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はじめに

　信託は、我が国において実は古くからある制度である。しかし信
託銀行など一定の要件を満たす会社しかできなかったため、一般的
にはほとんど知られることがなく、実務でもほとんど使われること
はなかった。
　ところが平成 19 年に信託法の大改正が行われたことにより、信
託を使える人のハードルが下がったため個人でも容易に活用するこ
とができるようになった。その結果、信託の可能性は大きな広がり
を見せつつある。
　その一方で、信託を使うという慣習が日本では今までほとんどな
かったため、信託をどのような事例で活用できるのか、活用した場
合のメリット・デメリットはどのようなものか、といったことがわ
かりづらく、特に信託の活用に際して必須ともいうべき信託税制に
ついては理解が難しい部分もあり、信託法の改正後 10 年以上経つ
にもかかわらず、未だ信託の活用が十分に進んでいるとはいえない
状況である。
　しかし、信託にはこれからの日本社会において益々増加すると思
われる二つの社会問題において、その特性を活かし、大きな関わり
を持つと私は確信している。
　一つ目は、高齢化社会問題である。高齢化が進み認知症リスクが
高まる現代社会において、人間誰しも必ず訪れる「相続」における
財産の承継問題を解決するにあたっては、信託が非常に有効であ
る。
　二つ目は、家族の在り方の多様化問題である。昨今離婚や再婚の
増加、同性カップルや子供がいない家庭、年の差婚、国際結婚など
数十年前までに比べて家族の在り方が多様化してきている。そして



複雑な家族関係における「相続」の財産承継問題を解決する際に、
やはり信託が非常に有効である。

　本書では、信託の特性を活用できる特徴的な事例として、「認知
症」と「家族関係の複雑化」、テーマをこの二点に絞って事例を選
定している。また活用に際しての難易度を三段階で付けている。ま
ずは簡単な事例からあたっていくのが良いと思われる。
　認知症予備軍の増加や家族の在り方が多様化している現代社会に
おいて、本書がより素晴らしい社会生活・資産承継の一助になれば
筆者最大の喜びである。

　平成 30 年３月

北澤　達夫
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序　章　信託がなぜ必要とされるのか
―その社会的背景―

１．加速する高齢化社会、高まる認知症リスク

　我が国において、年々高齢化が進んでいるといわれて久しいが、
内閣府による平成 29年版の高齢社会白書によれば、平成 28年 10 月
1日現在、日本の 65歳以上の高齢者人口は、過去最高の 3,459 万人
となり、平均寿命は男性 80.98 歳、女性は 87.14 歳でいずれも過去
最高を更新した。平均寿命の過去最高更新は、男性が５年連続、女
性も４年連続である。平均寿命を世界との比較でみると、男女とも
世界２位（１位は男女とも香港）。我が国は、世界有数の長寿国である
ことが客観的にも証明されている。
　そして、高齢者人口のうち、「65 歳～74 歳人口」（前期高齢者）は
1,768 万人で、これは総人口に占める割合の 13.9％になる。また
「75 歳以上人口」（後期高齢者）も 1,691 万人で、総人口に占める割
合は 13.3％となり、前期高齢者と後期高齢者を合算した高齢化率
は、27.3％となる。これを言い換えると、現在の日本は、４人に１
人以上が 65 歳以上の高齢者、８人に１人以上が 75 歳以上という超
高齢化社会ということになる。
　さらに、その超高齢化社会における我が国において、昨今大きな
社会問題となってきているのが「認知症」である。厚生労働省の資
料によれば、2025 年には日本国民のうち 700 万人もの人が認知症
になると試算されており、高齢化社会が進むにつれて認知症のリス
クは必然的に増大することが予見されている。
　認知症を発症した場合、その解決策は困難を極める。かといっ
て、認知症がいつ発症するのか、それを予知することも極めて難し
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い。長寿というのは、一般的に良いことではあるが、高齢化社会が
進むにつれて長寿の負の側面ともいうべき認知症リスクは年々増大
し、今や社会全体が抱える大きなリスクとなっている。
　認知症のリスクたる最大の所以は、認知症を発症すると、本人の
意思能力が失われたと判断されて、契約など意思決定を要する様々
な法律行為が困難になるという点である。すなわち、不動産や金融
資産等について、その承継対策や相続対策等を税理士などの専門家
と協議していたとしても、ひとたび認知症を発症すると、その実行
が非常に困難となってしまうということである。そしてこの問題
は、その家族や利害関係者ら周りの人に対しても多大な影響が生じ
るため、発症した当人だけの問題では済まされないのである。
　このように認知症は、人間誰しもに必ず訪れる相続における資産
の承継や、財産の活用を非常に困難にするリスクを内包している。
そこで、これらのリスクを回避する手段として、また新たな相続対
策の手法として、注目されているのが「信託」である。
　世界トップクラスの平均寿命を誇り、ますます高齢化社会が進む
ことが確実な我が国日本において相続対策を考える上で、信託の活
用を全く検討しないということは、もはやあり得ないのではないか
と思われる。もちろん信託というのは、あくまで相続対策における
選択肢の１つであるため、必ず行わなければならないというもので
はない。しかし、相続対策を行うのであれば、少なくとも信託の活
用の是非についての検討は必須であろう。

２．複雑な家族関係の増加

　信託は、資産承継や相続対策など様々な場面で大きな効果を発揮
する。しかし、信託は対策すべき財産を多く持つような、いわゆる
資産家だけに限定された制度ではない。財産がなくても、離婚・再

婚等で家族関係が複雑になった場合の資産承継対策や、障害を持つ
一人っ子がいる家庭において、信託はその特性を発揮するのである。

（１）離婚・再婚がある家庭の資産承継
　結婚したカップルの３分の１は離婚をするといわれており、離婚
はもはや珍しいことではないが、近年、離婚した後に中高年が新た
なパートナーを見つけ、再婚するケースが増えている。
　「人口動態統計」によれば、2012 年に同居生活を開始し届出をし
た人は、50歳以上の男性で２万 5,514 人、女性で１万 3,518 人いた。
50 歳以上で結婚した人は 2000 年頃から急増しており、熟年離婚が
増加する一方で、時期を同じくして熟年結婚も同様に増加している。
これに伴い、65歳以上での結婚いわゆるシニア婚も男女ともに 1990
年時点と比較すると倍増している。
　このように、熟年離婚と同じように熟年結婚（再婚）も増加して
いる。しかし、特に子持ちの中高年が再婚する場合は、遺産相続を
どのようにするかといった相続財産に関する問題が生じやすい。具
体的には、親の再婚により親の新しいパートナーも法定相続人とな
るが、その子供からすれば本来自分が相続できるはずであった自分
の持分が減ることになってしまい、そのため子供が親の再婚に反対
するといった例が挙げられる。
　とはいえ親の人生である。再婚するもしないも当たり前の話では
あるが親の自由である。それどころか子供からすれば、親の老後に
不安がある場合、再婚を祝福したい気持ちを持っていることも多
い。しかし、その一方で財産はすべて相続したいという気持ちもあ
る。親が新パートナーと同居する親名義の自宅は最終的に自分のも
のになればいいので、とりあえず再婚相手が住んでも問題はない。
しかし親の死後、誰に相続させるかその決定権を持っているのは、
親ではなく自宅を相続した新パートナーである。そのため、自宅が
必ずしも最終的に子供が相続できる保証はない。
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　このように、いかにも今後増えそうな相続問題に対し、信託が有
効に活用できるケースがある。それが「後継ぎ遺贈型受益者連続信
託」といわれるものである。親自身が信託を活用することで、子供
の想いを法的に確定させることができ、子持ちの熟年再婚を後押し
することにつながる。

（２）障害を持つ一人っ子の家庭の資産承継
　信託の活用は、障害を抱える子を持つ家庭においても検討の余地
がある。代表的な活用事例としては、両親が亡くなった後、障害を
持つ子供の生活をどうやって支えていけばいいかという、いわゆる
「親亡き後問題」である。
　重度の障害がある一人っ子がいる家庭では、親亡き後、重度の障
害がある子自身は遺言も書けず、独身で子もいない、といったケー
スも多い。法律上の相続人がいないため、将来その子が亡くなった
時は、両親が子のために遺した財産は有効活用できずすべて国庫に
入ってしまう。親としては自分が元気なうちに、なんとかしておき
たいという気持ちはあっても、具体的にどうすればいいかわからな
い。そこで登場するのが信託である。
　信託を活用することにより、二次相続以降の資産承継先を指定す
ることができるため、子自身が使い切れずに残った資産は、国庫で
はなく例えば、世話になった社会福祉法人に寄付をする、支えてく
れた親戚等に御礼として渡す、などといったことが可能になる。ま
たそのような寄附行為が両親の想いであるのならば、それを実現す
ることができる。

　このように、信託を活用した相続対策といっても、決して資産家
や事業経営者だけのものではなく、複雑な家族関係をお持ちの方や
障害者を抱えるご家庭などでも、信託の活用の余地は十分にあり、
信託は社会的に非常に有用な制度といえる。

第１章　総　論

１．信託とは

（１）概要
　信託とは、文字どおり「信じて託す」ことをいう。託すものは、
預貯金や不動産などの財産である。すなわち、信託とは、信頼でき
る人（又は法人）に自分の大切な財産を預けて、預ける目的に従い
管理をしてもらうことをいう。
　信託においては、財産を預ける人を「委託者」、預かる人を「受
託者」、預けられた財産から得られる利益を受け取る人を「受益者」
という。信託は基本的に、この三者の関係性により成り立ってい
る。

　信託を行うことにより、委託者が所有権を有していた財産の管
理・運用・処分に関する権限は受託者に移行し、信託財産の財産的
価値（運用益を受け取る権利や元本を受け取る権利）は受益権として受
益者が保有することになる。

（２）信託の方法
　信託を行う場合は、次の３つの方法のいずれかによる。

　①　契約による信託…………………………………＜信託契約＞
　②　遺言による信託…………………………………＜遺言信託＞
　③　信託すると宣言することによる信託…………＜信託宣言＞
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　①　契約による信託
　…　契約による信託は、委託者と受託者の二者間の契約によって成
立する。受益者は契約の当事者にならない。受益者は、一方的に
信託財産から利益を受けるだけであるため、信託契約に際して受
益者の合意は不要とされている。ただし、後述するが、実務的に
は信託契約を円滑に進めるに際して受益者の合意が必要なケース
も多い。

　②　遺言による信託
　…　遺言による信託は「遺言信託」といい、遺言の文中に「自分が
亡くなった場合……信託する」と定めるものである。遺言信託は、
遺言の特性上、遺言者の単独意思で行うという点が特徴的である。
また信託の効力は、遺言の効力が発生することにより生じる。
　…　受託者は、遺言の中で指定することになるが、信託を引き受け
るかどうかは受託者の自由であり、拒むこともできる。
　…　受託者となることを拒んだ場合には、受益者間の協議で新受託
者を選任し（信法 62 ①・⑧）、協議の状況次第で利害関係人が裁
判所に申し立てて受託者を選任することになる（信法 62 ④）。

　③　信託すると宣言することによる信託
　…　信託宣言による信託は、委託者の単独意思表示により成立し、
「自己信託」ともいう。自己の信託すなわち、委託者自身を受託
者として、いわば自分で自分の財産を管理するというものである。
　…　自己信託は委託者と受託者が同一であるため、契約によること
なく単独で成立するが、委託者が口頭で宣言するだけでは、信託
の内容が客観的に不明確なため、自己信託には書面性が要求され
るとともに（信法３三）、公正証書の作成や、受益者とされた者に
対する確定日付のある通知が、信託の効力が発生するための要件
とされている（信法４③）。

（３）信託の機能
　信託の機能は、大きく３つあると考えられる。すなわち、①信託
財産の管理等の権限を信頼できる人（又は法人）に移すことができ
る機能＜権限移譲機能＞、②所有権を２つの権利に分けることがで
きる機能＜所有権分離機能＞、③委託者の意思を委託者の死後も継
続させることができる機能＜意思継続機能＞、である。
　各機能の詳細については以下のとおりである。

　①　権限を移すことができる機能 ＜権限移譲機能＞
　…　信託が実行されると、委託者が所有している信託財産は、受託
者の管理下に移転する、すなわち、信託財産に関する権限が、信
頼できる人（又は法人）に移譲されることになる。例えば、不動
産の場合は受託者が所有者として登記される。

　②　所有権を分離することができる機能 ＜所有権分離機能＞
　…　信託が実行されると、信託財産に係る所有権は、受益権という
債権に変わる。信託の実行前においては、委託者は信託財産に対
し全面的・包括的な支配権（民法 206）である所有権を有している
が、信託が実行されることにより、所有権という１つの権利が、
収益を受け取る権利という「収益受益権」と、元本を受け取る権
利という「元本受益権」に分離される。１つの権利を２つに分け
ることで、従来はできなかった資産承継の手法が可能となる。

　③　委託者の意思を委託者の死後も継続させる機能＜意思継続機能＞
　　信託が実行されることにより、信託が存続する限りは、委託者
の意思が委託者の死後においてもずっと尊重され続けることとな
り、死後も自らの意思を継続させることができる。
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２．民事信託と商事信託

　すべての信託は、委託者・受益者及び取引する第三者を保護する
ために「信託法」の適用を受けるが、それに加えて、信託は『受託
者が「業」として（営利目的で反復継続して）信託の引受けを行うか
どうか』という観点から、法的な定義はないが、一般的に「商事信
託」と「民事信託」とに分類される。

（１）商事信託
　商事信託は、受託者が信託報酬を得るために「業」として信託の
引受けを行う信託のことをいい、信託業法の免許・登録等を取得し
た信託会社・信託銀行等が受託者になる。
　信託業法上の信託会社等には、運用型と管理型の２種類がある
が、いずれの信託会社等も監督庁の厳しい審査に合格し、内閣総理
大臣の認可を受けたものである。

（２）民事信託
　民事信託は、商事信託とは異なり、受託者が「業」として引き受
けない信託のことをいう。受託者が「業」として行うのであれば、
商事信託のように信託業の免許や登録が必要であるが、受託者が
「業」として信託を受託しないのであれば、信託業法の適用はなく、
よって信託業の免許や登録は不要である。また、「業」として行わ
ないのであれば、民事信託の場合であっても受託者として報酬を受
け取ることも可能である。
　このように、民事信託は信託業法の制限を受けないため、一定の
要件を満たせば、個人でも法人でも受託者になることができる。

（３）民事信託と商事信託のどちらがよいか
　信託の活用を検討する際、必ず考えることが、民事信託と商事信
託どちらを選んだら良いかという点である。
　これについては一概にどちらが良いとはいえない。しかし、民事
信託の場合には、商事信託と比較して、一般的には信託報酬が安く
かつ商事信託よりも柔軟性のある制度設計が可能というメリットが
あるため、環境が同じであれば商事信託よりも民事信託の検討を優
先させた方が良いと思われる。
　しかし、民事信託を実行しようとする場合は、受託者の選任が問
題になりやすい。なぜなら信託という制度は、財産の運用を任され
る受託者に対し、財産に関する様々な権限が集中する反面、果たす
べき義務も多く、その義務を果たせる者のみが受託者になれる、と
いう高いハードルがあるからである。
　この受託者の果たすべき義務というのは、信託事務の遂行義務は
もちろんだが、それ以外にも善管注意義務・忠実義務・公平義務等、
数多くある。したがって、信頼できる親族がいるからといって、誰
でも受託者になれるかというと、決してそうではない。受託者が果
たすべき義務を適切に遂行する能力がある者でなければならないの
である（なお、この点商事信託は、信託銀行等が受託者になるため、受託
者選びで悩むことはない）。

　したがって、民事信託を実行する場合は、信頼でき、かつ適切に
事務処理ができる受託者が身近にいるということが大前提となる。
受託者に適した者が見つからない場合のリスクや、幸いにも受託者
になりうる者が見つかった場合でも、その者が死亡した場合のリス
クについてどのようにカバーしていくかといった点が、商事信託に
比べて民事信託では課題となる。

　ゆえに資産承継を考える際、何がなんでも民事信託で実行しよう
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とするのではなく、適切な受託者が見つからない場合、あるいは敢
えて商事信託で実行した方が安心かつ効率的であるといった場合等
には、商事信託の活用を検討するという手もあることに留意が必要
である。

３．民事信託のメリット

　民事信託を活用することによって得られる主なメリットは、以下
のとおりである。

（１）認知症による財産の凍結を防ぐことができる

（２）分散した財産の名義を集めることができる

（３）財産保有者の意思を凍結することができる

（４）何代も先の財産取得者を指定できる

（５）不動産取得税の圧縮など一定の税効果を受けることができる

（１）認知症による財産の凍結の防止
　意思能力のない者の意思表示は、当然に無効となる。
　そのため、例えば、ある土地の所有者が認知症を発症し、発症後
に当該土地を売却しようとしても、認知症により意思能力がないと
いうことで、売買契約の締結を行うことができない。売却ができな
いなら土地を有効活用しようということで、当該土地の上に収益物
件を建設しようと思っても、やはり意思能力がないと収益物件建設
に関する請負契約の締結ができない。成年後見制度を活用し、親族
が本人の代わりに不動産の売却などをしようとしても家庭裁判所の
許可が下りずにできない。このようなケースが起きることがある。
　この売れない、活用もできないといった財産の硬直状態のことを、

一般的に「財産の凍結」という。
　認知症になる前の段階で民事信託を活用し、財産に関する権限を
本人から受託者へ移すことで、本人が認知症になっても、財産の凍
結を防止することができ、結果として不動産の売却や活用などを円
滑に実行することが可能となる。

（２）分散した財産の名義を集めることができる
　不動産が関係する紛争の１つとしてよくあるのが、不動産の共有
トラブルである。相続があった場合に安易に親族間で共有にしまっ
た結果、その後当該不動産を売却や活用などをする際に、親族間で
意見の相違などが生じ、それが結果的に思ってもいなかった大きな
親族間の紛争に繋がることもある。
　民事信託を活用すれば、不動産に関する権限を共有者から信頼で
きる受託者に集中させることができるため、結果として、不動産に
関する管理処分等についての紛争を未然に防ぎ、不動産に関する
様々な契約行為（売買、大規模改修、借換えなど）を円滑に進めるこ
とができる。
　同様の信託の活用例として挙げられるのが、名義が分散している
同族会社の株式（自社株式）である。自社株式について民事信託を
活用することで、株式に関する権限を受託者に集中させることがで
き、自社株式の名義が分散していることによるリスクから会社を守
ることができ、安定した会社経営を行うことが可能となる。

（３）財産保有者の意思を凍結することができる
　財産の保有者が、「自分はこの財産を○○したい」といった意思を
確実に残す（凍結する）ことができる。これにより、財産保有者の判
断能力が衰えて意思決定が正確にできなくなった時に備えることが
でき、財産保有者の将来の資産承継における不安を払拭することが
可能となる。


