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１ 江戸時代の情報伝達の方法
主要道は、五街道。
東海道 品川～京都 （53次） 京都～伏見 （4宿） 佐屋路（宮宿～桑名宿）
＊品川より守口まで、佐屋路共61宿といわれた。
中山道 板橋～守山（滋賀県）
日光道中 千住～鉢石（栃木県日光市）
奥州道中 白沢（栃木県宇都宮市）～白川（福島県）
甲州道中 上高井戸～上諏訪（長野県）

公用通信
徳川家康は、公的な文書通達のため宿駅制度を整備。
（東海道、美濃道の地子を免除、問屋給米、継飛脚給米、助郷）

問屋賄継飛脚の制度
宿駅に問屋場を置く。
問屋役、年寄役、帳付役、馬差、人足指 の諸役を置く。
替馬と継飛脚要員を日夜常備する。

公文書が到着すると、当該宿駅の文書は宛先に配達。遠隔地の文書は、隣宿駅に継立てる。
継立ては飛脚要員が次の宿駅まで届け、リレー方式で目的地に届けた。
飛脚は万一の事を考え、二人で走った。延着はお咎めあり。



明治政府は明治4年３月１日に郵便を創業した。
創業時の郵便は、信書のみを取り扱った。
郵便取扱所の多くは、旧宿駅の伝馬所（元問屋場）内に置かれる。
したがって、局長には元問屋役が、逓送(輸送）脚夫には飛脚がな
る場合もあった。

取扱所には書状集箱（ポスト）を置き、切手売捌所の看板を掲げさ
せた。
創業当初は、五街道を中心に郵便取扱所を設置。
街道を外れる宛先には飛脚が加わることもあった。

その後全国に郵便路線が広がると、地方の有力者、名望家を募り、
個人宅を郵便局とした。

信書以外の郵便物がある
駅逓局から郵便局へ到着の物
郵便切手、脚夫賃金、御手当金、筆墨
帳面代等、
郵便局から駅逓局へ納入する物
切手売り上げ代金等

これは陸運会社（旧問屋）社員（旧宰領）が
運搬。ただし陸運会社は信書の輸送を禁止。

２ 郵便創業

初の龍切手１００文



３ 逓送と時間

郵便は当初東京－大坂間
で実施。

両地間の輸送（逓送）にか
かる時間は78時間と定めら
れた。

これは、日夜、郵便行李三
貫目を持ち二時間で五里を
走る前提で計算。

明治六年には飛行、急行、
常歩に区別、常歩は五貫目
を持ち二時間で三里とした。

隣接郵便取扱所間の距離
に応じて、所要逓送時間を細
かく定めた。
延着の場合は始末書あり。

但し川支（川止め）などにより
遅れることもあった。

上下 逓送脚夫



明治五年七月十八日付け第二○三号

太政官が「御用の書状は郵便をもって逓
送せよ」と命じた。国・府・県間の官用文
書は全て郵送になった。

官民間の手紙が増加すると、郵便物を
狙った強盗事件が多発。

郵便物強盗は私信の壊乱だけでなく、
政策の執行をも妨害する重大犯罪となる。

●東京の高輪、名古屋の鳴海で事件、
鳴海では郵便脚夫2名が殺害。

●東海道筋の守口から枚方・樟葉付近
の文禄堤は飛脚時代から強盗出没地で
あった。明治五年一月十二日に郵便行
李が奪われた。

明治六年(1873)三月 金子入書状（現金書留）の取り扱い開始される。
（日本郵便発達史）

４ 郵便強盗事件発生

楠葉

文禄堤



新紙幣見本百圓札 二枚
同五十圓札 二枚
同十圓札 二十枚
同五圓札 二十枚
同二圓札 二十枚
同壱圓札 十四枚
同五十銭札 十四枚
同二十銭札 十三枚
西京為換会社壱両券見本 二十枚
大阪為替会社五両券見本 十枚

同壱両券見本 十枚
神戸為換会社貳十五両券見本 一枚
総計百六十枚
右大阪府より返納として差立候分
新紙幣見本壱圓札 一枚
同五十銭札 一枚
同二十銭札 一枚
同十銭札 一枚

右大阪出張駅逓寮より返納として差立候
分

明治六年四月十九日 楠葉村の書留郵便被害額

５ 明治六年大規模な強奮事件
堺県下楠葉村で発生 大阪府と駅逓寮が太政官に被害届を提出。
高額かつ新紙幣見本が含まれていたことで重大事件となった。



政府は紙幣整理を検討中だった。

旧金銀貨幣、銅銭、各藩、民間の紙幣を、新貨幣（ゲルマン紙幣）の円
に切替える準備中であった。

明治六年太政官第百六十九号 五月二十日布告

「去辛未（明治四年）以来発行の為替座三井組と記載これ有る大蔵省
及び開拓使正金兌換証券の内、五拾銭貳十銭拾銭の三種小券昨壬申
（明治五年）来発行の新紙幣と引替え相成るべき旨同年第二百二十三
号及び第三百十五号を以て布告候処、本年十二月二十日限り通用停
止せしめ候 中略」



６ 短銃携帯を実施

五月十九日 駅逓寮から太政官に短銃携帯の伺い文。

「郵便物逓送時、賊徒の被害を受けると、郵便脚夫を傷
殺して、郵便物を掠奪、散乱させる。庶民の信頼を無くし、
公私の秘密を漏らす。実に容易ならざること。今後各地の
郵便継立所へ短銃を渡し、防御のため脚夫へ携帯させた
い。」

六月十二日 太政官の回答（大蔵省事務総裁参議大隈
重信） 「伺いの趣旨を聞き届けた。各地の郵便継立
所へ短銃を渡し、脚夫に携帯させる大蔵省案を承認した。

太政官より司法省への通達。

「郵便脚夫へ短銃提携差し許し候に付き、別冊の通り各
府県へ布達取り計らうべき旨大蔵省へ相達し候條、心得
の為此の段相達し候也」

郵便逓送脚夫に短銃を携帯させる。東京府、京都府、
神奈川県、足柄県、静岡県、浜松県、愛知県、三重県、
滋賀県、堺県に配布。終着地の大阪府は除かれた。



「短銃預かり證書雛形」
駅逓頭前島密より郵便役所・取扱所に宛てた達には、以下のような留意事項があった。
「六連短銃 何番。 合て何挺 お預け相成候條、夜継ぎ晝継ぎに拘わらず右短銃一挺づつを脚夫へ為
携べし。就いては深く郵便物保護致し候御趣意を相辨え、苟も凶器を玩し候様の所以之有り候ては相済
まず次第に付き、 も謹慎を加え取り扱い申すべく候。」

現地での短銃受取状況 東海道石部駅郵便創業史料
「一、六連発短銃 貳挺 但、六十五番・六十六番 弾薬 百箇 付属機械 六許 御達書 壱部
右の通り駅逓御本寮より御下げ渡し相成り候品々正に受取り、追って御同寮へ御受書差し上げ奉るべく
候、以上 明治七年戊一月十二日 石部駅詰 小島雄作 陸運元会社御中 」
才領能勢万右衛門殿一月十二日当宿泊に持参 （東海道石部駅郵便創業史料108-‐1）以下番号のみ。

「受領請け書」
「郵便行嚢継立ての節、賊難防防禦のため其の脚夫え携候のため六連短銃左に記載する番号銃数並
びに弾丸付属品共私へ御預けに相成り、正に落手候。且つ右に付き御達相成り候御規則の趣相守り、
違反之無き様、私共は勿論脚夫へも屹度申しつけ取締致さずまじく、これにより御請けこの如く御座候な
り。 明治七年第一月十六日 近江国石部駅 第四等郵便仮役所詰 七等郵便取扱役 伊島勇作印
六十五番・六十六番 弐挺 弾薬 百箇 付属機械 六許 前島駅逓頭殿 」

〆第一月十七日差立 朱書 「同十八日史が（滋賀）駅逓御掛へも届出書差上げ候事」（108-‐2）

短銃携帯制度と発砲制限



開設初期の郵便役所・取扱所には金券類を逓送する力がなかった。
現金、有価証券などの輸送は、江戸時代以来の宰領飛脚の伝統を有し
ていた内国通運会社（問屋 陸運会社 陸運元会社）が扱った。

明治六年(1873)三月 金子入書状（現金書留）の取り扱いが開始された。
この手紙は、郵便役所・取扱所で受け付けるが、輸送は内国通運会社に
依頼していた。

明治九年（1876）四月 内国通運会社から金子入書状盗難防止ため、短
銃を輸送人に携帯させたいと駅逓頭に上申があった。
但し金額は当寮定額より支払い候。（予算の増加は無し）

駅逓頭から内国通運会社宛に回答。
「金子入書状・各郵便局諸費繰り替え金・収納金逓送の際、防御のた
め六連短銃を百挺お預けする。昼夜にかかわらず短銃を宰領の者に携
帯させよ。
ついては趣旨を深く理解し、凶器を玩ぶことのないよう慎重に取り扱い、
社員は勿論宰領の者へも規則を守るよう説明せよ。中略」

これにより一○○挺の短銃が内国通運会社の各支店に配布された。

内国通運会社員の短銃携帯



楠葉事件の犯人、脚夫、その後については不明な点が多い。現地
で確認することにした。

明治期の堺県楠葉村は現在枚方市に属し、駅名は樟葉となってい
る。村は京阪へのベットタウンに変化した。字町楠葉付近に昔の面影
が残る。

７ 楠葉事件の詳細を知るため、現地踏査



現在の枚方市樟葉周辺

上2枚 町楠葉の町並み、中央奥が台場方向

楠葉台場跡

樟葉は淀川への合流地点であり、隘路にあたる。東は石清水八幡の高台、
西は天王山、古くからの古戦場で明智光秀が討たれた所でもある。淀川の
左岸が東京街道、守口、枚方、橋本、淀、京都に至る。対岸は西国街道。



楠葉村は幕末、維新期の重要地点であった。

村を通過するのは京街道。京都守護職の会津松平容保は外国
船の淀川遡航を警戒して楠葉に台場を築造させる。勤王派浪士取
締の関所も兼ねていた。

淀川対岸の高槻から山崎方面に至るのは西国街道。楠葉
と同時に梶原台場を構築する。関所も兼ねる。更に、淀川
河原にあった船番所を高浜台場に改築する。

楠葉台場

高浜台場

梶原台場

橋本陣屋

稜堡式、大砲３門設置



梶原台場絵図

梶原台場想定復元図 筆者作成

上図の西国街道（朱線）の位置には
作図上のずれあり。右側道路が半月
堡に引き込まれていたらしい。

朱線は西国街道、菱形は台場。
地元民には正式な形は知らされていない。

カノン砲2門設置。突出部2箇所と半
月堡を有する。外側朱線は水堀。

橋本には京への関門と橋本渡しの警
備のため、1865年に陣屋が建設され
た。大砲数門も置かれていたらしい。



維新期とその後の樟葉周辺

慶応四年鳥羽伏見の戦いに幕府軍敗れる。
淀に退くが、淀城入城拒否。
橋本に陣を敷く。会津藩、新撰組、見回り組
佐々木只三郎が宿の路上に胸壁を築き大砲数
門を構えた。
楠台場も幕府軍の陣地となった。

１月６日木津川を渡ってきた薩摩藩兵を防ぐた
めの戦闘あり。
（土方歳三、原田左之助、長倉新八、斉藤一）

対岸の高浜台場の守備をしていた藤堂藩が勤
王方に寝返り、楠葉台場に向けて砲撃した。
楠葉台場と高浜台場との砲撃戦が数時間で止
み、幕府軍は守口方面に退いたという。

鳥羽伏見の戦いで橋本宿は６０棟が焼失した。人家
まばらとなった。
周辺には久修園寺という寺院があるのみ。
楠葉台場は高さ2ｍばかりの胸壁で囲われた空き
地となって残っていた。

明治８年になり、原形を留めて耕地化され、末年の
京阪電車建設のため土砂がとられて平地になった。
（発掘調査現地説明書）

明治５年の郵便開始時には楠葉台場は土塁に囲ま
れた空き地であった。
人家が無い所はこの付近しかない。
ここで逓送脚夫は襲われたと思われる。



辛未五年（1871）駅逓司の「各地時間賃銭表、書
状を出す人の心得」（右図）によれば、大坂の駅逓

司郵便役所を毎日八ツ時に出発、枚方着が一時

七分後、淀を経て伏見に着が二時七分。

（一時は現在の約2時間に相当） これによれば、
大坂を午後3時ころ発、枚方着は午後5時20分ころ、
淀を経て伏見着が午後7時20分ころになる。
楠葉通過は午後6時か6時半ころ。強盗発生の4月
半ばの日没は、理科年表によると午後6時20分であ
る。

夕暮れから、夜に入りかけたころ襲われている。

逓送脚夫襲撃の場所と時間を検討する
事件後、脚夫は逃げ帰り、枚方郵便役所で事件を報告。その

後大坂駅逓司郵便役所から被害内容報告が東京へと送られ、

堺県下楠葉村郵便行李強奪事件記録となったと思われる。
地理的環境では、郵便逓送脚夫が襲われる可能

性が高い場所は楠葉台場跡。

犯行の時間は？

犯行の場所は？



○楠葉村は旧京街道の宿場であり、幕末期の重要地点でもあった。宿場外れに楠葉台場
が建設され、対岸にも梶原台場が、一つ先の橋本宿にも陣屋が作られていた。

まとめにかえて

楠葉村郵便行李強盗事件については不明な点が多い。犯人の逮捕は、脚夫のその後は、強奪紙幣
の取り扱いは？などである。現地を確認して少しでも情報を得ようと試みた。

○郵便開始とともに行李を逓送する脚夫を襲う強盗事件が多発した。迅速・安全に搬送
するために国が案出したのが郵便物保護銃携帯制度であった。

○郵便物保護銃制度の発端となったのが、明治５年の堺県下楠葉村の強奪事件であった。

○維新期の戦闘で、楠葉台場は廃墟となり、付近には寺院が残るのみであった。周囲を土
手で囲まれており、犯行現場としては 適な所であった

○郵便逓送の規則によれば、犯行時間は午後６時過ぎ、夕暮れから夜に入ったころとなる。
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