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担保というと、⺠法に規定されている質権、抵当権が特に有名だが、これら以外にも金融
業では所有権移転型担保とよばれる担保がよく利用されてきた。買戻特約付売買、売渡担保、
譲渡担保と呼ばれるものがそれである。いずれもその歴史は古く、起源や生成原因が明かで
はないものがあるが、判るものもある。起源や生成原因が判っているものとその他の担保行
為の展開は無関係ではない。 

以下では所有権移転型担保の内、元寇の危機を起因として生じた買戻特約付売買（本銭返）
と売渡担保、これら以前に存在し、現代では最も重要な所有権移転型担保である譲渡担保を
中心に生成とその展開史を近代前後までを目途に紹介する。 
 
Ⅰ 質 
生成時期：不明。貨幣発生からそう離れていない時代からあったと考えられる。 
意義：現代と意味が違う。現代抵当も包含（中世：入質と見質、近世：質入と書入） 
←占有移転の有無での区別ではない。 
 
Ⅱ 譲渡担保（他人和与） 
１  法的構成 

譲渡担保の法的構成は図３ の通りである。 
 
債権者Ｇが債務者Ｓに債権を持つ（被担保債権） 
被担保債権のためにSの財産所有権をGに移転する（既存債権の弁済としてではなく別名
目） 
GS間の債権債務関係は消滅しない 
Sが弁済すれば、目的物を受け戻せる。 

  
図３ 
 
生成時期：不明。ただし少なくとも13世紀前半には実例があり，それを意識した法令が出



されている。 
 
（ １ ）具 体 例 
寛喜元年10月５ 日（122 9年）僧良心田地充文（高野山・三・704）  
 
「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。 
     寛喜元年10月５ 日      良心（花押） 
 （押紙） 
  成弁房の分 
   （押紙） 
  上返還。この文書を取り出しした文」 
 

図にすると以下の通り。 

 
良心：文書上は成弁房の師。田地所有者。成弁房に永代贈与。 
土地の受戻６ 石←ただで贈与したのに、受戻に６石を弁済させるのは奇妙。元々成弁房
に６ 石相当の債務を負っていたと考えることが自然。 
 
（ ２ ）法令による規制 
贈与（当時の法律用語では和与）を利用した担保行為を規制する法律が出ている（文永４ 
年12月26日（1268年）の法）。 
 
「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。 
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，その企図の趣旨は甚だ正義に非ざることである。御
恩，私領を問わず，今後は和与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，年来引き取って養った者については禁制の限りではない。」1 
 
第433条：御家人所領の売買や質入を制限。元金弁済により本主への返還を命じる。 
第434条：他人和与禁止。 
 
  
(3)時代背景 
・元に対する警戒。当時の御家人の窮乏。経済基盤の維持・強化の必要。 
・この法律により売買、質、贈与を利用した金融の途が閉ざされた→別な方法の模索 

 
(4)その後の展開 
中世：元寇の脅威が続いている頃はこれらの規制の改廃が頻繁。その後、途絶 

近世：田畠永代売買禁止令（1643年）潜脱のために「 譲 渡
ゆずりわたし

」（主として血縁者間で譲状

を作成して好意や隠居に伴って行われる財産移転）や「由緒譲」等と呼称される取引が流
質や本銭返（＝買戻特約付売買）と共に利用←規制潜脱手段としての利用 
 
Ⅲ 買戻特約付売買（本銭返，本物返等）（⺠法第579条以下） 
１ 法的構成 

 
・買戻特約特約付売買。 
・買主が支払う代金は実質的に融資金 

 
1 「第四三三条 以所領入質券令売買事 

 右，御家人等，以二所領一或入二質券一，或令二売買一之条，為二侘傺之基一也歟，自今以後，不レ論二御恩私
領一，一向停二止沽却並入流之儀一，可レ令レ弁二償本物一也，但非御家人之輩事，被レ載二延応制一之間，不レ

及二子細一歟， 
第四三四条 以所領和与他人事 
右，閣二子孫一譲二他人一之条，結構之趣，甚非二正義一，不レ謂二御恩私領一，向後可レ被レ召二彼和与之地一

也，但以二一族並傍輩子息一，年来令二収養一者，非二制之限一焉，」 
 



・売主は元金弁済で所有権復帰 
↓ 
・売買形式のため売買後に売主・買主間に債権債務関係は残らない←譲渡担保と違う。 
・買戻権は売主の権利であって、義務ではない。 
 
２  生  成 
貞永式目追加条々第433条と第434条（1268年）で所領、売買、質入、譲渡担保禁止（他人
和与禁止）。 
↓これらに該当しない代替取引考案の必要 
本銭返考案（最古の例が1270年2。以後頻繁に本銭返売券が現れる）3。 
 
３  その後の展開 
本銭返売買は次のような目的で利用されてきた。 
 
① 土地の売買質入禁止潜脱、徳政令回避（〜1872年田畑永代売買解禁令）。 
②  買戻権付与の見返りとして通常よりも廉価での財物譲受4←買主のメリット。大土地
所有の手段（〜戦前） 

 
2 1270年（文永７ 年７ 月26日）僧観⻄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web・カ函35-3。宝月・1968年・355頁収録）を挙げよう。 
「売却 私領田地の事 
     合計１ 段 買戻〔原典は「うけ」。宝月・1968年・355頁によると，「うけ」＝「買戻」〕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 段の所。 
 右件の田は，僧観⻄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。 
        文永７ 年歳次〔さいじ＝年回り〕庚午７ 月26日 
   僧観⻄（花押） 
定忠（花押） 
楞厳（花押）」 
 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・2015年・35頁以下において詳論した。 
3 この辺については，池田・2015 年において詳細に論じた。 
4 中世における通常売券と本銭返売券における田畑１ 段辺りの取引額平均を比較すると，本銭返売券の
方が廉価であることが確認される（池田・2016 年・89-91 頁）。 



③  質より高額な金銭の融通5←売主のメリット 
 
Ⅳ 売渡担保 
１  法的構成〜本稿における「売渡担保」の意義 
・基本的構成は買戻特約付売買と変わらない。では区別の基準は？ 
 ・利息の有無あるいは買主への占有移転の有無等諸説がある←実質的には大差ない。利
息を取るなら、占有移転が無い場合がほとんど。 
・本報告では利息付買戻特約付売買を売渡担保とする。これが何時頃発生したか？  
 
２  生  成 
最古例：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・686）6で
←本銭返最古例の34年後。ただし同時期に発生した可能性も否定できない。 

 
３  その後の展開 
中世：買戻特約付売買（本銭返）がほとんどで、こうした変則型は極めて稀。 
・元亨元年６ 月26日（1321年）の貞行田地売券（高野山・五・499）：買戻代金に利息類
似の増金として毎年の小作料（原典は加地子）＝利息相当納付義務。約６ 年でほぼ元本
回収ができる内容←徳政対策の可能性 
・不動産のみしか見当たらず 
 

 
5 そのような目的による利用が明確に確認される具体例については，池田・2016年・101-103頁。 
6 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 ⻄は道を限とする 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年を延⻑すべきものとする。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（⺠法第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。 



近世：『全国⺠事慣例類』において類似の慣例が多数 
・買戻時に増金を加える例が全て（例えば，538丁・出雲国能義郡，540丁・美作国勝何
郡，543丁・周防国都濃郡，544丁・⻑門国豊浦郡） 
・ほぼ田畑事例←田畑永代売買禁止令潜脱目的。若干禁制外の家屋敷事例（525丁・羽前
国置賜郡）。 
・動産は加賀国江沼郡の例（531丁）。売買から３ 日以内は買戻代金は原代金のみ，それ
より後は増金を加える。 
 
近代：やはり不動産中心 
動産の例：①船舶等の高額動産（大判昭和９ 年８ 月３ 日新判例体系⺠法８ 巻218ノ22
頁），②集合動産（大判明治44年５ 月20日⺠録17輯306頁。金屏風や多量の水晶角材を担
保にとった事例），③不動産に加えて集合した動産を担保にとる例（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一台，檜板50枚を担保
にとった事例）等若干例 
 
総括 
(1)所有権移転担保の発生順 
①譲渡担保（他人和与）（〜13世紀）→②買戻特約付売買（本銭返）（13世紀後半）・③売
渡担保（本銭返の変則形態） 
 
(2)発生原因 
②③：元寇の危機、御家人窮乏、所領売買質入，他人和与（①）の禁止（1268年） 
 
(3)主な利用目的 
(i)所領の取引制限、徳政令、田畑永代売買禁止令の潜脱（〜1872年） 
(ⅱ)売買よりも安く目的物取得（大土地所有の手段〜戦前） 
(ⅲ)質よりも多くの資金融通を得る 
 

法制度等の社会制度の下、当事者のニーズにとって合理的な手段が考案されたり、選択
されてきた。衰退したものが再興されることもあった（譲渡担保）←どの担保が優れてい
るということではない！ 
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