
はじめに

本書は、金融機関の担当者向けに、家族信託についてQ&A形式で平
易に理解することを目的とした入門書です。最近は、家族信託や民事信
託など、主に個人の顧客のための資産承継や相続対策を目的とした書籍
が、書店の店頭に多く並んでいますが、できるだけ類書とは違う視点か
ら、筆者の経験を活かした内容を盛り込んで執筆しました。
筆者は、大学卒業後、信託銀行に就職し約 24 年勤務したのち、証券
会社勤務を経て、現在、大学で教鞭をとっています。
信託銀行では、主にファンドマネージメント業務、財務コンサルティ
ング業務、本社経理の３つの仕事を経験し、証券会社でも、財務コンサ
ルティング業務に従事していました。
ファンドマネージメント業務では、1980 年代後半の株価と土地価格

の高騰により、日本中が有価証券運用と不動産投資に明け暮れた時代で、
当時は、証券信託や土地信託という 2大商品を扱う信託銀行が非常に注
目されていました。筆者は主に証券信託の制度構築、商品の普及といっ
た企画や営業推進に携わり、実務において生じる諸課題を手探りで解決
していくなど、信託関連のノウハウを幅広く身につけてきました。
財務コンサルティング業務は、主に企業相手の仕事で、新しい会計制
度や税制の導入が企業財務に与える影響を、信託商品を活用することで
解決できる提案・アドバイスを行うものでした。当時、退職金の会計処
理は、実際に従業員が退職して退職金を支払うまで、何の会計処理も行
われなかったのですが、国際会計基準とのコンバージェンスで、本来、
従業員の勤続期間に応じて費用処理を行うべき退職給付会計が導入さ
れ、日本全国の上場企業約 4000 社だけでも約 60 兆円の隠れ債務がある
とマスコミ報道される事態となりました。この課題の解決に、会計帳簿
上は認識されていない評価益（含み益）のある保有不動産を売却して、
評価益を実現益にして、退職金の費用と相殺する（税の支払いを節約で
きる）ほか、不動産売却で得られたお金を退職金支払いの原資とすると



いう提案を主な仕事にしていました。信託銀行は、不動産業務を扱うほ
か、厚生年金基金や企業年金などの年金運用・年金管理業務を行ってお
り、不動産と年金の両方のノウハウを生かしたコンサルティング活動が
可能だったからです。
さらに、本社の経理部で、信託銀行（受託者）としての信託決算、また、
信託財産として預かっている委託者ないし受益者ごとの信託決算を行う
とともに、顧客向け信託決算レポートの作成・提出についても、どのよ
うな内容で行うべきかの項目を考える実務経験を得ることができました。
家族信託は、あくまで、信託という財産管理制度の１つです。わが国
では、信託法と信託業法という２つの信託基本法がありますが、家族信
託は民事信託であり、商事信託のように営利を目的としていないので、
信託法のみが適用されます。ただし、信託法は 2007 年に大幅改正され、
民事信託について、いろいろ使い勝手をよくした規定が盛り込まれたも
のの、まだまだ規定が不十分と言わざるをえません。その際、信託と代
替される成年後見制度や、信託目的が家族のためにということから、民
法（親族法）の規定が参考にされることが多いようですが、筆者は、信
託はあくまで財産管理制度であり、まずは、信託法の規定をよく読み込
んで、家族信託の実務を遂行していくことが望ましいと考えています。
前述のとおり、証券信託の実務遂行において、信託法や他の信託商品
の規定をよく読み込んで、どのようにやればよいかを実践していった経
験や、現在、大学では、会計・税制や、金融・事業承継といった分野を
教えながら、研究活動として、信託制度の発祥の地である英国に毎年 1
回は研究出張し、英国での信託実務関連の資料収集を行っています。そ
して、過去の信託銀行での実務経験と、英国での資料収集活動の成果か
ら得られた視点で、本書の執筆を行いました。
本書を、家族信託の普及に必要な金融機関の役割を果たしていく際の
参考にしていただきたいと思います。

 鯖田 豊則
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1 信託の仕組み

信託は、財産を信託する「委託者」、信託された財産を管理・運用する
「受託者」、信託された財産から生じる利益を受け取る「受益者」で構成
されます（図表１）。
委託者は、財産を信託する（託す）人です。信託する財産をどのよう
に使うか、誰のために使うかなどといった信託の目的や、受益者を誰に
するかなどを決めます。
受託者は、委託者から信託された（託された）財産を管理・運用する
人です。委託者が決めた目的に沿って、受益者のために信託された財産
を管理・運用し、その結果、生じた利益を受益者に交付します。信託銀
行等の金融機関や信託会社は信託業を営んでおり、受託者としての重要

解説

Q 1 信託とは何ですか？

A 信託とは、自分の大切な財産（お金や土地、建物など）を
信頼できる人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・
運用してもらう制度のことです。

▲ 図表１　委託者・受託者・受益者

委託者 受託者
財産を信託する人 委託者から信託された

財産を預かり管理・運
用する人

財産から生じる
利益を得る人

受益者

１．家族信託の基本を理解する
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な役割を担っています。
受益者は、信託された財産から生じた利益を受け取る人です。信託さ
れた財産は受託者のもとで管理・運用され、それにより生じた利益が受
託者から受益者へ渡されます。

2 信託の種類・類型

信託の種類には、次のように様々な種類があり、目的、用途等によっ
て類型化されています。
⑴　商事信託と民事信託
信託は、受託者が営業として引き受けるか否かにより、商事信託と民
事信託に区分されます。「営業」とは、営利の目的をもって反復継続し
て行うことであり、商売として儲けるために行う場合が商事信託です。
民事信託とは商事信託以外の信託で、営業として引き受けるものではな
い信託をいいます。
⑵　自益信託と他益信託
信託は、受益者の違いにより、自益信託と他益信託に区分されます。
受益者が委託者であるのが自益信託（図表２）です。委託者が自分以外
の第三者に信託利益を受けさせることを目的とするのが他益信託（図表
３）です。

▲ 図表２　自益信託
①財産管理を
　委託する

委託者

②委託された財産を
　管理・運用する

受託者
　　　　利益

財産

受益者
兼

③委託した財産から
　生じた利益を受け取る
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