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はじめに

～今、民事信託が注目を浴びる社会的背景～

●超高齢化社会と相続税増税の日本
　内閣府が作成した高齢社会白書（平成 27 年版）によると、我が国の 65
歳以上の高齢者人口は 3,300 万人（平成 26 年 10 月１日）。総人口は１億
2,708 万人のため、高齢者の人口は総人口の約 26％を占めています。ま
た、厚生労働省の統計では、2025 年の高齢者人口の見通しは、3,657 万人
となり総人口の 30.3％を占めることになると予測しています。
　高齢者の認知症有病率は 15％（厚生労働省、平成 22 年推計値）で、今後
その比率は増え、2025 年には高齢者の５人に１人が認知症に罹患すると
予測されています。予測の比率から数を推計すると、その数は 700 万人に
なります。
　平成 27 年より相続税の基礎控除が引き下げられたことにより、相続税
の対策を検討する人が増えてきました。金融機関、不動産関連の会社など
では相続税対策の提案がますます増えています。

●中小企業の事業承継問題
　中小企業では、経営者を中心とした同族関係者が自社株式の大半を保有
しており、会社の所有と経営が一致しています。また、経営者個人名義の
不動産を事業のために使用するなど、経営者の資産と自社が密接な関係を
もっています。そのため、現経営者から後継者への事業承継では、自社株
式と事業用資産を後継者に集中して譲ることが必要となり、その点におい
て税の問題と他の家族との資産分割に問題が生じます。

●不動産管理、承継の問題
　個人の家計資産における宅地（土地）資産の割合は 55％を占めています



（国土交通省「世代間資産移転の促進に関する検討報告」2013 年３月）。宅地と建
物を合わせた場合、その割合は７割近くを占めています。
　国土交通省では、宅地（土地）資産の６割を 60 歳以上の世帯が有して
いると推計しています。内閣府の調査（「平成 23 年度高齢者の経済生活に関
する意識調査」）によると、自宅以外に賃貸用不動産を所有している人の割
合は回答者の１割近くといいます。
　超高齢化社会の進行に伴って、高齢者が所有する不動産の管理、承継に
ついても様々な課題が生じてきています。

　自身が亡くなったときに、所有する資産の分割の指定は遺言で行うこと
ができます。年々遺言を書く人は増えてきており、平成 27 年の全国の公
証役場で作成された遺言公正証書は 11 万件を超えています。遺言作成に
関する本は、どの書店でも簡単に見つけることができ、作成数は今後さら
に増加するものと見込まれます。本文中でも述べますが、遺言には遺言者
の遺産分割に係る意思の実現に必ずしも万全ではありません。
　一方、家族の財産管理や承継を目的とする民事信託は、遺言などの従来
の制度では実現できなかった点を実現でき、その仕組みを自由に設計する
ことが可能なため注目を集めるようになりました。高齢者の資産管理・資
産承継、自社株や不動産の管理や承継においてオーダーメイドな設計がで
きる民事信託は、日本が抱える課題の解決方法の一つとして期待されてい
ます。

　本書では、相続、事業承継や高齢者の資産管理において、家族等が受託
者となる民事信託について、その活用法を示します。
　事例は、筆者の経験をもとに、本書用に作成しました。また、タイトル
を「ワークブック」とし、本書では、筆者が顧客の状況や考えを聴き、課
題や問題点を解決していくために、どのような点を注意しなければならな
いかを整理して、信託を検討する工程を表しています。

　この過程は、実務家ならではの視点であり、実際に民事信託の活用を検
討する実務家の読者の参考になればと思い、試みました。

平成 29 年２月

石脇　俊司



目　　次

はじめに

第１章　民事信託の仕組み……………………………………………………2

　（１）民事信託と商事信託……………………………………………………2
　（２）民事信託の特徴と問題点………………………………………………2
　（３）信託と遺言の補完関係…………………………………………………5

第２章　民事信託における税務の留意点……………………………………8

　（１）信託税制の基礎知識……………………………………………………8
　（２）ステージ別にみる信託の税務…………………………………………9
　（３）信託の種類別にみる税務の取り扱い……………………………… 14
　（４）信託受益権の相続税評価額の取り扱い…………………………… 17
　（５）活用事例にみる税務上の注意点…………………………………… 19

第３章　民事信託における法務の留意点………………………………… 24

　（１）委託者の行為能力と権利の制限…………………………………… 24
　（２）遺留分権利者への配慮……………………………………………… 27
　（３）その他信託設計上の注意点………………………………………… 31

第４章　民事信託の受託者の役割とその実務…………………………… 34

　（１）受託者が果たすべき義務…………………………………………… 34
　（２）受託者が担う責任…………………………………………………… 36
　（３）民事信託の受託者の業務リスト…………………………………… 37

第５章　相続対策における民事信託の活用法…………………………… 40

　【事例１】大規模不動産を所有し、妻と子が２人いるオーナーの
　　　　　ケース…………………………………………………………… 44
　【事例２】３人の子供がいる資産家のケース…………………………… 56
　【事例３】妻が施設に入所し、子供が１人しかいない高齢の
　　　　　資産家のケース………………………………………………… 66
　【事例４】受託者が土地の有効活用を行うケース……………………… 76
　【事例５】先祖代々承継してきた土地持ちの資産家のケース………… 86
　【事例６】土地を信託財産とする受益権複層化信託…………………… 96
　【事例７】再婚し後妻がいる資産家のケース……………………………104
　【事例８】障害を持つ子がいる親のケース………………………………114

第６章　事業承継対策における民事信託の活用法………………………124

　【事例９】相続発生時に後継者に承継するケース………………………126
　【事例 10】オーナーが引退するときに信託を活用するケース…………138
　【事例 11】タックスプランも兼ねて承継するケース……………………148
　【事例 12】信託と生命保険を活用して承継するケース…………………160
　【事例 13】親族以外の後継者に承継するケース…………………………170
　【事例 14】自社株が相続財産のほとんどを占めるケース………………178
　【事例 15】後継者候補はいるもののまだ決まっていないケース………188
　【事例 16】特徴的な自己信託の活用………………………………………198

第７章　高齢者の資産管理における民事信託の活用法…………………208

　【事例 17】金融資産が多い父のケース……………………………………210
　【事例 18】資産に占める不動産の割合が多い父のケース………………218
　【事例 19】年金給付が必要な父のケース（受益権複層化信託の
　　　　　有効活用）…………………………………………………………228
　



　【事例 20】資産を承継する家族がいない人の資産管理…………………238
　【事例 21】寄附のニーズがある老紳士のケース…………………………242

第８章　健全な民事信託の運用と発展に向けて…………………………246

　（１）税務と法務の専門家の役割…………………………………………246
　（２）信託実務に詳しい専門家の役割……………………………………250
　（３）地域金融機関との連携………………………………………………253
　（４）民事信託の支援者の現状……………………………………………254
　（５）民事信託をサポートするネットワークの必要性…………………254

参考法令　　259



2 第１章　民事信託の仕組み　3

第１章　民事信託の仕組み

（１）民事信託と商事信託

　民事信託の定義は諸説あります。
　この本では、「民事信託」を、信託の引受けを業として行わない受託者
による信託と定義します。そしてその受託者は、委託者の家族や家族が関
係する法人を想定しています。法人については、株式会社や合同会社のよ
うに持分があり営利を目的とする会社と、一般社団法人のように持分がな
く必ずしも営利を目的としなくてもよい法人があります。株式会社は、営
利を目的とする法人のため、信託の引受けを業としない民事信託では、株
式会社ではなく一般社団法人の方がよいと筆者は考えています（民事信託
においても株式会社が受託者となり、その家族のための信託を引き受ける受託者

としてその業務を行っている事例もあるようです）。
　一方、信託の引受けを業とする信託は、「商事信託」です。受託者は、
内閣総理大臣の免許又は内閣総理大臣の登録を受けることにより、信託を
業として行っていきます（信託業法第２条）。商事信託の担い手は信託業法
の適用を受ける信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の
適用を受ける信託銀行等です（銀行その他の金融機関は内閣総理大臣の認可を
受けて信託業務を行います）。

（２）民事信託の特徴と問題点

　①　民事信託の特徴
　…　民事信託には、信託業法の規制がありません。この本で想定する家族
の受託者（個人又は法人）は、未成年又は成年被後見人若しくは被保佐
人でなければ、家族のために信託を引き受けて信託業務を行うことがで
きます。

　…　業としての信託引受けでない家族等が受託者を務める民事信託では、
商事信託のように業務の画一性や利益を追求する必要がありません。そ
のため、委託者の目的実現にあわせて柔軟な仕組みを作ることが可能で
す。信託財産額の大きさや資産の内容についても、一定の基準以上を必
要とする商事信託とは異なり自由です。
　…　商事信託では、受託者の財産管理の対価として信託報酬の支払いが必
要ですが、民事信託では家族等による受託者の信託のため、信託報酬は
受託者の実費のみで設計することができます。費用面では商事信託に比
べ民事信託は低額で運用することができ、受益者（又は委託者）の負担
は低くなります。

【図１－１】委託者、受託者、受益者、民事信託、商事信託のイメージ
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　②　民事信託の問題点
　　　家族等が受託者となる故に、民事信託には問題点が存在します。

　　●家族個人が受託者となる場合
　　…　個人が受託者となる場合、個人の死亡リスクがあります。家族のな
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かで適任の受託者を選定し、その人が受託者となっても、その人が突
然亡くなることがあります。受託者である個人が死亡した場合、信託
法の定めにより信託は終了します（信託法第 56 条第１項第１号）。信託
が終了しないようにあらかじめ信託契約で個人受託者死亡時の後継受
託者を定めておくことが可能ですが、委託者の家族が小家族で適任の
受託者がその人しかいない場合、万が一が生じたときの信託の継続は
難しくなります。

　　●財産管理の素人による信託
　　…　家族等の受託者は財産管理では素人です。信託財産の管理、運用、
処分は経験やノウハウを必要とすることも多く、財産管理の素人によ
る民事信託では、問題が生じる可能性があります。そのため、各財産
の管理等の専門家である外部の専門家に委託することや支援を受ける
ことが必要となります。

　　●受託者は身内
　　…　家族等が受託者となる信託では、委託者に近い身内が受託者となり
ます。

　　…　民事信託では、信託契約に定められたとおりに受益者に信託利益を
分配する、信託財産を受託者の財産と分けて分別管理する、信託財産
の状況をまとめ年に１回受益者に報告するなどといった義務を受託者
が果たさない可能性があり、注意が必要です。商事信託と同様に受託
者の義務を民事信託の受託者は果たさなければなりません。

　　●民事信託では受託できない信託がある
　　…　特定障害者扶養信託（相続税法第 21 条の４）、特定寄附信託（租税特

別措置法第４条の５第２項）、教育資金贈与信託（租税特別措置法第 70 条
の２の２）、結婚・子育て支援信託（租税特別措置法第 70 条の２の３）に
ついては、民事信託では非課税要件を満たすことができません。信託

会社や信託銀行等が受託者となる商事信託であることが必要です。

　　●民事信託の受託者
　　…　民事信託の受託者は、信託を業とする者ではないため信託業法の適
用を受けません。

　　…　そこでいつも問題となるのが、信託を業とする者とはどのような者
なのか？　ということです。営利の目的を持って反復継続的に信託を
引き受けなければ信託業には抵触しない、と一般的に言われていま
す。反復継続でない回数は、３回以内なら大丈夫などといったことを
筆者も聞いたことがありますが、回数の問題ではないと考えます。あ
くまでも、その委託者（又は家族）のためだけに引き受ける信託であ
って、その信託の引受けは営利を目的としたものでないものが民事信
託であるといえます。一方、このような条件を満たす民事信託であれ
ば、営利を目的とせずに信託を引き受ける家族等の受託者は、信託事
務に係る実費として信託報酬を得たとしても商事信託に該当しないも
のと考えます。

（３）信託と遺言の補完関係

　自身の資産の相続において一般的に活用されているのが遺言です。最近
では、相続に備えて多くの人が遺言を書くようになっています。
　一方、信託は、信託が可能な財産しか信託財産とすることができない点
において、遺言に比べて対応可能な範囲が限られています（注：信託法第
16 条には、信託財産の範囲の定めがあります。信託行為において信託財産と定め

られた財産と、信託財産の管理、運用、処分、滅失、損失その他の事由により受

託者が得た財産は信託財産となります）。
　しかし、遺言においてもその問題点はあり（次ページ【図１－２】参照）、
資産承継において必ずしも万全な法律制度ではありません。そのため、遺
言と信託をセットにして相続に備えることは有効な方法となります。
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　信託は遺言の問題点について以下のような点を補完します。

　・…受託者が、信託目的の実現のために信託財産を管理することで、委託
者の意思を凍結することができる

　・…信託の設定により、信託財産は委託者の生前より受託者に移転するた
め（遺言信託を除く）、生前より信託財産の管理が確実に行え、財産の
劣化等に対処しながら次世代以降に承継することができる

　・…相続人が亡くなった後の次の承継先を指定すること（後継ぎ遺贈）が
可能となる

【図１－２】遺言の問題点（一例）

作成から遺言が執行され
るまでの時間の経過

相続財産の変動

資産の劣化
銀行、証券会社などの口座内容が
変動
資産がすでに処分されている

書き換え 遺言が複数存在
遺言者はすでに存在して
いない

相続人間の争い 相続人の主張が衝突し争いとなる

遺産分割の手続き 分割に争い
相続人の財産となるまでに時間が
かかる


