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人生１００年時代における信託の意義と機能 ― 人生設計のための法的道具 2018年９月４日 能見善久 

http://www7a.biglobe.ne.jp/~ynomi/index.html 

＜講演の狙い＞ 本講演は、大きく 2 つの部分からなる。１つは、「人生 100 年時代」の課題は何か、である。

人生を見る「視野の拡大・転換」、人生の単なる長期化ではなく、人の一生において営まれる活動のサイクルの

変化が生じることを分析する。それに伴い、資産形成という点でもこれまでの考え方を変える必要があること

が論じられる。これが第1部である。第2部では、以上のような人生１００年の課題、特に資産形成上の課題

との関係で信託は何ができるのか、信託制度の特徴を踏まえて考えてみる。 （本稿は、2018年5月に慶応大

学経済学部における三菱ＵＦＪ信託銀行の寄付講義（責任者・駒村教授）「長寿社会と金融」の1回分として行

った授業をもとに、9月4日に別の所でした講演の内容に、さらに加筆修正を加えたものです） 

 

第1部 人生100年の課題 

１ 人生１００年で何が変わるか？ 

（１）Andrew Scott とLynda Gratton の The 100-Year Life（「人生100年」） のインパクト 

  2016年6月にイギリスで出版された原著は、世界で大きな反響を呼び、日本でも同年10月には東洋経済新

報社から翻訳（「ライフシフト 100年時代の人生戦略」）が出版され、2017年には首相官邸のもとで「人生100

年時代構想会議」が急遽設立され、グラットン女史もその構成員となったほどである。スコット＝グラットンの

著書の基本的内容（第6章参照）は、これまでの３ステージの人生（3 stage life）、すなわち、教育・仕事・リタ

イヤから、人生１００年時代にはマルチ・ステージの人生、すなわち、仕事の途中で知識・技能などを再チャー

ジして、時自分の能力を高め、時代の進展に適合させ、新しい仕事でそれを生かすことで、仕事ができ、社会に

役立つ期間を延長させるということにある。この本では、イギリスの労働環境を念頭においているので、再チャ

ージによって新しい仕事をする際に転職をすることを考えているが、転職は必須ではない。同じ会社にいても、

再チャージによって新しい部署での新しい仕事や、同じ部署でも一段とレベルアップした仕事に挑戦することが

できる。要は、再チャージによって、自分の価値を高め、より長持ちさせることである。 

 再チャージの仕方は、いろいろある。最先端の知識を求め再度大学などで勉強すること、週末などを利用して

ＡＩなどに関する講習を受けること、などが考えられる。因みに、私の場合は、それほど明確な戦略があったわ

けではないが、東京大学の定年を待たずに早めに退職し、別の大学に移り、そこでの新しい研究・教育活動の構

想を描いた（約１０年の計画を立てた）。そして、新しいこととして、①中国語の勉強を始めた（週2回ほど語学

学校に通った）、②契約に関する歴史的・実証的研究をするために日本やイギリスの証書や契約書を集めた（これ

を利用して「芸娼妓契約と公序良俗」（HPにあり）などの論文を執筆した）。 

 以下では、スコット＝グラットンの示唆を踏まえながら、人生100年時代の課題について考えてみる。 

 

（２）視野の拡大・・・・自分から見て、どこまでを視野に入れるか？ 

 人生が長くなると、当然、視野に入ってくるもの、視野にいれなければならないものの範囲が拡大する。今ま

では、自分の生活と、せいぜい自分の子の生活について見ていればよかったものが、自分の人生と自分の孫の世

代の人生とも重なり合う部分が増えるようになる。また、自分の親も長生きするので、親の人生との重なりも意

識される。そういう中で、自分の人生サイクル、再サイクルを考える上で、人生が重なる親、子、孫などのこと

も視野に入れた人生設計が必要となる。特に、資産形成の問題については、こうした視野の拡大は重要である。

すでに、信託銀行では、子や孫の教育資金や結婚資金などのための信託商品を提供しているが、子供が生まれた

時から、子供の長期人生に備えるような資産形成信託（その具体的な形態はいろいろ考えられる）を考える必要

もあるのではないか。 

                              ＜図表1＞ 
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（３）マルチ・ステージの発想 

 マルチ・ステージの発想で、教育（知識・技術の習得）、仕事、健康（身体・精神）、資産形成の各分野の課題

を簡単に見ておこう。それぞれの分野で、①形成 ―＞ ②利用（運用）－＞ ③衰退（減少）のステージが考

えられるが、その途中で「再チャージ」が加わるという構図である （以下の部分は、スコット＝グラットンの

「３ステージからマルチ・ステージへ」というのとほとんど重なるが、異なる部分もある）。 

 まず、「A 知識・技術」である。この部分は、大学で教育・研究に携わってきたものとして、経験と実感を持

って語ることができる。教育の①形成過程は長い。幼児教育も含めて、約20年の時間が人間の教育（基礎・専門

教育）に充てられている。こうして獲得した基礎・専門教育をもとに、それを②利用する過程は、主に仕事にお

いてである。仕事の場面では、その知識・技能が実践によって一層高まる。しかし、社会の発展は早く、その人

の知識・技能はいずれ限界に達する。たとえば、知的財産法や個人情報（データ保護）などの問題の発展は、大

学時代に受けた法学教育では太刀打ちできないほどである。②の過程で経験によって一定程度はこれを処理する

能力が身につくが、大学で本格的にこれら新しい問題について教育と受けてきた世代が台頭してくると、旧教育

の世代はかなわない（但し、大学の法学教育自体がこうした新しい状況に対応できていないというジレンマがあ

る）。民法改正について同様である。仕事の中で、民法改正の一部の問題は経験し、その知識を習得することがで

きるが、大学できちんと、民法改正の全体について勉強してきた学生が台頭すると、それにはかなわない。そこ

で、仕事の最前線でバリバリ働いている世代も、最先端の知識の再チャージが必要となるのである。 

これは結構大変である。そのための気力が必要なのはもちろん、適切な再教育施設も必要である。そしてなに

よりも時間がかかる。仕事をしながらの再チャージだと、3 年くらいはかかるのではないか。その間、仕事量は

減らないまでも増やすことはできない。同僚との競争で一歩遅れることにもなる。そのため、再チャージには相

当の強い意志と決断が必要である。この間、費用もかかるので、資産形成にも影響する。 

 「B 仕事」のサイクルは、知識・技能の影響を受けるので、そのサイクルと重なる部分も多いが、仕事独自の

サイクルもある。仕事の能力は、その経験の中で伸びていくが、一般に、一定の段階で生産性がそれ以上伸びな

い時点に達する。銀行業務の大転換、デジタル化の影響、フィンテックとブロックチェーン、AIや大量データ処

理、暗号技術、ESG 投資などの新しい投資手法、クラウドやデータ・ストーレッジの活用など、数年前までは、

それほど切実には感じられなかったテーマが急速に喫緊の課題として登場してきた。優秀なスタッフを抱えた銀

行などでは、これらの問題にも適切に対応できる人材がいるが、個々人について見ると、４０/４５歳を超えると、

これらの新しい問題についていくのも大変であろう。そこで、適応能力の高い若い世代を活用しながら対処する

ことになる。しかし、４０/４５の世代も、その議論を理解し、方針の決断などをすることができるだけの「知識」

は必要となる。そのためには、新しい仕事についていく能力を高めるための「再チャージ」が必要である。 

 以上述べた知識・技能における再チャージや仕事の能力の再チャージと異なる様相を示すのが「D資産形成」

である。資産形成は、他の分野におけるマルチ・ステージの生成サイクルの影響を受け、それに対応する資産形

成戦略を必要とする。特に、知識・技能の再チャージや仕事能力の再チャージでは、かなりの時間とお金を消費

することになる。そのため、それまでの資産形成の仕方を一時変更する必要が生じる。資産の形成は一時中断し

て、それまでに形成された資産からの給付をしたり、ローンを組んだりする必要もあるかもしれない。こうして

資産形成は一直線ではなく、波が生じるで、どのような資産形成プログラムでこれに対応するのかが課題である。 

＜図表2＞ 知識技術(knowledge/skill)・仕事(work)・健康(health)・資産(financial assets)の各サイクル 

人生100年では各過程の見直しおよび「再チャージ」（再貯蓄、再訓練、再教育、若返りなど）が必要。 でき

れば、③のステージの前に、④再チャージのステージが入れられると理想的   

 ① 形成過程 ② 運用過程 ③ 消費（利用）④再チャージ ⑤承継・移転 

 

A 知識・技術 教育・訓練 利用・生産 陳腐化・時代遅れ再教育・再  

        訓練  

Ｂ 仕事・活動 訓練 生産・生産性向上 生産性低下   再訓練・別  

        職種で再生    

C 健康（身体・

精神） 

体力増強 活動 活動低下    再生・若返 

        Rejuvenation 

Ｄ 資産 積み立て 投資 分配・消費          次世代等へ       
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（４）環境変化の予測困難・・・・＞「柔軟な制度」による対応が必要  

   長期間への対応は、必然的に、「柔軟な制度」を必要とする。事情変更による「再調整(rearrangement)」 

    信託・保険・その他の契約は、いずれも合意をベースにできているので、後から内容を変更するのは基本的

に難しい。初めから「変更の仕組みをビルトイン」するしかないが、信託が一番柔軟。 

 

（５） 人間の判断力・活動能力などの段階的低下、その程度・種類の多様性 

  人間の精神的・身体的能力が一定レベル以下になると、成年後見制度や介護保険制度など、一定の法律制度

が用意されている。しかし、能力の低下は徐々に生じる。段階的「能力低下」に対応する制度が必要。 

 

2 人生100年時代の資産形成に要求される課題 

（1）長期間対応としての資産形成の早期開始 

  長期の人生に対応して必要な資産の総額を増やすには、積み立て額を増やすか、資産運用において工夫をす

るかのいずれかの対策しかない。そして、積み立て額を増やすには、毎月の積み立て額を増やすか、積み立て期

間を長くするかである。積み立て額の増額に関しては、どの時期にどれだけの資産が必要になるか、特に、退職

により積み立てができなくなった後、年金などで足りない生活費がどのくらいかなどを計算して、積み立ての計

画を立てる中で検討することになろう（財務プランニングの専門家に計算してもらう）。積み立て額の増額は、家

族構成（子供の数など）によっても異なるが、あまり簡単ではない。しかし、これからは、直観で毎月幾ら積み

立てようなどと考えるのではなく、専門家のアドバイスを得て必要額を計算してもらい、それを参考に、いろい

ろな家庭の事情などを考慮し、実際の積立額を決めるのが賢い積み立てということになる。もっとも、就職して

すぐの時期に積み立てを開始するとすると、その時は独身であることが多いであろうし、将来の未知数が大きい

ので、計算がしにくいが、幾つかのモデルを想定して計算することは可能であろう。それでも、各期の積み立て

額は、一定の時期に見直しが必要となることは避けられない。 

 各期の積立額の増額のほかに、積み立て期間の長期化が考えられる。その場合にも、積み立て終了の時期を後

に伸ばすことと、積み立て開始を早めることととが考えられる。終期をできるだけ後に伸ばすためには、できる

だけ長く働くこと以外にないので、前述した「仕事・活動の再チャージ」（＜図２＞（Ｂ④）の問題となる。 

 積立時期を早めることに関しては、工夫の余地が大きい。たとえば、子供が生まれた時から、親が子供のため

の積立を開始するというような方法である（親は、自分のための積立と子供のための積立の両方をすることにな

る。こどものための積み立ては、財産の次世代への承継の問題の一環である。これを早期に行うということにな

る）。昔から、余裕のある親は子供のために口座を作って預金するということが行われていたが、これをもう少し

資産形成のプラニングの中できちんと位置付けて行うということになる。 

 ここでは、子供のための積立をする場合の口座開設に関して、幾つかの方法を比較してみる。子供のための口

座を開設する場合には、親が契約当事者になる場合（Ａ）と、子供自身が契約当事者で親が法定代理人として契

約する場合（Ｂ）とが考えられる。 

親が契約当事者になる場合（Ａ）には、子供を受益者にすることになるので、保険契約か信託契約を用いるこ

とになる。信託の場合であれば、親が委託者となって、受託者である信託銀行と金銭信託などの信託契約を締結

し、子を受益者とすることになる（＜図3＞）。積み立てられる財産は信託財産となり、受益者がその利益を享受

するので、実質的には、親（委託者）から（子）受益者への財産移転があり、贈与税の対象となりうる。そこで、

贈与税非課税の範囲内で毎年の積立をすることになろう。なお、贈与税の対象にはなるが、財産が完全に子に移

転したことにしておかないと、逆に将来、親についての相続が生じたときに、信託受益権は親の財産であるとし

て相続（共同相続）の対象になるので（同時に相続税の対象となる）、これは避けなければならない（子供名義の

預金で、親がずっと管理していたりすると、税務署は親の預金であるとして、相続税の対象とすることがよくあ

る）。そこで、信託契約上、親の権利（委託者の権利）を制限しておかなければならない（たとえば、委託者に受

益者変更権を与えるのは適当でない。なお、信託法上は、委託者にも受託者の権限違反行為の取消権など、いく

つかの権利があるが、これだけでは税法上、信託財産が委託者の財産とはされない）。 

 親が代理人となり、子を本人とする信託契約（Ｂ）では、信託契約は子（委託者）と信託銀行（受託者）の間

で締結される。親は契約の当事者ではないから、信託契約が成立した後は口出しをする権利はないが、子が未成

年である間は、子（委託者兼受益者）の法定代理人として、子の権利を行使することが可能である。なお、この

ようにして子自身の信託契約を締結しても、当初およびその後の定期的な積み立て行為は（子が自分の収入を 
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得るまでは）、親が財産を拠出するであろう。そうすると、やはり親から子への贈与があることになり、贈与税が

かかるので、贈与税対策をしておく必要があるのは、（Ａ）の場合と同様である。 

 子自身を委託者とする自益信託型（Ｂ）の発展形として、子の名義の金線信託と親の金線信託を2本設立して

おいて、親の金線信託から子の金線信託へ定期的に財産を移転するという方法も考えられる。この場合、法的に

は、財産は親から子に直接贈与されるのではなく、親の金線信託の受託者から、子の金線信託の受託者への財産

の移転という形をとる。実質的には、親から子への財産の移転があることには変わりがないので、贈与税の関係

では、他の形式（Ａ）（Ｂ）とおそらく変わらないであろう。しかし、親の信託から子の信託への財産移転などは、

受託者内部でできるので、利益相反とならないように手当（金線の移転であれば利益相反問題は生じない）をし

ておけば事務的には簡単であるというメリットがあるのではないか。 

                                      ＜図３＞ 

    （Ａ）他益信託型（親が契約当事者）     （Ｂ）自益信託型（親は代理人） 

 

           金銭信託             親（子の代理人） 

    親（委託者）――――――― 信託銀行            金銭信託   

                  信託財産      子（本人）        信託銀行 

    子（受益者）                  委託者兼受益者      信託財産 

  

 

   

  （Ｃ）親の信託から子の信託へ 

       親の金銭信託  

    親  ――――――――   信託銀行 

   （委託者・受益者）     信託財産 

       

 子の金銭信託 

 子  ――――――――   信託銀行 

    （委託者・受益者）    信託財産 

 

（2）長期期間に対応する計画性と柔軟性 

  長期の人生に対応できる資産形成・資産運用においては、一方で計画性が必要であり、他方で予測外のこと

が生じうるので、環境変化・事情変更に対応できる柔軟性が必要である。 

  その点、信託契約は、もともと長期契約モデルにもとづいて作られており、環境変化・事情変更に対応でき

る仕組みである。通常の契約では、後から契約内容を変更するのは難しいので、当初から環境変化・事情変更に

対応するための合意をしておかない。信託では当初から柔軟な変更方法を合意すればもちろん、合意していなく

ても、信託内容の変更が通常の契約よりは容易にできる。信託の変更に関する信託法 149 条 2 項・3 項を参照。 

 

（３）長期期間に対応する多様なサービス 

  長期にわたる信託契約では、委託者・受益者のそれぞれのライフ・ステージにおいて、受託者が行うサービ

ス内容を変更したり、その重点の置きどころ変えるのが適当なことがある。たとえば、資産形成のために定期的

な積み立てをしている場合に、委託者に十分な収入がある段階では、安定的な積み立てと、健全な資産運用がポ

イントになるが、収入がなくなったり、減少した事情が生じたときは、積み立てを中止したり、積み立て金額・

方法を変更したりする必要が生じる。また、定年などで積立期間が終了し、受益者への給付が行われる段階では、

どのように給付するかが重要な問題となる（年金や保険、その他の収入を考慮しながら給付額・給付方法を決め

るのが合理的）。定期的に給付するだけなら難しい問題はないが、多額の一時金が必要となったり、施設入所のた

めの高額な金銭が必要となると、定期的な生活費の給付とのバランス・調整が必要になったりする。こうしたこ

とにきめ細かく対応できるサービスを信託はできるが、受託者としては手間がかかる。 

 資産形成・運用のための信託（金銭信託）には、付加的にさまざまなサービスをつけることができる。信託は

財産管理のための制度であるが、信託財産を使って各種サービスを行うことは理論的には可能である。高齢者の
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介護などのサービスも業法的な問題を除けば信託で行うことが可能である。ただ、信託銀行自体には、付加的サ

ービスを行う人員もノウハウもないので、これら付加的なサービスは、受託者である信託銀行が外部に委託する

形をとる。そしてもう１つ注意しなければならないのは、信託契約において、どこまでを受託者の信託事務であ

ると定めるかという問題である（かつての土地信託でも、土地上に建物を建設することまでが受託者の義務なの

か、建設業者と建設契約を締結して、それが適切に行われることを監督することまでが義務なのか、議論された）。

介護であれば、外部の専門業者を選任して、介護委託契約を締結するところまでが信託契約から導かれる受託者

の義務なのか、介護を行うことまでが受託者の義務であり、その受託者の義務の履行のために外部委託をしてい

ると見るかである。どちらも信託契約の内容として合意することが可能であるが、両者では、受託者の義務内容

と責任が異なる。受託者としては、一般には、義務範囲が限定される前者を選ぶであろう。いずれにせよ、信託

契約の内容を工夫することで、受託者は多様なサービスが提供できる。人生100年時代に対応できる高い適応能

力を有するのが信託である。 

 

第2部 信託の特徴 

１ 信託の基本構造 

（１）信託の当事者＝委託者・受託者・受益者  

  信託の特徴は、委託者、受託者、受益者と３者が登場することである。もっとも、信託契約を締結する当事

者は、委託者と受託者であり、受益者は信託契約の当事者ではない。受益者は、信託から生じる利益を享受する

立場にあるに過ぎない。委託者は、信託の利益を享受しない。委託者が信託の利益を享受するような信託契約を

締結することはできるが（自益信託）、その場合には、委託者は受益者の地位をも取得することを定め、受益者と

して信託の利益を享受することになる。委託者の地位で信託利益を享受することはできないという原則には変更

がない。 

  委託者は、信託目的を定め、信託の設計をし、それに必要な財産を拠出する。もっとも、信託銀行が受託者

として引き受ける信託では、受託者である信託銀行が信託の内容を定め、それを委託者が同意して、両者の間で

信託契約を締結する。信託が設定された後は、委託者には幾つかの信託監督的権能が残るが（信託法 27 条の取

消権など）、信託の利益は一切享受しない。やや特殊な信託として、委託者に受益者変更権を与えたり（信託法89

条、90条参照）、信託撤回権を与える信託もある（撤回権については信託法の明文はないが可能である）。これら

は遺言の代用(will substitute)として信託を使う場合（遺言代用信託）に使われる。遺言は、遺言者の生前は自由に

撤回、自由に内容変更ができるのであり、信託でも、遺言の場合と同様に受益者変更権、信託撤回権があること

で、遺言と同様の機能を有することになる。 

  受託者は、信託財産の名義人であり、信託財産を信託契約で定められた方法で管理・運用・処分する。 

  受益者は、信託からの利益を享受するが、信託財産の損失も負担する（受託者の過失なく生じた信託財産の

価値の減少など）。信託法の条文には規定されていないことだが、受益者は、受託者を細かく指図することはでき

ない。信託の性質に反するからである。投資信託や年金信託などで、信託財産の運用投資について、受託者を指

図する指図権が定められているが、これは受益者に帰属しているのではなく、信託行為の定めにより委託者に帰

属するものとされている。そして、年金信託などでは、委託者から委任された指図権者がこれを行使している。

なぜ、受益者が指図権を有していたり、それを行使することが信託の性質に反するかというと、信託の利益を享

受する受益者が受託者に細かい指図をすると、受益者と受託者の関係は代理に似てくる。そして、実質代理と同

じとなると、受託者の行為によって第三者が信託に対して債権を有する場面で、受益者が「本人」として債権者

に対して直接責任を負わなければならなくなるからである。しかし、本来、信託では、受益者は対外的には直接

責任を負わないのであり、受益者が直接第三者に対して責任を負うようなことになる「受益者による指図」は信

託の本質に反するのである。 

                                          ＜図４＞ 

    委託者         受託者     委託者＝ 設計者 ＋ 財産拠出者 

                        受託者＝ 財産の名義人 ＋ 財産の管理・運用・処分 

          受益者           受益者＝ 損失利益の享受者（受託者への指図は不適当） 

 

金融商品では、委託者（顧客・投資家）＝受益者が通常。委託者が利益を受けるように見えるが、受益

者として利益を受けているであって、委託者として利益を享受するのではない。 
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 信託において、委託者、受託者、受益者の3者が登場するのが基本型であるが、委託者が同時に受益者であ

ったり、委託者が同時に受託者であるということも許されている。前者の、委託者＝受益者のタイプの信託は、

法律用語ではないが、「自益信託」と呼ばれている。委託者、受託者、受益者の3者が別人の場合は、「他益信託」

と呼ばれている。金融商品において使われる信託は、通常は委託者＝受益者の自益信託である。他益信託では、

委託者から受益者に経済的利益が移転するから、金融商品・投資商品ではこのようなことは考えられず、通常は

自益信託の形をとる。証券投資信託は証券会社主導で作られた制度であるという歴史的経緯もあり、投信委託会

社が委託者、投資家が受益者、信託銀行が受託者という他益信託の形をとっている。 

 

                                                                                      ＜図５＞ 

他益信託（BとSが別人）＝信託の基本型 

  委託者Ｓ―――――＞受託者Ｔ 

       受益権  信託財産 

       受益者Ｂ                       

（例）Sは、障害のある子Bの将来の生活安定

のため、財産をTに信託、管理運用を託す。 

（例）S会社が従業員Bらのために、年金の原

資をTに信託（年金信託）    

     委任契約（MN間の契約） 

      一定の仕事を依頼 

 委任者M         受任者N 

（例1）MはNに財産の投資運用を頼む（cf 信託） 

（例2）MはNに、Bの世話を頼む (cf 他益信託) 

Ｑ 上記例は、信託と似ているが、どこが違うか 

信託財産は誰に帰属しているか（例1で）？  

Bには何か権利があるか（例2で）？ 

自益信託（B＝S）信託の特殊形だが、実例多い 

  委託者S―――――＞受託者Ｔ 

 受益者Ｂ＝Ｓ 受益権 信託財産 

 

（例）S が投資運用のために、T 信託銀行に金

銭を信託。Sが受益権取得。後で売却は可能。 

 

 

 

  

＊ 信託と委任の比較（＜図５＞） 

信託でできることは、多くの場合、委任でもできる。しかし、次の点が信託と委任では異なる。 

第１に、信託財産の所有権（名義）は、信託では受託者に移転する。委任でも、財産の管理・処分な

どを受任者に頼むことはできるが、財産管理の対象となる財産の所有権は、通常は、受任者に移転しな

い（移転させることもできる）。そのため、委任では受任者は、財産の処分などをする場合には、本人の

代理人として行う。 

第2に、信託では、その信託から利益を受ける受益者の地位が明確であり（受益権がある）、それゆえ、

受益者の保護に厚い。委任でも、第三者の利益を図るために使うことができるが（例：ＭがＮに、Ｂの

世話を委任する）、利益を受けるＢの地位が信託の受益者ほど明確でない。Ｂに、Ｎに対する権利を発生

させることもできるが（第三者のためにする契約）、通常はＢには権利はなく、ＮはＭに対する義務の履

行としてＢの世話をするだけである。 

第 3に、信託は、信託財産を中心とした関係であり、委託者や受託者が死亡しても、受益者がおり、

信託財産がある限り終了しない。委任は、委任者と受任者の人的な関係であり、一方が死亡すると、委

任は終了する（民法653条）。従って、親が自分なき後の子の世話を託するのに委任は使えない。 

  Ｑ 信託においては、信託財産の名義・権限を受託者に移転するところに特徴がある。名義を移転しな

い委任・代理と比べて、信託にはどのようなメリットがあるのか？ 

        倒産隔離（すでに議論）、財産管理・処分の効率性、本人名義の取引に制約ある場合 

    Ｑ 受託者に財産の名義を移転するメリットはあるとして、横領・不適切処分の心配はないか？ 

        信託銀行の場合、いわゆる民事信託の場合（個人、一般法人などが受託者） 

      

（２）信託財産 

信託は、財産管理のための制度。信託財産が必要である。信託の設定段階では、委託者と受託者の合意だけ

で信託は成立するが（英米の信託と異なり、日本の信託は要物契約ではない）、委託者は後で信託財産となる財産

を拠出し、これを受託者に移転しなければならない。さもないと、信託目的の達成不能として信託は終了する。 
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信託財産は、委託者から受託者にその名義が移転するが、受託者の固有財産とは区別された扱いを受ける。

これを「信託財産の独立性」と言う。信託の重要な特徴である。その結果、受託者が倒産しても、信託財産は破

産財団に組み込まれない。いわゆる「信託の倒産隔離機能(bankruptcy remote)」といわれるものである。 

信託財産は、１つのファンドを構成している。すなわち、財産の集合体である。信託は、１つのファンドで

あるという言い方をしたのは、明治期に日本で英米法を教えたテリーが初めてである（当時、イギリスでもその

ような表現を用いた説明はなかった）。拙著「テリーの分析法学と信託理論」（野村先生古希記念論集所収＝能見

のＨＰから見ることができる。）。信託財産をファンドと見ると、それを構成する財産が別の財産に変わっても、

ファンドそのものは同一性を保つことが説明できる。当初の信託財産である金銭が、有価証券、売買代金、債権

などと変化しても、同じ信託財産である。 

                                   ＜図６＞ 

               受託者の債権者Ｇ 

                                      

        ＳＴ間の信託契約     固有財産 

    委託者Ｓ ――――――＞Ｔ受託者       （ダメ）  

         → 信託財産の移転   信託財産 （金銭―＞証券―＞金銭―＞債権など）  

（受益者Ｂ） 

               ※信託財産は、受託者の債権者も、委託者の債権者もかかって 

行けない、nobody’s property と言われる 

 

＊「新しい信託財産」の登場 

  何が（当初の）信託財産となりうるか。金銭、有価証券、不動産、特許権、債権など、およそ財産といえ

るものは、なんでも信託財産とる。最近では、いろいろなところでビット・コインの信託が議論されている。ビ

ット・コインについては、それが法的に何なのか、ビット・コインの法的性質として、各国で議論しているが、

イギリスでは、chose in actionであるという議論が有力である。英国法の chose in actionは、フランス法の動産

概念の影響を受けて作られた概念であるが（フランス法の動産は、物としての動産だけでなく、無体物も含まれ

る広い概念）、特許権、債権、その他の無体物を含む広い概念である。日本で信託銀行がビットコインを受託しよ

うとすると、信託財産が何であるかを届ける必要があるが（信託業法4条2項の「業務方法書」）、そうなるとビ

ット・コインの法的性質を明確にしないとできない（信託業法施行規則6条は、業務方法書で記載する信託財産

の種類を金銭とか有価証券とか書くが、そこに例示されていない財産については、「前各号に掲げる財産以外の財

産」として、その細目を書くことになっている）。ビットコインは、「無体の財産ないし秘密データ（秘密キー）

である」などという言い方では業務方法書の記載としては受け付けてくれないだろう。しかし、信託の問題、信

託の私法上の問題としては、信託財産の法的性質が何であるかを確定する必要はない。法的性質が明確でなくて

も、委託者から受託者に移転できる財産であればよい。従って、ビット・コインの信託は、その性質が何であれ、

信託法上は信託の対象となることには問題がない。先日、イギリスの金融法の専門家でビット・コインの研究を

しているロンドン大学（Queen Mary College）のWalker教授ともこの点について議論した。 

  情報についてはどうだろうか。個人の医療情報などは信託財産とすることができるのか。インターネット 

サイトでは、ＩＣＯ (Initial Coin Offering)によって医療情報のネットワークを構築しようとする試みがある

（https://iryo.network/iryo_）。これは信託を使うスキームではないが、個人の医療情報を信託するという形でも医

療情報構築のネットワークはできないであろうか、考えてみたい。次のような信託利用スキームである。 

                                        ＜図７＞ 

 

   個人医療情報を信託             利用許諾      H１（医療機関） 

 Ｘ１            受託者         Ｈ２（医療機関  

     Ｘｎ           データ 管理        Ｒ１（研究機関）   

信託財産  （利用対価＝情報分析結果）  

          利益還元  

  

  基本的な仕組みは、個人（委託者兼受益者）が有する「自己の医療情報」（病院などにかかったときのカルテ、

https://iryo.network/iryo_
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検査記録、治療記録など。個人は複数の医療機関にかかっているので、いろいろな医療機関にかかったときの記

録）を受託者に信託し、受託者は多数の委託者から信託を受けた個人医療情報をまとめて管理する。そして、こ

れらを必要とする医療機関、研究機関、製薬会社などに利用許諾する。医療情報を利用する医療機関などは、受

託者との間で決められた対価や情報分析結果を受託者に交付する。受託者は、これらの対価や情報分析結果を委

託者兼受益者に利益還元する。以上の仕組みを信託を使って実現するためには、幾つか課題がある。第1に、「個

人の医療情報」は信託財産となりうるのか、である。それとも単に利用を許諾するという関係しか生じないのか。

信託財産となるためには、医療情報が「委託者に帰属」していて、信託によって「受託者に移転」できなければ

ならない。詳細な議論は省略するが、個人の医療情報は、当該個人に帰属しており（他人が勝手に利用できる関

係にはない）、データそのものは当該個人が「譲渡」できると考える。もっとも、個人医療情報には、人格権的基

礎があり、その情報を他人が勝手に利用することに対しては、人格権に基づく差し止めなどができるが、ちょう

ど著作権と著作者人格権の関係のように、個人医療情報のデータ部分は譲渡ができるが、人格権的部分は当該個

人に残ると考えたい（著作権法59条）。個人情報の人格権的部分は、情報のコントロール権と呼ができよう。個

人情報を譲渡しても、人格権的情報コントロール権に基づいて、委託者は情報利用の停止や、人格権に反する範

囲での差止めなどを請求できる。これは個人の保護にはなるが、個人医療情報を医療機関などに利用させる受託

者や、実際の利用をする医療機関などからすると不便である。しかし、やむを得ない利害調整であろう。第2に、

受託者が個人医療情報をどのように管理するかである。受託者には分別管理義務があるが、医療機関への利用は

多数人の情報をまとめて提供するので、一種の合同運用がされることになる。そして、前述の iryo.network のア

イデアを拝借すると、分別管理および第三者への利用許諾などの関係は、きちんと記録する必要があるので、ブ

ロックチェーン技術を使う（「信託とブロックチェーン」は面白いテーマ）。以上のように、信託を使って医療情

報の信託を考えることができるが、他方で信託を使わないで個人（情報帰属者）が情報利用の許諾をするという

スキームも考えられるので、信託スキームのメリットをアピールするために、さらなる検討が必要である。 

 

（３）信託における財産管理（受託者による財産管理） 

（ａ）受託者の権限（26条） 信託財産の名義人としての処分権限がある（信託契約で制限できる） 

 （ｂ）受託者の義務（29条以下） 

   信託目的遂行義務（29条）、善管注意義務（29条）、忠実義務（30条）・利益相反行為の禁止（31・32条） 

   分別管理義務（34条）                  fiduciary duty    

 （ｃ）受託者の責任＝損失填補等の責任（41条） 

 

 重要な問題だが、時間の関係で省略する。1点だけ注意しておくと、最近議論されている「フィデュ―シャリ・

デューティ（fiduciary duty）」は、本来は、他人（顧客）から信認を受けた事務処理をする受託者の義務を表す言

葉であるが（信託法上の善管注意義務、忠実義務、利益相反禁止義務に対応する）、昨今は、銀行が顧客に投資信

託を販売する場合にも言われている。投資信託を販売する銀行は、受託者の立場にあるわけではなく、単に、顧

客との関係では投資信託についてより専門的な知識があるというに過ぎない。しかし、このような関係において

も信認関係(fiduciary duty)を課すというものである（医者と患者の間の同じ）。信認関係、信認義務が拡張される

傾向にあることを理解しておく必要がある。 

 

（４）信託の設定・変更（149条）・終了（163条） 

 （ａ）信託設定時に自由に設計できる （①②③について自由）（実際は、プロの信託銀行が提案） 

    ①どのように積み立てるか（金額、期間など） 

    ②どのように運用するか（投資判断を誰がするか、投資対象、投資期間など） 

③ 誰に対して、どれだけ、どれだけの期間、給付するか（受益者・受益権の内容を自由に決定できる） 

受益権を一定期間で消滅させるも可。10年間はＡを受益者、その後 10年はＢを受益者など。 

   ※ 長期存続する信託で、信託設定時に全てを定めることは不可能。どうするか？ 

 

（ｂ）信託契約の当事者（委託者・受託者）が死亡しても、信託は存続するのが原則（信託の継続性） 

   Ｑ 信託は委託者が死亡しても終了しない（委任では終了）。なぜ、信託は委任と違うのだろうか？（因み

に受託者が死亡しても信託は終了しない） 
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 （ｃ）信託の中身を変更することができる（信託の変更） 

    当初から信託の変更の仕組みをビルトインする方法（受託者に裁量権を与える） 

    その他の事後的変更の方法 

 （ｄ）信託は、世代を超えて長期間存続するものを作ることができる。 

（ｂ）の特徴を利用して、「連続受益者」を指定して（（ａ）③と関連して） 

 

  以上についても詳細な説明は省略し、レジメの項目に委ねるが、信託の終了についてだけ補足する。すでに

述べたが、信託は委任と比べると、信託は終了原因が限定されている。受託者が死亡したり、成年後見の審判を

受けると、委任は終了するが、信託は終了しない。また、委任者が死亡しても、委任は終了するが、信託は終了

しない（委任者の成年後見開始は、委任、信託とも終了事由でない。）。信託は、信託財産を中心とした法律関係

であり、その管理者である受託者が死亡しても、受託者交代の問題が生じるだけで、信託自体は終了しない。委

託者死亡についても、委任は終了事由であるが、信託は終了しない。信託は信託財産と受益者を中心とした制度

で、委託者は信託成立後は必須ではないからである。このように、信託は委託者、受託者の死亡や成年後見開始

といった人的事由では終了しないということは、長期にわたって財産管理する制度としては重要な性質である。 

 

２ 信託の機能 

（1）「能力の代替機能」 

委託者の財産管理能力が不十分・欠如するときに、「受託者の能力」を用いるのが信託である。委託者の行為能

力制限や死亡などで、自らの財産管理ができないときに、受託者が代わって財産管理をする。委任の場合も、委

任者の行為能力制限（成年後見開始）は委任の終了事由とはされておらず、受任者による財産管理は継続するが、

委任者が死亡すると委任は終了する。親なき後の子の世話のような目的では委任は使えないが、信託はこのよう

な場合にまさに機能を発揮する。 

 

（2）「財産の性質の転換」 

信託法学者の故四宮和夫は、その『信託法』の中で、信託の機能として「財産の性質を転換する機能」がある

と書いている。たとえば、委託者が所有する不動産を信託し、代わりに信託受益権を取得し、特にこれを受益証

券とすると、有価証券の善意取得の法理が適用されるので、流通性が多いに高まる。不動産そのままの譲渡では、

即時取得（民法192条）は適用されないので、不動産の流通性は高くはないが、これを高める必要がある場合に

は、不動産を信託することで可能となる。信託によって「流通性の高くない財産」が「流通性の高い財産」にな

るという意味で「財産の性質の転換」が生じる。 

 ＡＤＲ(American Depositary Receipt)、ＪＤＲ（Japan Depositary Receipt）(預託証券)も、自国の証券市場にの

せる上で各種の課題・制約がある外国企業の株式を、いったん信託して信託受益権の形にして、これを証券市場

で販売すると、外国株の場合の各種の面倒を回避できる。財産の性質の転換の一例である。 

 

（3）時間のコントロール機能 

 人生100年時代に対処する信託として、最も注目されるのが、信託による「時間のコントロール機能」である。 

長い人生の中で、どの時点で何をするか、どれだけの期間何をするか、などを信託では委託者の希望どおり自由

に決めることができる。たとえば、財産の次世代への移転は、相続や遺言であれば、被相続人の死亡時に効果が

生じることに決まっているが、信託では信託行為で定めた時期（生前であれ、死亡時であれ）に財産を移転する

ことができる。まさに、信託で財産移転の時期をコントロールしているのである。 

もっとも、「時間のコントロール」ができるとしても、長い人生の間に、どの時点で何をするかは、信託契約締

結の時点で事前に決めることは不可能である。将来の環境変化・状況変化に柔軟に対応できなければならない。 

その方法としては、２つある。 

 第１は、委託者に指図権を残し、必要な時期（これは委託者が最もよくわかる）に、委託者が指図権を行使す

る方法である。これは、委託者が健全な判断ができる間はよいが、委託者の判断力が低下するとうまく機能しな

い。判断力は落ちているが、まだ成年後見開始の審判を受けていない状態というのが最も受託者として対応が困

難である。 

 第2は、以上のような指図権の難点を克服するために、受託者に裁量権を与える方法である。英米では裁量信
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託がよく使われる。委託者に指図権や撤回権が残っていると、信託財産は実質は委託者にまだ残っているとされ

る可能性があり、委託者の債権者からの差し押さえを排除できなかったりするので、それを避けたいというのが

主な理由である。しかし、長い人生の間、委託者自身は財産管理運用処分に関して、常に適切な判断ができると

は限らないという理由もある。なお、裁量信託であっても、委託者・受益者は自分の希望を受託者に述べること

はでき、受託者はそれを考慮しつつ、受託者自身の判断で信託事務を行う（香港の信託でもこのようなことが行

われることについては、2015年信託法学会「シンポジウム・アジアの信託」におけるLusina Hoの報告を参照）。 

 信託による時間のコントロールの例として、受益者連続の信託があげられる。例えば。現在、後妻ＢとＢの連

れ子と暮らしているが、先妻との間の子Ｃがいる A が、信託を使って財産の次世代への承継を計画する場合に、

信託を使うと、相続法・遺言法のルールではできない財産承継を実現することができる。すなわち、遺言では、

跡継ぎ遺贈と言われる連続受遺者の定めは無効と考えられているが、信託では、第1受益者Aの後は、Bが第2

受益者、その後はCが第3受益者となるという定めが有効である。ハイブリッドな財産承継を実現することがで

きる。単純な相続ではなく、経営能力を有する適切な後継者に事業承継をさせたいと考える場合などに、特に意

味がある。 

                                         ＜図８＞  

           先妻・・・・・・・Ａ＝＝＝＝＝＝Ｂ（後妻）・・・・・・・○   

                ｜                 ｜   

                Ｃ                 Ｄ  

 

            Ｅ       Ｆ 

       Ａ生存中は、Ａ自身が受益者（第1受益者） 

       Ａの死後、後妻Ｂが受益者（第2受益者） 

       Ｂの死後は、先妻との間の子Ｃが受益者（第3受益者） 

       Ｃの死後は、Ｃの長男Ｅが受益者（第4受益者） 

        信託を使って、このような連続受益者を定めると、信託財産からの利益を受ける権利（受益権）

は、Ａ→Ｂ→Ｃと移転する。相続法のルールだとこうならない。 

 

まとめ 

 人生100年時代の課題は、単純化すると、長期期間への対応と、予測不可能な将来への柔軟な対応ということ

になる。そして、いずれの場合にも、委託者の意思、受益者の利益を考慮しながら処理をする制度である必要が

ある。信託は、この要請に応えることのできる制度であり、人生100年時代に最も期待される制度であろう。 

 さらに言えば、人生100年時代の課題は資産形成だけではない。むしろ、人生を豊かに過ごすことこそ究極の

目的である。その点、信託は、個人医療情報の信託で見たように、豊な人生の実現にも役立つ。 

-―――  信託で豊な人生のお手伝い  ―――  


