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元寇と我が国担保制度～蒙古襲来の危機で動いた担保制度が現代に繋がる 

池田 雄二 

序 

国家存亡に関わる危機状態では、これに備える政府にせよ、戦場で戦う者にせよ金融が必要に

なるものである。元寇の危機もその例外ではなく、日本の担保制度にある進化を与えた。当時、少

なからぬ武士は経済的に疲弊していた。そこで幕府は法によって担保金融にある制限をすることで、

彼らの困窮を防ごうとした。とはいっても、金銭の需要に急な変化はなく、結局は従前の金融とほぼ

経済効果が同等な別の仕組みへとシフトして行った。この時禁止された担保が質と他人和与という

現代の贈与を利用した担保である。後者は現代の譲渡担保に相当する。新しく生まれた担保金融

は買戻特約付売買（本銭返）と売渡担保である。これらはどれも完全に消滅することはなく、現代ま

で微妙なバランスを保って共存して行った。こうした歴史を踏まえる事で、人々はある時代、場所な

りに合理的な制度を選択してきた事が解ってくるだろう。以下ではまず元寇前後の状況を踏まえて、

上記の展開に沿って紹介する。 

 

一 元寇の危機前の既存担保 

１．質 

 何といっても、担保金融の主流は質。しかし今の質とはちょっと違う。 

 

(1)構造 

①所有権は質置主から動かない←現行民法と変わらない。 

②占有移転は要件ではない1←必ず占有移転を伴う現行民法と異なる（下図）。 

  

下図Ｇ：債権者を意味する。ドイツ語の Gläubigerの頭文字。法学上多用される表記 

下図Ｓ：債務者を意味する。ドイツ語の Schuldnerの頭文字。法学上多用される表記 

 

質権者への占有移転を伴う場合→現行質権と同じ。呼称は入質（いれじち） 

質権者への占有移転を伴わない場合→現行の抵当権（下図）に相当。呼称は見質（みじち） 

 
1池田・我が国動産質制度の展開・113 頁。 
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(2)生成時期 

不明。大宝令（養老令）の時点（718 年）で規定。ただそれ以前から存在したことは明白。 

 

２ 他人和与を利用した担保（譲渡担保） 

 

和与とは？→現代の贈与に相当。 

他人和与とは？ 親子夫婦他近親者や縁者以外への贈与と考えてよい。 

他人和与を利用した担保とは？ 現代の譲渡担保に相当するので、まずここを押さえる。 

 

(1) 譲渡担保の仕組み（下図） 

 

①ＧがＳに既存の金銭債権等を持っている。 

 

②譲渡担保設定契約の内容 

・所有権：Ｇの金銭債権の担保としてＳ所有の財物の所有権をＧに移転する。この場合、、、 

・所有権移転の登記原因：・「譲渡担保」、「贈与」、「売買」等 

・既存債権の帰趨：Ｇの既存債権は消滅させずに所有権移転される←ここ大事！ 

・所有権復帰条件：ＳのＧへの債務弁済。これを「受戻（うけもどし）」という 

←質屋から質置人が借りた金を返して質物を取り戻すのと同じ。 

財物の占有の所在：Ｓに留める場合もあれば、Ｇへ移転する場合もある。現代では圧倒的に前者。 
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(2) 他人和与を利用した担保の仕組み 

 

①基本的に譲渡担保と同じ。 

②所有権移転の原因が「他人和与」。つまり贈与。 

 

(3) 他人和与を利用した担保の仕組みの生成時期 

 未解明。ただし 13 世紀前半に以下の実例があるから、これ以前であることは確実。 

 

寛喜元年 10 月 5 日（1229 年）僧良心田地充文2 

【事実】接しえた最古例。子弟間の田地充文（＝所領等の給与。現行贈与の一種）事例。 

良心（以下 S）が師弟関係にある成弁房（以下 G）に永代贈与した。S が G に６石を弁済することを

条件とする取戻し特約が約定されている。 

 
元々S が G より６石相当の債務を負っていたと考えること

が自然な事実関係。 

 

二 元寇前の状況 

(1)我が国の元に関する情報収集 

・国内の唐房から宋人を介して元の情勢を知る事ができた

3。 

 

・幕府が高麗へスパイを送っていた4。 

 
2高野山・三・704。現代語訳を以下。 

「充行   処分田地の事 

  合計１段は 字河北紺野森田に在り  四至は本券に在る。 

右件の田は僧良心の相伝領掌する田地である。そうであるところ年来の師弟であるに依って、存生の時に成弁房に

永代に宛行し終えた。後日の証文の為に本券を具し、並びに新券文を放つことの状をこの通りとする。 

但し６石米を返すときは、この田を本主に返す状をこの通りとする。 

      〔略〕」 

3唐房というのは、国内で中国人が住み、主要会話が中国語だった町。服部英雄『蒙古襲来』（山川出版社、2014

年）第 1 章に詳しい。 

4園田和洋「【歴史事件簿】元寇・文永の役（上）朝鮮軍の“殺戮”…それでも日本の武士『勇敢にして死をみること畏

れず』」産経デジタル 2014 年 6 月 8 日。なおこの資料に限らず、元寇前に日本が大陸にスパイを送っていたことは

よく知られている。元側の資料にも日本側のスパイを捕縛した記録があるという。 
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↓ 

元の対日侵略が近い事は事前に判っていた→迎撃準備が必要。戦場で戦う御家人の状況は？ 

 

(2)御家人の状況 

 まずは誰でも見た事がある下図。 

 右側の勇ましい武者はの名は竹崎季長。そんな彼だが、その台所事情は、、、 
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↑季長の母は竹崎氏の窮乏は季長のせいだけではないと言っているが、、、 

 

・元寇以前に既に少なくない御家人が窮乏。これでは超強力な元軍と戦えない。なぜこうなった？ 

 

①分割相続。所領細分化。必然的に代を重ねる毎に子孫は窮乏5。 

 

 
5図は河原井彩「鎌倉時代、御家人が生活に苦しむようになった理由は？」毎日小学生新聞 2015 年 5 月 15 日。 
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②貨幣経済の浸透 

・御家人所領の税は物納。 

・自給可能物品以外は買う必要がある→納税物を宋銭に交換する必要 

      ↓ 

 物価変動に左右される不安定 

・日宋貿易等により市場に物があふれる→物欲が刺激される→分度を越えた買い物→経済破綻6

→所領を売ったり、担保に入れたり←カード破産する現代人と同じ破綻構造 

 ↑この状況は蒙古襲来前に何とかしないと戦えない！！ 

 

(3)政府による対策 

 僧良心田地充文のような担保融資目的の所領他人和与や売買質入を規制する法令が 13 世紀

後半から目立つ←既にこうした取引が看過できない状態を引き起こしていたと推定 

 

(i)貞永式目追加条々による規制 

①文永４年 12 月 26 日（1268 年）法：所領他人和与禁止。違反は所領召し上げ7。 

 

cf.同日に所領の売買と質入を禁止する法が発令←所領他人和与と同方向の規制＝御家人等の

経済的地盤の確保。この年は元からの第 1 回使節が派遣された年（文永 3 年）の翌年 

 
6 塚原哲也「『貨幣経済の浸透』とはどういうことなのか」日本史工房（2002 年 1 月 9 日）2020 年 7 月 18 日アクセ

ス。 

7佐藤、池内・鎌倉幕府法・後掲では第 434 条。 

「第 434 条 所領を他人に和与する事 

右、子孫を差し置いて他人に譲る事、その企図する趣旨は実に正義とはいえないものである。御恩、私領をいわ

ず、今後は和与の地を召し上げられるべきものとする。但し、一族並びに傍輩の子息、年来収め養わせた者につい

ては制禁の限りではない。」 
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→以後、元寇の危機に対応するかのように規制やその緩和、再び強化が繰り返された89101112。 

 

三 新たな担保の生成 

 元寇の危機に対処する為、政府が所領売買、質入、他人和与を禁止した。とはいっても、所領を

担保物にした担保金融の需要はなくならない。そこで当事者は別の方法を考える必要があった。 

 

１. 本銭返（現代の買戻特約付売買。民法第 579 条以下） 

(1)契約の構成（下図左） 

 

①物の売買契約の際、代金弁済による所有権復帰を特約（下図）。元金だけで買い戻せるのが原

則（小早川・擔保法史・223 頁） 

②売買形式で、決済されるため、売買後の売主・買主との間に債権債務関係は残らない 

←仮に下図のＧが S に既存債権を持ってたとしても、ＳのＧに対する代金債権で相殺される 

③買主が払う売買代金が実質的には融資金 

④目的物の占有をどちらが持つかは特に決まっていない。 

 

(2)契約後の構成（下図右） 

①代金弁済で買い戻せるが、買い戻し義務はなく、あくまで権利←行使されなければ、当事者の

権利義務関係は切断されている 

               ↓以上の契約について、、、 

 
8文永７年５月９日（1270 年）法：1268 年法廃止→文永９年 12 月 11 日（1273 年）法（恩に報いるため等の正当根拠

がない和与を制限）→文永 11 年 6 月 1 日（1274 年）法（親族への和与以外禁止）→弘安７年５月 27 日（1284 年）

法（規制緩和。租税納付義務を果たせば所領の売買、質入、和与を黙認）→弘安 7 年 11 月（1284 年）～弘安 8

年 11 月（1285 年）頃の法と弘安９年８月（1286 年）法（誰ともしれない者への売買・贈与を禁止）。 

9 【現代誤訳】 

「一 他人に所領を和与する事   文永 9 年 12 月 11 日評定 

御恩の地を以て他人に和与する事は双方合意の趣旨であることに不審がないとはいえないのであれば、結局のと

ころその由緒を審究する際、あるいは積年の芳心に報いる為であったり、あるいは当時の懇志を謝する為であった

り、以前の契約に隠れがなければ、子細には及ばない。もし親昵の儀について根拠が無ければ、和与された地を

召し上げられるべきものである。〔略〕」 

10 「一 他人に所領を和与する事   文永 11 年６月１日評定 

右、子孫をおいて他人に譲ること、その企図する趣旨に奸な計略がないとはいえないならば、御恩私領を問わず、

今後、和与地を召し上げられるべきものである。但し兄弟伯叔姪の近類は、禁制の限りではない。又傍官並びに遠

類の子息のためといえども、年来猶子として収養した者は子細には及ばない。」 

11「一 売却・質券地並びに他人和与〔無償譲与〕所領の事 弘安７年５月 27 日 

御家人等、所領を売却し、質券に入れて流し、あるいは他人に和与する場合、子細を証文に載せるといえども、限

ある公事は、本領主の相続人が果たし、その沙汰を致すべきである。年貢等に至っては、分限に従って納付すべき

である。」 

12「一 売却地の事 

国、名、字を証文に載せない地については元金を糺返した上で地主に進退させるべきものとする。」 

「一 所領を売買並に請所とする事 

御恩の地を以て、甲乙人と合意して、或は沽却し、或は請所と称して、これを充て行うことに因って、その地が荒廃

する云々につき、今後はこれを停止させるべきものとし、違反する者は所帯を改められるべきものとする。〔略〕」 
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「本銭返」、「本物返」と呼称するその意図するところは？→「売買、質入、他人和与じゃない！」 

＝とんちみたいだが、法規制の潜脱を目論む 

 

(3)生成時期 

・所領売買質入、他人和与を制限した文永 4 年 12 月 26 日（1268 年）の２法（佐藤・第 433 条13、

第 434 条）から間もなく発生。確認最古例）1270 年14 

 

第 433 条：所領の売買・質入を禁止。売主が元金弁済すれば、売主に戻すことが命じる 

第 434 条：所領の他人和与禁止 

 

２. 売渡担保 

(1)意義・法的構成 

売渡担保という呼称が元寇前後で普及していた訳ではない（この呼称の普及は近代前後）。また

本銭返と売渡担保を区別するようになったのも近代以後。当時の人々には区別意識はない。だか

ら契約書（売券）上は「本銭返売券」等の呼称を使う。法的構成も本銭返とほぼ同じ。ただ以下の一

点だけ異なる。 

 

・買戻代金に利息ないしこれに相当するような追加の増金を加えている15 

 
13「第 433 条 所領を質入する事、売買する事 

 右、御家人等が所領を質券に入れ、あるいは売買する事は窮乏の基となる。今後は、御恩・私領を論じず、全く売

却並びに流質を停止し、元物を弁償させるべきものとする。但し非御家人の輩については延応の制に載せられて

いるので、子細には及ばない。」 

141270 年（文永 7 年 7 月 26 日）僧観西田地売券を以下に挙げる（東寺百合文書カ 35-3。京都府立総合図書

館・後掲・カ函 35-3。宝月・355 頁収録）を挙げよう。 

「売却 私領田地の事 

   合計 1 段 買戻〔原典：うけ〕は 3 年まで 

山城国紀伊郡佐井佐里にある 7 坪の内東から 2 段のところである。 

右件の田は、僧観西の相伝の私領である。しかし要用元金 10 貫文があることにより、〔この田の〕次第に関する

相伝の証文 6 通を具して、永代に太郎五郎殿海信に売却するところ忠実である。あえて他の妨げがあってはなら

ないが、もしこの田の違乱が出て来たときには、本直銭は沙汰し弁済すべきものである。よって後代のために、新券

文を立てて売却するところ、件の如しである。 

〔略〕」 

 本売券は僧侶同士が当事者である。ところが貞永式目は御家人が名宛人である。この点に関しては、鎌倉幕府

の権威が高まるにつれて本来の名宛人以外にも式目の内容が浸透していったと説明することができる。この点に関

しては、池田・買戻特約付売買契約の発生原因・35 頁以下において詳論した。 

15売渡担保はどういう内容の担保金融を意味するのかについて学説上の争いあるが、本報告では売渡担保をこの意味で用い

る。学説には目的物の占有移転あるものを買戻特約付売買、無いものを売渡担保であると分類する説（近江・担保物権法・261
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(2)生成 

嘉元元年 12 月 12 日（1304 年）大中臣重房質券屋敷田売券（高野山・三・68616）が接しえた最

古例←本銭返の最古例（1270 年）と余り隔たっていない。どちらが先かは断定できない。ただ単な

る本銭返売券の方が圧倒的に多い事は確か。 

 

四 元寇後の展開 

１．質 

【中世】 

不動産：多くの質券（質権設定契約書）は出てこない←禁令や徳政令等の影響 

動産：動産質入に規制は元々無い。顕著な変化はない。鎌倉期に土倉（今の質屋）の出現もあり、

多くなる。さらに伝統的に寺社も金融業をしていた。 

 

【近世】 

・増える←田畑永代売買禁止令（1643 年）の影響。実質売買を隠した質流で禁制潜脱 

 

【近代以降】  

質は担保権者への占有移転の有無で質権と抵当権に分かれる（現行）。質権の対象は動産が

圧倒的（特に質屋）、不動産は抵当権が圧倒的に多い。なお原則として、抵当権は目的物が不動

産のみ（民法第 369 条）。 

 

２．他人和与を利用した担保＝譲渡担保 

 
頁）や売買代金に加えて利息ないし利息相当額の収取があるかどうかで判断する説（池田・非典型担保における買戻・２・3375

頁）等がある。占有移転がない場合はほぼ代金以外の買戻費用を必要としているから大差はない。なお両者の区別の基準を明

示した判例は無い。 

16現代語訳を載せる。 

「『（端裏書）赤木彌五郎の質券文である』 

 売り渡し申し上げる 質券屋敷田の件 

紀伊国金剛峯寺領内神野庄赤木村所在 

合計２畝〔１畝＝100 歩〕。１畝〔１か〕は替地である 

四至 東は鎌瀧入道作を境の限とする 南は權大夫作を境の限とする 西は道を限とする 北は上座作を境

の限とする 

上記屋敷田は、字を彌五郎重房という者の先祖相伝の地である。要用があるので６貫 500 文で 10 年の作を限りと

して阿闍梨御房俊臺房に売り渡すこと事実である。この地については屋敷としたことに因り本券がない。もし本券を

持つと称する者や違乱が生じた場合、10 年以内であれば、傍例に従い、本銭に利息を加えて弁済すべきものとす

る。10 年以後は本銭を弁済すべきものとする。若干の損が〔買主に〕生じた場合には〔契約を〕10 年を延長すべきも

のとする。よって後日のために証文状をこの通りとする。 

     嘉元元年癸卯 12 月２日      大中臣重房（花押） 

『（裏書 四至の所）質券両通の文書は無用ではあるけれども御不審を除くために添える』」。 

 恐らくは俊臺房から入る売買代金によって質券地（恐らく見質）を受戻す目的だったのだろう。ところで本文書は

違乱担保文言（違乱本直返文言）という一種の追奪担保責任（民法第 561 条）を定めたもので、本銭返売券ではな

いようにみえる。これが本銭返である理由を池田・2017 年・64 頁以下で論じた。 
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【中世】 

・1290 年頃までには他人和与関連法は見られなくなる←本銭返等代替的取引が活発化した時期 

 

【近世】 

・質と同様、田畑永代売買禁止令潜脱のため、譲渡（ゆずりわたし）という呼称で利用の復活を確

認17。 

 

【近代以降】 

・売渡担保と譲渡担保の区別が論点に。下図のように区別する学説が判例・通説化。 

 

・目的物：やはり不動産が多い。他の担保中でも利用が頻繁。最近は高額動産が担保目的物とし

て注目されている。 

Q なぜ注目されているか？  

A バブル崩壊後の不動産に頼らない補充的担保として18。余り利用が進まず、立法作業中。 

Q どんな高額動産か？ 

A 在庫や養殖魚等の集合動産が注目されている。以下の特徴がある。 

①目的物は倉庫保管に適さない物品が多い（養殖魚19等） 

cf.倉庫に寄託可能な物なら、倉庫業者が発行する倉荷証券を質入する方法が可能 

②倉庫に寄託可能な物品も対象になる事もある。 

Q 倉庫に寄託可能な集合物なら、なぜ質を利用しないのか？ 

A ①譲渡担保の方が所有権移転を伴うので、質入よりも融資を受けられる 

②倉庫業者が集合動産の担保化に協力的ではない諸事情がある 

・寄託物が品違いでも免責されない判例20の存在。しかし倉庫業者は中身の検査を通常は

 
17詳しくは池田・非典型担保における買戻・２・後掲・2650 頁注 5。 

18当然だが、実務では多くの実例がある。詳しくは、河﨑・後掲。 

19最近では、最判平成 18 年７月 20 日民集 60 巻６号 2499 頁（養殖魚）、最判平成 22 年 12 月２日民集 64 巻８号

1990 頁（養殖魚）。 

20大判昭和 11 年 2 月 12 日民集 15 巻 5 号 357 頁（厳重包装されていた物品が品違いだった事案）、最判昭和

44 年 4 月 15 日民集 23 巻 4 号 755 頁（品違いの場合の免責を定めた不知約款の効力を認めなかった）。 
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やれないのに！→判例と実務の齟齬してる 

③動産譲渡登記に基づく登記事項証明書と寄託者発行の荷渡指図書を別々の人が持ってき

たら、嫌だ。 

 

以上の状況で、集合動産の担保化はほとんど譲渡担保が利用される←近世以前とは大いに違う 

 

３．本銭返＝買戻特約付売買 

 通史的に以下の利用傾向が確認される 

 

①何らかの土地売買質入禁止令の潜脱。 

・中世だと度々出される所領売買質入の制限潜脱や徳政令回避 

・近世だと田畑永代売買禁止令（←大土地所有出現防止が主目的）の潜脱 

→明治 5 年 2 月 15 日太政官布告の田畑永代売買解禁令で①は消滅→大土地所有進行 

 

②買戻権を売主に付与する代わりに通常売買よりも安く土地等を譲り受ける＝買主のメリット 

③買戻権付にせよ所有権譲渡を伴うので質より高額の金融を受ける＝売主のメリット21。 

 

②③は動産・不動産で共通する。高額動産の例も室町期以降みられる22。①の消滅と②③のため

土地では近代以後、大土地所有の手段となった23。 

↓敗戦 

戦後の税制改革により大土地所有の維持が困難となって、大土地所有はほぼ消滅→買戻特約付

売買の利用も衰退 

 

４．売渡担保 

通史的にいうと、やはり不動産中心。動産事例も幾らかある。何れも不動産に匹敵する高額動産

（船舶や集合動産24）だ。 

 

【中世】 

 数例しか確認されない25。田地事例だけ。 

 
21具体的については、池田・中世買戻特約付売買（本銭返）の発展・101-103 頁。 

22池田・中世買戻特約付売買（本銭返）の発展・89-91 頁。 

23池田・立法化による非典型担保の利用の変遷とその原因・151-152 頁及び参照文献。 

24大判昭和９年８月３日新判例体系民８巻 218 ノ 22 頁【船舶】、②大判明治 44 年５月 20 日民録 17 輯 306 頁【金

屏風や多量の水晶角材】、③大阪地判年月日不詳明治 45 年（ワ）第 438 号新聞 829 号 23 頁【家屋に加えて鉄製

ロール１台、檜板 50 枚】。 

25前掲の例以外は元亨元年 6 月 26 日（1321 年）貞行田地売券（高野山・五・499）しか現在のところは接していな

い。田 1 段辺りの代金５貫（平均的相場７貫前後より低価）。買戻代金に利息類似の対価として、小作料（８斗）を上
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【近世】 

『全国民事慣例類集』で比較的多くの慣例がみられるようになる。以下の例が確認される。 

 

①田畑事例←ほぼこれ。田畑永代売買禁止令潜脱目的（買戻特約付売買の①と同じ）26。 

②禁制外の家屋敷事例もある27←買戻特約付売買の②③と同じ 

③動産事例もある。やはり買戻特約付売買②③の利用目的と推定。以下の特殊な動産の例もあ

る。 

【加賀国江沼郡の慣例（531 丁）】：売買から 3 日以内は買戻代金は原代金のみで買い戻しでき

る。それ以後は増金を加えないと買い戻しできない。 

←3 日以内は売主に翻意を認める趣旨？ 近世版クーリングオフか？ 

3 日以後は買主の収益を計算に入れている、あるいは迷惑料？。 

 

【近代】 

 前述した譲渡担保との区別の他に買戻特約付売買との区別も論点になった。買戻特約付売買と

の法的効果の違いが争点だった。例えば、 

 

①完全な所有権移転の有無 

買戻特約付売買→真正の売買だから、完全な所有権移転 

売渡担保→あくまで担保目的の所有権移転だから、完全な所有権移転でない 

 

②民法に定める買戻特約付売買関連規定の適用の有無 

 買戻特約付売買→完全に適用 

 売渡担保→買戻特約はあるけど、担保目的で真正の買戻特約付売買ではない→一部不適用 

 

【現代】 

形式的には売渡担保とみられる契約でも、ある学者が売渡担保は譲渡担保と比べて非合理的

だから、なるべく譲渡担保と解すべし、と論じて以後、多くの判例では譲渡担保と認定するようにな

った。売渡担保の呼称は消滅傾向。議論も下火。担保法の教科書でも半頁～１頁とかの扱い。 

 

総括 

・中世以前は質と譲渡担保→御家人困窮防止の為、元寇前に禁止 

 
乗せていた（約６年で元本回収可能）。直小作＝売主に小作させている。早期の元本回収が可能であり、徳政対策

の可能性がある。 
26例えば、出雲国能義郡（538 丁）、美作国勝何郡（540 丁）、周防国都濃郡（543 丁）、長門国豊浦郡（544 丁）。、

加賀国江沼郡 

27羽前国置賜郡（525 丁）。 
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・禁止を回避するため本銭返＝買戻特約付売買と売渡担保生成 

・以後、各時代の制度下の有利、不利を判断して微妙なバランスを保って共存 
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