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量T椰 六 繹鼈忽襲≧祠蟷饒文颯

>久 々の高視聴率を記録したNHK朝 の連続テレビ小説 『ゲゲゲの

女房』が今月をもって終了する。ドラマは,漫 画 『ゲゲゲの鬼太郎』
の作者,水 木しげる氏の妻ヮ武良布枝さんの自伝をもとに,一 家の

波乱の人生を描いたもの。夢と希望があった戦後の高度経済成長
期,不 器用だが一途に漫画の道を貫く夫と,貧 しくとも懸命に支
えていく妻の姿が共感を呼んだ。昭和の時代にノスタルジーを感じ
た人も多かったようだ。ドラマでは,一 家が質屋に駆け込むシーン
が度々あるが,質 屋の亭主は商売に厳しくも他人思いの人物として

描かれている。今日,質 屋といえば,ブ ランド品の買い取り業者の

イメージが強い。庶民の金融としての役割は変わったのか。テレビ
の鑑定コーナーでも活躍する千葉県松戸市の江黒質店 3代 目,江
黒元泰氏にお話を聞いた。

餞糞昌再掘緯事畠畠『
鰊江戸時代から需要が急増

「しち」という言葉は,か なり

古 くから用いられてきた。平安時

代の 『宇津保物語』には 「侃き給

ふ御侃刀をしちに置かん」とある。

もっとも,その意味は現在の 「質」

とは必ずしも同じではないらしい

(平凡社 『世界大百科事典』)。質

屋の起源については,諸 説あるよ

うだが,渋 谷隆一氏 (駒沢大学名

誉教授)の 『私営質屋の展開と政

策対応』によると,金 貸,無 尽と

ともにわが国古来の金融機関であ

り,鎌 倉時代以前から存続 してい

るとしている。
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一般庶民に浸透 し始めたのは,

貨幣経済が広がった江戸時代以降

であり,か の豪商三井家も江戸初

期の元和年間 (1615年～1624年),

伊勢国松坂で質屋と造り酒屋から

創業 している。

幕府は,1642年 (寛永19年)に

は 「質屋仲間掟」を発布 し,秩 序

の維持を図ったが,こ うした質物

金融の定法は,江 戸時代を通 して

幕府のみならず,各 藩においても

頻繁に出されていた。

何しろ,質 屋の数は,18世紀の

江戸では2,700軒,19世 紀中頃の

大坂では2,400軒に上る。庶民の

生活におぃていかに質物金融の需

要があり,そ の一方で取 り締まり

取材。文/坪 義生

の必要があったかうかがい知るこ

とができよう。

布告された定法は,か なり細か

な規定が定められていた。盗品触

書への対応策,人 品に不相応の貴――
―，，１
，，‐‘，
‘，，，１１
１１
，‘―
缶



重品持参への心得や,置 主 。請人

名前,住 所寄留先 ・判形の確認を

義務づけるほか,質 営業の名前貸

し。取次人の強引な質物勧誘 。現

実の入質をしない置質 ・無断営業

などの禁止規定もあった。

現在 ,質 屋営業 については ,

1950年に公布 された「質屋営業法」

が監督法規となっているが,ぞ う

物 (盗品その他財産に対する罪に

当たる行為によつて領得 された

物)の 品触れ (警察が紛失品や盗

品などの特徴を書き,質 屋 ・古物

商などに触れ示すこと),名 義貸

しの禁止など,同 様の規定は少な

くない。

鰊質流れで返済義務は消失

一般的に質屋は,人 々に家財 ,

衣服や商品などの動産を質草とし

て小口消費資金を融通する庶民金

融機関と説明される。最近では,

テレビで質屋の買い取 リシーンが

取り上げられることが多く,若 い

世代には誤解の向きもあるよう

だ。そのシステムについて,改 め

て述べておきたい。

質屋営業法第 1条 では,「物品

(有価証券を含む)を 質に取 り,

流質期限までに当該質物で担保さ

れる債権の弁済を受けないとき

は,当 該質物をもつてその弁済に

充てる約款を附して,金 銭を貸 し

付ける営業」を質屋営業とし,都

道府県公安委員会の許可を受けた

者を 「質屋」と定義づけている。

平たくいえば、いわゆる 「質草」

の価値に相応する金銭を貸し,期

限内に利息を含めて返済されれ

ば,質 草を返却し,返 済されなけ

れば没収 (「質流れ」)す るという

ものである。

「例えば,時 計が持ち込まれて

査定が1万円であれば,1万 円ま

でお貸しできます。質の期限は基

本的に3ヵ 月間で,そ の間,元 金

と利息が発生します。うちの場合

ですと,1万 円であればlヵ月900

円の利息になりますから,lヵ 月

で返済される場合,1万 円と900

円で品物はお戻しします。期限が

過ぎると流れることになります

が,お 客さんの返済の義務もなく

なります。質流れでお終いという

ことです。質屋には取立てがない

ので,返 済に追われることがない

というのがメリットですね」(江

黒元泰氏)

昨今,社 会問題となっている多

重債務に陥ることもない。質屋が

庶民の金融として定着してきた理

由は他にも挙げられる。審査が簡

易なことである。質屋営業法では,

「質置主の住所,氏 名,職 業及び

年令を確認しなければならない」

としているだけであり,運 転免許

証や健康保険証などで身分証明す

れば足りる。消費者金融のように

年収証明はいらないし,過 去の借

金歴が問題となることもない。

さらに,昔 ながらの人情が残っ

ているのも質屋の特徴であろう。

「金融機関のように3ヵ月経っ

たらきっちり流すところもありま

すが,う ちの場合,期 間内に返せ

る目処がないときは,利息だけ払

えば期限を延長しています。とき

には,値段が付かないものが持ち

込まれ,ど うしてもと言われて,

お貸しすることもあります。半分

以上は,返 ってこないんですが」

なお,ほ とんどの質屋は買い取

り業務も行っているが,こ れはリ

サイクルショップに求められる古

物商の許可も得てのことである。

保管の必要がないだけに,査定額

も高くなることが多い。
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黎 ピーク時の16%程 度にまで激減

警察庁の 『平成21年中における

古物 ・質屋営業の概況』によると,

質屋許可は,昭和33年の 2万 1,539

件をピークに減少し,平 成21年末

には3,422件 (前年比87件減)と ,

ピーク時の16%程 度にまで激減 し

ている。

「現在 ,コ ンビニは全国で4万

店舗あるといいますから,昭 和33

年当時の2万件は,そ の半分くら

いで,か なりの数だったことが分

かります。まさに急にお金が必要

になったときの庶民の金融で し

た。それが,消 費者金融が現れ,

銀行がキャッシングを始めるな

ど,無 担保でも手軽に借 りられる

ようになったことが質屋が激減 し

た原因です。後糸区者がいないこと

もあるでしょう」

時代とともに変化したのは数だ

けではない。前述のように,本 来

の質屋営業における貸 し付 けか

ら,古 物商の範疇であるブランド

品,貴 金属の買い取 りが主流とな
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っている。なかには,買 い取 りに

力を入れ,リ サイクル品の小売業

で事業を拡大 しているところもあ

る。

「うちは,買 い取りもしていま

すが,基 本的に昔のままの営業で

やっています。ただ,持 ち込まれ

る品物はずいぶん,変 わってきま

した。時代によって流行り物があ

るんです」

質屋全盛の時代までは,和 服な

どの衣類が主流だった。やがて,

昭和40年代の高度経済成長期には

電化製品が増え始める。昭和50年

代半ば頃から貴金属や国産時計が

主流になり,バ ブルに突入した平

成からはブランド品や輸入時計が

加わった。

「戦後,間 もない頃は,朝 ,職

人さんが米びつに米が入ったまま

持ってきて質入し,夕 方,出 して

帰ったという話も聞いたことがあ

ります。そこまででないにしろ,

傘や長靴というのはよくあったよ

うです。僕が物心をついた頃は,

まだ電化製品も多く,冷 蔵庫や洗

濯機などを倉庫にゴロゴロ運んで

いたのを覚えています。今は,衣

類を扱わない質屋もありますが,

うちでは昔のように扱っています」

なお,質 屋は庶民の金融といわ

れるものの,法 律上は金融業者と

はみなされていないため,貸 金業

における利息制限法の規制 (10万

円未満の年利20.0%)を 受けない。

少額融資であることや,3ヵ 月と

いう短期融資であることに加え,

質草の査定 と保管の手間を勘案

し,年 利 109.5%(1日 当た り

0.3%)ま での高い上限金利が認

められている。

藪謳扁1:脇り
躙経験で鑑定眼を養う

質屋は700年の歴史を有する商

売である。庶民に広がった江戸時

代以降は丁稚,小僧からたたき上

げられ,番 頭に出世した後,店 主

の許可を受けて独立という 「徒弟

制度」が当たり前の世界であった。

戦後,こ うした慣習はすたれたも

のの,依 然として修業という概念

は残っている。

「今でも修業中の身分を 『丁稚』

と呼んでいます。僕のように家業

が質屋でも外のお店に丁稚に出さ

れ,3年 間は修業します。そして,

4年 目はお礼奉公するのが一般的

かと思います。もちろん,最 近で

は,こ うした修業をしないケース

も増えていますが」

他の業界と同様,最初は雑用か

ら始まり,「値踏み」と呼ばれる

質草の鑑定の要領やその着眼点な

どを学んでいくことになる。質屋

営業では,貸 し付けによる金利が

利益となることはもちろんだが,

期限内に返済されなかった場合の

質流れ品を古物交換市場で売却し

た利益も大切な収益源である。し

かし,市場で値を付けるのは,素

に



毀

人でなくプロであるため,質 草の

値踏みを誤ると貸付元金を割り込

むことになりかねない。また,質

屋に持ち込まれる物は広範であ

り,特 にブランド品や美術品は常

に偽物のリスクがある。最近,主

流となっているブランド品のバ ソヽ

グなどは種類も多く,そ れに相応

する偽物が作られているため,鑑

定眼を養うのは容易ではない。

「毎年,新 しいものが出るたび

に勉強しています。ブランド品も

流行に影響されるため,相 場感を

養うことも必要ですね。流行から

外れれば,当 然,売 れなくなりま

す。だから,メ ーカーのほうも

次々と新商品を出してくるんで

す。初めての物はこちらも予備知

識がなければ,高 く値を付けて失

敗することもあります。何しろ,

編そうとやってくる詐欺集団もあ

るんですから。困っている人を装

って,新商品を持ってこられたら,

『あっ,や っちゃった |』なんて

ことになりかねません」

偽物かどうかは,日 々の勉強で

見抜くことができるとしても,本

物の盗品の場合は質草だけを見て

いては対処のしようがない。質屋

営業法では,盗 品の場合は被害者

に対し,無 償で盗品を返還しなく

てはならないこととしているた

め,損 害は大きい。

「人も見なければならないとい

うことですが,こ ればかりは修業

時代には分かりません。長年やっ

ている二代目の父は 『何かおかし

いぞ』と指摘することがありまし

た。盗んだ本人が代理人を使うな

ど,巧妙化していますから,見 分

けるのは簡単ではないですね。僕

も9年 目になってようやく分かる

ようになってきました。経験しか

ありません」

輻人の役に立つ伝統ある仕事を継ぐ

江黒質店は,戦後,祖父の江黒

忠吉氏が浅草の露天商から始め,

昭和42年に現在の場所 (松戸市五

香駅前)で 営業を開始した。三代

目の元泰氏は,獨 協大学経済学部

に入学するまでは後を継ぐ意志は

なかったと言う。

「質屋にいいイメージがなかっ

たんです。それが大学に入ってか

ら変わりました。旅行が好きでバ

イクにテントや寝袋を積んでよく

一人旅をしていました。地方に行

ったときに人の人情に触れること

があって,人 のためになる仕事を

しようと思うようになりました。

そう考えると,質 屋は人のために

なっているんですね。たまたま,

大学に質屋の研究をしている教授

がいらっしゃって,そ のゼミで質

屋の研究をするなかで,家 業を継

ぐ意志を固めました。伝統ある職

業をなくしたくないという気持ち

も強かったですね」

平成14年3月 ,卒業と同時に池

袋の質店に修業に入った。

「正直,恵 まれていました。普

通,大 きなお店だと,買 い取り部

門や販売部門など,今 ,主 流にな

っている特定の部門だけで修業を

終えてしまうことが少なくありま

せん。僕の場合,い ろんな仕事に

携わらせてもらえました。社長が

よく現場に出ていたことも大きか

ったと思います。直接 ,あ れこれ

指導を受けるわけではありません

が,仕 事ぶりを直に見て勉強する

ことができました」

元泰氏は,丁 稚の 3年 を終え,

4年 目のお礼奉公を経て家業に入

るつもりだったが,社 長に引き止

められてさらに 1年 ,留 まった。

5年 間に値踏み したブラン ド品 ,

貴金属はおびただしい数に上る。

「宝石は場所が池袋だけあって

扱う数が多いんです。ブランド品

についても知識は全くなかったん

ですが,ヴ ィトンだけでも年間で

数千個は扱いました。おかげで,

遠くから一瞥しても真贋は分かり

ます。ここを見るという決まりが

あるのではなく,数 を見てきた経

験で判断できるんですJ

家業に入ると,1年 間かけて宝
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石鑑定の専門資格を取得。現在は,

先代の父,政 吉氏の手を借 りなが

ら店の全般を取り仕切っている。

猾忘雷I厭雷
と地域と

「僕がこの仕事をやるうえでい

つも考えているのは,『伝統を守

りたい』『お客さんのためになり

たい』『地域に必要とされるお店

にしたい』ということです。質屋

は地方によって品物はもちろん,

お客さんも違ってきます。都内の

質屋では他県からのお客さんも多

いのですが,う ちでは地域密着で

やってきました。親子二代で来て

くれるお客さんもいます。値段が

付かない物を預かれば,損 をする

こともありますが,そ れでも,

『あのときは助かりました』と返

済しに来てくれるお客さんがいる

から,頑張っていけるんです。正

直なところ,貸 し付けでは,質 草

を預かれば預かるほど保管のため

に負担が生じ,5,000円以下の場

合,採 算が合わないため,扱 わな

いところも少なくありません。で

も,僕 はそれを扱うのが質屋の仕

事だと思っています」
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