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【要約】 

■「任意後見制度」と「民事信託」 

・認知症等で意思能力が減退しても「任意後見制度」を使えば本人の財産管理は可能。 

・ただし、後見制度の趣旨は人権擁護にあるので、評価を下げる（財産を減らす）ことは認められない。

つまり相続対策ができないのが現状。 

・しかし「信託」の制度を使えば、このような状態になっても相続対策を含めた財産の維持管理ができる

法的な仕組みである。 

 

■信託の内容 

・①信託したい不動産の所有権を、形式的に所有しかつ管理したり処分したりする「名義＆管理権限」と、

財産的価値を把握する（利益を受ける）「受益権」の 2 つに分け、②「名義＆管理権限」を長男に移す。

③利益を得る財産的価値（受益権）は、本人（受益者）が持ち続ける。 



  

 

 

 

・この内容で信託契約を結ぶことが一般的。関係は本人＝委託者、長男＝受託者、本人＝受益者。 

・この内容は登記簿にも反映される。委託者、受益者が本人、受託者が長男であることと、この不動産は

信託である旨が記載される。 

・信託契約で何を託すかは、全くの自由。個別具体的（賃貸管理、保守修繕、借入担保、売買等）な内容

を記した信託契約を結べばいい。 

・これらのことを全て長男に信託すれば、長男は自分の裁量ですべてのことができる。 

・ただし、財産的価値の部分（受益権）は委託者である父が持ったままなので、家賃等の収入や不動産を

売却した場合の利益はすべて受益者である父のものになる。 

・信託を使って、子供が親の土地上に建物を建てた場合、土地建物は税制上の評価減の適用は受けられる

と考えられるので、相続対策になる。 

 

■具体的事例 1＝金融機関から借り入れをして、建物を建てる 

・委託者が子供に所有不動産を信託しておけば、認知症などイザという時が起きたとしても、受託者（子

供）は、金融機関から借入れをして、建物を建てることができる。 

・①父（委託者）所有の土地を、長男（受託者）に信託し、土地名義と管理権限を長男に移す。②長男は、

信託財産である土地の活用として、自分名義で建物を建てる。③必要資金は、長男が債務者となり金融

機関から借入れる。担保提供もする。 

・建てた建物の登記簿には「信託財産の処分による信託」との文言が入る。これによって、信託財産（金

融機関からの借入金）で建てた建物であることが分かる。 

 

■具体的事例 2＝受益者連続型信託 

・相続で不動産が共有になれば、処分や管理は難しい。かといって遺言書で長男に不動産を相続させると、

遺留分請求の問題が残るなど、将来的に財産を巡る問題が発生することが予想される。 

・そこで信託を使う。①収益不動産の所有権の内、管理・処分権限を長男に移す。財産的価値の部分（受

益権）は父が持つ。②父が逝去すると、財産的価値の部分は子供の共有になり、そこからの収入が入る

ので、長女も二男も生活の心配はない。③その後、例えば長女は結婚したが、子が無く死去した場合、

長女の受益権は長女の夫に移る可能性があるので、そうなった場合を考えて、長女死亡の際は、受益権

は長男に渡すと信託契約書に予め織り込んでおく。④また二男が亡くなった時も受益権は長男に渡すと

信託契約しておけば、財産は長男に家に帰属する。 

・以上の内容を、父は信託契約書に書いておけば、自分の財産が他人へ拡散していくことは防げる。 

・受益者連続型信託は次の次、あるいはその次まで誰に財産を渡すかを指定しておくことができる。 

 

■信託と税金 

・名義が形式的に移転するだけで、実際の譲渡は行われないので、譲渡所得税はかからない。 

・所有権移転登記手続きに登録免許税はかかる。税率は通常の 5 分の 1 の 1000 分の 4。 



  

 

 

 

・不動産取得税も、登記簿上の形式的な移転に過ぎないので課税されない。 

・固定資産税の納付書は、名義人である長男に送られてくるが、信託財産の中から支払えばいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本文】 

１．はじめに 

 今日は家族信託についてお話をさせていただきます。あまり馴染のない言葉ですが、通常の相続とは違

った「信託」という形でもって財産を残せるということで、最近話題になりつつある制度です。 

 10 年以上前、ある地主さんの相続税の生前対策に立ち会ったことがあるのですが、そのことから「家族

信託」とはどういうものかを進めてまいります。 

 そこはお父さんがすでに亡くなられていて、お母さんと子ども 4 人の家族構成でした。長男が家を継ぐ

ことに家族総意でなっていました。資産はだいたい６億円くらいでした。更地が結構多くて、駐車場経営

をメインにされていました。お父さんは建物を建てない主義でやってこられたのですが、相続が起こり、

お母さんが後を継がれました。そんなお宅から母親の遺言書を作って欲しいとの依頼があって、行ってみ

ますと、お母さんの意思能力がかなり減退していたのです。 

 遺言書は何とか書けるでしょうが、建物を建てるなどの何らかの相続税対策を行うにはもう無理で、長

男にそのための権限を与えたいというようなご相談だったのです。 

 結論から言いますと「家族信託」が使えればよかったのですが、その当時はまだこれを使うことが出来

なかった。この時、認知症対策として使えるのは「任意後見制度」だけでした。 

 「任意後見制度」というのは、ご自身が元気なうちに信頼できる誰かに、万一自分が認知症になったり

あるいは事故等で意思能力がなくなってしまった時に備えて、代理権をあらかじめ誰かに付与しておく制

度です。この制度は、家庭裁判所が関与して本人の生活を支援するためのものですから、どうしても財産

保全に向かいます。ですから相続税対策としては使えないのです。 

 具体的には、認知症になった時は後見監督人として弁護士が付きますが、この後見監督人に「相続税対

策のために建物を建てたい」と申し出ても、「うん」とはいいにくい立場にあります。またハウスメーカー

に相談しても「そんな見たことも聞いたこともない仕組みを使って、建物を建てるなんて到底できません」

と言われてしまうのです。 



  

 

 

 

 この「任意後見制度」は“おひとり様”と言われるような方の財産管理には向いています。その方ご自

身の生活を支援するための制度ですから、財産管理と言う意味ではこの後見制度は使えるのですが、お一

人ではない家族がいらっしゃる資産持ちの方にとっては、どうにもこうにも使えない制度です。つまり、

本人のためには機能する制度ではあるものの、残される側の相続人の立場からすれば、相続対策としては

使えない制度だと言い変えることもできます。 

 前置きが長くなりましたが、当時この制度があれば、その家でも長男にしかるべき権限を与えて、万一

お母さんが認知症になったとしても、長男が責任をもって相続対策をして、次代に財産を承継できるよう

な体制は作れたはずなのです。 

 こうした苦い経験がありましたが、今は家族信託の手法を使えば相続対策も取れるということで、この

制度が近年にわかに注目を集め始めています。 

 

２．信託とは 

 まず「信託」とは何かということです。信託には「商事信託」と「民事信託（家族信託）」の 2 つありま

す。 

 商事信託とは営業信託ともいい、信託銀行など国の免許事業者が各種資産を預かって、投資や非課税制

度を受けることを目的として行う営業上の信託です。一番わかりやすいのは投資信託でしょうか。 

 また遺言信託という言葉も割合よく耳にします。これは銀行が遺言書を作成して、保管するだけの話で、

法律的な信託とは別物です。銀行が次の展開をしやすくするための商品の一つとお考え下さい。 

 それに対して民事信託というのは、家族や会社の財産管理、活用や円滑な承継を目的として、家族や親

族その他協力者の間で行う信託で、第三者が入っての商売とは何ら関係ありません。家の財産管理、活用、

承継を目的として信託を使うところにその主眼があります。 

 「信託」の起源は、ヨーロッパの十字軍遠征にさかのぼります。ヨーロッパの各諸侯はそれぞれの領地

で荘園経営をしていたのですが、ローマ教皇からイスラム討伐の号令が掛かった。その時、荘園を守り家

族を守るためにどうすればいいのかということから、信頼できる人に荘園の経営管理を任せたいという要

請があったことから始まりました。その時、法的な枠組みとしてトラスト（信託）が作られたと言われて

います。 

 

３．家族信託でできること 

・委任、贈与、認知症、後見 

 ではこの民事信託（家族信託）で何が出来るのか。 

 信託の枠組みを利用すれば、様々な効果を得ることができますが、こと家族信託について一言で言えば、

「意思能力が減退してきたときに使える財産管理のための法的な仕組み」ととらえられます。財産管理の

ための法的な枠組みとして、まずは委任あるいは贈与があります。まだ認知症になっていないし、事故等

で意思能力が無くなっているということでもない。元気に暮らしているが、足腰は少し弱ってきた。その

ような方が、誰かに自分の財産の管理を頼みたいと思った場合に使える枠組みが「委任」であったり、「贈



  

 

 

 

与」であったりします。 

 「委任」というのは財産管理契約というような標題で、預貯金の管理や不動産管理などの委任契約を結

びます。一般的には父が子供に委任するわけですが、その場合、契約書をわざわざ作って委任するという

よりも、口頭でなされることが多いようです。周囲も子供が親の代わりにやられていることは承知してい

るといった話です。 

 あるいは生活費を息子に贈与して、その中から「面倒見てね」といったようなこともあるかと思います

が、贈与には必ず贈与税の問題が出てきます。それに対して委任行為には税が絡んではきません。 

 ただこの委任というのは、親が元気な時にできる契約形態であって、認知症等々になって意思能力が無

くなってしまうと、この契約を結ぶことは出来なくなってしまいます。 

 そうなってしまうと、委任に代わるものとして可能なのは「後見制度」の利用しかもうありません。 

 

・後見制度とは 

 後見制度には「法定後見」と「任意後見」の二つの制度がありますが、法定後見は文字通り法律が定め

る後見制度で、その要件に当てはまれば利用できます。「認知症になってしまった。どうしようか。困った」

と言った時に使う制度だというイメージでとらえていただければ大きな間違いはないかと思います。 

 法律用語で言うところの「事理弁識能力を欠く状態」になると、意思能力（＝判断能力）がどれだけ残

っているか、そのレベルによって使える類型が変わってきます。後見類型、保佐類型、補助類型の 3 類型

があります。 

 認知症になって、判断能力が完全に無くなっているケースでは、全面的に後見人に財産等の管理をまか

せないといけなくなります。そのような一番重い状態になったときの類型が「後見類型」です。そこまで

はひどくはないが、日常の法律行為をするには支障が出る程度の時は「保佐類型」になります。もっと軽

くて、まだら的に認知症の症状が出てくるので、商取引での取消権だけは確保しておきたいというような

場合、つまり本人の経済行為は可能なのだが、ある一定の重要な経済行為だけは代理人の同意が無いとで

きないようにしておく場合が「補助後見」です。 

 後見申し立ては、大体年間 3 万件位ありますが、その多くが後見類型で、補助、保佐に該当するのは 1

割前後です。最高裁判所の家庭局がこの後見制度を取り扱っていますので、そのサイトをご覧いただけれ

ば詳細な資料をご覧いただけます。 

 この法定後見に対して任意後見というのは、自分が元気なうちに「自分の財産をどうして欲しい、こう

して欲しい」ということを、自分の信頼できる人に、自分の判断で任せることです。具体的には「任意後

見契約」を公正証書で作ることによって、将来の万一の認知症などによる意思能力、判断能力の喪失に備

えておきます。 

 一般的には、お父さんお母さんが息子、娘に託しておくということになるかと思います。公証役場に行

って、公証人の下でどのような権利を与えるかを相談しながら決めていくことになります。 

 とにかく認知症になってしまうと法定後見制度を利用せざるを得なくなりますので、その心配が少しで

も出てきたら、早急に任意後見を考えた方がいいかと思います。 



  

 

 

 

 ではなぜ法定後見を使うとデメリットになるのかです。 

 それは「後見制度」の主旨が「人権擁護」にあるからです。本人の人権をいかにして守るかという視点

から出発した制度ですから、相続を考えた場合、相続対策は残された人への対策にはなりますが、それは

必ずしも本人対策にはならないからです。評価を下げることが税対策ですから、一時的にみると本人の財

産を減らすことになってしまう。本人の生活を支えていくのがこの制度の趣旨ですから、大事な資産の評

価を下げるなんてとんでもないという発想です。ですから、後見制度では対策的なことは何もできないの

です。何を相談しても裁判所はノーと言います。 

 例えばこんなことがありました。８０代後半の男性の後見をさせていただいていたことがあるのですが、

お孫さんが目指していた大学に受かったのです。そこで「入学金を肩代わりさせてあげて欲しい」と相談

したところ、「本人の意思はそういうように推定できるけれども、それはだめだ」と裁判所は言うのです。

お爺さんは孫がその大学に受かったことを喜んでいるはずだと誰が考えても推定できるのに、それを認め

ようとはしないのです。 

 ドイツでの後見制度では、本人の意思が推定されるであろうことは認められるのです。お祝い金のよう

なものを出してもいいのですが、日本の後見制度は硬直的で、「とにかく本人の財産を減らすのはだめだ」

という立場です。ですから本人の財産を減らすようなことはできないのです。 

 

・相続、遺言 

 では次の局面で、相続が発生した時を考えてみます。お父さんが亡くなりました。お母さんは認知症で

す。息子は二人いますが、もし兄弟仲が悪いとなると、遺産分割協議はなかなかまとまりません。 

 仲が良い兄弟ならば、兄弟話し合って、お母さんは認知症だけれども、こういうように分けようという

ことで、分割協議書もお母さんの印鑑を押してというケースが多いかと思いかと思うのですが、兄弟仲が

悪ければそう簡単に折り合いはつきません。 

 そんな時はどうしても後見人を選ばざるを得なくなりますので、お母さんの財産管理の為に後見人を選

ぶと、遺産分割協議はその兄弟と法定後見人の 3 人での協議になります。 

 通常、相続税とかその後の二次相続のことを考えた時は、財産の分け方としては息子世代に下しておい

た方が明らかに得になるのですが、法定後見人が付いた場合、遺産分割協議では必ず法定相続分はお母さ

んに残さないといけなくなってしまいます。そうしたことが相続税対策での邪魔になってしまいます。そ

のようなデメリットは上げたらきりがないのです。 

 身寄りがいらっしゃらないとか、ご家族は海外で近くにいらっしゃらないケースでは、法定後見制度は

すごく役に立つのですが、資産の保全といった観点からすれば、邪魔な制度と言えるかと思います。 

 

・後継ぎ遺贈 

 次はその先の問題です。今お父さんの死亡があって、相続が開始されると、準備していた遺言が執行さ

れ、財産が子供たちに移っていきます。その財産を受け取った子供も、いずれ亡くなる時期がやってきま

す。その時に「後継ぎ遺贈」の問題が出てきます。 



  

 

 

 

 遺言では後継ぎ遺贈の指定はできません。その人の次の人に渡すことを後継遺贈と言うのですが、遺言

では次に渡す人は定められても、その次の次の人までは定められません。 

 後継ぎ遺贈ができないために、どんな問題が出てくるかと言うと、例えば事実婚で考えれば、内縁の奥

さんに生活補助をということで財産のかなりを渡したいけれども、その先は、全て子供たちに相続させた

いというケースは結構多いのです。 

 ところが遺言では、財産がその内縁の奥さんに一旦渡ってしまえば、その後、息子たちに行くとは限ら

ないのです。内縁の奥さんの兄弟に行ってしまう可能性があるのです。そういうことが往々にして起こり

えます。 

 こういうことも信託を使えば上手くいくのです。 

 この後継ぎ遺贈については、後ほど詳しくお話しますが、このように信託という手法を使えば、財産管

理の部分も、後見の部分も、遺言の部分も、後継ぎ遺贈も、法的な枠組みの中で支えることができるので

す。 

 信託は単独行為ではありません。遺言のように一人で書いて終わる契約ではなく、預ける人と預かる人

がいて、預かる人が預けた人の意思を契約書の内容に従って粛々と進めて行くのが信託です。これを「信

託の意思凍結機能」と言います。財産を預ける人（委託者）の意思が、契約書の中に全部凍結されて、特

別な事情が無い限り、粛々と実現されていく枠組みです。ですから後見のようなことも出来るし、遺言の

ようなこともできるのです。後継ぎ遺贈もできるのです。 

 

４．信託は具体的にどのように使われるか 

・事例 

 では具体的に、信託はどのように使われるのかを見ていきます。 

 収益ビルを所有経営している男性がいる。この方には長男がいて後を継ぐ予定です。長女は家事手伝い

だが、今はまだ独身。二男はカメラマンとして海外を飛び回っていて、事業には興味が無い。そういう設

定で、この男性は長男にビル経営を任せたいと思っている。 

 長男に不動産管理を任せる以上、長男が管理しやすいようにしたい。一番簡単なのはこのビルを長男に

あげる（譲渡あるいは贈与）のが良いのですが、それでは課税負担（譲渡所得税あるいは贈与税）が当然

発生します。だからそれは出来ない。しかし自分に何があっても修繕やリフォーム契約などは長男ができ

るようにしておきたいというニーズはある。 

 

・利益と管理権限を分離する 

 ここで所有権という権利についてですが、不動産に関して言うと、２つの権利に大きく分けられます。

１つは名義を得る権利と処分したり管理したりする権利、もう１つは財産的価値を把握している部分。利

益を得る権利です。 

 この物を管理したり処分したりする権利と、財産的価値を把握して利益を受ける権利の２つの束が一つ

になっているのが所有権です。そう理解できます。 



  

 

 

 

 具体的には、「名義、管理権限」のうち「名義」というのは登記の名義人である状態、資格のことです。

もう 1 つの「管理権限」とは物件を物理的に管理する権限あるいは店子から収益金を回収する権限、売却

を決定する権限などです。 

 もう一つの「利益」という財産的価値の把握の部分からみれば、実質的オーナーということです。これ

があるからこそ収益金を得られ、売却代金も得られるのです。だからこそ課税対象になってきます。 

 これらを包括して所有権と認識していいかと思います。 

 所有権は物権の中でも最強で「所有権絶対の原則」とよく言われます。同じ物権でも地上権とか地役権

とは比べものにならない力を持っています。力を持ちすぎているが故に、相続の時には、これが原因で揉

めるのです。 

 “不動産を共有にしてはいけない”とよく言われるのも、そこに理由があるのです。持分として共有し

ている人すべてに所有権という強い権利が帰属してしまうために、主張と主張がぶつかり合って、どうに

もこうにも動かなくなってしまうのです。まさにこの強い権限が共有されてしまうからです。 

 ところが信託を使いますと、この強すぎる権利を分離することができるのです。信託を設定する本質的

な意味は“利益と管理権限を分離する”ことにあると理解していただければと思います 

 

・実例に当てはめると 

 ここで先ほどの事例に当てはめてみます。男性の持っているビルの所有権のうち、名義＆管理権限の部

分を長男に移します。財産的価値の把握の部分は自分に残したままにします。つまり管理や処分する権限

だけを所有権から分離して、長男に移します。こういう利用方法ができるのが信託の本質的な部分です。 

 この時、法律的には男性（お父さん）のことを「委託者」と呼び、長男を「受託者」と言います。委託

者は財産を委ねる人、受託者は財産を委託される人。ただし所有権の全てではなく、そのうちの管理処分

権限だけを与えられた人です。またもう一つの所有権源である財産的価値の把握をしている人を「受益者」

といいます。真に利益を受ける人です。利益を受けるというのは、収益金を受け取る、売却代金を受け取

るということです。この場合、お父さんが持っています。 

 信託においては委託者、受託者、受益者の三者が必ず登場しますが、委託者と受益者は必ず父親になり

ます。こんな面倒なことをせずに財産的価値の部分も息子に移せばと思いますが、そうすれば贈与になっ

てしまいます。贈与は避けたいのでこの部分はお父さんに残しておくのです。 

 税の問題を回避するため、民事信託を使う際は、原則としてこの両者は一致させた契約になります。こ

れがオーソドックスなやり方です。 

 ここで以上をまとめますと、不動産の名義を長男に移します。財産の管理権限も長男に移します。不動

産の管理は長男が行います。売却の決定も長男にその権限が移ります。 

 お父さんは実質的オーナーであるけれども、処分権限が無いため売却はできません。ただし、賃貸収益

金を受け取る権利はお父さんが依然として持っています。回収等は長男が行いますが、受領するのはお父

さんで変わりありません。売却代金も長男が受け取りますが、取得するのはお父さんです。 

 信託では、財産的価値の部分は、父親が有している状態にしておかないと、それをやる意味がないので



  

 

 

 

す。 

 

・信託の銀行口座 

 実務的には、信託契約を結びますと、信託受託者は銀行に信託受託口としての口座をつくります。これ

が作れる銀行はまだ限られていますが、そこにお金が入ることになります。 

 信託には「意思凍結機能」があって、委託者が亡くなった後でも、その契約に盛り込まれた内容は半永

久的に続きます。 

 もう一つ「倒産隔離機能」があって、お父さんが長男に預けた財産は、長男の財産と切り離して管理し

なければならないとされています。別段管理されますから、たとえ長男が何等かの理由で破産したとして

も、お父さんが預けた財産は、長男の固有財産とは切り離されていますので、お父さんの財産はしっかり

守られます。 

 ですから銀行口座も、信託による口座だということが分かるようにしておかなければならないのです。

それには 2 つ方法があって、1 つは信託契約の中で、その口座番号を明確に特定しておくこと。そうして

おかないと万一のときに差し押さえられてしまいます。もう一つは、預金通帳の屋号に「信託口」と入れ

てくれる銀行を選んで口座を作ることです。 

 

・信託契約書～信託の登記 

 では信託契約書はどのような記載になるのか。イメージ的にごくに簡単に申し上げますと「下記不動産

の信託契約を締結する。長男山本一郎が受託者として不動産の管理処分を行い、父山本太郎をその受益者

とする」といった文言になります。 

 この契約書に基づいて、どういう登記がなされるのか。《資料 1》をご覧ください。 

 山本太郎がお父さん、山本一郎が長男です。お父さんは平成１１年に売買で取得され、平成２６年に長

男に、信託を原因とした所有権移転が行われた、という内容になっています。 

 さらに「信託」という項目が新たに入ります。例では「信託目録第３０号」と書かれています。信託契

約の内容が「信託目録」に記載されます。信託目録には、委託者は誰で、受託者は誰で、受益者は誰かと

いうことが記載されます。 

 

５．信託で何を託すのか 

 では信託で何を託すのかということですが、再三申し上げている通りです。託すのは所有権全体ではな

くて、所有権を管理処分権限と財産的価値の把握の部分に分けたうちの管理処分権限だけです。これを長

男に託すのです。 

 この事例では、建物の賃貸管理の部分が託されています。具体的には、借主や管理会社との折衝です。

父親の代理ではなく本人として行います。自分名義になっていますから当然です。父親に折衝権限はあり

ません。（信託契約の中で、その権限を付与しないためです。） 

 あるいは保守・修繕契約を建築会社と結びます。請負契約などの締結は、長男がサインをして印を押し



  

 

 

 

ます。しかし契約書には「山本太郎信託受託者山本一郎」と書きます。必ず誰の信託受託者であるかを記

載しなければなりません。 

 金融機関との借入や担保設定折衝も長男が行います。長男が金銭消費貸借契約を銀行と結ぶことになり

ます。署名は「山本太郎信託受託者山本一郎」です。借入・担保提供も長男が行います。 

 保険契約の中で、安い保険に乗り換えたいというときも長男が行います。 

 売買などで宅建業者と折衝する時も長男が行います。 

 財産的価値の部分、利益の部分はあくまでも父親が持ったままで、それ以外のこうした権限をすべて長

男に与えるのです。これがオーソドックスな家族信託のやり方です。 

 これらの具体的な管理処分権限の内容は信託目録に記載されることになります。 

 例えば、賃貸管理については「受託者は、信託不動産につき、継続的に相当の対価を得て、他人に使用

させて安定的な収益を図るものとする」、保守修繕に関しては「受託者は、受託者が相当と認める方法、時

期、範囲において修繕、保全または改良を行う」、借入担保提供については「受託者は、本信託の目的に沿

って信託不動産を管理運用するにあたり、信託費用その他信託債務を支弁するために、また、既存借入金

利より有利な金利条件のために金融機関から借り入れることができる」、さらに「受託者は、本借入金など

の担保に供するため、信託不動産に抵当権または根抵当権を設定することができる」というようなことで

す。担保設定の当事者となることができるということも書いておかないと、借入契約を結ぶとき担保設定

ができません。 

 このようにこと細かく信託条項に書き連ねますが、例えば「売却については、委託者に権限を留保して

おく」というように、ある一定の部分については、委託者（父親）に関与できるようにしておくなど柔軟

に変えられますが、しかしそれをやってしまうと、信託の意味がなくなってしまいます。注意が必要です。 

 信託契約は、当事者同士で自由に決められる契約形態をとることができますので、実情に応じて柔軟な

信託条項の定め方をしてください。 

 

６．金融機関から借り入れできるのか？ 

 では次に、将来イザという時、建物建築のため土地を担保に金融機関から借入できるようにしておきた

いが、その契約ができるかということです。 

 イザと言うときというのは、認知症になって契約締結ができないとか、病気で手術したが意識が戻らな

くなってしまったような時で、そんな場合でも、長男（受託者）の判断だけで、確実に融資を受けて土地

活用できるようにしておきたい、というようなニーズです。 

 何度も申し上げていますが、所有権のうち財産的価値の把握の部分は父親に残したままで、その他の管

理処分権限を長男に与える形で信託契約を行っていますので、銀行からの借り入れはできます。登記簿の

債務者覧にも長男の名前が記載されますが、登記簿からは、その借入が信託の内容になっていることはわ

かりません。 

 銀行は、長男名義に変わっている土地に対して、長男を債務者として担保設定をした上で長男に融資し

ます。 



  

 

 

 

 ですから信託契約書の署名覧には必ず「誰々信託、受託者誰々」という肩書きを入れないといけないの

です。この人の債務なのか、それとも信託債務なのかを判別するのは、そこしかありません。 

 

・土地の評価減も受けられる 

 《資料 2》は、信託を使ったときでも、土地の評価減は受けられるという話です。これがないと、建物

を建てる意味はなくなってしまいます。 

 その確認です。現金 1 億円と２億円の土地があれば、相続税評価は 3 億円です。この時、この土地の上

に現金 1 億円と借入金 2 億円で、3 億円の収益建物を建てます。土地は貸家建付地割合で評価減を受けら

れますので、土地の評価は 2 億円から 1.64 億円に下がります。建物評価も 1.47 億円になりますから、財

産は 3.11 億円になります。しかし、借入金２億円ありますから、相続税税全体の評価としては 1.11 億円

になり、大幅に税額も引き下げることができます。このように信託を相続税対策として使っても、評価減

の適用は受けられます。 

 以上をおさらいしますと、まずは委託者である父から受託者である長男に土地名義を移します。その契

約書には、財産的価値の部分の受益者は父のままと定めておきます。 

 次に長男名義になった土地上に、息子名義で建物を建築します。 

 ３番目に、長男が債務者となり金融機関から借入し、担保提供を行う。全て長男が名義人として行う。

託される人が、信託の内容に従って契約を行います。 

 このことを受益者である父の立場から言うと、長男が信託財産である土地の管理・活用として、父のた

めに建物を建築し、受益者である父のために借入、担保提供をするということです。 

 従って建物、借入債務ともに信託財産（受益者父）に帰属します。名義は長男だけれども、その効果は

信託財産に帰属して、全て父に帰属することになります。 

 ここで注意が必要なのは、信託財産だけが責任財産かというとそうではない。例えば、長男が相続対策

のために建物を建てたが、建てて間もなく地震で建物が倒壊してしまったとします。当然ローンは残りま

す。その残ローン分が担保で処理できなければ、金融機関は長男固有の財産に差し押さえをかけます。 

 ですから信託ではあるのですが、長男が自動的に連帯保証人のような、厳密には違いますが、二次的な

債務保証を負うことになります。そういう特殊性のある借入れです。 

 

・信託契約書と登記簿はどうなるか 

 ここで信託契約書をイメージ的にご紹介しますと、「受託者は、信託目的に沿って、信託財産となる建物

の建設、そのための金融機関からの借入れ、信託財産の担保提供をすることができる」というように信託

条項を定めます。 

 このときの建物登記簿は《資料 3》のようになります。登記目的は「所有権保存」で、建物の所有者は

長男の山本一郎です。父の名前はどこにも出てきません。土地登記の場合には、信託という文言が入って

いましたが、建物の時は「信託財産の処分による信託」と入いります。 

 どういう意味か。長男は借入してキャッシュを手にしましたが、そのキャッシュも信託財産の内だとい



  

 

 

 

うことです。この覧で信託財産で購入した建物だということが分かります。また同じように信託目録が付

けられます。 

 信託目録は信託目録原簿で管理されていますので、これを見ればすべての信託情報が分かることになっ

ています。 

 

７．受益者連続型信託とはどういうものか 

・事例 

 次にもう一つの「「受益者連続型信託」を、事例でご紹介します。 

 相続財産の主なものに収益不動産があって、将来的に子供たちが相続で揉めないようにしたい。家族構

成は先ほどと同じです。長男は後を継ぐ、長女は家事手伝いで独身、次男はカメラマンという設定です。 

 不動産を共有にしますと処分や管理は難しくなります。売却には全員の同意が要りますから、一人でも

反対がいると売却はできません。担保設定もできない、信託もままならない。こんなことにならないよう

にしたいのです。 

 遺言書で「私が死亡した場合、私の所有する不動産は長男山本一郎に相続させる」と、受取人を長男に

指定しておいても、遺留分の問題は当然出てきます。例ではお母さんがいらっしゃらないので、法定相続

分は３分の１ずつです。遺留分はその半分の６分の１ずつありますから、長女と二男がそれを請求してく

る可能性があります。 

 もし長男にキャッシュが無ければ、せっかく譲り受けた不動産を売却して、そのお金で渡さなければい

けないことになってしまいます。 

 このような時に信託を使って何ができるか。 

 まずお父さんが元気なうちに信託契約を長男と結んで、収益不動産の所有権の内の管理処分権限を長男

に移します。委託者は父、受託者が長男、受益者が父です。財産的価値の部分は父が持ちます。 

 その後、何年か後にお父さんが逝去されると、財産的価値の把握の部分は子供 3 人の共有になります。

ただしその時共有になるのは受益権だけです。管理、処分権限は信託契約で長男に移っています。ですか

ら売買等は長男が単独で決められます。 

 財産的価値の把握の部分は共有になります。この受益権の部分は共有になるようにしておかないと、長

女は独身のままかもしれないので、将来の生活保障的な部分は親として残してやりたいとし思うだろうし、

二男だってカメラマンで生活が安定しないから、何らかの手当をしておきたいと考えるのはごく普通のこ

とです。 

 こういう手当をしておくと、遺留分の問題は起きない。ただし、長男も受益権は３分の１だとすると、

不動産の管理をしてくれているしそのための時間も取っているだろうから、３分の１というのは逆に不公

平だと思うのであれば、受益権の２分の１を長男に渡し、残りを４分の１ずつを長女と二男に渡すことも

可能です。持分設定は自由に決められます。 

 

・信託契約書の内容は 



  

 

 

 

 その時の信託契約書の内容は次のようになります。 

 「下記不動産の信託契約を締結します。長男山本一郎が受託者として、不動産の管理処分を行い、当初

は父山本太郎を受益者とする。父山本太郎死亡後は、新たに長男山本一郎、長女山本次子、次男山本二郎

が受益者となる」。このような書き方になります。 

 登記簿の記載はどうなるかと言うと、事例の信託目録第 30 号では、委託者・受益者は山本太郎で、受託

者が山本一郎でしたが、お父さんが逝去すると、先ほどの信託契約に基づいて受益者部分の変更登記を行

います。受益者が山本一郎、山本次子、山本二郎と変わります。ここには持分割合は入っていませんが、

当然信託契約に基づいた持分になります。 

 このように父が亡くなった後、兄弟が喧嘩をしないように、また遺留分の問題も起きないようというこ

とで、処分管理権限は長男にして、受益権だけを共有にした。 

 

・事例の続き 

 その後、長女はドクターと結婚しました。長男にも子供ができました。将来的にはこういう状態になる

のが一般的でしょう。その後何十年かはたぶん問題は起きませんが、その後の状況いかんによっては受益

権の問題が出てくるのです。 

 例えば、結婚した長女が子供もなく亡くなってしまった。その時、長女が持っていた山本家の財産（受

益権）はどうなるかと考えれば、通常の相続であれば夫が相続しますから、山本家から見れば第三者であ

る長女の夫のもとに渡ってしまいます。 

 そういうことが起きないように、当初の信託契約書に「長女が亡くなった時は、長女の受益権を長男に

渡す」と指定しておけばいいのです。そうすれば財産は分散しません。この指定は長男の息子でも二次男

でも誰でもいいのです。信託契約の中に織り込んでおけば、その内容が実現されます。 

 また同時に「二男が亡くなった時も受益権は長男にいく」としておく。さらに「もし長男が亡くなった

時はその受益権は長男の子供に渡す」としておけば、お父さんの収益不動産の所有権（管理権限プラス財

産的価値の部分）は、長男の家に帰属することになるのです。 

 その時の信託契約書の内容は「父山本太郎死亡後、本信託終了以前に山本次子が死亡した場合は、新た

に長男山本一郎の子である山本大輔が受益者となる」というような書き方になります。 

 これが「受益者連続型信託」で、財産の承継者を次だけではなくて、次の次、また次の次の次まで指定

しておくことができるのです。 

 受益者連続型信託とか後継遺贈型信託とかいろいろ言い方はありますが、この使い方をすれば、先ほど

申し上げた事実婚の場合の心配事もなくなります。 

 前妻さんと別れた後、事実婚の妻を迎えた場合、自分が亡くなった後もその女性の生活保障はしたいけ

れども、遺言書を書いて財産を与えてしまうと、実の子に財産を残すことができないこともあります。そ

んな場合この連続型信託を使えばすべて上手くいいのです。 

 まず受託者を長男に、受益者を自分にして、自分が亡くなった後の受益者を事実婚のパートナーにして

おく。そしてその方が亡くなった後の受益権は長男かあるいは長男の息子に帰属するとしておけば、自分



  

 

 

 

の家の財産は拡散していきません。 

 実際にあったある女性の案件をご紹介しますと、その方は長男の奥さんとの相性が悪くて、複雑な気持

ちを持っておられた。一方、二男の奥さんはお母さんと上手く付き合っていた。二男には子供が生まれま

たが、長男には子供がなかった。 

 その女性は収益不動産のほか 2 か所の駐車場を持っていて、収益不動産は長男に、駐車場は二男に相続

させたいと思っていた。ただ長男に遺言で不動産を相続させると、長男が亡くなった後、長男の財産は奥

さん方に流れていってしまう。これは何としても避けたい。 

 こういう場合は、受託者を長男にして、長男が亡くなった後の受益者として、次男か次男の息子にして

おけばいいのです。これで自分の家の財産が思わぬ方に拡散していくことは防げます。 

 家族信託は今ご紹介したように、遺言の場合と同じように自分の死後のこともきちんと信託契約の中で

定めておくことができますし、また認知症になった後のことも定められます。さらに次の次のことまでも

定めておけるのです。 

 

８．信託を行う際の税金は 

 最後に税金はどうなるかです。 

 委託者と受益者が同じというオーソドックスな信託契約を締結したときは、譲渡所得税はかかりません。

当然、財産的価値の把握の部分で移転があったと見なされた時は、課税対象になります。ですから信託契

約を設定したときに、受益者を息子にすると、贈与税の問題が出てきます。 

 所有権移転登記手続きには登録免許税がかかります。この部分はコストとして発生します。ただし通常

の所有権移転の場合の税率は 1000 分の 20 ですが、信託の場合はそれよりも低い 1000 分の 4 の税率が適用

されます。 

 不動産取得税は、登記簿上の形式的な移転に過ぎないので課税されません。 

 固定資産税に関しては、納税通知書は名義人である長男に来ますが、長男が信託財産の中から支払えば

いいのです。 

 信託にはいろいろなケースが想定されますので、こういった場合どういう税金がかかるかは、税務署も

「実際の案件を持ってきてください」というようなことでの対応となっているようです。どちらにしても

信託設定の際にコストはあまりかからないかと思います。 

 

 最後に、この制度を用いた家族信託の枠組みについての問題点についてお伝えしておきたいと思います。 

 まず、家族信託は相続対策として利用することが多いと考えられますが、そうした場合、金融機関から

ファイナンスを受けることが重要なファクターとなります。しかし、この契約を前提としてファイナンス

を行うことに対し、金融機関側から見ると、①本人の契約締結時の意思能力のリスク、②信託契約中で後

継者とされている相続人以外の相続人からの遺留分請求リスク、などがネックだと映ります。したがって、

契約を締結して特定の相続人が借り入れ権限を保有したからといって、簡単に金融機関の理解を得てファ

イナンスを得られる状態ではまだまだない、という現状には問題があると言えます。 



  

 

 

 

 もう１点は、制度利用事例がまだまだ少なく、税務通達や判例の積み重ねが見られないために法的安定

性が確保されていないという点です。したがって、この枠組みを利用しようとする際には、「イエの承継」

という重大事に関して、不安定な枠組みを利用するのは怖いという心理が働きやすい傾向にあります。こ

の部分については、問題になりそうな論点に関しては、逐一税務署に対して相談するだとか、商事信託に

おける実務上の運用を参考にするといったことを丁寧に行いながら、契約書の作り込みを行う必要があり

ます。 

（終わり） 










