姦通の相手たる男性

の刑が減軽される場合はあったか。この条件を満たす例として、不義のうえ、男性が女

性を殺傷した場合が挙げられる。 
御定書には、四十七条二十項に「幼女江不義いたし、怪我致させ候もの、遠嶋」との

規定が見られる。当該規定においては、幼女による合意の有無にかかわらず、「怪我致さ

せ」すなわち男性が当該幼女を傷害したことを以て、当該幼女を被害者と認定できるで

あろう。 
当該規定を参照し、かつ幼女の合意があった例として、以下の一件が挙げられる。 

寛政十二申年御渡 
町奉行 

根岸肥前守伺 
一 下目黒町・喜八、主人の娘・幼女かよと密通いたし、同人相果候一件、 

下目黒町          
忠助店          

吉兵衛召仕       
喜   八   

右之もの儀、幼年の娘かよを、押て強淫いたし、同人、相果候ニは無之、かよ儀、

乍幼年、色情之心有之、常々此ものえ戯れ候儀は、一件吟味之上、無相違候得共、

かよハ、主人之娘、殊ニ、幼年之ものニ候処、色情を以、此ものを慕ひ候とも、交

合いたし、かよ、相果候始末、不届ニ付、引廻し之上、獄門、 
〔中略〕 
喜八御仕置之儀、伺之通、被仰渡可然旨、評議仕申上候得共、主人娘と致相対死候

もの、死骸、本罪ニ不及、死骸取捨候様、去ル酉年、一座評議之上、申上、全、相

対之上、死候覚悟ニ候故、主殺之刑ニは不相成事ニて、此度之儀、かよ、乍幼年も、

大人同様之仕なしを以、右之始末ニ相成候上は、喜八儀、押て及不義候もの之御定

を以、同輩ニても、怪我ニて女を殺し候方ニ准し可申儀を、居候て見候得は、怪我

ニて、主人之娘を殺し候時は、何様相成可然と、評議可致筋ニては無之哉、夫とも、

押て及不義候ニ決し可然趣も有之哉、何故ニ、押て不義ニ附候哉、いつれニも、此

処之居を以、刑名も定り候事故、尚得と、評議仕、可申上旨、被仰聞、承知仕候、 

                                                  
法』所収、信山社 1992 年〉p.97〈初出、「密通の仕置と内済―江戸時代における婚姻

規制の一側面―」『阪大法学』38 号所収、大阪大学法学会 1961 年〉）。 
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此儀、同輩之もの、怪我ニて、女を殺候もの之御定は無御座候得共、喜八所業之

趣を以、勘考いたし候得は、怪我ニて、与風、疵付、其疵ニて、相手死候、御定

えも難引当、此度之一件、吟味書ニも有之候通、かよ儀、色情有之候より、密会

いたし候ニも至り、押て、幼女を犯候ものニは無之、然上は、可殺心底無之段は

顕然之儀ニ御座候得共、幼女と不義いたし、怪我為致候者、遠嶋、之御定も有之、

右元例、相糺候処、九歳ニ成候幼女え、無躰之密通いたし、病気附候ニ付、当人、

遠嶋ニ相成候節より、幼女え為致怪我候もの之御定も、極り候趣ニ御座候、幼女

え、押て不義いたし殺候ものと、乍幼女、色情有之、交合之上、相果候ものと之

等級は、可有御座儀ニ付、同輩之もの、幼女を犯し、怪我為致候もの、遠嶋、右

ニて相果候ハヽ、下手人ニて相当可致候、且又、去ル酉年、大坂町奉行相伺候、

主人之娘と、相対死いたし候もの、死骸不及本罪、死骸取捨候様、評議之上、申

上候例、有之候得共、右は全、相対之上、死候覚悟之儀ニ有之、かよ儀は、最初、

大人同様之しなし、色情有之とは乍申、交合之節、及死候程之儀にて、於事実、

相対死とも意味違ひ可申、併、拾歳ニても色情発し候儀ハ、吟味之節、一件之も

の共申口、符合いたし候上ハ、押て不義いたし候もの之方えも、寄り申間敷、か

よ儀、色情之萌シ有之、喜八儀も、壮年之ものニて、前後之弁もなく、淫事を犯

し、為及死候不届ニて、主殺之刑ニ至り申間敷ハ勿論ニ御座候、尤、相対死之例

ニてハ、主従之恩儀は無之候得共、喜八所業之趣は、前書之通、引当候元例は無

之候得共、主人之娘と密通いたし候もの之御定も有之、右を以、考合候処、何れ

之道ニも、主人之娘を為及死候もの之儀ニ付、死罪被仰付、可然哉ニ奉存候、 
右ニ付、御書取左之通、 

喜八儀、一躰之所業、主人其上幼年之ものえ、相対とは乍申、不法之始末ニよ

つて、及死候段、不届ニ付、死罪申付候事、402 

上記一件においては、被害者たるかよが幼女であり、かつ被害者の親と加害者とが主

従関係にあるという条件によって評議も複雑化しているが、「かよ儀、色情有之候より、

密会いたし候」点を認め、この場合と「幼女え、押て不義いたし」た場合とは区別され

るべき旨が評議によって示されている。 
本件では犯行によって被害者が死亡しているのであるから、前節において検討した、

人殺における被害者の責任とも通じるものがあるが、不義という行為の性質に着目すれ

ば、徳川幕府刑法において被害者たる女性は、法に抵触しないためにというのは勿論、

自身の貞操や生命・身体を守るためにも、軽々に姦通に合意すべきではないのであって、

合意のうえ姦通に及んだ場合には、仮令その結果自身の生命が侵害されようとも、加害

者に十全なる刑罰を望む資格を有さないと判断されたと考えられる。 

                                                  
402 古類集弐拾五（一九〇七）。 
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第二項 被害者たる夫の責任 

先に述べたとおり、密通に関する御定書の規定は、密通に及んだ女性に夫があるか否

かによって区別されており、夫ある場合の方が重く処罰される。その理由は、夫との関

係において生じる貞操が破られたからにほかならない。然りとすれば、夫のある女性が

密通に及んだ場合、当該女性の夫を被害者と捉えることができるであろう 403。 
それでは、その被害者たる夫の責任は、加害者たる不義をなした女性およびその相手

の科刑に、いかなる影響を及ぼしたか。この点につき、以下の一件を挙げることができ

る。 

寛政三亥年御渡 
大坂町奉行 

松平石見守伺 
一 当時無宿・與市儀、西高津新地八丁目・髪結・安兵衛と及口論、互ニ疵受候一件、 

西高津新地八丁目       
塩屋七郎兵衛支配借屋    

堺屋安兵衛女房    

                                                  
403 なお、かかる夫の立場について言及した研究として、本章第一節および前項に掲げた

もののほか、中田薫「板倉氏新式目に就て」（前掲『法制史論集』第三巻上所収）

pp.662-663（初出『国家学会雑誌』37 巻 8 号～同 10 号、国家学会事務所 1923 年）、

高柳真三「密通罪とその特異性」（前掲『江戸時代の罪と刑罰抄説』所収）pp.257-263
（初出『法学』9 巻 7 号、東北帝国大学法学会 1940 年）、石井良助「古法制雑考（一

二）〔一五敵討・妻敵討〕」（『国家学会雑誌』55 巻 7 号所収、国家学会事務所 1941
年）pp.73-76、大竹秀男『「家」と女性の歴史〔弘文堂法学選書 4〕』（弘文堂 1977
年）pp.89-90、山中前掲「幕藩法における婚姻制度の一側面―密通の仕置と内済―」、

山中至「幕藩体制における密通仕置の研究―夫の私的刑罰権と公刑罰権（一）―」

（『九大法学』40 号所収、九大法学会 1980-1981 年）、林由紀子「今昔物語にあらわれ

た犯罪および犯罪人（二・完）」（『愛知女子短期大学研究紀要 人文編』17 号所収、愛

知女子短期大学 1984 年）pp.53-55、神保文夫「敵討・妻敵討小考（一）」（『法政論

集』159 号所収、名古屋大学法学部 1995 年）pp.465-470 註（1）、同「北町奉行所

『敵討帳』の一写本―天和期以降」（『法政論集』224 号所収、名古屋大学法学部 2008
年）pp.280-286、同「江戸時代の妻敵討に関する若干の史料」（『法政論集』250 号所

収、名古屋大学大学院法学研究科 2013 年）p.301 註（1）、pp.311-313 註（13）～

（15）などが挙げられる。これらは妻敵討、すなわち密通に及んだ妻およびその相手

である男性(姦夫姦婦)に対する夫の殺害権という点に注目するものであったが、神保氏

が「貞操は、妻の義務であるだけでなく、夫がこれを支配・管理・防衛すべきもので

あった〔中略〕江戸幕府にあっては、有夫の女性に対する強姦は単なる女性の性的自

由の侵害ではなく、いわば『夫の妻に対する身分的支配権』の侵害という性格を有す

るものであった」（前掲「北町奉行所『敵討帳』の一写本―天和期以降」pp.280-281）
と論ずるように、妻敵討という制度自体が、権利の被侵害者すなわち被害者たる夫の

立場を前提としたものであると言えよう。 
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ま   さ   
右之もの儀、夫・安兵衛、貧窮ニ付、得心之上、濱立身売いたし居候内、與市ニ出

会、相馴染、同人ニ随ひ候ハヽ、母幷忰育方之助ニも可相成と、仮令如何程貧窮ニ

迫候とも、安兵衛え、未、離別之相対ニも不及、與市ニ随ひ出奔いたし、剰、安兵

衛、手疵負ひ候及仕儀候段、重々不届至極ニ付、死罪可申付候哉、乍然、素々、安

兵衛、貧窮ニ候とも、此もの母幷忰養育之手当も難相成、濱立身売をも為仕候より

事起り、一通り、密夫いたし候とも、聊、申訳之品も可相立ものにも可有之哉ニ付、

遠嶋、 
此儀、吟味書之趣ニては、與市ニ身を任せ候ハヽ、此もの母幷先夫之忰養育も行

届可申哉と存、與市ニ随ひ欠落いたし候趣ニ候処、夫有之身分ニ候上は、密通男

女之御定ニて、死罪ニ可有御座候得共、夫安兵衛、得心之上、身売為致候義ニ付、

一件之内、與市え引当候例之内、市右衛門女房・しゆん儀、伊兵衛と密通いたし、

市右衛門方を致家出、伊兵衛方え罷越、夫婦ニ成居候段、不届至極ニ付、死罪、

可申付候得共、元来身売女ニて、市右衛門、不埒之始末ニて女房ニいたし、其上、

市右衛門儀も、放埓之仕形共有之候ニ付、新吉原え年季無限、為取遣し候類例ニ

見合、彼地遊女町え年季無限、為取遣、 
御差図、重追放 404 

上記一件は、貧窮に迫り夫・安兵衛も合意のうえ身売をしていた女性・まさが、與市

なる者と馴染みになり、この者ならば母や先夫との間の子の養育も叶うものと、與市と

欠落したというものである。伺は死罪にも申し付けるべきところ、安兵衛が貧窮のあま

り「濱立身売為仕候」に端を発する事件であるから、一通りの密夫とも違い、「聊、申訳

之品も可相立もの」でもあるとして、遠嶋としている。これに対して評定所は、同様に

「身売女」であった女性が密通のうえ家出したという判例を挙げ、当該判例も夫の不埒・

放埓があるため死罪を宥め「新吉原え年季無限、為取遣」との刑に処している 405ので、

本件も同様に処罰すべき旨評議しているが、老中は最終的にこれを重追放に処すべしと

差図したのである。これを見るに、伺および評議が、夫方に非のあることを理由として、

「密通いたし候妻」の科刑を減軽していることは明らかである。老中差図の根拠は明ら

かでないものの、科刑を死罪から減軽していることに変わりはなく、前二者と同様の考

え方をしたものと思われる。 
なお本件については、密通の相手であり、安兵衛に手疵を負わせた與市に対しても、

死罪にも処すべきところ、「安兵衛儀、まさニ、身売致させ候より事発候儀ニて、安兵衛

                                                  
404 古類集弐拾三（一八一七）。 
405 なおこの刑罰に関して、牧英正「新吉原町へ為取遣という仕置について（一）・（二・

完）」（『法学雑誌』11 巻 2 号、12 巻 1 号所収、大阪市立大学法学会 1964-1965 年）参

照。 
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儀も、申分無之趣は、同人、吟味ニ申立候通」であり、またまさに同情してのことでも

あるから遠嶋と伺が出され、敲之上・大坂三郷払との評定所評議を経、「存命ニ候ハヽ、

重追放」との老中差図に至っている 406。 
ところで、本件に引用された例は、以下のごときものであった。 

寛保三亥年五月 
麹町壱丁目     

喜兵衛店     
伊 兵 衛   

●右之もの、牛込改代町市右衛門女房しゆんと去年七月より密通いたし、しゆん儀、

当二月十二日之夜家出いたし、伊兵衛方江罷越候ニ付、同町袖右衛門を頼、市右衛

門江貰懸り、其上店を借り、夫婦に成り罷在候儀共、不届至極ニ付、死罪可申付も

のに候得共、元来しゆん儀、売女にて、市右衛門女房ニ致候節、親方より貰ひ候も

のニも無之、不埒之始末ニ而女房ニ致置候もの之儀ニ付、本多中務大輔殿依御差図、

敲之上所払申付、 
牛込改代町      

長四郎店      
市右衛門女房   

し ゆ ん   
●右之もの、伊兵衛と密通いたし、当二月十二日之夜家出いたし、伊兵衛方江罷越、

夫婦ニ成罷在候段、不埒至極ニ付、死罪可申付ものに候得共、元来売女ニ而、市右

衛門妻ニ成候節も、市右衛門不埒之始末ニ而女房にいたし、其上市右衛門儀も、放

埓之仕形に付、常躰とハ訳違候付、新吉原町江年季無限為取可遣旨、本多中務大輔

殿依御差図申付、407 

すなわち本事例では、密通に及んだ女性と相手の男性を処罰するに際して、本来なら

ば死罪に処すべきところであるけれども、女性が元来「売女」であり、またその夫も、

女性を妻とするに際して「親方より貰」うという手順をとらず「不埒之始末ニ而女房に

いたし」た者であるから、密通の相手である男性は所払、女性は「新吉原え年季無限為

取遣」に刑を減軽されているのである。このうち「売女」については婚姻前の女性側の

事情であるから、夫の責任と考えられたかは定かでないが、少なくとも婚姻の際、親よ

り当該女性を貰うという手順を取らなかったことは夫の責任である 408。したがって本

                                                  
406 古類集弐拾五（一九〇一）。 
407 『徳川禁令考』後集第三 pp.69-70。 
408 なお、山中永之佑氏によれば、家長（親や主人など）による婚姻同意は、婚姻成立の

重要な要件と考えられる（「幕府法における婚姻の成立―武士と庶民の場合の比較―」

〈前掲『幕藩・維新期の国家支配と法』所収〉p.66-68〈初出「徳川幕府法における
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件もやはり、被害者たる夫の責任によって、密通に及んだ男女の刑責が減ぜられている

例と言えるであろう。 
以上より、密通に及んだ夫ある女性及びその相手となった男性の刑責を問うに際して

は、夫の不埒・放埓、また女性に身売をさせたなどの事情が考慮され、かかる事情のあ

るときは密通に及んだ男女の刑責を減じたことが看取される。 

第四款 被害者の責任 

ここまで、盗、かたり事、ねたり事、謀書謀判、密通の各犯罪における、被害者の責

任が加害者の刑責に影響を及ぼす例について検討してきた。それによれば、まず盗・か

たり事・ねたり事においては、被害者は自身の財産を守るため、加害者が犯行に及ぶよ

うな隙を作るべきではなかった。具体的に言えば、盗においては施錠などによって財物

が盗まれないようにすべきこと、かたり事においては、欺罔されないように注意すべき

こと、ねたり事においては、ねたりの原因となるような非を作らないことが求められた

のである。そしてその作為を怠るという不念によって犯罪の被害者となった場合には、

加害者の刑責が減ぜられたのである。 
一方、謀書・謀判においては、被欺罔者の不念程度では加害者の刑責が減ぜられるこ

とはなかった。但し、その不念によって罪質が変化し、謀書・謀判の適用が退けられる

場合があった。 
密通においても、被害者の責任が加害者の刑責に影響を及ぼした。すなわち被害者た

る女性による合意がある場合や、被害者たる夫に不埒があった場合、その被害者は貞操

または生命・身体を守るための方策を怠ったと考えられ、加害者の刑責が減ぜられたの

である。 
然らば、なぜ被害者の責任によって、加害者の刑責が減ぜられたのか。前節において

は下手人の代償性という特徴からこれを説明したが、これは人殺以外の犯罪類型につい

ても、ある程度当てはまるであろう。すなわち、人殺における下手人ほどではないにせ

よ、これらの犯罪に対する刑罰も、被害者の感情を満足させる役割が一定程度あったで

あろうと思われるのである。したがって被害者に非難すべき点がある場合には、その被

害者感情を満足させる必要がない、あるいは満足させるべきではないとの見地から、加

害者の刑責を減じたと考えられる。 
また、加害者の犯行についての責任を、被害者にもある程度負わせるべきであると考

えられた可能性もある。特にねたり事や密通においては、前掲の作為を怠ったことによ

り生じる被害者の隙が、加害者をして犯罪に至らしめたとも考えることができる。かか

る観点からは、いわば責任の「相殺」によって、加害者の刑責を減ずるという結論を導

                                                  
『婚姻の成立』―武家と庶民の場合の比較―（一）（二・完）」『阪大法学』27 号、同

28 号所収、大阪大学法学会 1958 年〉参照）。 
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くことが可能であろう。 
以上に掲げた二つの理由は密接に関連するものであり、平松氏も、「徳川幕府の奉行は、

被害者に過失あるときは過失相殺的に加害者を軽く罰するも被害者は満足すべきであ

り、双方の利害はよく調整されると考へた」と指摘している 409。 
さて、このように加害者の刑責を減じ得た被害者の責任が、身分責任的な刑事責任観

に基礎づけられていることは、前節における検討結果との類似や、盗、かたり事、ねた

り事において、不念の有無が被害者の責任についての考慮要素として重視されているこ

とからも明らかである。被害者には自己の法益を守るために行動する義務があり、これ

を怠って犯罪の被害に遭ったとしても、もはや十全には法による保護を受けることがで

きないのである。 
 

第四節 小括 

ここまで、各犯罪類型の事例を挙げながら、徳川幕府刑法における被害者の責任につ

いて検討してきた。それによって、まず、人殺について、従来論じられてきたような「正

当防衛的法理」という理解が改められるべきであることが明らかになった。本稿におい

て検討してきた法現象は、たしかに被害者による侵害に対する反撃行為について加害者

の刑責を減ずるものではあった。しかし、加害者に対する具体的な科刑を決定するに際

して重視されたのは、刑事政策的な意図や被害者の身分・素行によって判断される、そ

の者が被害者たるにふさわしいかという点であった。 
さらにこのような考慮要素は、人殺以外の犯罪類型においても、加害者の刑責を減ず

る要素として重視されていた。すなわち、盗やかたり事・ねたり事、密通において、加

害者が当該行為に及ぶ隙をつくらないよう被害者が平素より注意すべきとされ、これを

怠った場合には加害者の科刑が減軽されたのである。特に、盗やかたり事においては、

被害者の不念が責任として考慮されていた。 
このような、ある者を法的に評価する際、その者が自身の置かれた立場にふさわしく

振る舞っているかを考慮し、然らざる場合には法的非難の対象とするという考え方は、

前二章においても述べたところの、広義の身分を刑事責任の判断に際して基礎におく、

広義の身分責任的な刑事責任観の現れであると捉えることができる。 
したがって、本章における検討から、徳川幕府刑法において考慮された被害者の責任

とは、広義の身分責任的な刑事責任であったと結論づけることができる。 

  

                                                  
409 平松前掲「徳川幕府刑法に於ける窃盗罪（三）」p.90。 
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結論 

ここまで、不念・怪我、共犯、被害者の責任を取り上げ、徳川幕府刑法におけるそれ

に関する判例法理と、その基礎をなす刑事責任の本質について検討してきた。その成果

を改めて整理すれば、以下のごとくである。 
まず、本稿では一貫して、先行研究の、西洋近代的な法概念との単純な比較という方

法によっては、徳川幕府刑法を十分に理解することができないことを明らかにしてきた。 
第一章においては、従来過失犯を示すとされてきた不念・怪我という語について、そ

の本質が過失犯的な注意義務違反にあるのではなく、自身の置かれた立場においてなす

べきことをなさなかった点にあることを明らかにした。また先行研究においては意趣遺

恨の有無のみが注目されていた怪我の認定について、これが主観的要素によってのみ判

断されるものではなく、客観的事実をも考慮要素に含むものであることも明らかにした。 
第二章においては、石塚英夫氏によって発意者重視の主観的刑法的処罰と位置づけら

れた共犯処罰について、主観的要素のみならず、外形的な行為態様も考慮要素となるこ

とを明らかにした。そして、共犯の刑責の決定に際しては当該共犯者間の関係が重視さ

れ、特に他者を犯罪に加功せしめた者が重く処罰されるという、共犯処罰の特徴を明ら

かにした。 
第三章においては、従来私的刑罰権あるいは正当防衛という法理によって理解されて

きた、人殺の処罰に現れる法現象について、それらがかかる法理によっては十分に把握

しきれないことを明らかにし、被害者の侵害行為そのものよりも、その者の身分や素行

といった要素や、加害者に存するそれらの要素との関係が、加害者の刑責を減免するう

えで大きく作用していることを論じた。また、従来各論の中において指摘されるに止ま

っていた、他の犯罪類型に現れる同様の法現象も、かかる観点から理解できることを明

らかにした。 
ところでこれらの法現象には、以上に述べたごとき、犯罪類型にかかわらず共通した

一定の傾向が見られる一方で、各犯罪類型の特徴に大きく左右される面も看取された。

すなわち、刑罰に処されることを原因とする生産人口減少の抑制や、特定の犯罪の増加

を防止するといった目的に発する、刑事政策的意図に基づく取扱い、あるいは特に人殺

における下手人に見られるような、刑罰そのものの特性を考慮した刑責の決定が、少な

からず確認できるのである。かかる一面は、総則的規定をもたなかった徳川幕府刑法の

特徴の一つと考えられるが、先行研究において総則的な傾向と各則的な特徴とが関連づ

けられて論じられることはほとんどなかった。本稿においては、両者を関連づけながら

論じることで、徳川幕府刑法を具体的に把握しつつ、その基礎をなす刑事責任の本質に

ついても、正確な理解が可能となったのである。 
それでは、徳川幕府刑法全体の基礎となる刑事責任の本質とは、いかなるものであっ

たか。 
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第一章においては、先に述べたとおり、自身の置かれた立場において為すべきことを

為さなかったことが、刑法的な非難の対象となったが、これは広義の身分を基礎とする

身分責任的な刑事責任観に立脚するものであることが明らかになった。 
ところで、不念が認定され処罰された事例には、他者の犯罪の抑止・告発を怠った場

合が含まれていた。これを不念の性質に則して理解するならば、他者の犯罪を察知した

者は、これを抑止・告発するべきであると考えられていたということになる。 
第二章においては、共犯処罰に際して、他者を犯罪に誘引した者が重く処罰されるこ

とを明らかにしたが、これは当該行為が、他者の犯罪の抑止・告発という、本来とるべ

き行為とは対極に位置するものだからであろう。すなわち、徳川幕府刑法においては共

犯処罰もまた、広義の身分責任的な刑事責任観に立脚していたと考えられるのである。 
第三章では、広義の身分責任が、被害者をもその対象に収めていたことを明らかにし

た。すなわち被害者には、自身が被害に遭わないようにするための適切な行為・意識が

求められ、これに懈怠のあった場合には、加害者に科す刑を減免することで、その非を

事件の処理に反映させたのである。 
このように、徳川幕府刑法においては一貫して、加害者・被害者双方、そしてそのど

ちらかになり得る者すべてに、いわば「立場責任」とでも称すべき、広義の身分を基礎

とする身分責任が生じており、その責任への違背の有無・程度によって刑事責任が判断

されていたのである。それはすなわち、徳川幕府刑法が、その対象となる者すべてに、

自身の立場に応じた適切な行為・意識を求めていたことを示している。 
ところで、かかる徳川幕府刑法における刑事責任は、徳川幕府という支配権力の意思

を、直接に反映したものであると考えられる。すなわち、幕藩体制における統治形態は

身分制原理に基づくものであり、身分制に基づく秩序は、まさに各人がその身分に応じ

て適切に行為・意識を統御することによって保たれる 410。徳川幕府刑法は、身分をより

広義に捉え、個別具体的な状況における立場に対しても適切な意識・行為を設定・要求

することで、社会の秩序を維持し、またそれについての懈怠を処罰の根拠とすることで、

徳川幕府という支配権力の意思を発現していたのである。 
徳川幕府刑法における刑責の決定は、加害者の立場に基づく身分責任的な刑事責任と、

被害者の立場に基づく身分責任的な刑事責任とが結びつくことによってなされていた。

これが、本稿の検討から明らかになった、徳川幕府刑法における刑事責任の本質である。 
そしてかかる刑事責任の下においては、加害者・被害者の別を問わず、すべての者に

対してその立場に応じた行為・意識の統御が求められたのである。そしてその要請が満

たされ、各人が自身の立場を弁えた状態こそが、徳川幕府刑法、ひいては徳川幕府その

ものの追求する、理想的に統治された状態であったということができるであろう。 
  

                                                  
410 平松前掲「近世法」p.66 参照。 



209 

主要参考文献 

史料 

『徳川禁令考』全 11 冊、 
司法省蔵版・法制史学会編・石井良助校訂、創文社 1960-1961 年 

『御仕置例類集』全 16 冊、石井良助編、名著出版 1971-1974 年 
『近世法制史料集』（マイクロフィルム） 

石井良助編、雄松堂フィルム出版有限会社 1967 年 
『近世法制史料叢書』復刊訂正版全 3 冊 

石井良助編、創文社 1959 年（初版、弘文堂書房 1938-1944 年） 
『徳川時代裁判事例刑事之部〔司法資料第 221 号〕』司法省調査課 1936 年 
『徳川時代裁判事例続刑事之部〔司法資料第 273 号〕』司法省調査部 1942 年 
『火附盗賊改の研究 史料編』服藤弘司編著、創文社 1998 年 
『百箇条調書』全 13 巻、布施弥平治編、新生社 1966-1968 年 
『近世法制史料集』全 5 巻 

平松義郎監修・京都大学日本法史研究会編、創文社 1973-1977 年 
「公法纂例」乾（写本、東京大学総合図書館蔵、南葵文庫旧蔵書） 
「公事録（一）・（二・完） ―近世法制資料〔1〕―」 

山中至翻刻、『熊本法学』77 号、78 号、熊本大学法学会 1993 年 
「公事御裁許御留書 一」 

藪利和翻刻、『札幌学院法学』10 巻 2 号、札幌学院大学法学会 1994 年 
「幕府仕置留」藪利和翻刻、『札幌学院法学』12 巻 1 号、札幌学院大学法学会 1995 年 
「変事類例集（一～五完）」 

藪利和翻刻、『札幌学院法学』13 巻 1 号～16 巻 1 号、札幌学院大学法学会

1996-1999 年 
『享保撰要類集第一〔近世法制史料叢書別篇〕』石井良助編、弘文堂書房 1944 年 
『撰要類集』全 3 冊、辻達也校訂、続群書類従完成会 1967-1979 年 
「大坂町奉行所関係文書（一其之壱～四其之伍・完）」 

安竹貴彦ほか編、『法学雑誌』41 巻 2 号～52 巻 3 号、大阪市立大学法学会

1995-2006 年 
「大坂町奉行吟味伺書の考察（一～四）」 

藤原有和翻刻、『関西大学人権問題研究室紀要』63~66 号、2012-2013 年 
『犯科帳』全 11 巻、森永種夫編、犯科帳刊行会 1958-1961 年 
『御仕置伺集』全 2 巻、森永種夫編、犯科帳刊行会 1962 年 
『口書集』全 3 巻、森永種夫編、犯科帳刊行会 1963-1964 年 



210 

 
『近世法制史資料集成（Ⅱ）（Ⅲ）〔祠部職掌類聚〕』（マイクロフィルム） 

吉田徳夫・小椋孝士編、科学書院 2012 年 
『徳川時代警察沿革誌』全 2 巻、内務省警保局編、内務省警保局 1927 年 
『問答集』既刊 10 冊、石井良助・服藤弘司・本間修平編、創文社 1997-2015 年 
『諸例集〔内閣文庫所蔵史籍叢刊第 94-97 巻〕』全 4 冊 

史籍研究会編、汲古書院 1989 年 
『例格類聚／類聚録／類例秘録〔学習院大学図書館所蔵丹鶴城旧蔵幕府史料第 3 巻〕』 

松尾美恵子監修、ゆまに書房 2007 年 
『御触書集成』全 5 冊、高柳真三・石井良助編、岩波書店 1934-1941 年 
『幕末御触書集成』全 8 巻、石井良助・服藤弘司編、岩波書店 1992-1997 年 
『裁許留〔司法資料別冊第 19 号〕』司法省秘書課 1943 年 
『古事類苑』縮刷普及版、法律部一～三、吉川弘文館 1997 年（初版 1902 年） 
『柳営補任〔大日本近世史料〕』全 8 冊 

東京大学史料編纂所編、東京大学出版会 1963-1970 年 
『寛政重修諸家譜』新訂版全 28 巻 

高柳光寿・岡山泰四・斎木一馬編集顧問、続群書類従完成会 1964-2012 年（初

版、栄進社出版部 1917-1920 年） 
『訳註日本律令』全 11 巻、律令研究会編、東京堂出版 1975-1999 年 
『高瀬喜朴著 大明律例譯義』小林宏・高塩博編、創文社 1989 年 
『明律国字解』内田智雄・日原利國校訂、創文社 1966 年 
『司法省日誌〔明治初期各省日誌集成〕』全 20 巻 

日本史籍協会編、東京大学出版会 1983 年 
 
 
辞書類 

『邦訳 日葡辞書』土井忠生・森田武・長南実編訳、岩波書店 1980 年 
『国史大辞典』全 15 巻、国史大辞典編集委員会編、吉川弘文館 1979-1997 年 
『日本国語大辞典』第二版全 15 巻 

日本国語大辞典第二版編集委員会、小学館国語辞典編集部編、小学館 2000-
2002 年（初版、日本大辞典刊行会編 1972-1976 年） 

 
 
 
 



211 

論文等 
※雑誌・記念論文集などに公表された論文で後に著書に掲載されたものは、著書のみを

示した。 

浅古弘ほか編『日本法制史』青林書院 2010 年 
石井 良助 「古法制雑考（一～一八）」 

『国家学会雑誌』51 巻 6 号～62 巻 9 号、国家学会事務所 1937-1948 年 
石井 良助 『日本法制史概説』創文社 1960 年（初版、弘文堂 1948 年） 
石井 良助 『第三江戸時代漫筆 盗み・ばくち』明石書店 1990 年 

（初版、井上書房 1963 年、原題『第三江戸時代漫筆 ばくちその他』） 
石井 良助 『第四江戸時代漫筆 人殺・密通』明石書店 1990 年 

（初版、井上図書 1964 年、原題『第四江戸時代漫筆 人殺・密通その

他』） 
石井 良助 『日本刑事法史〔法制史論集第一〇巻〕』創文社 1986 年 
石尾 芳久 『日本近世法の研究』木鐸社 1975 年 
石塚 英夫 「徳川幕府刑法における贓物罪」 

『法政研究』25 巻 2-4 合併号、九州大学法政学会 1959 年 
石塚 英夫 「徳川幕府刑法における共犯（一～三・完）」 

『法政研究』26 巻 1 号、同 2 号、27 巻 1 号 
九州大学法政学会 1959-1960 年 

石塚 英夫 「徳川幕府刑法における過失犯」 
『法政研究』27 巻 2-4 合併号、九州大学法政学会 1961 年 

石塚 英夫 「徳川幕府刑法における刑の加重減軽（一）・（二・完）」 
『法政研究』33 巻 3-6 合併号、34 巻 5･6 合併号 

九州大学法政学会 1967-1968 年 
石塚 英夫 「徳川幕府刑法における贓物罪補考」 

『法政研究』39 巻 2 号、九州大学法政学会 1973 年 
石塚 英夫 「徳川幕府刑法における刑事責任能力 ―乱心者を中心として」 

滋賀秀三・平松義郎編『石井良助先生還暦祝賀法制史論集』 
創文社 1976 年 

石塚 英夫 「徳川幕府刑法における謀書謀判」 
『法政研究』45 巻 3･4 合併号、九州大学法政学会 1979 年 

市川 訓敏 「『御仕置例類集』に見る親族間の犯罪」 
『関西大学法学論集』64 巻 3･4 合併号、関西大学法学会 2014 年 

大竹 秀男 『「家」と女性の歴史〔弘文堂法学選書 4〕』弘文堂 1977 年 
大平 祐一 『近世日本の訴訟と法』創文社 2013 年 



212 

大平 祐一 「人殺出入（一）・（二・完）  
―江戸幕府評定所における刑事事件の審理とその特徴―」 

『立命館法学』365 号、366 号、立命館大学法学会 2016 年 
小倉  宗 『江戸幕府上方支配機構の研究』塙書房 2011 年 
小野清一郎 『刑罰の本質について・その他』有斐閣 1955 年 
金田平一郎 「大坂奉行所刑事判決例十六題、同十五題、同二十七題、同三十七題  

―近世中葉大坂地方に行はれたる刑事的法則（一～四・完）―」 
『法政研究』7 巻 1 号、8 巻 1 号、9 巻 1 号、同 2 号 

九州帝国大学法政学会 1937-1939 年 
金田平一郎 「九州地方の近世刑事判決録」 

『法政研究』13 巻 1 号、九州帝国大学法政学会 1943 年 
茎田佳寿子 『江戸幕府法の研究』厳南堂書店 1980 年 
隈崎  渡 「盗罪重視と恩赦の限界 ―日本法制史の場合―」 

『法学新報』61 巻 3 号、中央大学法学会 1954 年 
隈崎  渡 「盗物質入の歴史的考察」『法学新報』61 巻 6 号、中央大学法学会 1954 年 
隈崎  渡 「船荷に対する盗犯 ―江戸時代の法例と判決から」 

『法学新報』62 巻 6 号、中央大学法学会 1955 年 
隈崎  渡 「抜荷と刑罰」『時の法令』382 号、法令普及会 1961 年 
隈崎  渡 『近世商人法制の研究』芦書房 1973 年 
小島 信泰 『近世浅草寺の寺法と構造』創文社 2008 年 
小早川欣吾 「明律令の我近世法に及ぼせる影響」 

『東亜人文学報』4 巻 2 号、京都帝国大学人文科学研究所 1927 年 
小林 宏 編 『律令論纂』汲古書院 2003 年 
小林  宏 『日本における立法と法解釈の史的研究 第二巻 近世』汲古書院 2009 年 
坂本 忠久 『近世江戸の都市法とその構造』創文社 2014 年 
滋賀 秀三 『清代中国における法と裁判』創文社 1984 年 
滋賀 秀三 『中国法制史論集 法典と刑罰』創文社 2003 年 
神保 文夫 「宝永期における幕府判例集編纂の一斑 ―『旧憲類書』について」 

『法政論集』147 号、名古屋大学法学部 1993 年 
神保 文夫 「『御仕置部類』系評定所判例集」 

『法政論集』156 号、名古屋大学法学部 1994 年 
神保 文夫 「『御仕置裁許帳』の一異本 ―『刑罰集抜萃』について―」 

『法政論集』158 号、名古屋大学法学部 1994 年 
神保 文夫 「敵討・妻敵討小考（一）」 

『法政論集』159 号、名古屋大学法学部 1995 年 
 



213 

神保 文夫 「幕府法曹と法の創造」 
國學院大學日本文化研究所編 

『法文化のなかの創造性 ―江戸時代に探る―』創文社 2005 年 
神保 文夫 「北町奉行所『敵討帳』の一写本 ―寛文・延宝期」 

『法政論集』223 号、名古屋大学大学院法学研究科 2008 年 
神保 文夫 「北町奉行所『敵討帳』の一写本 ―天和期以降」 

『法政論集』224 号、名古屋大学大学院法学研究科 2008 年 
神保 文夫 「江戸時代の妻敵討に関する若干の史料」 

『法政論集』250 号、名古屋大学大学院法学研究科 2013 年 
陶山 宗幸 「江戸幕府の刑事内済 ―傷害罪の検討を中心として―」 

『法制史研究』41 号、法制史学会 1991 年 
菅野 則子 「江戸時代における女性の犯罪」 

『帝京史学』21 号、帝京大学文学部史学学科 2006 年 
杉山 晴康 「徳川時代の刑事法」『比較法学』2 巻 2 号、早稲田大学 1966 年 
杉山 晴康 『日本法史概論』成文堂 1980 年 
曽根ひろみ 「近世日本の刑事法制とジェンダー」 

三成美保編『ジェンダーの比較法史学 ―近代法秩序の再検討―』 
大阪大学出版会 2006 年 

高塩  博 『日本律の基礎的研究』汲古書院 1987 年 
高塩  博 「江戸時代享保期の明律研究とその影響」 

池田温・劉俊文編『日中文化交流史叢書 第 2 巻 法律制度』 
大修館書店 1997 年 

高塩  博 「『公事方御定書』管見 ―流布の端緒および『例書』の成立をめぐって―」 
『國學院大學日本文化研究所紀要』91 輯 

國學院大學日本文化研究所 2003 年 
高塩  博 『江戸時代の法とその周縁 ―吉宗と重賢と定信と―』汲古書院 2004 年 
高塩  博 「荷田春満の律令研究」 

新編 荷田春満全集編集委員会 編『新編 荷田春満全集第 9 巻 律令』 
おうふう 2007 年 

高塩  博 「『公事方御定書』の編纂過程と『元文五年草案』について」 
『國學院法學』48 巻 4 号、國學院大學法学会 2011 年 

高塩  博 「『公事方御定書』の元文三年草案について 
―「元文三午年御帳」の伝本紹介―」 

『國學院法學』51 巻 2 号所収、國學院大學法学会 2013 年 
高塩  博 「『公事方御定書』の編纂途上の法文を載せる法律書」 

『國學院法學』52 巻 1 号、國學院大學法学会 2014 年 



214 

高塩  博 「『律令要略』について  
―『公事方御定書』編纂期における私撰の幕府法律書―」 

『國學院法學』52 巻 3 号、國學院大學法学会 2014 年 
高塩  博 「『公事方御定書』の法体系と律令法 ―徳川吉宗に焦点を当てつつ―」 

『国史学』216 号、国史学会 2015 年 
高柳 真三 『日本法制史（一）〔有斐閣全書〕』第四版、有斐閣 1952 年 

（初版 1949 年） 
高柳 真三 「『犯科帳』の中から」『東北法学会雑誌』8 号、東北法学会 1958 年 
高柳 真三 『江戸時代の罪と刑罰抄説』有斐閣 1988 年 
谷口 眞子 『近世社会と法規範 名誉・身分・実力行使』吉川弘文館 2005 年 
団藤 重光 『刑法綱要各論』第三版、創文社 1990 年（初版、1957 年） 
塚田  孝 『近世日本身分制の研究』社団法人兵庫部落問題研究所 1987 年 
時野谷 滋 『日本制度史論集』国書刊行会 2001 年 
中田  薫 『法制史論集』全 4 巻、岩波書店 1970-1971 年（初版 1926-1964 年） 
中村 茂夫 『清代刑法研究』東京大学出版会 1973 年 
中村 正人 「清律誤殺再考 ―刑罰減軽事由としての観点から―」 

『金沢法学』49 巻 1 号、金沢大学法政学会 2006 年 
仁井田 陞 『補訂 中国法制史研究 刑法』東京大学東洋文化研究所 1991 年 

（初版、1959 年） 
西田太一郎 『中国刑法史研究』岩波書店 1974 年 
林  紀昭 「『御定書ニ添候例書』成書試論」 

『法と政治』51 巻 1 号、関西学院大学法政学会 2001 年 
林  紀昭 「寛保二年公事方御定書の一異本」 

『法と政治』61 巻 4 号、関西学院大学法政学会 2011 年 
林 由紀子 「今昔物語にあらわれた犯罪および犯罪人（二・完）」 

『愛知女子短期大学研究紀要 人文編』17 号 
愛知女子短期大学 1984 年 

服藤 弘司 『幕府法と藩法〔幕藩体制国家の法と権力Ⅰ〕』創文社 1980 年 
服藤 弘司 『刑事法と民事法〔幕藩体制国家の法と権力Ⅳ〕』創文社 1983 年 
平松 義郎 「徳川幕府刑法に於ける窃盗罪  

―判例による近世刑法史の研究―（一～三・完）」 
『国家学会雑誌』65 巻 5-7 合併号、11･12 号、66 巻 5-7 合併号 

国家学会事務所 1952 年 
平松 義郎 『近世刑事訴訟法の研究』創文社 1960 年 
平松 義郎 「『徳川禁令考』・『公事方御定書』小考（一～四完）」 

『創文』186 号、187 号、188 号、190 号、創文社 1979 年 



215 

平松 義郎 『江戸の罪と罰〔平凡社ライブラリー〕』平凡社 2010 年 
（初版 1988 年〈平凡社選書〉） 

藤田 覚 編 『近世法の再検討 ―歴史学と法史学の対話―』山川出版社 2005 年 
古城 正佳 『米沢藩刑法』専修大学出版局 2003 年 
古城 正佳 「米沢藩刑法における過失犯」 

藩法研究会編『大名権力の法と裁判』創文社 2007 年 
細川 亀市 『日本固有法の展開』巌松堂書店 1939 年 
細川 亀市 『史的研究 日本法の制度と精神』青葉書房 1944 年 
牧  健二 『日本法制史概論』完成版、弘文堂書房 1939 年（初版 1935 年） 
牧  健二 『日本固有法の体系〔日本法理叢書第一輯〕』〈日本法理研究会 1941 年〉 
牧  健二 「固有刑法の基本観念」 

『法学論叢』46 巻 6 号、京都帝国大学法学会 1942 年 
牧  英正 「新吉原町へ為取遣という仕置について（一）・（二・完）」 

『法学雑誌』11 巻 2 号、12 巻 1 号、大阪市立大学法学会 1964-1965 年 
牧  英正 「下手人という仕置の成立」 

日本大学法学会編『法制史学の諸問題 布施弥平治博士古稀記念論文』 
日本大学法学会 1971 年 

牧  英正 『身分差別の制度化』阿吽社 2014 年 

牧 英正

藤原明久
 編 『日本法制史〔青林法学双書〕』青林書院 1993 年 

三上 参次 「徳川氏刑政の一斑」國學院編纂『法制論纂』大日本図書 1903 年 
三浦 周行 『法制史の研究』第七刷、岩波書店 1973 年（初刷 1919 年） 
三浦 周行 『続法制史の研究』第二刷、岩波書店 1958 年（初刷 1925 年） 
溝田 正弘 「徳川幕府刑法における『未遂』犯」 

『法政研究』51 巻 2 号、九州大学 1985 年 
森田 成満 「清代法に於ける同謀共殴致死事案の処罰の仕組み」 

『星薬科大学一般教育論集』26 号、星薬科大学 2008 年 
森田 成満 「清代刑法に於ける共同犯罪」 

『星薬科大学一般教育論集』27 号、星薬科大学 2009 年 
安高 啓明 『近世長崎司法制度の研究』思文閣出版 2010 年 
安高 啓明 『新釈犯科帳（一～三）長崎奉行所判例集』長崎文献社 2011-2012 年 
安竹 貴彦 「近世幕府法における『作略』の意義と機能（一）・（二・完）」 

『法学雑誌』37 巻 4 号、38 巻 1 号所収、大阪市立大学法学会 1991 年 
藪  利和 「『公事方御定書下巻』の改廃について（一～四・完）」 

『法学』43 巻 2 号、同 3 号、43 巻 4 号、45 巻 2 号 
東北大学法学会 1979-1981 年 



216 

藪  利和 「『御定書ニ添候例書』の機能について」 
『法学』48 巻 6 号、東北大学法学会 1985 年 

藪  利和 「御定書七一条二五項（人を殺候もの下手人）の機能について」 
阿部純二編集代表『刑事法の思想と理論 荘子邦雄先生古稀祝賀』 

第一法規出版 1991 年 
藪  利和 「御定書七一条（人殺幷疵附等御仕置之事）の実効性について」 

服藤弘司先生傘寿記念論文集刊行会編『日本法制史論纂 紛争処理と統

治システム 服藤弘司先生傘寿記念』創文社 2000 年 
山中  至 「幕藩体制における密通仕置の研究  

―夫の私的刑罰権と公刑罰権（一）・（二・完）―」 
『九大法学』40 号、43 号、九大法学会 1980-1981 年 

山中  至 「江戸幕府法における御仕置御免願の制度（一）」 
『熊本法学』46 号、熊本大学法学会 1985 年 

山中  至 「日本近世刑事法の法構造の一側面  
―江戸幕府法における御仕置御免願の制度（二・完）―」 

『熊本法学』74 号、熊本大学法学会 1992 年 
山中永之佑 『幕藩・維新期の国家支配と法』信山社 1991 年 
吉田 正志 『仙台藩の罪と罰』慈学社出版 2013 年 
和仁 かや 「追放刑にみる公儀御仕置の変質と国制  

―天保期の追放刑改正論議をてがかりとして―」 
『国家学会雑誌』112 巻 5･6 合併号、国家学会事務所 1999 年 


	序論
	第一章　不念・怪我
	第一節　先行研究の整理と問題提起
	第一款　先行研究
	第二款　問題提起

	第二節　不念
	第一款　公事方御定書成立以前
	第二款　公事方御定書成立以後
	第三款　不念の用法

	第三節　怪我
	第一款　公事方御定書成立以前
	第二款　公事方御定書成立以後
	第三款　怪我と不念との関係
	第四款　怪我とあやまちとの関係

	第四節　刑事責任
	第一款　結果責任・過罪責任
	第二款　身分責任
	第三款　事実主義的側面

	第五節　小括

	第二章　共犯
	第一節　先行研究の整理と問題提起
	第一款　先行研究
	第二款　問題提起

	第二節　頭取・同類
	第一款　頭取・同類の関係
	第二款　御定書に規定ある頭取・同類
	第三款　御定書に規定なき頭取・同類
	第四款　頭取不明の場合の取扱いと強訴・徒党の特性
	第五款　頭取・同類と律の共犯規定
	第六款　頭取・同類の用法

	第三節　頭取なき同類
	第一款　頭取の不存在
	第二款　同類全員が実行行為を共同した場合
	第三款　同類の一部が実行行為以外の加功をなした場合
	第四款　盗における頭取なき同類の特殊性
	第五款　頭取なき同類の用法

	第四節　人殺における共犯処罰
	第一款　共犯処罰と下手人
	第二款　御定書の規定による場合
	第三款　御定書の規定によらない場合
	第四款　人殺における共犯処罰の特徴

	第五節　小括

	第三章　被害者の責任
	第一節　先行研究の整理と問題提起
	第一款　先行研究
	第二款　問題提起

	第二節　人殺における被害者の責任
	第一款　御仕置御免願と加害者の刑責
	第二款　被害者の行為と加害者の刑責
	第三款　被害者の身分と加害者の刑責
	第四款　被害者の責任

	第三節　その他の犯罪類型における被害者の責任
	第一款　盗
	第二款　かたり事・ねたり事・謀書謀判
	第三款　密通
	第四款　被害者の責任

	第四節　小括

	結論
	主要参考文献

