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は し が き

昨今、信託のうち信託銀行・信託会社以外の人が受託者となる、いわゆ

る民事信託の利用が急増しています。信託については、財産転換機能、倒

産隔離機能等の機能があり、適切に利用すれば、使い勝手がよいだけでな

く、他の法制度にはない特徴を活かしたさまざまな活用方法が考えられま

す。

一方で、いわゆる民事信託の利用に関しては、必ずしも信託の専門家が

関与しないことにより、利用者のニーズを十分に満たさない、あるいは不

十分な内容となることもありうるものです。特に、ほぼすべての信託で信

託財産となるであろう金銭の管理を行う預貯金については、金融機関側の

目線での確認が必須であり、かかる目線からのチェックまでできる人は未

だあまり多くないのが実情ではないかと思われます。

そこで、本書では、これらの課題について一冊で解決できるようにすべ

く、①信託、②民事信託、③民事信託における金融機関との関わりという

３つの観点で、初心者にもわかりやすく要点について一から解説を行って

います。信託の基礎は十分理解しているということであれば②から、民事

信託についても十分理解・経験があるということであれば③から読んでい

ただいてもよいようになっていますので、読み手の方の前提知識や経験に

より、読みやすいところから読んでいただければと考えています。

これらすべての観点を網羅して説明した書籍は本書発行時点ではほとん

どないように思いますので、民事信託のアドバイスを行う各専門家や金融

機関の職員、あるいは民事信託の当事者やその利用を検討する方、いずれ

にとっても有益な書となっているのではないかと思います。

本書が、民事信託に携わるさまざまな方の役に立ち、ひいては民事信託

を含む信託の健全な発展に少しでも寄与することができれば、望外の喜び

です。
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最後に、これまで十数年にわたり信託の基礎から実務に至るまでさまざ

まなことを教え、指導いただいた三井住友信託銀行の田中和明氏、また、

実務で共に研鑽いただいている同社法務部・プライベートバンキング部や

関連各部、さらに岩田合同法律事務所の皆様、殊に私的な時間を割いて本

書の内容を精査し意見をいただいた同事務所の猪股紀子氏には大変なお世

話になり、感謝の意を表したいと思います。また、私が書籍・雑誌の執筆

等を始めた当初から十年来のお付き合いをいただき、初の単著の執筆の機

会を与えていただいた地切修氏をはじめとする経済法令研究会の皆様に

も、厚く御礼を申し上げる次第です。

2018 年６月

� 笹�川　豪�介
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⑴　信託の基本要素
信託とは、契約・遺言等により特定の者が一定の目的（専らその者の利

益を図る目的を除く）に従い財産の管理・処分その他の目的達成のために

必要な行為をすべきとすることをいいます（信託法（以下、単に「法」と

いう）２条１項）。

ここで、信託に際して財産を信託（拠出）する者を委託者、その信託

（拠出）を受けて財産の管理・処分等を行う者を受託者、信託による利益

を享受する者を受益者といいます（図表１−１）。受託者は、信託に際し

て拠出される財産の財産権を取得し、これにより、自身が元来有する財産

（固有財産）とは別に、信託に際して拠出され、管理・処分の対象となる

財産（信託財産）を有することになります。

受益者は受託者に対して信託財産（注１）の引渡し等の給付債権（受益

債権）を有し、受益債権とこれを確保するために受託者等に対して一定の

行為を求めることができる権利をあわせて受益権といいます（同条７項）。

信託とは

第１節

信託とはどういうものですか。そのしくみを

簡単に教えてください。

Ｑ 1

■■ 解　説 ■■

信託とは・信託の特徴1



第１節　信託とは　　

3

⑵　他の制度と比較した信託の特徴
信託においては、管理・処分等の対象となる財産の（所有権等の）財産

権が委託者から受託者に移転します。この点で委任者から受任者への財産

権の移転を伴わない委任や寄託とは異なります。

消費貸借との関係では、信託も消費貸借も、対象物の所有権が受け取る

側（受託者・受寄者）に移転するという点では類似するものです。一方

で、信託では受託者が受益者のために財産の管理・運用等を行うため、受

益者が利益享受の主体となるのに対して、同じく財産の所有権を移転させ

る消費寄託では、受寄者のためになされる（受寄者が利益享受の主体とな

る）点で異なります。

信託では受託者に移転した財産について、受託者の固有財産とは別個の

財産（＝信託財産）に属するものとして保護され、この点で匿名組合出資

（商法 535 条）と異なります。すなわち、信託財産に対しては、特に信託

財産により弁済するものとされている場合を除き、強制執行等をすること

ができません（法 23 条１項）（注２）。その点では法人格を有する会社等

と類似する面を有しますが、信託では独立した法人格は存在せず、そのた

【図表１−１】信託の関連当事者等

財産
財産

受益権

サポート

債権者等 信託財産管理者

指図権者
信託管理人
信託監督人
受益者代理人

強制執行
の制限等

受託者不在
時の管理等

信託譲渡

給付

受
託
者

委
託
者

受
益
者

信託財産
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め遺言・契約等比較的簡易な方法での設定が可能であり、機関の設置や成

立要件としての登記等も原則不要であるという点で異なります。

以上を含め、信託と他の制度である代理（委任）、寄託、消費寄託、匿

名組合の異同について、契約当事者、契約の性質、移転内容、財産の帰

属、管理（・処分）権の帰属、効果帰属、利益享受の主体の観点からまと

めたものが図表１−２となります。

なお、特に民事信託に関する類似制度との比較については、第２章第２

節で取り上げます。

【図表１−２】信託と他の財産管理制度との比較
制　　度 信　託 代　理 寄　託 消費寄託 匿名組合

契約当事者
委託者 本人 寄託者 寄託者 匿名組合員
受託者 代理人 受寄者 受寄者 営業者

契約の性質 諾成契約 諾成契約 要物契約 要物契約 諾成契約
移転内容 財産 * 移転せず 占有権 所有権 財産 *

財産の帰属 受託者の
信託財産

本人の
固有財産

寄託者の
固有財産

受寄者の
固有財産

営業者の
固有財産

管理（・処分）
権の帰属 受託者

本人および
受寄者 受寄者 営業者

代理人
効果帰属 受託者 本人 受寄者 受寄者 営業者
利益享受の主体 受益者 本人 寄託者 受寄者 匿名組合員
＊ 所有権、債権等、金銭的に評価し得るものすべてが含まれます。

（注１）本書では、便宜的に、特に必要な場合を除き、固有財産に属する財産の
ことを固有財産、信託財産に属する財産のことを信託財産と称します。

（注２）他の規律とあわせて、信託財産は委託者・受託者・受益者のいずれの倒
産からも隔離されており、これを信託の倒産隔離機能といいます。

信託はその設定方法に応じて、契約の締結、遺言の効力発生等により効

力が発生して成立し（法４条）、信託目的の達成や費用不足（注３）、信託

契約に定めた事由の発生等の一定の事由の発生により終了します（法 163

条〜 166 条）。信託終了後は清算受託者による清算がなされ、清算事務の

信託の一生2
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