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北星法律事務所では、主に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。 
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. 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 2（遺言代用信託設定後の遺言作成） 
 
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、遺言代用信託の自社商品を

提供しています。この商品では、委託
者であるお客様の死亡後の親族への
一時払いや定時定額払いを設定する
ことができます。 

https://hokusei-law.com/contact
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 この度、遺言代用信託の委託者であ
るお客様が亡くなりました。遺言代
用信託では、1500 万円が信託されて
おり、①お客様の死亡時に、葬儀費用
として 200 万円を一時金として妻に
渡す、②お客様の死亡後、毎月 10 万
円を妻に渡すとされています。 

 お客様の奥様への支払いの準備をし
ていたところ、お客様の息子の弁護
士から、お客様が、当行での遺言代用
信託設定後に、自筆証書遺言を作成
しているとの連絡がありました。遺
言の内容は、全財産を息子に相続さ
せるというものです。 

 当行としては、奥様への一時金の支
払いや定時定額払いを進めてよいの
でしょうか。 

 
Answer（ベテラン行員 Bの回答） 

 信託財産は受託者の名義になってい
るため、信託財産は遺言の対象には
なりません。したがって、後に作成さ
れた遺言のうち、先に設定された遺
言代用信託に抵触する部分は無効で
す。 

 しかし、後から作成された遺言によ
って、遺言代用信託の受益者が変更
されたと解釈される可能性がありま
す。まずは、遺言代用信託の信託契約
（約款）において、遺言による受益者
変更が制限されているかどうかを確
認しましょう。 

 仮に、信託契約（約款）において、遺
言による受益者変更が制限されてい
ない場合には、遺言の文言の解釈に
よって、受益者の変更がされたと判

断される可能性があります。念のた
め、弁護士等の専門家に相談しまし
ょう。 

 
解説 

若手行員 A 遺言代用信託の委託者である
お客様が亡くなったのですが、遺言代用
信託の設定後に自筆証書遺言を作成して
いたことが分かりました。遺言代用信託
では奥様を受益者に指定され、遺言では
お子様を受遺者としています。どのよう
に対応したらよいのでしょうか。 

ベテラン行員 B まず、原則から確認しま
しょう。 

若手行員 A 信託財産は受託者名義になり
ます。そうすると、お客様が生前に遺言代
用信託を設定した時点で、お客様が信託
した金銭については受託者名義になって
います。そのため、信託財産となった金銭
は、委託者の相続財産を構成しないので、
後に作成された遺言の対象になっていな
いと考えて良いのでしょうか。 

ベテラン行員 B 基本的にはそのとおりで
す。でも、実はもう少し検討すべきことが
あります。後に作成された遺言が、先に設
定された遺言代用信託にどのような影響
を与えるかも検討しましょう。 

若手行員 A 遺言代用信託では、委託者に、
受益者を変更する権利（以下「受益者変更
権」といいます。）が与えられていること
があります（信託法 89条 1 項）。そして、
受益者変更権は、遺言によって行使する
ことができます（同条 2項）。そうすると、
遺言の内容によっては、遺言代用信託の
受益者を変更するものと解釈される場合
もあるということでしょうか。 
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ベテラン行員Ｂ そうですね。ただし、信託
法 89条 2項は任意規定ですので、これを
制限することもできます。まずは、遺言代
用信託の信託契約（約款）において、受益
者変更権が制限されているかどうかを確
認する必要があります。例えば、①遺言に
よる受益者の変更は認めないとか、②受
益者の変更には受託者の承諾が必要であ
る、③受益者の変更には受託者への通知
等の手続が必要といった規定が定められ
ている場合があります。 

若手行員 A 仮に受益者変更権が制限され
ていないとすると、遺言で全財産を息子
に相続させるとしているので、受益者が
変更されたということになりますか。 

ベテラン行員Ｂ それは、個別具体的な遺
言の解釈によります。遺言の解釈に当た
っては、文言を形式的に解釈するだけで
なく、遺言書作成当時の事情や遺言者の
置かれた状況等をも考慮して、遺言者の
真意を探求する必要があります 1。今回の

件では、葬儀費用相当額を妻に相続手続
の外側で信託を使って渡したいというこ
とで信託契約が締結されており、そのた
め、全財産を息子に相続させるという遺
言が作成されたからといって、直ちに受
益者の変更がされたとはいえないでしょ
う。念のため、遺言の解釈については、弁
護士に相談しながら検討すべきです。 

若手行員 A ところで、お客様は、委託者
兼第１受益者として、遺言代用信託の受
益権を財産として保有していますよね。
遺言により、この受益権を息子が相続す
るという考え方はできないのでしょうか。 

ベテラン行員 B 良い視点ですね。一般論
としては、受益権も相続の対象になり得
ます。しかし、遺言代用信託商品では、委
託者兼第１受益者が死亡した場合、第１
受益者が保有する受益権は消滅すると定
められていることが一般的と思われます。
そうすると、息子が遺言によって受益権
を相続すると考えることはできません。 

 

コラム（認知症対策商品の今後） 
 
はじめに 

認知症患者が保有する金融資産は 2030
年度に 230 兆円にのぼり、家計全体に占め
る割合は 1 割になるとの試算があり 2、金融
機関にも関係する認知症のニュースは日々
多く見られます。 
本コラムでは、簡単に認知症リスクと金

 
1 最判昭和 58 年 3月 18日判タ 496 号 80 頁、最判平成 17 年 7月 22日判タ 1189 号 173
頁 
2 日経電子版 2021 年 9 月 20 日付 

融商品についてみていき、今後について私
見を述べたいと思います。 

 
認知症のリスクとそれに対応する金融商品 

認知症になった場合の金融商品に関係す
る主なリスクと、関係する金融商品として
は、以下のようなものが考えられます。 
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① 資産凍結リスク：預金取引の代理人届、
信託等 

② 犯罪被害に遭うリスク：解約制限付信託
や口座見守りサービス等 

③ 認知症に伴い医療費等が発生するリス
ク：保険会社による認知症保険等 

④ 投資・運用ができなくなるリスク：投資
信託について遺贈機能を付与する商品
等 
最も大きなリスクと考えられるのは、そ

もそも法律行為ができなくなる、上記①資
産凍結リスクと思われます。 
 
資産凍結リスクに対する金融商品と課題 

2021 年 2 月の全銀協の指針 3もあり、各
金融機関にて代理人キャッシュカード・代
理人指名手続の導入が進んでいます。「予約
型代理人」として、所定の診断書等の提出後
に、代理人による取引が可能とする金融機
関も見られます 4。法的には、預金者本人と
代理人間の停止条件付委任契約といえ、現
時点で代理人に取引を任せるものではない
が、認知機能が低下した場合に備えるもの
として有益なものと思われます。 
このような代理人取引の利用が進むこと

は、資産凍結リスクを回避するために望ま
しいものと思われますが、高齢者の財産管
理方法として、依然として以下のような課
題があるように思えます。 
まず、第一に、代理人による代理権濫用の

リスクはあり、預金者の死後に、代理人とそ
れ以外の相続人間で、代理人の使い込み等

 
3 https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n021801/ 
4 https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2021/pdf/news-20210308-001_ja.pdf 
5 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf 

の疑いによる不当利得返還請求等の紛争が
生じる（金融機関も紛争に巻き込まれる）こ
とは避けられないと考えます。家族のため
にも無用な争いを生じさせないように、本
人の老後の財産について、誰が管理するか
だけではなく、どのように管理するかを明
確にしておくことが重要になっていくので
はないでしょうか。 
また、第二に、本人の意思の尊重という側

面です。厚生労働省「認知症の人の日常生
活・社会生活における意思決定支援ガイド
ライン」5でも本人の意思の尊重が重要視さ
れ、意思決定支援も本人の表明した意思・選
好あるいはその確認が難しい場合には推定
意思・選好を確認するとされています。単に
預金取引において代理人を指名するだけの
場合、代理人の取引内容が本人の意思を尊
重した内容になっているかという観点から
は、課題はなお残っているともいえます。 
 
資産凍結リスクへの信託商品の利点 

 上記の課題について、いずれも信託を利
用することにより解決することができると
思われます。 
 すなわち、代理権濫用については、そもそ
も、名義を受託者に変更し、受託者にて信託
財産の管理を行うことができるので、代理
権濫用のリスクを抑えることができそうで
す（例えば、受託者が医療費などの領収書や
請求書をチェックするのかや、受託者以外
の関係者による見守り機能を持たせるのか
などの商品設計にもよります）。 

https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n021801/
https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2021/pdf/news-20210308-001_ja.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
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 また、本人の意思の尊重という観点から
も、判断能力低下前に、定時定額払いの選択
等、財産管理・処分方法について大枠を本人
が決めておける点では本人の意思も一定程
度尊重されているともいえそうです。 
 
認知症対策商品の更なる発展のために 

① ITの更なる活用 
高齢者自身は認知機能が低下する前段階

から、金融資産・取引に関する情報を関係者
に共有し、また、財産管理方法についての希
望を明確化しておくことが重要と思われ、
そのためには、「IT」の活用が欠かせないと
思われます 6。 
② 投資取引における発展 
現時点では、認知症患者の生活費として

の金融取引の凍結リスクという側面が主に
問題視されているようです。 
例えば、貯蓄から投資へという流れの中

で、ファンドラップの残高について、日本投
資顧問業協会によると 2021 年 6 月末時点
で約 11.9兆円となり、過去最高を更新しま
した 7。 
ファンドラップの認知症対策として、フ

ァンドラップの委託者の判断能力低下時に、
委託者自身があらかじめ指定した代理人に、
自社が受託者となる信託への入金を目的と

して、委託者が保有するファンドラップの
解約を申込む権限を付加する金融商品も見
られます 8。 
また、認知症により成年後見開始審判等

の届出があった場合、ファンドラップ取引
などについては成年後見人が取引継続を選
択しても、市場リスクを限定した形でしか
運用を継続できないのが通例であり、本人
の意思・推定的意思に沿った形でインフレ
リスク等への対応(＝適度のリスクをとっ
ての運用の継続)ができないという実務上
の課題もあります。信託銀行や信託会社に
おいて、認知症になった本人に代わって市
場環境の変動に合わせファンドラップのコ
ース変更等を決定するという裁量権行使を
引き受けるには受託者の善管注意義務の範
囲をどのように限定的に設計するのかとい
う問題があります。例えば、あらかじめ本人
の意向を示してもらい、その意向に従って
AIなどで運用コースを決めていくことがで
きないかなど今後の課題があると思われま
す。 

 
 
 
 
 

 
  

 
6 詳細な事例等については、日本総合研究所先端技術ラボ「金融ジェロントロジーにおけ
る IT 活用動向～超高齢社会到来を見据えて～」をご参照。
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/pdf/12363.pdf 
7 https://www.jiaa.or.jp/toukei/pdf/r/toukei202106.pdf 
8 一例として、三菱UFJ信託銀行の「つかえてラップ」。
https://www.tr.mufg.jp/tameru/fund_wrap/tsukaetewrap.html 

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/pdf/12363.pdf
https://www.jiaa.or.jp/toukei/pdf/r/toukei202106.pdf
https://www.tr.mufg.jp/tameru/fund_wrap/tsukaetewrap.html
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■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 

https://www.hokusei-law.com/
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