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本書は、民事信託の準備・開始から終了・清算に至るまでの受託者の信託

事務のための書式を提案するものである。主な読者として、受託者の信託事

務を支援する資格者専門職（法律実務家）を想定している。本書の旧版（改

題前の『民事信託における受託者支援の実務と書式』）は、民事信託の期中にお

ける信託事務を具体的に示した実務書として、多くの読者に活用いただく機

会を得た。そこで、今般、さらなる読者の要望を受けて、信託準備・開始か

ら信託期中を経て信託終了・清算に至る書式の掲載数を大幅に増やすことで、

より一層、民事信託支援の利便性と工夫に供することにした。

本書は、旧版から大幅に増補し、民事信託分野における唯一の書式集とし

ての機能を充実させるため、200頁近くを新たに書き下ろした。また、旧版

発刊以降に明らかにされつつある民事信託実務の成果も取り入れるよう心が

け、旧版を読んでいただいた読者にあたらめて有用性を実感いただけるよう

な内容にすることに努めた。

本書に掲載する書式は、あくまで、読者の民事信託支援のヒントとなり、

信託の実質を維持するための助けになれば、との想いから提案するものであ

る。この点、本邦の民事信託実務は、いまだ生成中であり、試行錯誤の段階

にある。したがって、本書で提案する書式が、必ずしも完全なものとは限ら

ない。その意味では、本書に掲載する書式は、読者によって選別され、削除

が施され、補充されることを想定している。読者の実務現場にて、個別事案

に応じた、よりよき実践的な書式を作成するための一つの足がかりとして利

用されることが期待される。

この数年の間、資格者専門職の間における民事信託の理論と実践の全体的

なレベルアップのスピードには驚くべきものがある。全国津々浦々で、その

地域の民事信託の専門家が育ちつつある一方で、これまで民事信託推進を担

ってきた資格者専門職の新旧交代のスピードも激しい。また、民事信託推進

を旗頭に任意団体も林立し、さまざまな民間資格者が生まれている。前述の

はしがき

1

user
テキストボックス
渋谷陽一郎著『民事信託の実務と書式』民事法研究会発行



とおり、民事信託は生成中で、試行錯誤の途上だ。追う者と追われる者の差

は紙一重である。われこそ正しい民事信託であると主張しても、陳腐化のス

ピードが速い。現在の民事信託シーンには、ある分野が展開し、生成しつつ

ある濫觴期に特有のダイナミックさがある。今後、どのような方向に展開し

ていくかは誰にも予想できない。営業信託を含めたさまざまな信託実務の知

見と知恵を貪欲に取り入れるような謙虚な姿勢こそが大切だと思う。

また、民事信託に関心をもつ資格者専門職は多様化し、広がりつつある

（とりわけ弁護士の積極的参入が目立つ）。たとえば、本書が取り上げる不動産

の信託に関していえば、信託登記代理を行う司法書士や税務代理を担う税理

士の支援だけでは足りない。信託財産たる不動産に関しては、宅地建物取引

士や不動産鑑定士、土地家屋調査士などの資格者専門職の活躍が期待される。

また、弁護士法に抵触しない限り、受託者の財産管理事務を支援する書類の

作成は行政書士の分野でもあろう。さらなる民事信託の普及およびベストプ

ラクティスの確立のためには、多様な資格者専門職の協働が必要である。

ところで、本書の旧版は、主に民事信託における受託者の信託事務を支援

する資格者専門職を司法書士と想定して、司法書士業務としての法的根拠や

懲戒規範に関する章を設けていた（旧版第�章）。当時、司法書士が民事信託

推進の先行者となっていたからだ。しかし、前述のとおり、民事信託に関心

をもつ資格者専門職が多様化していることから、今回は司法書士のみを念頭

においた旧版第�章を省くことになった。これも実務に役立つ書式の掲載を

最大化するための工夫として了承願いたい（いずれ、司法書士業務としての法

的根拠や懲戒規範を明らかにすることで、司法書士向けの民事信託支援業務のマ

ニュアル的な解説書を公にする機会もあるだろう）。また、本書は、旧版と同様、

民事信託の税務にはいっさい言及していない。民事信託分野の特徴として、

資格者専門職によって税務の内容に言及される場合も少なくない。しかし、

民事信託の税務については、税務会計の専門家である税理士の独占分野であ

る。民事信託分野は税理士による解説書も多い。民事信託の税務に興味ある

読者は、正確を期してそれらを参照されたい。
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信託の実質を構成する幹の部分は、受託者の信託事務にある。そして、実

質的な受託者の信託事務遂行の維持・確保こそが、信託が適法に存続するこ

との必要条件である。書面を作成して後は事足りる遺言書作成事務などとは

異なる。信託契約書を作成し、信託の外形を作出するだけで、信託の実質を

伴わない場合、そのような信託は通謀虚偽表示的な信託と評価されるリスク

がある。それより何より、信託の開始前に作成される信託契約書は、信託開

始から終了までの信託事務の知見からy行されることで、初めて受託者実務

の指針となりうるものができる。

民事信託は多様であり、受託者の属性も多様である（友人や職場の同僚か

ら親子まで類型が異なる）。決して、正しい民事信託は何かについて決めつけ

ることはできない（それは民事信託の可能性を狭めてしまうことになろう）。ま

た、近年、民事信託の規律の維持が大きな問題とされている。たとえば、規

律維持の実現の方法論の一つとして、裁判所における信託非訟事件手続を利

用し、そのつど、裁判所の監督を受けることがありうる。そこで、本書では、

あくまで参考例としてではあるが、信託非訟事件の申立書のひな型を掲載し

ている。実際の申立て時においては、管轄する裁判所の担当部における書記

官と打合せのうえ、具体的な申立書を作成されたい。

本書は、旧版と同様、民事法研究会の南伸太郎氏と共に製作したものであ

る。同氏とは、民事信託支援の業務化の夜明け前といえる時期から、どのよ

うな内容の解説書が民事信託の実務に役立つのか、を議論してきた。今や、

数多くの民事信託に関する解説書が出版され、民事信託の実務も進化してい

る。その風景の劇的な変化には感慨深いものがある。

本書は、旧版発刊後、わずか�年強での発刊ということで、同氏と共に、

本書のコンセプトをいかに設定すべきか、大いに悩んだ。その結果、民事信

託を支援する資格者専門職の立場に立って、網羅的な書式集としての機能

性・一覧性を重視することで、旧版の体系性を犠牲にするという編集上の大

きな決断があった。読者が、本書の構成に対して、やや継ぎ接ぎの印象を受

けることがあるとすれば、そのせいかもしれない。
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民事信託の受託者実務を準備し、そして、信託の開始後における信託事務

を継続させ、あるいは、新たな出来事に対応し、終了・清算をするといった

財産管理事務たる受託者実務を、立体的・具体的なものとして生き生きとイ

メージするため、資格者専門職の皆さんが、その虎の巻の一つとして、本書

を末永く活用していただければ幸いである。

平成29年�月

渋谷 陽一郎

はしがき

4





Ⅰ 本章の位置づけ

本章にて掲載する書式は、あくまでも参考例である。これらの書式は、主

に、信託法および信託契約等に規定された受託者の義務の履行として用いら

れるもの（履行行為のための書式）である。また、事実の確認、整理や明確

化のために利用される。原則的には、新たな権利・義務を生じさせ、法律関

係を形成させるようなものではない（あるいは、第三者委託に関する確認書の

ように定型化・ひな型化されたものである）。

なお、これらの書式を用いるか否かは、個別具体的な民事信託案件に応じ

る。必ずしも、本章に掲載された書式すべてが個別の実務にとって不可欠で

あるわけではない。また、本書が、受託者実務に必要なすべての書式を網羅

しているわけでもない。

資格者専門職である読者であれば、民事信託における受託者実務を具体的

にイメージするための道具として、書式を利用することができると思う。百

聞は一見に如かず、である。現場の資格者専門職にとっては、抽象的な文章

による説明よりも、書式を見たほうが、具体的な理解が容易であるはずだ。

たとえば、研究者による会社法の実務的な解説書を学習するよりも、商業登

記の書式を学習するほうが、会社法の理解が具体的で早いのと同じである

（読者が司法書士であれば、書式試験の効用といえば納得であろう）。

資格者専門職は、机上の理論ではなく、実務の形をこそ学ぶ必要がある。

そこで、本章では、なるべく網羅的に書式を掲載することに努めてみた。た

だし、紙幅の関係から、書式とその利用に必要な限りでの解説となることを

ご了承いただきたい。旧来的な分厚い高価な書式集ではなく、持ち運び可能

な単行本を指向したからである。

本章に掲載される参考書式群をどのように活用するか、実際の書面の内容

をいかなるものとするか。それらは現に実務を行う個々の資格者専門職に委

ねられている。民事信託の期中事務は、個別具体的な民事信託案件の特性に

応じるだろうからだ。
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Ⅱ 信託設定に関する受託者の応用的な実務と書式

� 「信託口」口座の開設・維持

⑴ 「信託口」口座の開設

民事信託のための「信託口」口座の開設は、今や、民事信託の組成におけ

る最大の問題の一つである。

この点、これまで「信託口」口座の定義や内容それ自体がはっきりしなか

ったという事情がある。それがクリアになってきたのは、ようやく平成28年

頃からであろう。従来、「信託口」口座の問題は、なかなか分析が進まず、

それが何なのか、民事信託の組成に不可欠なものなのか、などに対して、も

やもや感があった。また、民事信託組成の実務の現場では、「信託口」口座

の開設なしで民事信託が組成される場合も少なくなかったのではあるまいか。

これに対して、「信託口」口座問題がクリアになりつつある現在、むしろ、

資格者専門職として、「信託口」口座の問題を回避することができない、と

いう悩み（逆説）を生じている。「信託口」口座を開設せずに組成された民

事信託のリスクを許容しうるのか、そのリスクが顕在化した場合、どのよう

に対処するのか、という問題である。

一方、金融機関にとって最大の問題は、そのような口座を開設した場合の

管理コストであるはずだ。そして、金融機関からみて、いまだ、民事信託一

般のしくみと規律（リスクの最小化）に対して信頼感をもてないことにあろ

う。

重要なポイントの一つとして、「信託口」口座の開設は、金融機関にとっ

て、単なる預金口座の開設にとどまらないことがある。近時、明らかになり

つつある（理想的な）「信託口」口座の内容は、むしろ、受託者の信託事務

の事務代行の側面がある
211

（〔図108〕参照）。しかるに、金融機関の立場として

Ⅱ 信託設定に関する受託者の応用的な実務と書式
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は、実質的な意味における「信託口」口座を設営し、運営するためには、信

託財産から管理費用を徴収する必要があるのではあるまいか。とりわけ、ゼ

ロ金利政策の下、普通の預金口座の開設と管理だけで、金融機関にコストが

生じる時代である。

この点、富裕層の囲い込みのためのサービスとしての「信託口」口座だけ

ではなく、民事信託の普及のためには、利用者からの金融機関に対する事務

委託業務（付随業務）としての「信託口」口座の提供が、一般に対して開か

れることが期待されている。

〔図108〕 民事信託の設定と「信託口」口座の開設

委託者 受託者

賃貸物件 賃料・敷金の支払い
追加信託など

賃借人

預金
「信託口」口座 金融機関

引落し

民事信託 第三者委託

受益者 配当金払い

⑵ 「信託口」口座の開設に向けての資格者専門職による確認

「信託口」口座の開設は、受託者の分別管理義務の履行（信託法34条）であ

る。また、受託者による信託事務の委託（同法28条）のための善管注意義務

の履行（同法29条）の一環という側面もあるかもしれない
212

。要するに、受託

者が責任をもって行う事務であるとも思われる。信託開始前の「信託口」口

座の開設は、受託者による信託の引受事務の一環となる。厳密にいえば、信

託契約締結前に「信託口」口座の開設準備を行う場合、それは受託者の信託

事務執行の一環といえるのか（受託者となる前である）という問題があろう。

ところで、これまで「信託口」口座の開設に応じる金融機関の存在は限定的

である。そのような観点から、受託者支援を行う資格者専門職は、実際にい

第�章 受託者の応用的な実務
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かなる対応をすべきかが問われる分野である（〔図109〕参照）。

〔図109〕「信託口」口座の開設のための確認

債権者 差押え・破産手続開始の申立て

隔離

裁判所

金融機関「信託口」口座

（資格者専門職）

説明

受託者

相続人
助言

「信託口」口座の開設依頼は、第三者委託の依頼の性格を有する。そのよ

うに考えれば、「信託口」口座に関する事項が信託契約書に記載されている

か否かが重要となろう。なお、民事信託を支援する資格者専門職は、「信託

口」口座の開設をもって、民事信託組成に必須な要件と考えるべきか否か、

という問題がある。資格者専門職における助言過誤の問題にかかわる。

ここでは、「信託口」口座の開設にあたって、資格者専門職が受託者に確

認する際に利用する確認票の例を紹介する。

【書式46】「信託口」口座開設のための確認票（資格者専門職用）

「信託口」口座開設のための確認票

（受託者実務の支援）

〔「信託口」口座の開設のための信託契約書の確認〕

信託契約書中、「信託口」口座の開設に関する信託条項は存在するか

□存在する □ 存在しない

信託契約書中、「信託口」口座の開設に関する信託条項が存在しない場合、「信

託口」口座の開設は可能なのか

□ 可能 □ 不可能 □ 協議中

Ⅱ 信託設定に関する受託者の応用的な実務と書式
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