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さい。 

 
【「Hokusei信託実務ニュース」発行にあたってのご挨拶】 

北星法律事務所では、金融機関のリテール業務を担当されている方等に向けて信託に関
するニュースを集めて、「Hokusei 信託実務ニュース」を作成いたしました。 
情報発信の試みですが、みなさまとの議論や協働のきっかけになれば幸いです。 
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信託ニュース 
 
1. 官公庁等の動向と信託との関係 

＜簡略版のため省略＞ 
 
2. 信託に関する裁判例 

民事信託 

 信託契約について、公序良俗違反、詐欺
取消し、錯誤無効等の主張がいずれも
認められなかった事例 
（東京地判令和 2 年 12 月 24 日・Wes
tlaw Japan 文献番号:2020WLJPCA12

248026） 
 

事案の概要 
①原告の夫である亡Ａと被告との間で、平
成 26 年 10 月 15 日、亡Ａを委託者兼当初
受益者、原告を第二次受益者、被告を当初受
託者及び帰属権利者とする財産管理処分信
託契約（以下「本件信託契約」という。）を
締結。 
②本件信託契約に基づき、亡Ａが当時所有
していた不動産（以下「本件各不動産」とい

https://hokusei-law.com/contact
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う。）につき、被告に対する所有権移転及び
信託登記がされていた。 
③亡Ａの死亡後、原告が本件信託契約は、公
序良俗に反し無効である等を主張して、被
告に対し、本件信託契約が無効であること
の確認等を求めた事案。 

 

       
 
 
 
 

 
 
 
 

判決 
請求棄却 
＜争点についての要旨＞ 
 以下の諸事情から公序良俗に反するもの
ではないと判示（以下、公序良俗違反に関す
る点のみご紹介。下線部は当事務所による）。 
①「信託法は、いわゆる遺言代用信託や後継
ぎ遺贈型受益者連続信託を認めており（同
法 90 条、91 条）、そのような信託における
受益権の内容については、委託者及び受託
者が合意した信託行為によって定まるもの

 
1 例えば、①遺留分潜脱意図の信託契約が公序良俗に反して無効とされた事例（東京地判平成 30 年 9 月
12 日・金融法務事情 2104 号 78 頁）、②委託者兼受益者（父）と受託者（子）との間の信託契約につい
て、委託者兼受益者による詐欺取消し、錯誤無効、債務不履行解除、信託目的の不達成または委託者兼受
益者の合意による同信託の終了の主張がいずれも認められなかった事例（東京地判平成 30 年 10 月 23
日・金融法務事情 2122 号 85 頁）があります。 

であるから、信託財産の余剰収益を全て受
益者に渡して自由な使用を許す内容になっ
ておらず、限定された給付のみを行う内容
となっていることをもって、直ちに当該信
託が公序良俗に反するものということはで
きない。」 
②亡Ａは、「自らが所有する財産について、
円滑かつ確実に被告に承継させたいと考え
て本件信託を行ったものであるから、亡Ａ
において、本件各不動産を信託の対象とす
る必要があったと認められる。」 
③本件信託契約の締結後「建物から得られ
る収入が減少したことは、借換えが行われ
たことや、信託に報酬が付随することによ
るものであった上、本件信託においては、受
託者の報酬が月額５万円を上限とし、信託
監督人の報酬も恣意的な基準で決められた
ものではなかったのであるから、本件信託
が委託者の財産を不当に減少させるもので
あったとは到底認められない。」 
 
信託実務上のポイント  
本件は、あくまで個別事情での裁判例

ですが、信託契約の公序良俗違反に関す
る判断において、①信託法に照らした信
託行為の内容、②財産を信託財産とする
必要性、③信託行為が委任者の財産を不
当に減少させるものかが考慮された点は
参考になります。 
他にも民事信託の有効性をめぐって争

いになった裁判例が近年みられます 1。民

亡 A 
（委託者兼当初受益者） 

原告 
（第二受益者） 

被告（亡 Aの養子） 
（受託者兼帰属権利者） 

 

信託契約 
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事信託の普及と共に今後委託者の死亡後
などに紛争が顕在化するケースも考えら
れます。 
金融機関がコンサルティング業務とし

て民事信託に関与する場合にも、設定時
に当事者間に丁寧に説明し、当事者の意
向を記録化して裁判沙汰にならないよう

に手当しておくことが望ましいと考えま
す。 

 
3. 金融機関等の動向と信託との関係 

＜簡略版のため省略＞ 
 

 

信託実務 Q&A 基本編１（遺言作成後の民事信託の設定） 
 
Question（若手行員 A の質問） 

 当行は、兼営法上の認可を受けて信
託業務へ本体参入している地域金融
機関です。遺言信託業務を提供して
おり、当行にて遺言書の作成支援か
ら遺言書の保管、遺言執行まで行っ
ています。 

 この度、遺言信託の受託先のお客様
が亡くなったため、遺言執行者とし
ての業務を進めていました。遺言書
では、「金融資産及び不動産を含む全
ての財産をお客様の長男に相続させ
る」旨記載されています。 

 ところが、お客様が、当行の支援で遺
言を作成した後、不動産について民
事信託契約を締結していたことが分
かりました。この民事信託契約では、
当初の委託者兼受益者はお客様ご本
人とされているものの、受益者死亡
時に信託が終了して受益権が消滅す
るとされ、帰属権利者（信託が終了し
た時に財産を受け取る者）として、お
客様の次男が指定されています。 

 当行としては、どのように遺言執行
を進めるべきでしょうか。 

 
Answer（ベテラン行員 Bの回答） 

 不動産については遺言が撤回されて
いるため、不動産以外の財産につい
て遺言執行を進めるべきです。 

 不動産については、民事信託契約に
従い、帰属権利者である次男が承継
することになります。 

 
解説 

若手行員 A 遺言受託先のお客様が亡くな
ったのですが、遺言作成後に民事信託を
設定していたことが分かり、どのように
遺言執行を進めたらよいか悩んでいます。 

ベテラン行員 B 遺言と信託との関係が問
題になるケースだね。後から設定された
民事信託が、先に作成された遺言にどの
ような影響を与えるか考えてみましょう。
民法でヒントになる規定はないですか。 

若手行員 A ええと、民法 1023 条 2 項が、
同条 1 項を準用して、遺言の内容が遺言
後の生前処分その他の法律行為と抵触す
る場合には、前の遺言は撤回されたもの
とみなすと定めています。 

ベテラン行員 B そうですね。本件では、
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遺言者が、遺言を作成した後に、不動産に
ついて次男を帰属権利者として民事信託
を設定しています。民事信託を設定する
ことで、信託財産である不動産は受託者
に譲渡されます。これは遺言における配
分（全財産を長男に相続させる）と抵触す
るため、特段の事情がない限り遺言のう
ち、不動産に関する部分は撤回されたも
のとみなされます。 

若手行員 A ここまでは理解できました。
でも、結局、不動産は誰に承継されるので
しょうか。遺言をしたお客様は、不動産を
信託して、受益権を持っています。この受
益権が相続の対象になるとすると、遺言
に従って、長男が受益権を相続するので
しょうか。遺言では、「金融資産…を含む
全ての財産」についても長男に相続させ
ると書いてありますし…。 

ベテラン行員Ｂ 良い疑問点ですが、長男
は受益権を相続しません。信託では、信託
契約において、受益者の相続発生時に信
託が終了し、受益権が消滅すると定めら
れていることが多いです。その場合、受益
権は受益者の相続財産から外れます。そ
して、信託契約で指定された帰属権利者
が、信託財産の権利の移転を受ける請求
権を取得します。 

若手行員Ａ ということは、本件でも、お客
様の死亡によって信託が終了し、受益権
が消滅するので、信託財産も受益権も亡
くなった方の相続財産から外れますね。
帰属権利者である次男が、受託者から信
託財産である不動産の所有権の移転を受
ける請求権を取得するのですね。 

ベテラン行員Ｂ そのとおりです。まとめ
ると、質問の答えとしては、遺言のうち不

動産に関する部分は撤回されているため、
不動産以外の財産を長男に承継させるよ
う、遺言の執行を進めるべき、ということ
になりますね。税の取扱いは別に考える
必要がありますが。 

若手行員Ａ ありがとうございます。帰属
権利者が、相続によらないで、信託契約に
基づいて直接に信託財産の権利移転請求
権を取得するのですね。これって、生命保
険の保険金が相続財産ではなく、相続人
が生命保険契約に基づいて直接取得する
と考えられているのに似ていますね。 

ベテラン行員Ｂ 保険と比較して理解する
とはよい着眼点ですね。信託と、信託に隣
接する遺言・死因贈与や生命保険などの
制度を比較して、それぞれの類似点や相
違点を理解できていると、各制度の理解
が進みます。そうすると、商品の開発や、
お客様への分かりやすい説明をするにし
ても、引出しが広がりますよ。 
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コラム（情報銀行と「信託」） 
 
はじめに 

総務省は、令和 3年 8 月 25 日に「情報信
託機能の認定スキームの在り方に関する検
討会とりまとめ（案）」に対する意見募集の
結果、とりまとめ及び「情報信託機能の認定
に係る指針 ver2.1」（以下「本指針」といい
ます。）を公表しました 2。 
同年 7 月 1日には、三菱UFJ信託銀行株

式会社が、国内の金融機関として初めて情
報銀行サービスである「Dprime」を始動す
るなど、注目が集まっています。 
 
情報銀行の「情報信託機能」とは 

「情報銀行」とは、「実効的な本人関与（コ
ントローラビリティ）を高めて、パーソナル
データの流通・活用を促進するという目的
の下、本人が同意した一定の範囲において、
本人が、信頼できる主体に個人情報の第三
者提供を委任するというもの」と定義され
ています（本指針 3 頁）。 
情報銀行に関する検討においては、「情報

信託機能」という表現が使われていますが、
総務省は、「情報信託」という用語は、情報
の利活用に関する議論等の中で、特定の利
活用の形態を表すために用いられるように
なり定着した言葉であり、信託法 2条の「信

 
2 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000302.html 
3 「情報信託機能の認定に係る指針 ver1.0（案）に対する意見募集に対して提出された意見及びそれらに対
する総務省及び経済産業省の考え方」No.6 の「総務省の考え方」をご参照。 
https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180626002/20180626002-1.pdf 
4 この論点については、平成 16 年の信託業法改正による知的財産権の信託の解禁に当たり、知的財産権
の一元的管理のためには特許権と共に技術的ノウハウを信託譲渡するニーズも起こりうることから、不正
競争防止法における営業秘密が信託財産となりうるかが議論されていました（松田和之「信託における情
報の位置付け―営業秘密の信託財産性と実務上の問題点の検討」信託法研究第 37 号 3 頁以下）。 

託」とは異なる言葉であるとしています 3。
本指針の対象には、事業者が本人に代わっ
て第三者提供の妥当性を判断するサービス
（本指針 4 頁）のように、信託と機能が類
似するサービスも含まれていることから、
このような表現が定着したものと思われま
す。 
情報銀行は、個人からの委任を受けて、当

該個人に関する個人情報を含むデータを管
理するとともに、当該データを第三者（デー
タを利活用する事業者）に提供します。この
ように、個人と情報銀行との間の契約関係
は、法的には、信託ではなく準委任契約とい
えます。 
 
情報を信託財産とすることができるか 

情報銀行は、法的には準委任契約という
整理ですが、そもそも、情報を信託財産とす
ることはできるのでしょうか。信託法は、信
託財産を「受託者に属する財産であって、信
託により管理又は処分すべき一切の財産」
と定義しているため、情報が「財産」に該当
するかが問題となります 4。 
この点、不正競争防止法上の営業秘密な

ど排他的管理が可能であり、一般的に金銭
的価値が認められるものであれば、情報を

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000302.html
https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180626002/20180626002-1.pdf
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信託財産とすることも可能と考える見解も
有力です 5。 
 
今後 

個人データは「インターネットにおける新
しい石油であり、デジタル世界における新
たな通貨である」6と言われ、これからも事

業環境の整備が進む分野と思われます。
2022 年 4 月 1 日には、「仮名加工情報」な
どデータ利活用を促進するための制度を新
設した改正個人情報保護法も施行されます。
情報銀行に関する動向も含め、個人情報と
信託の関係についても引き続き注目してい
きたいです。 

 
 
 
■本ニュースレターに関するお問合わせ先 

弁護士法人北星法律事務所 
〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目 9 番 4号 蚕糸会館 8 階 
03-6810-0767（代） 
https://www.hokusei-law.com/ （右記QRコード） 
 
取扱業務内容：信託法務、金融法務、会社法務等 

 
以上 

 
5 道垣内弘人編著『条解信託法』（弘文堂・2017 年）33 頁（道垣内弘人執筆部分）、前掲注 5・松田、三
枝健治「情報の信託『財産』性についての一考察」トラスト未来フォーラム『信託の理念と活用』（公益
財団法人トラスト未来フォーラム・2015）1 頁以下 
6 総務省「平成 26 年版 情報通信白書」154 頁
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/pdf/26honpen.pdf 

https://www.hokusei-law.com/
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/pdf/26honpen.pdf
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