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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＞ 
 
 
 
 

3. 信託に関する裁判例 

民事信託 

 司法書士との間で民事信託作成につい
ての委任契約に関して、司法書士によ
る信義則上の情報提供義務・リスク説
明義務違反があったとして不法行為に
基づく損害賠償請求が認められた事例 
（東京地判令和 3 年 9 月 17 日・Westl
aw Japan 文献番号:2021WLJPCA091
78001） 

 

https://hokusei-law.com/contact
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事案の概要 
① 原告は、高齢であることから、民事信託

を利用することを考え、司法書士である
被告との間で、自らを委託者兼受益者と
し、二男であるＡを受託者とする信託契
約に係る契約書の案文の作成、信託財産
に属する金銭を預け入れる受託者名義
の預金口座の開設の支援等を被告に委
任する内容の契約（以下「本件委任契約」
という。）を締結した。 

② 原告は、被告に対して、以下(1) (2)につ
いて訴えた。 
(1)本件委任契約上、信託の効力が発生
して原告所有の不動産が信託財産とな
った後も、受託者Ａにおいて、信託事務
の処理として、信託財産に属する建物の
大規模修繕、建て替え等の際に、当該不
動産に抵当権を設定して、金融機関から
融資を受けることができるような内容
の信託契約に係る公正証書が作成され
るよう、信託契約に係る契約書の案文の
作成、公正証書の作成手続の補助等をす
べき債務を負っていたにもかかわらず、
この債務を履行しなかったため、債務不
履行責任を負うと主張して、損害賠償請
求を行った。 
(2)仮に、本件委任契約上、前記(1)の債
務を負わないのであれば、本件委任契約
の締結に先立ち、原告に対し、本件委任
契約に係る被告の債務が履行されても、
前記融資を受けることができないリス
クが存すること等を説明すべき信義則
上の義務を負うにもかかわらず、この説
明義務に違反したから、原告に対する不
法行為責任を負うと主張して、損害賠償
請求を行った。 

 

        
 
 
 
 

      
 
 

判決 
＜要旨＞ 
 本件委任契約の債務不履行責任は認めら
れず、不法行為責任が認められた（以下、不
法行為についての要旨を中心に説明。下線
は当事務所による）。 
① 被告は、原告が本件委任契約の締結に当

たり、受託者Ａにおいて、信託財産に属
する本件自宅ビルの大規模修繕等の際
に、信託財産に属する不動産に抵当権を
設定して、金融機関から融資を受けるこ
とができるようにするとの目的も有し
ており、しかも、この目的を重視してい
たことを具体的に認識していた。 

② 原告の前記目的を達するためには、受託
者Ａが、将来、金融機関から、信託内融
資を受けることができるような態勢を
整備する必要があった。 

③ 原告を委託者兼受益者とし、Ａを受託者
とする信託契約を締結したならば、原告
自らについては、金融機関から、信託財
産となった財産を引き当てとして融資
を受けることが事実上不可能となる一

原告 
（委託者兼受益者） 

被告 
（司法書士） 

受託者 A 
（原告の二男） 

民事信託契約 

本件委任契約 
（信託契約の作成）

 

信託財産である不動
産の大規模修繕のた
めに受託者 A が抵当
権を設定して金融機
関から融資（信託内
借入）をして欲しい 
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方、受託者Ａについても、通常の融資と
は異なる厳しい審査のために信託内融
資を受けられないというリスクがあり、
その結果、仮に、原告が、信託契約を締
結することなく、自ら、金融機関から融
資を受けようとするときであれば、融資
可能な資産等の状況であったとしても、
当該資産が信託契約に基づき信託財産
に属することとなったときには、信託契
約の締結の事実以外の諸条件に変化が
なくとも、自らまたは受託者による融資
を受けられなくなる危険性があること
となる。信託契約の締結は、当時、この
ように、融資可能性の喪失という大きな
リスクを伴うものであったというべき
である。 

④ 司法書士である被告は、報酬を得て民事
信託の支援等の業務を受任する旨の本
件委任契約を締結するに先立ち、原告に
対し、信義則に基づき、金融機関の信託
内融資、信託口口座（狭義）等に関する
対応状況等の情報収集、調査等を行った
上で、その結果に関する情報を提供する
とともに、信託契約を締結しても信託内
融資および信託口口座（狭義）の開設を
受けられないというリスクが存するこ
とを説明すべき義務を負っていたとい
うべきである。 

⑤ 被告は、原告に対し、前記の情報収集、
調査等の結果に関する情報提供をせず、
また、信託契約を締結しても信託内融資
および信託口口座（狭義）の開設を受け
られないというリスクが存することを
説明しなかった。 

⑥ 被告の情報提供義務およびリスク説明
義務の違反は、不法行為を構成する。 

 
信託実務上のポイント  
民事信託の利用が増えていると思われ

ますが、本件では、信託契約を作成した
ものの、委託者の意向に沿う信託内借入
ができないことが問題となりました。金
融機関が民事信託コンサルを行う場合
に、委託者の信託目的や意向についての
丁寧な聴き取り、実現可能性やリスクの
説明が重要といえます。また、民事信託
について紛争が裁判においてまで顕在化
した事例 1の一つとして実務上参照価値
が高いものと思われます。 

 
 
 
 
 
 

  

 
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）、③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・Westlaw Japan 文献番号:2020WLJPC
A12248026）等があります。 
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信託実務 Q&A 基本編３（成年後見人による受益者変更・中途解約） 
 
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
一括払いや定時定額払いを設定する
ことができます。 

 当行では、お客様（Xさん）から、上
記の遺言代用信託を受託していま
す。X さんの家族構成は、奥様の Y
さんと息子の Z さんです。委託者 X
さんの死亡時に、受益者 Y さんに信
託財産が一括で支払われる契約内容
となっています。 

 この度、遺言代用信託の委託者 X さ
んについて後見開始の審判がなさ
れ、成年後見人が就任しました。 

 当行は、成年後見人から以下の①お
よび②の申出を受けています（それ
ぞれ独立した申出があったものとし
ます）。 

 ①遺言代用信託の受益者を妻 Y さん
から息子 Zさんに変更したい。 

 ②X さんの老人ホーム入居費用とし
てまとまった金銭が必要となったた
め、遺言代用信託を解約して、当該入
居費用に充てたい。 

 当行としては、委託者 X さんの成年
後見人からの上記①および②の申出
について、どのように対応したらよ
いでしょうか。 

 

Answer（ベテラン行員 Bの回答） 

 ①の申出について、成年後見人が成
年被後見人の遺言を書き換える権限
がないのと同様、受益者を変更する
権利（以下「受益者変更権」といいま
す。）も有しないと考えるのが相当で
す。 

 ②の申出について、成年後見人によ
る中途解約を認めることは、実質的
に成年後見人による遺言の撤回を認
めるのと同様の結果になるため、中
途解約権を認めないと考えるのが相
当です。ただし、具体的妥当性に配慮
し、(1)個別対応として請求書等の資
料を確認した上で中途解約に応じ
る、(2)商品設計上、「委託者の生存・
健康等の観点からやむを得ない事情
があると受託者が認めた場合には、
受託者は委託者の成年後見人による
中途解約申し込みに応じることがで
きる」といった規定を設けることが
考えられます。 

 
解説 

ベテラン行員 B ①の申出を検討する前提
として、そもそも遺言代用信託において
受益者の変更は可能なのでしょうか。 

若手行員 A 信託法 90 条 1 項各号に掲げ
る信託（いわゆる遺言代用信託）において
は、委託者に受益者変更権が留保されて
います（同項）。当行の遺言代用信託商品
の信託約款でも、委託者が受託者である
当行の承諾を得て受益者を変更すること
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ができる旨が定められています。 
ベテラン行員 B  そうですね。成年後見人
は、本人の財産に関する法律行為全般に
ついての包括的な代理権と財産管理権を
有するところ（民法 859条 1項）、本件で
は、委託者の成年後見人の権限に、受益者
変更権を行使する権限が含まれるかどう
かが問題となります。 

若手行員 A 包括的な代理権を有するとい
うことは、受益者変更権の行使も成年後
見人の権限に含まれるのでしょうか。で
も、成年後見人が、委託者の財産を誰にあ
げるかを決められるというのも妥当では
ないような…。 

ベテラン行員Ｂ 遺言代用信託は、その呼
称のとおり遺言に類似する機能を持って
いるので、遺言における議論が参考にな
ります。成年後見人は、成年被後見人の遺
言を書き換える権限を有しません。そし
て、受益者変更権の行使は財産承継先の
決定に直接影響を及ぼすので、遺言にお
ける議論と同様に、成年後見人は遺言代
用信託の受益者変更権を有しないと考え
るのが相当でしょう 2。 

若手行員 A  ②についても検討してみま
す。成年後見人の権限に、中途解約権を行
使する権限が含まれるかどうかが問題と
なりますね。先ほどのように遺言の議論
を参考にして考えてみると、成年後見人

 
2 木村仁「遺言代用信託の利用と課題：アメリカの撤回可能信託を中心に」信託法研究第 44 号 80 頁。佐
久間亨「第９章 遺言代用の信託・後継ぎ遺贈型受益者連続信託」田中和明編著『新類型の信託ハンドブ
ック』238-239 頁も結論同旨。 
3 前掲注４・木村 80 頁は、「本人にとって財産的価値のある契約上の権利について、本人の財産管理権が
及ぶ財産に関する法律行為と解することができるのであれば、委託者が有する信託の終了・変更に係る権
利については、原則として成年後見人の代理権の範囲に含まれると解されます。」としており、成年後見
人による中途解約が認められることを示唆している。 

による中途解約を認めることは、実質的
に成年後見による遺言の撤回を認めるの
と同様の結果になるのではないでしょう
か。 

ベテラン行員Ｂ 私も同じ理由で、成年後
見人による中途解約は原則として認めら
れないとの結論に落ち着くことが良いよ
うに思います。遺言代用信託を解約する
ことで、財産の配分も変わってしまう可
能性もあります。ただ、この論点について
は、判例もなく、反対の考え方もあります
ね 3。 

若手行員 A 法的な考え方はよくわかりま
した。しかし、本件では、X さんの成年後
見人は老人ホーム入居費用として遺言代
用信託を解約する必要があるように思わ
れます。成年後見人による解約を一切認
めないとなると、実際にはお客様の利益
を害する結果になるのではないでしょう
か。 

ベテラン行員 B そのような具体的妥当性
への配慮も必要ですね。本件でも、請求書
などを確認した上で個別対応として例外
的に解約に応じることがあり得ますが、
可能な限り商品設計でカバーすべきでし
ょう。例えば、「委託者の生存・健康等の
観点からやむを得ない事情があると受託
者が認めた場合には、受託者は委託者の
成年後見人による中途解約申し込みに応



 

当事務所は、本ニュースにおいて法的アドバイスを行うものではございません。個別具体的な案件については、弁護士
にご相談下さい。本ニュースに関する知的財産権その他一切の権利は、当事務所に帰属し、無断複製・転載を禁じます。 

6 

じることができる」といった規定を設け
ることが考えられます。 

若手行員 A 当行の信託約款を改めて確認
してみます。 

 

コラム（ESG/SDGs と信託） 
 
はじめに 

ESG、SDGs に関するニュースを見ない
日はなく、各金融機関の中期経営計画等に
おいても、サステナビリティに関係づけら
れ、金融機関の業務にも深く関連している
ものと思われます。 
改めて説明するまでもありませんが、

SDGs（Sustainable Development Goals）と
は、2015 年 9 月の国連サミットで採択され
た「持続可能な開発のための 2030 アジェン
ダ」に記載された、2030 年までに持続可能
でよりよい世界を目指す国際目標です。ま
た、ESG（Environment（環境）、Social（社
会）、Governance（企業統治））とは、ESG
投資という言葉のとおり、投資家が投資先
を選定する際に重視すべき要素として提唱
されたものです。 
やや大雑把にいうと、投資側による持続

可能性を重視する ESG 投資が拡大をみせ
るなか、持続可能な社会のための企業側の
行動準則である SDGs が定められたもので
す。ESG/SDGsと信託との関係について簡
単にご説明します。 
 

 
4 詳細は、後藤元「ESG と信託」信託 286 号 6 頁 
5 Max M. Schanzenbach & Robert H. Sitkoff, Reconciling Fiduciary Duty and Social Conscience: The Law 
and Economics of ESG Investing by a Trustee, 72 Stanford Law Review 381 (2020).  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3244665 
6 日銀レビュー「ESG 投資の発展に向けた実務的な課題とその克服に向けた取り組み」（2021 年 11 月 30

日）においても、ESG 投資の発展の課題として企業の ESG 情報開示の拡充について触れられています。 

ESG 投資と受託者責任 

年金基金等機関投資家の受託者責任とし
て、ESG を考慮して投資を行うことができ
るのかという点が議論となっています。
ESG投資が投資リターンに結びつかない場
合に特に問題となります 4。 
アメリカの信託法学者 Sitkoff らは、ESG

投資について、ESG要素の利用を①受託者
の倫理的理由または第三者の「付随的利益」
目的か、②ESG投資は優れたリターンをも
たらすこともあるのでリスクを調整しリタ
ーン改善につなげる目的のものと分け、①
付随的利益のためであれば受託者責任に反
し、②リターン目的であれば許容されると
整理し 5、有力な学説とされています。 
 
ESG 投資信託の販売時 

 ESG 投資商品が増えていますが、金融機
関が ESG 投資商品を販売する際に、その効
果についてミスリードしていないかという
問題があります。この点について、投資家が
正確な情報に基づいて判断を行うための情
報開示が必須になってくると思われます 6。 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3244665


 

当事務所は、本ニュースにおいて法的アドバイスを行うものではございません。個別具体的な案件については、弁護士
にご相談下さい。本ニュースに関する知的財産権その他一切の権利は、当事務所に帰属し、無断複製・転載を禁じます。 
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SDGsにおける信託 

ESG・SDGs と信託は、主に ESG 投資の
文脈において議論がされていますが、SDGs
を進めるうえで、信託を活用することも考
えられます。 
例えば、伝統的な公益信託以外に、三井住

友信託銀行における森林信託 7、三井住友銀
行とSMBC信託銀行におけるサステナブル

バリューアップファンド 8等、SDGs への取
り組みとして信託が用いられております。 
企業等の行動準則において SDGs が重要

視されるなか、信託銀行・信託会社自社とし
ての SDGs の取り組みのみならず、他社へ
の SDGs の取り組みを促すためにも、社会
課題を解決するために信託を活用できるも
のと考え、そのような活用が広がることを
期待いたします。

 
 
■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 

 
https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2021/data/rev21j13.pdf 
7 https://www.smth.jp/sustainability/Initiatives_achievements/natural-capital/product-5 
8 https://www.smbctb.co.jp/aboutus/information/sustainability/ 

https://www.hokusei-law.com/
https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2021/data/rev21j13.pdf
https://www.smth.jp/sustainability/Initiatives_achievements/natural-capital/product-5
https://www.smbctb.co.jp/aboutus/information/sustainability/

	信託ニュース
	1. 官公庁等の動向と信託との関係
	2. 金融機関等の動向と信託との関係
	3. 信託に関する裁判例
	民事信託
	事案の概要
	判決


	信託実務Q&A　基本編３（成年後見人による受益者変更・中途解約）
	Question（若手行員Aの質問）
	Answer（ベテラン行員Bの回答）
	解説

	コラム（ESG/SDGsと信託）
	はじめに
	ESG投資と受託者責任
	ESG投資信託の販売時
	SDGsにおける信託


