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（要約）	 

	 

州県裁判文書の明清比較	 
	 

孟	 燁	 

	 

	 

序	 章	  

	 

序章では本論文で利用する史料について概観すると共に、先行研究の検討を行い、本論

文の目的を設定した。	 

明清両代のうち、まず明代については、裁判文書を全面的に解明した研究はこれまで存

在しない。また末端行政区画たる州県で判決までなされる「州県自理」事案については、

裁判手続自体に関する研究もほとんどない。清代については文書についても手続きについ

ても遙かに研究は進んでいるが、清代内部における自理事案裁判文書の歴史的変化につい

ての研究までは進んでおらず、また未だ解明がなされていない文書類型もある。	 

そこで本論文では、淡新档案と巴県档案という公文書、及び徽州文書という私文書に収

録された裁判関係文書を史料として、明清時代の州県自理事案をめぐる裁判文書の解読を

行い、可能な範囲でそれに基づいて当時の裁判実態を復元し、最後に明代から清代にかけ

ての歴史的な変化とその原因の解明を試みた。	 

	 

第一章	 清代州県裁判の主要な文書類型	  

	 

第一章では、清代裁判文書を検討した。ただ雍正期以前の档案は殆ど残っていないので、

清代と言っても実際には乾隆期以降のことになる。	 

第一節「当事者からの呈詞」では、当事者が差出する主要な呈詞について告状・訴状、

投詞、禀、副状の類型を論じた。特に従来余り着目されていなかった投詞（告状・訴状の

後に追加説明の為に差出す呈詞）や副状（告状・訴状と同時に差出す副本）についてその

歴史的変化を論じた。	 

まず投詞について、当初は当事者にできる限り完全に案情を述べさせようと官憲は人民

が投詞を出すことを許したが、しかしそれが却って告状・訴状内容の誇張を助長する結果

となることを見て、やがて投詞を禁止する意見が現れ出し、そして実際、档案上も投詞の

数量が減少することを指摘した。告状・訴状の字数制限が次第に緩くなることもこの投詞

の禁止と関係があるかもしれない。	 

また副状は清代に登場した文書であるが、清初の史料には副状を設立する目的は、事務

手続の中で告状本体を見た胥吏が賄賂を得て告状内容を転写し被告に渡す弊害を防止する
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為であると記されており、その目的に従って副状に記される内容も訴訟主題と原告・被告・

証人の名などに限られていた。しかし清代後半の档案類に現れる副状は、告状・訴状と殆

ど同内容の文書であり、また官箴書で述べられる用途も、告状・訴状にコメントたる「批」

を付す際の地方官と幕友の分業作業上の問題に限られてくる。	 

原告が訴えるときには「告状」を提出し、これに対して被告は「訴状」を以って応訴す

るのが通例であるが、事案の性質によっては、「告状」に代えて「報状」や「抱状」を使う

場合もある。また紳衿の身分ある者が当事者として差出す文書、及び総理・庄正など地方

世話役や同族長老その他当事者の周囲の者が公益的見地から何事かを申し立てる場合には

「禀」の書式が用いられる。また、訴訟の途中で、当事者が新たな状況を報告する際にも

稟が用いられることがあった。	 

また呈詞の形態について言えば、当時呈詞は不動文字と枡目を印刷した官製規定の状式

紙に記すのが通例であるが、特殊な場合には状式紙に代えて白紙に記して訴えることがで

きる。どのような場合に白紙を使えるのかは、地方官個人の判断によって決まる。地方官

が知りたい内容が含まれる告状に対しては制限が少なかった。この場合は白紙を使うこと

が多かった。また、経済的背景から考慮すると、官方が印刷し発行する状式紙は無料では

なかった。地方官がどちらの形態を使わせるかを決めるに際しては、当事者のこの経済的

負担をも考慮したに違いない。当事者から社会の利弊についての情報をもらいたい場合に

は、地方官は当事者に白紙の使用を許す。 
	 	 第二節「審理記録文書」では、法廷審理段階の文書として当事者の供述記録としての「録

供」と地方官の判断たる「判語」の形態を論じた。	 

	 法廷が終わると出廷者の供述は胥吏の手で整理され档案に記録される。これが録供であ

る。録供は内容的には二種類に分けられる。第一は、関係者たちの供述内容がそれぞれの

告状・訴状の内容とほとんど同じ場合である。第二は、各人の供述内容自体に事案の起因

や過程の説明の他に、地方官による堂諭の内容が記入されている例である。	 

	 録供の作成者については、一般に胥吏が作成するものであるが、地方官によっては、不

正を防止する為には胥吏の手を借りるわけにはいかないと考え、自分で録供まで作成する

者もいた。	 

	 判語の档案への残り方としては、点名単の上に地方官が硃判を書きその硃判を胥吏が録

供の後に墨書清書する形もあれば、硃判が無く胥吏の手になる墨書の判のみが残っている

場合もある。後者では地方官は法廷で口頭で判断を示すに止まったと思われる。	 

	 判語の作成時期については、法廷で硃判を書く形があれば、閉廷後に書く場合もある。

前者の場合は、当事者に口頭で裁定内容を知らせるだけではなく、彼らにその判語を読ま

せる、あるいは胥吏に読み聞かせることを通じて、当事者に徹底的に裁定内容を了解させ

ることができる、という利点がある。後者では、地方官が法廷現場で判語を完成する能力

がない場合には、退堂した後に詳しく各人の録供を推敲して判語を書く方が適当である。	 

	 第三節「結案文書」では、法廷審理が終わった後に当事者が差出す裁定を受諾し争いを

終結する旨の誓約書について論じた。最も代表的なものは遵依結状であるが、事案の性質

によっては、領状や繳状の組合せや、調停主体の手になる和息を求める文書とそれに付帯

される両当事者の誓約書の組合せによって同じ目的が達成される例もあった。	 

	 遵依結状とは、裁定内容を記述しこの裁定を受諾して再び争わない、もし約束を破るあ
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るいは供述を翻したならば甘んじて罰を受ける旨を誓約する文書である。遵依結状の取得

について、地方官自分が判語を書き終えたらすぐに差役に命じて両方当事者を内堂に率ら

させ、その判語に照らしてその場で遵依結状を作り提出させる場合がある。それに対して、

当事者が閉廷後に自ら代書の所に赴き、そこで文書を作成して貰い、その後に法廷に戻っ

てそれを提出する場合もある。	 

また領状・繳状は、借貸事案で借金弁済の裁定がなされた場合によく使用する誓約書で

ある。借金紛争の最も一般的な処理方法は、被告に当該金銭を官に差し出させ、原告は官

からその金銭を受け取るというやり方である。その際、被告は借金を衙門に返すとともに

「繳状」なる書類を官に提出する。「繳」とは差出し・納入という意味である。この「繳状」

は裁定受諾の誓約書を兼ねている。一方原告は、官から金銭を受け取る際に「領状」を提

出する。「領」とは受領の意味である。この「領状」も裁定受諾の誓約書を兼ねている。 
さらに、法廷で最終的な決着に到る前に当事者が和解した場合に提出する和息文書も誓

約書と見なされる。和息文書は、一般に郷約など地方世話役が出す請息状と、当事者双方

が出す結状とがセットになっている。和息文書を提出する背景というと、当事者が訴訟過

程で自分の不利を悟り、処罰を受けることを避けるため和解結案を選択し和息文書を提出

することがある。また、当事者は常に争いを続けて今後得られる経済的心理的満足と、争

いを続けることのコストを比較考量すると、和息文書を提出することもある。 

 

第二章	 明代の州県裁判と裁判文書	  

 
第二章では、清代の文書形態を意識しつつ、それに対応させる形で明代の裁判文書のあ

り方を論じた。明代については州県档案の現物が残っておらず、研究は、官箴書の記載や、

徽州文書といった民間文書に含まれる裁判関係文書の写し等を通じて行う他はない。しか

も史料の少なさも相俟ってか、明代の州県自理裁判それ自体についての研究も未だ十分で

はない。そこで明代については裁判の実態解明に関わる研究も重ねて行った。	 

第一節「提訴・受理・召喚及びその裁判文書」では、開廷に至るまでの文書形式につい

て論じた。	 

	 まず最も主要な裁判文書たる告状について言えば、その書式、作成者及びそれに対する

受理条件は清代とは大差無かったように見える。また指令書を出して召喚を命令するやり

方も清代と同様であるが、ただ指令書で召喚担当者の順番を原告、次は地方世話役たる里

老人、最後差役というように指定することは清代には見られない。差役に代わって先に召

喚を命じられる人間としては、原告本人の他、里老人などの地方世話役がいる。このよう

なやり方は差役の恐喝を防ぐためである。 
	 また法廷審理前に、里老人に先に訊問させることも明代に特有のことである。例えば、

軽微な事案は受理され登記された後、里老人に訊問させることができる。里老人が案情を

調べて紛争を解決したら、処置過程と結果を報告し、地方官は里老人の処置を認め、法廷

審理を行わなかった。また里老人の調停によって和解した場合でも、日後の争いをなくす

ため官府が供詞を取って巻案に収めることは、清代の単に和息文書をとるやり方とは違う。	 

	 第二節「法廷審理及び関連文書」では法廷で作られる文書のあり方を検討した。 
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法廷審理において地方官が裁定内容を示す文書を明代では「問官口詞」と呼んだ。徽州

文書には、それが単独の文書として保管されている例が見える。問官口詞は「審語」と「参

語」の二つの部分から成る。前者は紛争の原因と経過に関する双方の供述内容をまとめた

ものであり、この部分を「案」と呼んだ。つづく参語部分では、双方どちらが是でどちら

が非であるかについての地方官の意見が述べられ、この部分を「断」と呼んだ。ただ審語

と参語の間に明確な線引きはなく、審語に裁判意見も含まれることもあればまた逆のこと

もある。ただ何にせよ問官口詞には内容的に見て、案情叙述の「案」部分と裁判意見の「断」

部分の両方が必ず含まれる必要がある。 
問官口詞の完成時期については、当時の官箴書では、案情が重い場合、例えば命案・盗

案のような上司の覆審を受けなければならない事案については、退堂の後に慎重に推敲し、

裁判に誤りがないような問官口詞を作成すべきであるという忠告が述べられる。これに対

して軽い事案や、また上司の関与がある事案でも重たい刑罰が絡まず擬罪にまで到らない

事案に対しては、法廷で問官口詞を書いてよいと。そしてその場で裁定内容を当事者にす

ぐに読ませ、また当事者が字を識らない場合には、口頭で裁定を伝えるようにする。この

ようにすれば当事者が胥吏に騙されることを防ぐことができる、といった忠告がなされる。

そのほか、更に軽微な事案については、問官口詞という文書自体を作成せずに、告状・訴

状の上に批の形で判断を示したり、更にはすべてを口頭の指示で済ます例もあったようで

ある。こうした地方官の判断の示し方は清代に見える二種類の判決文の存在形態、即ち点

名単の上に地方官が硃判する形とも、録供の後に胥吏の整理した墨筆の判が載る形とも異

なっている。 
法廷での原告・被告・証人の供述は、まず胥吏、時には地方官の手でメモ書きの形で記

録される（これを口供記録と呼ぶことにする）。閉廷後に「招書」あるいは「取供書手」と

呼ばれる胥吏が、その口供記録と、上述の問官口詞に照らして「供状」という書類を作成

する。供状とは口供記録と審語を基礎として、案情と裁定の両方をまとめて一つにした文

書、即ち供述調書の形を取った実質的な判決文であると定義できる。 
ただ全部の事案には供状を作成する必要があるというわけではない。例えば、まず審理

を経て事案と関係が無い者に対しては取供する必要は無い。また軽微な事案に対しても取

供せず直接に発落すれば十分である。さらに困窮ゆえに罪を与えられない場合にも供状が

作成されない。要は刑罰が与えられない当事者からは供状を取る必要がない。 
	 また、供述記録の仕方には明清で違いがある。明代では審理の後で整理した案情が時間

順に述べられており、当事者の供述のような形を取っていても、その内実は実は審理担当

者による事実認定である。それに対して清代では関係者の供述が人毎に書き連ねられてお

り、その分だけ当事者が実際にした供述の記録に近い。	 

戸婚田土の一般的事案ではこの供状が判決文と見なされる。また軽微な事案においては、

こうした供状を作成せず、帰一供詞といった更に簡便な形式が取られることもあった。特

に杖刑以下の自理事案では、告状と訴状と帰一供詞の三枚をつなげた文書を三セット作り、

二セットは執照の形式で当事者双方に渡し残る一セットを官府で保存するようにすれば、

供状作成の手間も省けるし、事後の改変も防げることができる。 
しかしその反対に一定以上の刑罰（徒刑以上という史料と杖刑以上という史料との両種

がある）を帰結する事案に対しては、「招由」という、より正式な文書を作成することが求
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められた。	 

招由は基本的には、問得・議得・照出という三つの部分から成る。問得部分の内容はほ

ぼ供状と同じであり、その中には当事者による案情の供述と問官口詞とが記される。問得

部分は問官口詞に照らして、その内容を犯人自分の語気を用いて表現する文章である。具

体的に言うと、まず地方官が問官口詞を出して、招由作成を担当する胥吏すなわち「招書」

がそれに照らして問得部分を作成する。また招書が問得部分を作成する際には、問官口詞

に照らした上でその内容を拡充し完成することは許されるが、その実質が問官口詞と一致

しなければならない。供述部分は招首を中心として彼の語気で案情を供述する。招首以外

の犯人については、彼等が招首の供述をそのまま認める場合には別の招詞を作る必要はな

い。また、問得部分の形式上の条件の中で一番重要なのは「招眼」を使用することであっ

た。招眼とは文章を強調する為に使用する言葉であり、査閲者がすばやく関連内容を見つ

けるのを便利にするために使われる。招眼として最も普通に用いられる言葉は「不合（け

しからんことに）」の二字であり、不合が用いられる箇所では擬罪と関係する内容が述べら

れる。 
議得部分には、擬罪・刑罰及び適用する律例の内容が含まれている。照出部分には、問

得部分現れる人と物に対する最終的な処置結果及ぶ訴訟費用を説明する。	 

招由の実際の作成手順は、胥吏がまず原稿（「招稿」）を作成し、地方官がそれを点検・

添削するという手順になる。招稿を作成する際に適切な律例を選択することも胥吏の職務

であり、胥吏が問官口詞および地方官が決定した刑罰を参照して適切な律例を選ぶ。最後

に地方官が招稿を点検・添削し日付を書き込むと、そこで初めて招稿は招由と呼ばれるよ

うになる。明代に対して、清代では自理事案についてこのような改まった判決文が作成さ

れることはない。 
第三節「抄招給帖と執照」では、当事者の申請に基づき官府が裁判文書の写しを抄招給

帖と執照の形で申請者に発給するという明代特有の制度について検討を加えた。	 

抄招給帖を申請するのは主に勝訴側であり、その目的は後の紛争の回避にある。抄招給

帖には、告状・訴状から招由までのほぼすべての文書内容が記載されたものもあれば、裁

定部分すなわち自己の利益を保証するための内容のみを抄出したものもある。抄出された

文書類型を見る限り、告状・訴状から供状、招由、更には審語まで、どの文書も抄出でき

たようであり、どの類型の文書が抄出されるかは当事者の申請内容次第であり、当事者は

費用対効果を考えてそれを選択したと思われる。 
執照とは、申請者の側が自分の証明したい内容を前もって書面の形で用意し、それを官

府に提出して官の裁可を得るというものである。裁判を通じて得る権利だけではなく、執

照で他の権利を証明することもあった。当事者はこれを通じて裁定の内容を書面化し証明

書として自分で保管した。抄招給帖あるいは執照が申請される背景について、地方官の離

任の時に申請することが多かった。 
当時の人々の地方官個人に対する信頼度は高く、裁判を行う地方官が離職しない限りは

いつでも裁定を証明することができると彼らは考えていたのだろう。その裏側として、い

ったん地方官がその地を離れれば、人々は文書による証明で自己の権利を守るしかない。

衙門でも裁判文書が保管されていたとはいえ、水害などの災害により、衙門の文書が消失

する可能性がある。そこで自分でも権利を確認できる文書を保管しておきたいと考えたの
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だろう。 
	 

第三章	 明清州県裁判文書の歴史的変化	  

	 

第三章では、以上の検討に基づいて、明清両時代の裁判文書の歴史的変化について考察

を行った。	 

第一節「清代における上申関係文書について」では、明代の自理事案に見える招由の書

式が、清代の自理事案の文書書式ではなく、むしろ清代の上申関係文書が採用した書式に

似ていることを実例を挙げて指摘した。明代の自理事案文書に対する形式上の要求レベル

は、清代における上申事案に対する要求に近かった。これを逆に言えば、清代では自理事

案に対して明代より放任の態度を取っていたのである。	 

第二節「判決文の変化」では、明清間で判決文の存在形態が大きく変化する背景につい

て検討した。	 

明代では、自理事案でも刑罰が杖刑に至る場合には、供述と審語に擬罪と刑罰内容を加

えて招由という判決文を作成した。しかし清代初期には既にこのような判決文の姿は消え、

審語のみを載せる判決文の形が現れる。当時こうした判決文を審単と呼んだ。そして審単

には免供という指示が良く書かれている。免供になる事案はほぼ刑罰が与えられない軽微

な事案である。そして乾隆期以後になると、こうした審語のみからなる判決文も遂に消失

する。明代の判決文に含まれる供述と裁定の内容は法廷審理記録の中に録供と判語の形で

分散することになる。	 

また擬罪部分についても、明代の自理事案裁判では、擬罪内容や適用律例が招由の中の

「議得」部分に書かれている。それに対して清代の自理事案裁判では、一種の体罰として

笞・杖を科す例は少なくないが、それを法定刑に基づく正式の処罰として行う例は殆どな

い。それゆえ裁判文書の中で擬罪（擬律）を行う余地もなく、その結果として「議得」部

分も自ずと消失してしまう。 
	 明から清にかけて判決文が次第次第に簡単になり最後に消失した背景には、官制の変化

が関係すると思われる。まず巡按御史は順治十八年に廃止され、州県衙門に対する監督権

は巡按から督撫へ移った。督撫は一地の長官として当地の軍政など一切事務を管理しなけ

ればならず、専任の監督御史と同じ様には州県衙門を監督することはできない。また、康

煕六年に推官が廃止された。これによって、もともと推官が負っていた刑名事務は、知府

本人や、府の他の佐貳官によって分担されることになる。ただ府の佐貳官は司法に対して

はその兼務となる。また法律知識と司法実務の運用面については、彼らは専任官たる推官

のレベルには遠く及ばない。したがって、巡按御史と推官が廃止されたことに伴って地方

裁判に対する監督が弱くなる。それが裁判文書の書式が簡易化の第一の背景であろう。ま

た清代には抄招給帖の慣行が存在していなかったので、明代のように抄招給帖の申請に対

応して判決文を用意する必要もなかったと考えられる。	 

	 第三節「遵依結状について」では、供状の消失に代わって、清代に新しく登場した文書

である遵依結状について論じた。	 

	 明代で供状に載せられた内容は、清代では遵依結状の上に現れる。ただ遵依結状には、
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供述内容を載せるだけではなく、当事者が裁定を受諾し争いを終結する旨を誓約するとい

う役割も持っていた。さらに供状が主犯の物語をする主体として全犯罪事実を再構成する

仕方で作成されるのに対して、遵依結状は全ての関係者がそれぞれ差出す文書であり、そ

こでは当然各差出者がそれぞれの語り口で事態を陳述する。	 

ついで遵依結状が裁判上で占める位置について検討を行った。清代の民事裁判は調停を

通じて当事者双方の心服を得ることを目的の一つとしている。その考えに従えば、当事者

の語り口で裁定に従う意思を載せる遵依結状は、両当事者が承服し断を受諾して争いを終

結する旨の誓約書であるということになる。また清代の裁判の本質は共有できるような事

件像の確立であるということに基づいて、地方官は法廷審理を通じて当事者間に共有でき

るような事件像を形成し、当事者がそれを受けてその内容をそれぞれに遵依結状に書き込

む形で復唱する。	 

ただ全ての事案の文書に遵依結状が存在するわけではない、まず律例上、必ず遵依結状

を取るという規定が存在していない。史料にも、当事者たちが遵依結状を出そうとしない

場合には、地方官が無理矢理取ることは許さないという記載がある。また、遵依結状の取

得については、地方官の個人の判断と習慣と関係があり、上司の遵依結状の重視度も関わ

る。	 

遵依結状と再訴訟の関係について言えば、当時は現代法のような一事不再理及び強制執

行の原則が存在せず、当事者が同じ理由で繰り返し訴訟すること（原審州県衙門に再び訴

えること及び直接に上級衙門に上訴すること）を許していた。そのため、遵依結状は比較

的な意味において一番終局性の強い文書であるが、その形式の力によって再訴訟を打切る

作用はもたなかった。また遵依結状の提出は、必ずしも裁定内容の実現（判決の執行）そ

れ自体を意味するわけでもなかった。勿論、書かれる通りに当事者が判決を自己の行動基

準として受け入れるならば判決結果が現実にも執行される。しかし実際にそれを決めるの

は当事者であり、地方官ではなかった。そのため、遵依結状をすでに提出していても、当

事者は何時までも再提訴の可能性を持ち続けた。 
	 




