
1 
 

税制改正提言―福祉分野における信託活用のための信託税制の在り方― 

 

２０１２年（平成２４年）１月１９日 

日本弁護士連合会 

 

意見の趣旨 

 当連合会は，本意見書において，福祉信託の活用を妨げる阻害事由として挙げら

れている様々な事由のうち，税制上の阻害事由について検討し，かかる税制上の阻

害事由を取り除き，高齢者・障がい者財産管理の分野における信託の活用に資する

ため，以下のとおり，信託税制の改正を行うべきことを提言する。 

１ 現実受益時課税の導入を検討すべきである。 

２ 信託行為時課税が適用される場合においても，受益権の評価を適正に行った上

で課税するという原則を導入すべきである。 

３ 還付措置・課税繰延措置を導入すべきである。 

４ 一定の要件を設定した上で，特別障害者扶養信託の特例（相続税法２１条の４）

を拡充し，又は類似の特例措置を新規に導入すべきである。 

  

意見の理由 

１ はじめに 

(1) 平成１８年に成立した新しい信託法は，委託者及び受益者と受託者との関係

の規律を任意法規化し，また受益者の権利行使が効率的に行えるよう改正する

など，主に商事信託・集団信託に関する整備をしたものであるが，新しい類型

の信託を認めるとともに，民事信託の活用及び民事信託を利用して高齢者や障

がい者の財産を管理する福祉型信託の展開を期待した整備をも行った。 

   しかしながら，この信託法改正によっても，福祉分野において信託が活用さ

れた事例はほとんど見当たらない。その大きな理由は，信託を業として行うに

は，信託業法３条により内閣総理大臣の免許が必要とされ，また「管理型信託

業」を行う場合でも，同法７条１項により内閣総理大臣の登録を受ける必要が

ある（同法８７条１項により，金融庁長官に委任）ゆえである。報酬を得て反

復継続的に信託を引き受ける場合は，福祉型信託といえども，信託業法の規制

を受けることとなる。 

   他方，信託銀行をはじめとして，免許を有し，また登録をしている信託業者

には，ごく一部を除いて，福祉型信託を受託する者は存在せず，新たな担い手
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を認めない限り，福祉型信託を広く展開することは困難である。このため，前

記信託法改正に際し，衆議院法務委員会で，「来るべき超高齢社会をより暮らし

やすい社会とするため，高齢者や障がい者の生活を支援する福祉型の信託につ

いて，その担い手として弁護士，ＮＰＯ等の参入の取り扱い等を含め，幅広い

観点から検討を行うこと」との付帯決議が，参議院法務委員会でも同趣旨の付

帯決議がなされたものである。 

   しかし，残念ながら，その面での前進は全くない。 

(2) 以上のように，弁護士等の専門家が担い手となって福祉型信託を広く活用す

る道は未だ見い出されていないが，このような条件の下でも，福祉型信託を利

用した支援についていくつかのスキームが提唱されている。無報酬で信託を受

託するのであれば，信託業法の規制は受けないゆえ，そのような障がい者等に

対する支援者を受託者とし，専門家が信託監督人としてその監督をすれば，信

託の信頼性は保障される。また反復継続して受託するのでなければ，報酬を受

けても業法の規制は受けない。 

   しかしながら，このような活用方法に対しても，現行税制が大きな障害とし

て立ちはだかっている。新信託法制定に伴ない平成１９年度税制改正により整

備された信託税制が過度に硬直的で，信託特有の権利関係や法構造にそぐわな

いのである。 

 

２ 福祉分野における信託活用への期待及び税制による阻害 

(1) 税制による福祉信託の活用阻害 

   平成１８年に成立した新しい信託法は，信託の本質について，信託行為によ

り信託財産の所有権を委託者から受託者に完全に移転し（物権移転の実現），受

託者は信託財産を信託目的に従って管理運用すべき義務を負っている（債権的

拘束の設定），とする債権説の立場で立法されており，この債権説が学説上も通

説的立場とされている1。受益者が有するのは，受託者に対する債権的請求権で

ある受益権であって，信託財産の所有権ではない。 

   ところが，現行の信託税制は，実質所得者課税の原則に基づき経済上所得が

帰属する者は受益者であるとして，受益者等課税信託を信託税制の基本型とし

                                            
1 衆議院法務委員会で長勢甚遠法務大臣（当時）が，「今回の立法は，基本的には，現在の信託法の

起草者が採用した，またそういう意味で信託法の制定初期から唱えられてきた，いわゆる学説上は

債権説というんだそうでございますが，それに立って行われておるものでございます。」と発言し，

債権説の立場で立法されたことを明らかにした（第１６５回国会衆議院法務委員会議事録第５号（平

成１８年１０月２７日））。信託の本質については諸説あるものの，債権説は，現在も通説的地位を

占めるものと評価されている（新井誠『信託法〔第３版〕』（有斐閣，２００８年）４０－４１頁）。 
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ている2。後述する「親亡き後」問題及び「配偶者亡き後」問題の事例において

は，受益者（障がい者又は高齢者）は信託財産について所有権を取得するもの

ではなく，信託財産を使用・収益・処分する権能の全てが帰属するわけではな

いにもかかわらず，信託設定時又は受益権取得時に，当該信託に関する権利を

贈与（委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には遺贈）により

取得したものとみなされ，贈与税（又は相続税）が課税されることとなる3。こ

れは，理論的にも現実的にも担税力の認められないところに課税する場合を生

じさせるものであり，かかる硬直的な税制は，福祉信託の活用を阻害する。特

に，後述する受益者に対する信託行為時課税及び受益者連続型信託に対する受

益者課税において，問題点が顕在化する。 

(2) 「親亡き後」問題及び「配偶者亡き後」問題 

上記「親亡き後」問題とは，障がいのある子について，親が死亡した後の財

産管理等の問題であり，「配偶者亡き後」問題とは，身体的な障がい又は認知症

などにより財産管理が不可能又は困難な高齢者について，配偶者が死亡した後

の財産管理等の問題である。このような財産管理問題に信託を用いることがで

きれば，親又は配偶者の生前に，障がいのある子又は高齢者のために，継続的

な財産管理方法を設定することが可能になる。ところが，現行の信託税制では，

信託設定時又は受益権取得時（受益権が第一次受益者（親又は配偶者）から第

二次受益者（障がいのある子又は配偶者）に移転した時）に，受益者である障

がいのある子又は高齢の配偶者は受託者に対する債権的請求権を取得したにす

ぎないにもかかわらず，これらの受益者が信託に関する権利を取得したものと

して課税することとなる。これは，担税力の認められないところに課税するこ

とになり，福祉信託の活用を阻害している。 

 

３ 信託税制の考え方（信託の特徴をいかに税制に反映させるか） 

(1) 新信託法による信託の活用を，過度に抑制する信託税制はとられるべきでは

ないこと 

第１項記載のように，新信託法は，福祉型信託に対する活用促進の期待を背

景事情のひとつとして制定された。 

しかし，現行信託税制は，集団投資信託，退職年金信託，特定公益信託等又

は法人課税信託以外の一般的な信託を，「受益者等課税信託」として課税関係を

                                            
2 所得税法１３条１項及び法人税法１２条１項 
3 相続税法９条の２第１項 
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定めており，福祉型信託も，原則としてこの課税関係にて律せられることとな

る。 

すなわち，収益課税に関し，所得税法及び法人税法は，「信託の受益者（受益

者としての権利を現に有する者に限る）は当該信託の信託財産に属する資産お

よび負債を有するものとみなし，かつ，当該信託財産に帰せられる収益および

費用は，当該受益者の収益および費用とみなしてこれらの法律の規定を適用す

る。」（所得税法１３条１項，法人税法１２条１項。ただし，信託の変更をする

権限を現に有し，かつ，その信託の信託財産の給付を受けることとされている

者は，受益者とみなされる。所得税法１３条２項，法人税法１２条２項）と定

める。 

また，資産課税に関し，相続税法は，「信託の効力が生じた場合において，適

正な対価を負担せずに当該信託の受益者等となる者があるときは，当該信託の

効力が生じた時において，当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与

（当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には，遺贈）によ

り取得したものとみなす。」（相続税法９条の２Ⅰ）と定め，さらに，このとき

の課税価格につき，「（相続税法９条の２）第１項から第３項までの規定により

贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取

得した者は，当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し，又は承継し

たものとみなして，この法律を適用する。」（相続税法９条の２Ⅵ）とし，信託

財産を取得したものとして算定される旨を定めている。 

このように，現行信託税制は，信託に関する権利関係につき，信託元本の全

部が，ひとりまたは同一段階にある受益者（「受益者としての権利を現に有する

者」）に移転するという擬制（前掲各条文中の「みなす」の文言に着目）ないし

「割り切り」を採用し，この擬制に基づいて課税関係を決定することとしてい

る。 

   このため，現行の信託課税制度においては，信託の変更の権限（財産の復帰

や受益者の変更等）の有無や，収益だけの受益などの受益権の内容の相違が，

必ずしも課税に反映されない。 

   さらに，特に，福祉型信託は，民法や任意後見に関する法律等では対応が困

難なケースなどにおいてその活用が期待されており（詳細は後記第４項），例え

ば，一定の収益（賃料等）を生み出す不動産を所有している親が，その不動産

を信託財産とし，判断能力が減退していない（すなわち，後見制度では対応が

できない）が重度の身体障がいをもった子を受益者として，毎月賃料を取得さ
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せる内容を受益権とする信託を設定することなどが考えられるが，現行税法上

は，信託の設定時に，子に対する贈与がなされたものとみなされてしまい，か

つ，そのときの課税価格は，信託された不動産を取得したものとして算定され

る。 

そのため，親（委託者）が，その子（受益者）のために，このような信託を

設定しようとすれば，その子は，いまだ何らの収益も得ていない（すなわち，

担税力がない）にもかかわらず，贈与税の納税原資を確保しなければならない

という問題に直面してしまうため，結局，信託の設定をあきらめざるを得ない

（少なくともおおいに躊躇せざるを得ない）。 

このようなことは，前記のような「割り切りすぎる」擬制に立脚した税制に

よって生ずる問題であると考えられる。 

信託においては，信託財産の所有権は受託者に帰属し，受託者は，信託財産

を信託目的に従って管理運用すべき義務を負う一方4，受益者は，経済的利益を

享受する主体ではあるが，信託財産に対する所有権（使用・収益・処分を完全

に行いうる権利）を持つのではなく，受益権に定められた範囲内において，そ

の利益を享受するものである。 

かかる特徴を有する信託という制度に対し，このような現行税制の「割り切

り」の妥当性があるか否かは，本来は，信託課税制度全体について論じられる

べきであると考えるが，特に，福祉型信託の活用の場面においては，その促進

に対する期待を一つの背景として制定された新信託法に対し，税制が，過度の

抑制となっているというべきである。 

そして，現行の信託税制が，租税法固有の何らかの理由により，立法上及び

執行上採用し得る唯一の合理的な税制であるかというと，信託税制の沿革をみ

ると，必ずしもそうとは言えないと考えられる。 

確かに，このような割り切りを行うのではなく，条件や状況に応じた課税上

の取扱いのバリエーションを設けることは立法作業としては容易ならざる複雑

なものであろうと推測されるところではあるが，新信託法の制定過程（特に福

祉型信託に関しては附帯決議がなされている）にかんがみて，現行税制を柔軟

に見直す姿勢が必要というべきである。 

そこで，次に，信託税制の考え方の沿革を概観し，次いで特に福祉分野にお

ける信託の利用の可能性について具体的に検討する。 

(2) 信託税制の考え方と沿革（「現実受益時課税」の実際的採用） 

                                            
4 債権説。新井・前掲４０頁等 
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① 現行税制における「受益者課税」及び「信託行為時課税」 

我が国の信託税制の沿革は，前述のような信託の特徴，すなわち，「信託財

産の所有権は受託者に帰属し，受託者は，信託財産を信託目的に従って管理

運用すべき義務を負う一方5，受益者は，経済的利益を享受する主体ではある

が，信託財産に対する所有権（使用・収益・処分を完全に行いうる権利）を

持つのではなく，受益権に定められた範囲内において，その利益を享受する」

ということについて，適切な税制をいかに組み立てるかの模索の歴史である

と考えられる。 

その模索の経過は，①「受益者課税」の原則を採用するか否か，②「信託

行為時課税」の原則を採用するか否かの２側面において端的にあらわれてい

ると思われる。 

「受益者課税」とは，受益者が特定・現存している場合，信託財産に属す

る収入・支出については，受益者が信託財産を有するものとみなして課税す

る方式であり，受託者は単なる導管にすぎないというパススルー課税の考え

方に基づいている。 

受益者課税について，信託法立法当初の説明では，①信託の利益は受益者

に帰属するものであり，その経済的実質に応じて課税することができること，

②信託財産は受託者の所有となるから，受託者の段階で課税し，さらに受託

者から受益者への分配の段階で課税することとすれば，同一の所得について

２回課税することになること，③受益者が有するのは受益権であり，信託財

産ではないと整理すると，所得の種類が転換されたり，非課税所得が課税所

得となり，所得の源泉に応じた課税ができないなど，受益者が直接信託財産

を有する場合との権衡を欠くことになることの３点から説明されている6。 

また，「信託行為時課税」（又は「設定時課税」）とは，他益信託につき，受

益者が特定または存在するに至ったときに，委託者から受益者に贈与があっ

たものとして（委託者の死亡により受益者に権利が与えられる場合には遺贈

として），贈与税（又は相続税）が課税される方式であり，信託の設定時に，

受益者に資産税を課税する方式である。 

この「信託行為時課税」に対する考え方として，「現実受益時課税」があり，

これは，受益者に対し現実に信託財産が分配されたときに課税する方式であ

る。 

                                            
5 債権説。新井・前掲４０頁等 
6 松永和美『財産の管理・承継に利用される信託の税制に関する一考察』（信託法研究第３２号，２

００７年）９５頁，占部裕典『信託課税法～その課税と展望～』（清文社，２００１年）５頁以下。 
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そして，現行信託税制の問題は，「受益者課税」と「信託行為時課税」の二

つの原則を採っているために，担税力の面で問題が生ずることが挙げられる7。 

例えば，福祉型信託を実際に行おうとしても，前述のように，当事者には，

まず，「信託行為時に贈与税が受益者に課税されるので，納税資金分の現金を

確保しておかなければならない」という問題が鋭く突きつけられ，信託から

の現実の給付がない段階で受益者に課税されてしまうということから，当事

者は，そもそも信託行為を行うことについて躊躇せざるを得ない。 

すなわち，現行信託税制の問題点は，「担税力のない人」（受益者）に，「担

税力のない時期」（信託行為（設定）時）に課税がなされることである。 

この問題に対する解決方法としては，以下の２つのアプローチがある。 

ア 「受益者課税」の原則の是正 

一定の他益信託につき，「受益者課税」の例外を認め，信託設定時に委

託者または受託者（若しくは，立法論として考えるならば信託そのもの）

を納税者として相続税・贈与税の課税関係を設定する。 

イ 「信託行為時課税」の原則の是正 

「現実受益時課税」の方法をとり，受益者が現実に受益を得た時に課

税する。 

なお，「現実に受益を得た時」についての考え方が一義的に定まってい

るわけではないと思われるが，本意見書では，受益者が特定又は存在す

るに至っただけでは，いまだ権利としては確定しておらず，現実の受益

が生じたとはいえないものとして，受益者に対し信託財産から実際の給

付がなされたときに「現実に受益を得た時」と考える89。 

上記アは，「担税力のある人（又は信託財産）」に課税する方向での解

決であり，イは，「担税力が生じた時期」に課税する方向での解決である

                                            
7 佐藤英明『信託と課税 ［租税法研究双書５］』（弘文堂，２０００年）２５９頁以下参照。なお，

佐藤教授は，この２つの原則から生ずる問題点として，主として，信託受益権の評価がほとんど不

可能となる点を論じておられる。確かに評価の困難性の点は指摘されるべき重要な問題点であるが，

信託行為を行おうとする当事者の側に立ったとき，まず先鋭的に問題となるのは，担税力の面であ

ろう。 
8 受益者に対して現実の給付がなされたときをもって，現実に受益を得たと理解するのであれば，「現

実給付時課税」という文言を用いた方が正確とも考えられるが，用語として定着しているものでは

ないと思われるので，川口・前掲において用いられている「現実受益時課税」という用語を用いる

こととする。 
9 受益者が取得する受益権の処分可能性もないことを，「現実受益がない」ということの要件とする

かどうかは，税法上の具体的な要件において問題となると考える。但し，福祉型信託は，本来的に，

福祉を必要とする受益者に対して設定されるものであるから，いわばオンリーワンの信託であり，

受益権の処分可能性は，基本的にないものとなろう。 
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10。 

しかし，我が国の相続税・贈与税の制度上，アの方向性を選択するこ

とは，直ちには採りがたいと解する。 

なぜならば，現行相続税法は，遺産取得者課税の立場に立って作られ

ており，さらに，贈与税はその相続税を補完するものという位置づけで

ある。 

そのため，被相続人又は贈与者の立場である委託者に対する課税は，

課税の仕組みとして異質に過ぎる感があり，信託税制においてのみかか

る異質な課税方式をとることについては，法理論的な説明に無理が生ず

るように思われるからである。 

この点，信託制度が発達している英米系の国々で採用されている，遺

産課税方式（人が死亡した場合にその遺産を対象として課税する制度）

を前提とした場合には，信託財産そのものに課税するということに親和

性があると思われ，現に，米国においては，信託を独自の納税義務者と

して課税する方式もある11。 

このように，信託に課税する方式は，上記アのアプローチに位置づけ

られ，担税力に関する問題点の解決方法のひとつと考えられ，立法論と

してはあり得る。 

しかし，信託そのものに課税する方式が，我が国における相続税法の

考え方になじむものかどうかにつき，直ちには共通認識が得られがたい

ように思われるので，本項では，イのアプローチによる解決法を，特に

信託税制の沿革に照らして検討することとする121314。 

                                            
10 ①「担税力のある人に課税する」という解決に位置づけられるものとして，例えば，我が国の信

託税制のうち，昭和２２年～昭和２８年までのもの（贈与税の課税方式として，贈与者に課税され

る税制を前提とし，信託行為時に委託者に課税がなされていた）がある。 
11 米倉明編『財団法人トラスト６０ 創立２０周年記念 論文撰集』水野忠恒『アメリカ信託税法』

（財団法人トラスト６０，２００７年）４０９頁以下 
12 佐藤・前掲２６０頁－２６１頁同旨。 
13 佐藤・前掲のほか，小林一夫『信託税制の問題点について』（信託 復刊９１号，昭和４７年）１

１８頁も，信託行為時課税に否定的意見を述べている。 
14 信託行為時において，受益者に実際の利益（所得）が生じていない場合は，担税力の観点から，

受益者には課税されるべきではない。「所得があるがそれが未実現である」という場合であるならば，

未実現の所得に対して課税するか否かは立法政策の問題であるが（金子宏『租税法［第１５版］』（弘

文堂，２０１０年）１７１頁），信託行為時に受益者に所得が生じない信託であれば，やはり，本来

的に課税されるべきではないと考える。逆に，信託行為時に受益者に所得が生ずる信託もあり得る

から，そのような場合には，信託行為時に課税を行っても問題ないであろう。要は，信託に対する

課税方式を一義的に固定するのではなく，信託の内容に応じた課税のバリエーションを柔軟に考え

るべきである。 
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② 信託税制の沿革 

沿革的にみると，我が国の信託税制は，信託行為時課税を一貫していたわ

けではなく，現実受益時課税が採用された時期がある。 

現実受益時課税の採用時期は一時期にとどまり，その後，信託行為時課税

に変更された後は，現行税制まで課税時期につき基本的に変更はないが，担

税力の観点から，実際に現実受益時課税が採用された時期があることは着目

すべきことである15。 

そこで，以下，相続税等に係る信託税制の沿革について説明する。 

ア 沿革 

相続税等に係る信託税制の沿革は，概ね５期に分けられる16。 

第１期 大正１２年～昭和１２年 

大正１１年に成立した（旧）信託法が，同１２年に施行され，これに伴

い相続税法の改正がなされた。 

この時期には，原則として，信託行為時に信託受益権の贈与又は遺贈が

あったものとみなされ，相続税が課された（「信託行為時課税」の採用）。

（贈与税はまだ創設されていない。） 

第２期 昭和１３年～昭和２１年 

昭和１３年改正により，受益者が現実に受益権を取得した時に贈与があ

ったものとみなして相続税が課されることとなった（「現実受益時課税」の

採用）。ただし，受益が数回に分かれる場合にも，最初の受益時に信託受益

権全部を取得したものとして課税がなされた17。 

第３期 昭和２２年～昭和２４年 

昭和２２年，民法の相続編改正により家督相続が廃止され，遺産相続の

みが認められたことから，相続税法についても全文改正が行われた。この

際に，相続税とは独立に，その補完税としての贈与税の制度が導入された。 

信託については，原則として，信託行為時に贈与税が課された（再び「信

託行為時課税」の採用）。ただし，この時期には，贈与税の納税義務者は贈

与者とされており，「受益者が未だ受益していないのに課税される」という

観点からの問題は回避し得た18。 

                                            
15 占部裕典『信託課税法 その課題と展望』（清文社，２００１年）１９頁参照。 
16 川口・前掲２９９頁－３２０頁（５期に分けた整理については３１９－３２０頁），占部・前掲１

６－２６頁参照。 
17 川口・前掲３０９頁，占部・前掲２１頁参照。 
18 川口・前掲３１３頁参照。 
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第４期 昭和２５年～平成１８年 

昭和２５年，シャウプ勧告に基づき，相続税制度が遺産取得税体系へと

大改正がなされたが，信託との関係では，信託行為時課税の原則は変更さ

れなかった。 

とりわけ，昭和２８年に，贈与税の納税義務者が贈与者から受贈者へと

変更された際にも，信託行為時課税の原則は変更されず19，昭和１３年改

正以前に存在した，現実受益前の課税という問題が再び生ずることとなっ

た。 

第５期 平成１９年～ 

新信託法の制定に伴い信託税制の改正がなされた。引き続き，信託行為

時課税が採用されるほか，受益者連続型信託についての課税の特例が定め

られた。 

イ 沿革の分析 

(ｱ) 第２期（昭和１３年～２１年）における現実受益時課税の採用 

上記のように，我が国の信託税制においては，昭和１３年改正から昭

和２１年までの間，「現実受益時課税」が採用されていた。この制度が採

用された理由については，それ以前の「信託行為時課税」の仕組みに対

して，現実に受益者が利益を享受していない段階における課税であり，

理論上も，現実的な担税力の観点からも，妥当な課税とは思われないと

いう批判があったからである。 

すなわち，昭和１３年改正前における信託協会の税制改正要望は，「現

行法に依れば，委託者が他人を受益者と定めたる信託に付いては信託の

際直ちに財産の贈与ありたるものと看做して相続税法を適用すれども，

信託の時に於いては受益者は未だ少しも財産を取得せず，実質的には恰

も贈与の予約を受けたると選ぶ所なきものなるを以て其の際直ちに課税

することは実情に副はざるのみならず，受益権評定上種々複雑困難なる

問題を生じ，且つ課税の為に信託行為を躊躇せしめ，信託の本質なる他

益信託の発達を阻害する所尠なからず，仍て之を改め信託行為の際には

贈与なく，受益者が現実受益の際に初めて贈与ありと看做して課税する

主義を採用せられることを希望す」20としていた。 

また，現実受益時課税を採用した昭和 13 年改正の趣旨について説明し

                                            
19 川口・前掲３２２頁，占部・前掲２４頁参照。 
20 司法省民事局編『信託法改正意見類』（昭和１２年）７３頁。なお，占部・前掲２１－２２頁も参

照。 
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た論者は，「従来は信託契約を結んだときに贈与したものと見なしたので

ありますが，改正後は受益者が現実に受益する時，即ち受益開始の時に

贈与したものと看做して課税することになったのであります。従来のよ

うに未だ受益開始しなくても，契約さえすれば課税すると云うことでは，

どうも未だ利益を得ない前に税を納めねばならなくなる。それから又受

益者が中途で変更する場合もありまして受益権の評価に非常に困難があ

ったりするので，是は現実に利益を受ける場合に課税することに変わっ

た次第であります。」21と述べている。 

占部裕典教授は「信託課税法 その課題と展望」（清文社，２００１年）

２１－２２頁にて，改正の背景として，以下の３つの理由が考えられる

としている。 

・信託法７条（当時）の解釈において，同条は受益者の効力発生に関

する規定であると解する見解が有力になり，相続税法２３条（準相続

に関する規定。当時）の取扱いと同様に，効力の発生したときに課税

すべきであると解されるようになった。 

・信託の受益権を共有するも必ずしもその時点において担税力の増加

なきものが存する場合も存在し，また委託者は受益権変更権を往々に

留保している場合が存する。特に，信託行為時に課税する旧法につい

ては批判が多かった。旧相続税法２３条の２に対する批判である。（前

掲信託協会の改正意見を引用のうえ）信託受益権を享受しただけでは

負担力の増加があったとはいえないとの主張が強まってきた。 

・受益権の評価が困難であり，ひいては課税の不公平を招くことにな

る。 

以上のように，現実に受益がなされる前の段階で課税を行う制度は信

託の活用を阻害するものであるとの観点が強くあり，それを受けて，昭

和１３年改正において現実受益時課税が採用された。 

但し，昭和１３年から昭和２１年までの間に採用されていた「現実受

益時課税」も，受益が分割してなされる場合であっても，初回の受益時

において，信託財産の評価額満額を基準に課税を行うものであった。 

その意味で，本意見書第３項(3)で指摘する事例のように，受益が継続

的に分割して行われる場合（例えば，障がいのある子の生涯に亘り，継

                                            
21 平田敬一郎『信託と改正税法に就て』（信託協会会報第１４巻６号）６８頁。なお，同文献におい

ては，信託に関連する所得税法，相続税法，法人税法の各税制改正全般について述べていて，改正

の全体的な姿勢として，担税力に合わせた改正を行ったという基調での説明がなされている。 
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続的に一定金額が支払われ続けるような場合）であっても，最初の受益

の時点で信託財産評価額満額につき課税を行うものであった点には注意

を要する22。 

(ｲ) 信託行為時課税の復活 

昭和２２年改正によって相続税の補完税としての贈与税が導入された

際，再び，信託行為時課税が復活した。 

但し，この時点においては，担税力の観点との齟齬は生じていない。

贈与税の導入時は，贈与者が納税義務者であったからである。すなわち，

占部教授は，その理由について，「（現実受益時課税がなされていたのは）

従来の相続税法においては贈与を受けた者を納税義務者とする建前をと

っていたからである。しかるに贈与税においては贈与者を納税義務者と

しているから，かかる場合は受益の発生するまで待つ必要はなく，信託

行為があった時直ちに贈与があったものとみなして課税すればよいと解

されたことによる」と説明している23。 

(ｳ) 昭和２５年～昭和２８年改正による贈与税の課税対象の変更と信託税

制 

しかしながら，昭和２５年に，遺産取得者の担税力に応じた公平な課

税を行うため，遺産取得税方式が採用され，贈与税は相続税に吸収され

た上で，相続，遺贈又は贈与により財産を取得した者に対して課税する

こととなり，また，取得者の一生を通じて累積して課税する方式となっ

た。 

その後，昭和２８年の改正にて，税務執行上の困難を伴うことから一

生累積課税方式は廃止され，相続の場合にはその都度相続税を課税し，

贈与税は，１暦年のうちに贈与及び特定遺贈により取得した財産を合算

して課税する方式が採用された。 

かかる経過により，受贈者が納税義務者とされることとなった24。 

それまでの信託税制にかかる改正の流れからいえば，本来，この時点

において，再度，現実受益時課税に復すべきものであったと考えられる。 

ところが，贈与税の課税対象の変更にあたって，信託税制の課税時期

については，何ら変更されることなく，従前の信託行為時課税が維持さ

                                            
22 川口・前掲３０９頁参照。 
23 占部・前掲２４頁参照。松井静郎『改正相続税法の解説』（税務協会雑誌第４巻５号，昭和２２年）

が原典とされている。 
24 川口・前掲３２１頁。 
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れた。 

この点は，我が国の信託税制について，担税力を考慮した的確な税制

が選択されているのかを考えるに当たって重要な場面となるはずである

が，信託行為時課税が維持された理由について，明らかに論じているも

のが見当たらない。 

渡邉幸則氏は，相続税法の昭和２５年改正（シャウプ勧告を受けて行

われた，遺産課税体系が遺産取得課税体系に改められたもの）につき，

「昭和２２年の贈与税の体系からシャウプ税制への切り替えに当たり，

信託税制については表面的にはさしたる改正はなかったが，大正１１年

税制から昭和１３年税制に至るまでの間論議されてきた問題点がかすん

でしまったかのごとき印象を受ける。昭和１３年までの税制は受益者不

特定又は未存在の信託について課税の時期，受益権の帰属先をめぐって

苦心して，あるいは受託者課税，あるいは委託者課税といろいろ工夫を

凝らしたのである。しかるに，昭和２２年の改正によって，新たに贈与

税が導入された際に，それまでの受益者不特定又は未存在の信託につい

ての問題が一掃されたこととなり，昭和２５年シャウプ税制によって再

び取得税の立場から受益者課税に戻った際には，これらの問題が置き去

られてしまったかの感がある。（中略）いずれにしても，終戦期の混乱し

た状態にあって，また，それまでの個人信託の利用状況は極めて寂しい

ものであった点からみて，高度に精緻な規定をわざわざ設けるまでの必

要がなかったことも事実であろう。」とする25。 

川口幸彦氏も，前掲「信託法改正と相続税・贈与税の諸問題」３２２

頁において，「一生累積課税方式を経て，昭和２８年に受贈者を納税義務

者とする贈与税制度に改正されても，この『信託行為時課税』は変更さ

れることはなかったが，『現実受益時課税』の検討は忘れられてしまった

のだろうか。」とするのみであり，信託税制において改正が行われなかっ

た理由は明らかではない26。 

(ｴ) 小活：担税力の観点の問題が現行信託税制まで受け継がれていること 

以上により，信託税制の沿革についてポイントをまとめると，以下の

                                            
25 渡邊幸則『イギリスの信託と我国の課税』新井誠＝占部裕典＝渡邊幸則『イギリス信託・税制研

究序説』２９１頁。 
26 占部・前掲２４頁も，「後の贈与税改正により受贈者を納税義務者とすることとされた折に，この

原則（信託行為時課税）は一切変更されなかったことに留意をしておく必要があろう。」と指摘する

にとどまる。 
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ようになる。 

      ・大正１１年 信託法制定。信託行為時課税の採用。 

      ・昭和１３年 担税力の観点から，現実受益時課税の導入。 

      ・昭和２２年 贈与税の導入。贈与者が納税義務者であったため，担

税力に問題はないという考えから，信託行為時課税を再度採用。 

      ・昭和２５年～昭和２８年 相続税法の改正により，受贈者（受益者）

が納税義務者となる制度となったが，信託税制の改正は伴わなかった。 

      以降，現在に至るまで，信託税制の基本的な部分に変更はない。 

(3) まとめ 

要するに，昭和２５年～２８年において信託税制の改正が行われなかったこ

とにより，信託税制における担税力の問題が，表面的には「置き去られて」し

まった。 

そうであるならば，信託税制における担税力の問題は，このとき以降，現在

に至るまで受け継がれており，現行税制において信託行為時課税が採用されて

いることについては，少なくとも担税力の観点からすれば合理的な説明が伴っ

ていないままの状態であるともいえる。 

現に，多くの識者が，現行税制における担税力の問題を指摘し，それによっ

て信託の活用が阻害されている旨を論じているのは，この問題が，我が国の信

託税制の根幹部分に根ざす問題点として，共通して認識されているからである

と思われる。 

そして，上述のことから明らかなように，我が国の信託税制の歴史は，信託

の本質をいかに税制に反映するかを模索している歴史である。 

現行税制における信託行為時課税の原則も，論理必然なのではなく，現に，

担税力の観点から現実受益時課税が採用されていた時期があり，その後の信託

設定時課税の採用は，昭和２８年以降，担税力の問題につき，説得力を失った

状態となり，その問題が現在まで維持されているのである。 

かかる沿革を坦懐に受け止めて，信託税制を柔軟に見直していくべきである。 

平成１８年の信託法の抜本的改正は，その背景事情のひとつとして，福祉型

信託の活用の促進に対する期待があり，税制がそれを過度に阻害することがな

いようにすべきである。 

福祉信託の活用促進と，信託を利用した租税回避の防止のバランスをとった

税制の採用が望まれるが，そもそも信託の利用自体を躊躇させる税制が維持さ

れるべきではない。 
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現行税制では，受益者課税・信託行為時課税の硬直的な適用の弊害が明らか

になっており，一定の課税原則を基本とするものとしても，例えば，担税力が

生じない段階での課税が実際にそぐわないと考えられるときには，担税力が生

じた時期をとらえて課税する制度を導入することや，福祉型信託や事業承継の

ために利用される信託などに対する一定の課税繰延措置など，その信託の類型

に応じたバリエーションを，柔軟に考えていくべきである。 

 

４ 福祉信託の活用を阻害する信託税制上の問題点 

(1) 福祉信託の活用について 

福祉信託の活用が期待される主な場面の例としては，「親亡き後」問題，及び，

「配偶者亡き後」問題の場面が考えられる。本項では，まず，下記(2)において，

信託法と民法上の財産管理制度との比較を通して，信託を活用すべき場面があ

ることを明らかにした上で，下記(3)のとおり，これら「親亡き後」問題，及び，

「配偶者亡き後」問題の場面の仮想事例をあげながら，現行の信託税制の問題

点について指摘する。 

(2) 信託と民法上の財産管理制度との比較 

福祉信託との比較が考えられる民法上の財産管理制度としては，成年後見制

度（後見・保佐・補助及び任意後見契約法に基づく任意後見）及び委任（財産

管理契約）が挙げられる。以下のとおり，成年後見制度も委任も，それぞれ制

度上の限界があることから，信託を活用すべき場面がある。 

① 成年後見制度 

判断能力が減退した者のための民法上の財産管理制度として，成年後見制

度がある。平成１２年の改正により，それまでの禁治産・準禁治産制度等よ

りも利用し易い制度となったものの，以下のとおり，制度上の限界がある。 

まず，成年後見制度は，一定レベルまでの判断能力減退を要件として，そ

の利用が認められるものであるから，本人がそこまでに至らない精神的な障

がいを有している場合や，精神的な障がいは無いが重度の身体障がいがある

といった場合には，成年後見制度を利用できない（任意後見制度では効力を

生じさせることができない）。次に，保佐・補助や任意後見制度では，本人の

財産管理処分権がなくなるわけではないので，後見と比較して悪徳商法の被

害に遭う危険から本人を保護することには限界がある27。 

                                            
27 赤沼康弘『高齢者・障がい者の財産管理と民事信託の活用』（自由と正義，２００８年４月号）４

５頁・前掲４３頁，日本弁護士連合会法的サービス企画推進センター遺言信託プロジェクトチーム

著『高齢者・障害者の財産管理と福祉信託』（三協法規出版，２００８年）１４３－１４４頁参照。 
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成年後見制度には信託のような倒産隔離機能がなく，債権者からの差押え

等から本人の財産を守ることができない場合も生じうる。また，信託では本

人（委託者）の財産の一部のみを信託財産とすることが可能であるが，後見

では，本人の財産管理権が包括的に代理人に帰属して本人の権利を広範に制

限することになり，さらに，後見・保佐では，法律による各種の資格制限（欠

格事由）が生じ，かかる広範な権利制限や多数の欠格事由があることが，特

に障がい者において，後見・保佐の利用を躊躇する原因にもなっている。 

このように，成年後見制度には制度上の限界があることから，成年後見制

度を利用することができない，あるいは，その利用を躊躇する場合に，信託

の活用が期待される。 

② 委任（財産管理契約） 

上記のとおり，成年後見制度は，精神上の障がいにより判断能力が欠けて

いることや不十分であることを要件とする制度であるから，判断能力が衰え

ていない高齢者や判断能力の低下のない身体障がい者は，成年後見制度を利

用することができない。そのような高齢者や身体障がい者が，自らの財産管

理に不安を感じる場合には，自分が信頼できる人との間で財産管理を目的と

する委任契約を締結する方法がある。この点において，委任は，成年後見制

度を補完する役割を果たすものとなりうる。 

しかし，委任では，信託とは異なり，財産の所有権は委任者のもとにとど

まる。それ故，委任者が浪費その他の理由で財産を散逸してしまうことに対

して，委任者の保護を図ることには限界がある。信託であれば，信託財産の

所有権が受託者に移転し，委託者は信託財産を処分することができないとい

う利点がある。また，委任では，委任者の債権者は委任（財産管理契約）の

対象となった財産に対しても，差押等が可能である。信託には倒産隔離機能

があるから，委託者の債権者が信託財産に差押等を行うことはできず，委託

者の倒産は原則として信託財産に影響しない。さらに，委任では，信託や成

年後見制度とは異なり，受任者に対する公的監督制度がない。特に，委任者

が判断能力を失った場合にも，委任が当然に終了するわけではないことから，

受任者を監督する公的なシステムを欠く点は，委任者に重大な損害を及ぼす

危険性を有しているものといえる。 

このように，成年後見制度を補完する役割が期待される委任においても，

制度上，その限界があることから，以下のとおり，信託を活用すべき場面が

生じる。 
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(3) 福祉信託の活用についての仮想事例及び問題点 

① 「親亡き後」問題 

障がいのある子を持つ親は，自分の死んだ後の子の生活に大きな不安を持

ち（「親亡き後」問題とも言われる），自らの亡き後に，子の生活の資となる

財産を残しておきたいという希望を有することが通常である。このような場

合，遺言で障がいのある子に財産を残し，その管理につき後見人を選任する

といった成年後見制度の利用があり得る。 

しかし，上述のとおり，成年後見制度は，一定レベルまでの判断能力減退

を要件としているから，そこまでに至らない知的・精神的な障がいの場合や，

身体的な障がいの場合には利用できないなどの制度上の限界があるし，広範

な権利制限や多数の欠格事由を嫌って利用を躊躇するケースもある。また，

成年後見制度を補完する委任（財産管理契約）でも，財産の所有権が委任者

にあり，倒産隔離機能がなく，信託における受託者の解任・新受託者の選任・

信託の変更を命ずる裁判（信託法５８条，６２条，１５０条）における裁判

所の関与や信託監督人のような公的監督システムがないなどの点において，

制度上の限界がある。このような各制度の限界に鑑みると，信託による財産

管理・保護の仕組みが低コストで利用できるようになれば，福祉的な観点か

ら意味のある選択肢となるものと考えられる。 

具体的な仮想事例としては，次のような例28が考えられる。 

ア 事例 

７５歳のＡは，知的な障がいのある４０歳の長男Ｂと共に，自己所有の

一戸建て住宅に住んでいる。Ａの妻は，既に没している。長男には知的障

がいがあるものの，成年後見制度には広範な権利制限や多数の欠格事由が

あることから，これらの制度の利用には躊躇がある。Ａの子には，他に３

６歳の次男Ｃがいるが，結婚して独立している。 

Ａは，自宅のほか，収益性不動産として，年間８００万円程度の地代収

入の得られる甲土地を保有している。 

Ａは，自分の死後，上記地代収入を生活の資として，長男Ｂに，自宅で

                                            
28 生前においては親自身が収益の分配を受けた上で子の面倒を見ることを望む例も多いと考えられ

るから，当初は親自身を受益者とする受益者連続型信託を使うことが望まれる事例も少なくないも

のと考えられる。また，本文アの事例のように，知的障がいの事例であれば，法的には成年後見制

度の利用が可能な場合もあるが，実際には，本文に記載したとおり，権利制限などがあることから

制度の利用を望まない場合が少なくない。さらに，本文アのように知的障がいの事例ではなく，身

体的な障がいの事例を想定した場合には，成年後見制度及び任意後見制度を利用することができな

いことから，信託の活用がより一層期待されることになる。 



18 
 

安定した生活を送って欲しいと考えている。 

イ スキーム 

(ｱ) スキーム①―比較的シンプルなパターン 

Ａは，生前，以下の内容の信託を，信託契約によって設定する。 

      ①信託財産は，甲土地とする。 

      ②受益者は，長男Ｂとする。 

      ③長男Ｂの死後は，信託を終了し，次男Ｃが，甲土地の所有権を，残

余財産として取得するものとする。 

(ｲ) スキーム②―応用型（受益権が複層化された受益者連続型信託） 

      Ａは，生前，以下の内容の信託を，信託契約によって設定する。 

      ①信託財産は，甲土地とする。 

      ②受益権を，地代収益に係る収益受益権と，甲土地自体の元本受益権

とに複層化する。 

      ③収益受益権に係る第一次受益者は，Ａ自身とし，Ａの死後，第二次

受益者は，長男Ｂとする（いわゆる受益者連続型信託）。当初の受益者

をＢとせず，Ａ自身とするのは，Ｂが有する知的な障がいに鑑みると，

Ａの生前は，Ａ自身が甲土地の収益の分配に与った上でこれを管理す

ることが，Ｂの生活のためにも好ましいと考えられるためである。 

      ④元本受益権に係る受益者は，次男Ｃとする。これは，Ａの死後，長

男Ｂの生活回りの支援については次男Ｃに委ね，次男Ｃに定期的に長

男Ｂを訪問し，その生活状況を見守ってもらうこととするため，この

ような事情と，子供たちに対する資産の公平な承継の観点に鑑みての

ものである。 

      ⑤長男Ｂの死後は，信託を終了し，次男Ｃが，甲土地の所有権を，残

余財産として取得するものとする。 

ウ 甲土地に係る課税関係 

    (ｱ) スキーム①における課税関係 

      長男Ｂは，収益受益権を取得した際，信託財産である甲土地そのもの

をＡから贈与により取得したものとして贈与税の課税を受ける（相続税

法９条の２第２項，第６項）。 

長男Ｂの死亡時に，信託は終了し，次男Ｃが，残余財産として甲土地

の所有権を取得する。この際，次男Ｃは，長男から甲土地を相続したも

のとみなされて課税される（相続税法９条の２第４項）。 
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(ｲ) スキーム②における課税関係 

信託設定時においては，委託者＝受益者＝Ａであり，委託者と受益者

が一致しているため，特段の課税関係は発生しない。 

Ａの死亡時において，長男Ｂが収益受益権を取得した際，Ｂは，信託

財産である甲土地そのものをＡから遺贈により取得したものとして相続

税の課税を受ける（相続税法９条の２第２項，第６項）。この際，イに記

載のスキームにおける信託は，受益権が元本受益権と収益受益権に複層

化された受益者連続型信託であるため，長男Ｂが取得した収益受益権に

は，何らの制限がないものとみなされ，信託財産である甲土地全体の相

続税評価額を基準に課税される（相続税法第９条の３第１項，相続税法

基本通達９の３－１(2)）。 

他方，次男Ｃは，Ａの死亡時において，元本受益権をＡから遺贈によ

り取得したものとされるが，当該元本受益権の価値がゼロとして計算さ

れるため（相続税法基本通達９の３－１(3)），この時点では，課税を受

けない。その後，長男Ｂの死亡時に信託が終了し，次男Ｃが残余財産と

して甲土地を取得した時点において，Ｂから甲土地を遺贈により取得し

たものとして，相続税の課税を受ける（相続税法９条の２第４項，第６

項，相続税法基本通達９の３－１（注））。なお，Ｃの相続税額について

は，２割加算がなされる（相続税法１８条）。 

エ 問題点 

上記課税関係に係る最大の問題点は，スキーム①の単純型においては，

信託設定時（受益権取得時）において，スキーム②においては，Ａ死亡時

（受益権取得時）において，長男Ｂが甲土地につき贈与税又は相続税の課

税を受けるということである。 

いずれの場合においても，受益権取得時においては，長男Ｂは地代収益

からの受益をこれから開始するところであって，長男Ｂには納税原資，す

なわち担税力がない。この点は深刻な問題であり，かかる問題のために，

スキーム自体が機能しない可能性が高い。 

また，スキーム②において，長男Ｂに対する相続税が，実際には収益受

益権を取得しているに過ぎず，信託財産の処分権は取得していないにもか

かわらず，甲土地自体を取得したものとして，その相続税評価額全額を対

象として課税されてしまうことは，受益内容の経済的実質とこれに対する

課税とが対応しておらず，問題である。 



20 
 

② 「配偶者亡き後」問題 

高齢の夫婦では，自らが死亡し，身体的な障がいや認知症などにより，財

産管理が不可能又は困難な配偶者が残されるケースを想定し，予め自己の財

産を対象に残された配偶者を受益者とする信託を設定しておくことが考えら

れる。典型的には，認知症の妻のために夫がその財産に信託を設定すること

が考えられるが，財産管理が不可能又は困難となる事例は，残された配偶者

の判断能力が認知症により低下した場合に限られるものではなく，なんらか

の身体的な不自由を抱えている場合など，判断能力の低下の場合以外でもあ

りうる。 

このような場合に，成年後見制度，とりわけ任意後見制度の利用も考えら

れるが，判断能力の減退がなければ，目・耳など身体的な不自由や障がいが

あっても，法定後見制度を利用することはできないし，任意後見は開始され

ない。また，保佐・補助や任意後見制度では，本人の財産管理処分権がなく

なるわけではないので，たとえば悪徳商法の被害に遭う危険から本人を保護

することには限界がある29。これに対し，信託であれば，夫婦の一方が死亡

した後も，死亡した配偶者が予め設定しておいた信託のスキームに従い，独

立性のある信託財産を対象として，受託者により，他方配偶者を受益者とす

る財産管理が継続されるという利点がある。 

    ア 事例 

７２歳のＸは，身体的な障がいのある６５歳の妻Ｙと，自宅で暮らし

ている。Ｘは，自宅の他，収益性不動産として，年間５００万円程度の

賃料を得られるアパートを所有している。なお，Ｙには認知症などの精

神的な障がいはなく，成年後見制度及び任意後見制度の利用要件は満た

していない。 

夫婦には，33 歳の長女Ｚがいるが，結婚して独立している。 

Ｘは，自己の亡き後，自宅についてはＹに与え，Ｙにアパートからの

家賃収入を元に，安定した生活を送ってほしいと考えている。 

    イ スキーム 

Ｘは，遺言によって，以下の内容の信託を設定する。 

①信託財産は，アパートとする。 

②第一次受益者は，妻Ｙとし，妻Ｙの死後，第二次受益者は，長女Ｚ

                                            
29 赤沼・前掲４３頁，前掲・日本弁護士連合会法的サービス企画推進センター遺言信託プロジェク

トチーム著『高齢者・障害者の財産管理と福祉信託』（三協法規出版，２００８年）１４３－１４４

頁 
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とする（受益者連続型信託）。 

ウ アパートに係る課税関係 

Ｘの死亡時において，ＸからＹに対し，信託財産であるアパートにつ

いて遺贈がなされたものとして，Ｙに相続税が課税される（相続税法９

条の２第２項，第６項）。アパートについてＹは，処分権を取得していな

いにもかかわらずアパート自体を取得したものとして，その相続税評価

額満額を基準に，相続税が課されることになる（相続税法９条の３第１

項）。 

長女Ｚは，妻Ｙの死亡時に，遺言に基づき受益権を取得する。これに

伴い，信託財産であるアパートの所有権を，Ｙから遺贈により取得した

ものとみなされ，相続税の課税を受けることとなる（相続税法９条の２

第４項）。 

    エ 問題点（受益者連続型信託と負担付遺贈との課税における不均衡） 

受益者連続型信託の場合，第一次受益権に期間その他の制限が付され

ていたとしても，そのような制限は付されていないものとみなされて，

信託財産の相続税評価額満額を基準に相続税が課税される（相続税法第

９条の３第１項）。また，受益権を第二次受益者が取得する際，再び，上

記満額を基準として相続税が課税され，通算して，相続税が二度に亘り

課税されることとなる。 

仮に，信託を用いるのではなく，負担付遺贈（当初より，長女Ｚにア

パートを遺贈するが，長女には，妻Ｙの存命中，妻Ｙにアパートの賃料

から一定金額の収益を分配することを義務付ける）の形式を採用してい

れば，相続税は，長女Ｚへの遺贈の際に一度，課税されるに止まる。 

しかしながら，負担付遺贈については，負担の履行を確保することが

困難であるという問題があるため，新信託法の下で明示的に許容される

に至った受益者連続型信託の活用が期待されるのであって，その課税が

負担付遺贈の場合に比べて重いことは，新信託法によって可能となった

制度の活用を，税制が阻害している一例であると考えられる30。 

 

５ 現行信託税制の問題点 

以上，仮想事例を検討してきたが，福祉信託の活用をも期待して信託法が全面

                                            
30 社団法人信託協会『平成２３年度税制改正要望』１４－１５頁

（《http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/z23.pdf》において入手可能）を参照。 



22 
 

的に改正されたことを受け，「親亡き後」問題及び「配偶者亡き後」問題などの対

策として，仮想事例のような福祉信託の活用スキームが提案されている31にもか

かわらず，その実際の活用は進んでいない32。もとより，冒頭に記載したとおり，

福祉信託が普及しない大きな要因としては，信託業法における受託者の担い手の

問題があるわけであるが，信託税制上の問題点も重要な阻害要因の一つといえる。 

そこで，以下では，現行信託税制の問題点のうち，福祉信託に関連する点につ

き主な問題点である受益者に対する信託行為時課税及び受益者連続型信託に対す

る課税の問題点について述べることとする。 

(1) 信託行為時に課税することの問題点 

上述のとおり，福祉信託を設定あるいは受益権の移転の場面において，受益

者が取得するのは信託財産の所有権ではなく，債権的請求権に過ぎないにもか

かわらず，信託財産の所有権を取得した場合と同様に贈与税又は相続税が課税

されることとなり，現行信託税制は信託の本質にそぐわない部分がある。福祉

信託における現行の信託行為時課税の原則の問題点としては，①担税力に応じ

た課税となっていないこと，及び，②受益権の評価が適切に行われていないこ

との２点を指摘することができる。 

① 担税力の視点 

現行信託税制は，受益者が信託財産に属する資産及び負債を有するものと

みなし（所得税法１３条１項本文，法人税法１２条１項），受益者等課税信託

を信託税制の基本型としている。福祉信託の事例においては，受益者が受益

権を取得した段階で信託に関する権利を取得したものとみなして課税するの

が原則である（信託行為時課税，相続税法９条の２第１項）。 

かかる原則に従うと，受益者は，元本受益権の給付を受けるのは将来のこ

とであっても，信託設定時に，元本を含む信託財産を取得した場合と同様に

贈与税又は相続税が課税される。受益者は受託者に対する債権的請求権を有

するだけであり，信託財産について自由な使用・収益・処分をすることはで

きず，元本について未だ経済的な給付を受けていない場合，即ち，給付を確

定的に取得していない場合であるにもかかわらず課税されるのであるから，

                                            
31 赤沼・前掲４４頁では，障がいのある子の親（「親亡き後」問題）や，高齢で病弱な配偶者を持っ

た者（「配偶者亡き後」問題）にとっての成年後見制度の限界を解決するスキームとして，後継ぎ遺

贈型の受益者連続信託を挙げている。 
32 福祉信託の活用についての研究報告書『横浜生活あんしんセンター成年後見信託研究会報告書』

（２０００年）を作成した横浜市社会福祉協議会などの市町村の社会福祉協議会や，高齢者・障が

い者問題に詳しい弁護士に，執筆者が照会する限り，実際に福祉信託を活用した事例は見当たらな

い。 
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担税力の点で問題がある33。例えば，信託終了時に残余の信託財産の交付を

受ける権利である元本受益権などについては，受益権が現実化するまでに，

信託が終了するまでの期間経過が必要となり，信託行為時には未だ受益者に

担税力が認められない。また，元本受益権の目的である信託財産が信託終了

時まで存在するか，どの程度の数量が残存するのか，さらには，信託終了時

における信託財産の経済的価値も不明であるから，信託終了時においても担

税力が認められるのか否かが不確定である。このように，受益者が現実に経

済的な受益を得る時点は，信託行為時とは限らないのである。このような担

税力の問題に対応するための措置としては，例えば，現実受益時課税とする

方法，還付などの事後的救済措置を設ける方法，相続税の課税そのものは相

続発生時に行った上で受益が長期に渡る福祉信託の受益権を相続した場合に

は特別の長期延納を認めるという方法，あるいは，受益権の適正な評価方法

を構築するという方法などが考えられるが，現行信託税制では，そのような

対応が全くといってよいほど考慮されていない。 

例えば，親が障がいのある子を受益者とする信託を設定した場合，この段

階で，受益者である子に信託財産全体を対象として贈与税が課税されるので

あるから，かかる贈与税の負担に応じるための資金が必要である。障がいの

ある子には贈与税を納める原資となる財産がないことが通常であるから，委

託者である親が贈与税を納めるための金銭を子に贈与する事態が予想される。

親から子への納税資金として贈与された金銭にも贈与税が課税されることと

なる。このように，信託行為時課税を原則とする現行信託税制においては，

親が子のために予め信託を設定する場合には，受益者である障がいのある子

には，親の死亡時ではなく信託設定時に，相続税ではなく贈与税が，課税さ

れることとなる。従って，現行の信託税制における信託行為時課税のもとで

は，信託の設定は，課税時期及び税率の点で相続よりも不利になる343536。 

                                            
33 川口・前掲４１７頁 
34 本文で述べた事例（信託設定時から子を受益者として設定する信託）において生じる信託設定時

の贈与税課税を避けるため，第１次受益者を親自身，第２次受益者を子とする受益者連続型信託を

設定することも考えられる。このスキームでも，親が健康であるうちは，親が障がいのある子の支

援をするから問題は顕在化しないとも考えられる。しかし，例えば，第１次受益者である親が認知

症になった場合に，子は信託財産から収益を受けることが難しくなるから，障がいのある子の収入

を確保しようとする当該福祉信託の目的を達することができなくなる可能性がある。それ故，信託

設定時（あるいは親が認知症などにより判断能力を喪失した時）から子を受益者として信託を設定

するスキームもオプションの一つとして必要である。 
35 個人が特別障害者（相続税法１９条の４第２項）を受益者として金銭，有価証券等の財産を信託

銀行等に信託した場合には，６０００万円を限度に贈与税が非課税とされている（相続税法２１条

の４，特別障害者扶養信託）。特別障害者とは，「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常
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他方で，現行税制の採用する信託行為時課税の原則は，沿革上もこれと対

置される現実受益時課税の原則によるのと比べて，課税の公平という観点（信

託行為時に比べ，受益時に分割される受益権に対する課税は，累進度が大き

く基礎控除の重複利用の可能性がある相続税・贈与税の総負担額が大きく変

動する）から優れているという指摘37もある。つまり，個々の現実的受益時

に課税となると，少額・長期間の受益となった場合，１回あたりの受益額が

少額になり，一括で贈与したときに比べて税額が少なくなり，その分課税の

公平に反する，との考え方である。確かに，信託行為時課税を原則とするこ

と自体が信託税制として不適当であるかどうかは議論の余地があろうが，少

なくとも，信託において受益者が取得するのは受益権であって，信託財産の

使用・収益・処分を内容とする所有権ではないのであるから，現行信託税制

のように，受益者が信託行為時に信託財産の所有権を取得するのと同等に取

り扱うという原則を徹底するのは妥当ではない38。 

② 受益権評価の困難性 

信託行為時課税の問題点の２つ目として，信託設定時においてその課税対

象となる信託受益権を適正に評価することの困難さという点が挙げられる39。

佐藤教授は，その例として，受益者を委託者の友人の子３名とし，信託損益

は留保して受益者の誰かの健康，教育上の必要に応じ，受託者の裁量によっ

て分配される信託が設定された場合を挙げ，この他益信託の設定時に，これ

                                                                                                                                        
況にある者，失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの」（「障害者」）のうち

「精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるもの」（相続税法１９条の４第２項，相続税法

施行令４条の４）をいう。この特別障害者扶養信託における受託者は，信託会社及び信託業務を営

む金融機関に限定されており，信託を業としていない個人を受託者とする信託については，かかる

非課税制度の適用が認められていない（相続税税法施行令４条の８）。 
36 障がいのある子への贈与については，相続時精算課税制度（相続税法２１条の９以下）の利用も

考えられる。同制度では，同制度の選択後相続時まで，贈与財産の価額の合計額から非課税枠２５

００万円を控除した後の金額に２０％の税額を乗じて贈与税の額を計算するから（相続税法２１条

の１２，同法２１条の１３），２５００万円を超える部分については贈与時に贈与税が課税される。

適用対象となる贈与者は６５歳以上の親，受贈者は２０歳以上の推定相続人たる子（代襲相続人を

含む）であり，適用対象に制約がある。また，信託では，相続時精算課税制度を利用して子に贈与

する場合と異なり，信託財産を受託者が長期にわたり適切に管理するから，親（委託者）又は子（受

益者）の浪費などによって財産が短時間で全て失われるような事態を防ぐこともできる。従って，

信託の活用には相続時精算課税制度の利用とは異なるメリットがある。 
37 佐藤英明『信託と税制－若干の立法的提言』（ジュリスト１１６４号）４６頁。但し，同４７頁に

おいて，「このような課税を可能にするためには，「受益権」の価値が信託の設定時に評価可能でな

ければならない」と指摘している。 
38 信託行為時課税・受益者課税の例外として，集団投資信託，退職年金信託又は法人課税信託の信

託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については，この限り

ではないとされている（所得税法１３条１項但書，法人税法１２条１項但書）。 
39 川口・前掲３２６頁，３５４頁 
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ら３名の受益者の将来の受益内容を確定し，その受益権の価格を評価するこ

とは不可能であると考えられる，としている。川口幸彦教授も，かかる佐藤

教授の指摘を踏まえて，「受益者が特定していても，受益内容が特定されてい

なければ，受益権の価額を適正に評価することは不可能」と指摘している40。 

福祉信託においても，委託者が，受託者に，受益者の受ける給付について

の裁量権を与えることを希望する場合や，将来の一定の事由により受益の内

容を変えることを希望する場合がありうる。受託者に裁量権を与えるなどし

て，将来の状況の変化に応じた柔軟な対応を可能にすることが，信託を活用

する利点の一つであるから，そのような信託の活用を阻害することのない税

制を構築することが望ましいものといえる。そのような信託においては，信

託行為時に受益権を評価することは一層困難となるから，信託行為時課税を

貫徹することは難しく，少なくともこの場合には，現実受益時課税などの他

の課税方法を採用することが合理的であろう。 

また，上記①で指摘した元本受益権（受益者は，元本受益権の給付を受け

るのは将来のことであっても，信託設定時に，元本を含む信託財産を取得し

た場合と同様に贈与税又は相続税が課税される）についても，受益権が現実

化するまでに，信託が終了するまでの期間経過があるから，信託行為時には，

元本受益権の目的である信託財産が信託終了時まで存在するか，どの程度の

数量が残存するのか，さらには，信託終了時における信託財産の経済的価値

も不明であり，受益権を適正に評価することは困難である。それ故，元本受

益権の給付を受けるのが将来のことである場合に，信託行為時に課税するこ

とは適切ではなく，現実受益時課税や還付措置などの採用が合理的であろう。 

③ 受益者連続型信託に対する課税の問題点 

受益者連続型信託（他益信託）においては，第１次受益者が受益権（収益

受益権）を取得した時点で，第１次受益者がなんら制限のない財産を取得し

たものとみなして信託財産の全部の価額を対象として課税（贈与税又は相続

税）される（相続税法９条の３第１項）4142。すなわち，第１次受益者が受益

                                            
40 川口・前掲３２６－３２７頁 
41 相続税法９条の３第１項 受益者連続型信託（信託法（平成１８年法律第１０８号）第９１条（受

益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例）に規定する信託，

同法８９条第１項 （受益者指定権等）に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託その

他これらの信託に類するものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）に関する

権利を受益者（受益者が存しない場合にあっては，前条第５項に規定する特定委託者）が適正な対

価を負担せずに取得した場合において，当該受益者連続型信託に関する権利（異なる受益者が性質

の異なる受益者連続型信託に係る権利（当該権利のいずれかに収益に関する権利が含まれるものに

限る。）をそれぞれ有している場合にあっては，収益に関する権利が含まれるものに限る。）で当該
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権を取得した段階で，第１次受益者が手にする受益権の価値（例えば，土地・

建物利用権の評価額や収益）ではなく，信託財産の全部の価額（例えば，土

地・建物の評価額）を対象に課税される。第１次受益者は，かかる贈与税又

は相続税の負担に応じることのできる資金的な裏付けが必要なのである43。

このような課税上の取扱いは，担税力の点で問題があることは明らかであろ

う44。 

さらに，第２次受益者以降の受益者は，その直前の受益者から贈与又は遺

贈により受益権を取得したものとみなされ，贈与税又は相続税が課税される。

第２次以降の受益者と直前の受益者との関係によっては，相続税の２割加算

の対象となる（相続税法１８条第１項）45。 

上記のような受益者連続型信託に関する課税は，受益者が取得するのは受

託者に対する受益権という債権的請求権にすぎないという信託の本質にそぐ

わない。すなわち，受益者連続型信託の場合，信託期間中に受益者が１名で

終了せず，複数名の受益者が連続するところが重要なのであるから，第一次

受益者のところで信託財産すべてが消費されず，信託が終了しない場合を想

定している。つまり，かかる場合には，第一次受益者は信託財産を使用・収

益・処分する権利を将来にわたって確定的に取得するものではなく，信託行

為で設定された第二次受益者に受益権が帰属するまでの限定的な期間の受益

権を取得するに過ぎないのである。それにもかかわらず，現行の信託税制に

おいて，制限のないものとみなしていることは，信託の本質にそぐわないう

えに，実際上も，担税力のない受益者に対して，不適正な財産評価を前提と

して課税することとなる。 

 

６ 解決策及び提言 

(1) 現実受益時課税の原則導入の検討 

                                                                                                                                        
受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に

作用する要因としての制約が付されているものについては，当該制約は，付されていないものとみ

なす。ただし，当該受益者連続型信託に関する権利を有する者が法人（代表者又は管理者の定めの

ある人格のない社団又は財団を含む。以下６４条までにおいて同じ。）である場合は，この限りでな

い。 
42 新井誠編『新信託法の基礎と運用』（日本評論社，２００７年）１８９－１９０頁（星田寛執筆），

川口・前掲４１３－４１５頁 
43 川口・前掲４１０－４１１頁 
44 星田寛氏は，この点について，「どこからその担税力が生じるといえるのか。極端に表現すれば，

ないものをあるとみなして課税すると読め，取得者課税として理解し難い課税関係である。」と批判

している。前掲・新井誠編『新信託法の基礎と運用』（日本評論社，２００７年）１８９－１９０頁 
45 同上 
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信託によりつくられる権利関係（受益権）の内容は極めて定型化しにくいと

いう特徴があることは認めざるを得ないとしても，委託者からいつでも信託契

約の撤回や，受益権者の変更，複数受益者間の配分を自由に変更可能な権限を

有するような場合など，信託契約時点では信託財産全てを確定的に取得したと

言えず，少なくも実質的にはまったくあるいはほとんど担税力がないと認めら

れるような場合を一定程度定式化して，受益者が現実に受益を受けた時点で課

税する，現実受益時課税の考え方を導入していくことが必要である。 

この点に関連し，現行信託税制においては，その存続期間が数十年の長期に

亘ることもあり得る信託につき，課税当局において，長い将来に亘る状況を適

切に把握した上で課税を行う，という仕組みを採用することが税務執行上困難

であるとの観点から，信託行為時に課税を行うという一種の「割切り」が行わ

れていると考えられる。現実受益時課税の原則を一部にせよ導入することには，

かかる観点からの反論が想定され得るところである。 

しかしながら，法人課税の領域においては，既に，一定の長期間に亘る事象

の継続的把握を前提として課税を行う制度が新設されるに至っている。平成２

２年度税制改正によって導入された，グループ法人税制である。 

グループ法人税制においては，大雑把にいって，固定資産その他の一定の「譲

渡損益調整資産」が，１００％企業グループ内のＡ法人からＢ法人へ譲渡され

た場合，譲渡の時点においては，Ａ法人において譲渡損益を認識せず，将来，

譲渡先のＢ法人において，譲受資産を再譲渡するなどの一定の事由が生じた場

合に，Ａ法人において，当該時点において，譲渡損益を認識する，というルー

ルが採用されている（法人税法６１条の１３第１項・第２項）46。すなわち，

ここでは，Ａ法人における譲渡損益認識の時期が，将来の（Ｂ法人における）

一定の事由の発生に係らしめられており，その意味で，一定の長期間状況を捉

えた上で課税するというルールが採用されているのである。 

このように，現実の立法例として，一定の長期間に亘る資産の譲渡等の動向

を把握した上で課税する，というルールが採用されていることにかんがみれば，

信託の場合においてのみ，長期間に亘る状況の適切な把握が困難であるとの理

由をもって，「割切り」的な課税を行うことが正当化され得ないことは明白であ

り，受託者から課税庁への定期的な報告などの手続履行を要件とすることで，

受益権の取得が確定した時点での納税を認めるべきである。 

(2) 受益権評価の適正化 

                                            
46 中村慈美『平成２２年版 図解グループ法人課税』（大蔵財務協会，２０１０年）２９頁，３６頁。 
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そこで，前述のとおり信託税制の中に現実受益時課税制度を取り込んでいく

ことが必要であると考えられるのであるが，仮に行為時課税制度が適用される

こととなる場合においても，第一次受益権の評価を適正に行い課税するという

原則を導入するべきである。 

例えば，第一次受益者が死亡まで受益者となる信託や期間制限のある信託に

ついては，受益者の平均余命や受益権の存続期間を基礎とした受益権の評価方

法などの導入が考えられる。 

(3) 還付措置・課税繰延措置の導入 

前述のように，受益者が受ける給付は，受託者の裁量や，元本受益権の給付

を受けるまでの期間の信託財産の滅失・毀損による価値の低下など，信託設定

後の事後的な事情で変化する場合もあるから，あらゆる受益権の評価を信託行

為時において適正に行うことは困難である。また，受益者連続型の他益信託に

おいて，各受益者は期間中の収益受益権を有するにすぎないにもかかわらず，

信託財産を所有することになった場合と同様に，信託財産の全部の価額を対象

に課税されるとすると，やはり，担税力に応じて課税するものとは言い難い。 

かかる場合については，生産緑地について採用されている農業相続人が農地

等を相続した場合の納税猶予制度（租税特別措置法７０条の６）や，不動産取

得税について一定期間内にその土地に特例適用住宅を新築した場合に申請によ

り認められている還付制度（地方税法７３条の２４，同条の２７）などを参考

に，納税者による申請など一定の要件の下で，現実に受益権に基づく給付が行

われるまで課税を繰り延べる措置や，事後的な還付措置によって是正する必要

がある。かかる課税繰延措置は，課税自体を直ちに免除するものではなく（一

定の要件の下で免除する制度設計もありうる），また，還付措置は事後的な措置

であるから，租税回避行為のおそれも少なく，担税力及び適正な財産評価に見

合った課税を実現することが可能となる。また，信託設定後の事情の変更に対

応して課税を行うことが可能となる課税繰延措置及び還付措置は，受託者によ

る継続的な財産管理制度である信託制度の特徴にも適うものといえる。 

(4) 福祉型信託に関する特例措置 

単独で十分に財産管理ができない高齢者，障がい者，未成年者等の所有する

資産を管理する目的の福祉型信託における信託制度利用については，成年後見

制度を補完する制度として有用であることから，前述のように新信託法制定の

際に衆議院・参議院の両議院の附帯決議がなされているのであり，福祉信託の

普及は国家の政策方針として既に立法府によって認知されていると評価するこ
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とができる。然るところ，現在の信託行為時課税の原則は，その普及において

阻害要因の一つになっていることは明らかであり見直しが必要である。 

そこで，仮に，信託税制全般に亘る制度改善が諸事情から困難であるとして

も，少なくとも福祉信託に関しては，特例措置の導入を検討することが考えら

れる47。 

例えば，①財産管理目的であること，②受益者が単独で自己の財産の管理を

行うことが難しい者であること，③受益の内容に，扶養義務（信託設定者の死

後も含めて）の履行の内容としての相当性があること，④受益者が死亡した後，

相当期間内に信託が終了すること，⑤信託行為によって受益権や信託財産が換

価不能又は換価困難である旨の定めのあること，⑥担い手問題にも関連するが，

高齢者・障がい者の福祉を担う弁護士，ＮＰＯ法人等など適切な受託者である

こと等の要件を設定し48，特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託の特

例（相続税法２１条の４）の適用範囲の拡大や同じような措置の拡充，新規導

入を行うことなどが考えられる。 

 

７ 結語 

以上のとおり，本意見書は，現行の信託税制が信託の本質と必ずしもそぐわな

いものであり，担税力の認められないところに課税するものであることを踏まえ

て，国会の附帯決議でもその活用が期待されている福祉信託に対する税制上の阻

害事由を取り除くために提言を行うものである。信託税制の沿革に鑑みても，現

行の信託税制が必ずしも唯一の合理的に選択可能な税制であるとはいえず，福祉

信託の活用は国会の附帯決議においても期待されているものであるから，かかる

提言に沿った税制改正が早期に実現されるべきである。 

以上 

                                            
47 扶養義務者相互間で生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必

要と認められるものについては，贈与税の非課税財産とされている（相続税法２１条の３第１項第

２号）。このように，生活費又は教育費のために贈与により取得した財産が非課税とされていること

からみても，障がい者・高齢者の生活を守るための福祉型信託において，特例措置を設ける必要性

は高いものと思われる。なお，生活費又は教育費に充てるためのものとしての非課税財産は，「生活

費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうも

のとする」（相続税基本通達２１－３－５）とされており，一括払いの場合も非課税財産とされるの

かについて疑義が生じる。この点については，離婚調停における信託を利用した養育費の一括払い

の条項についての照会に対し，個別通達により，「その支払いを受ける子の年齢その他一切の事情を

考慮して相当な範囲内のものである限り，贈与税は課税されません。ただし，毎年支払いを受ける

信託の分配金のうち収益から成る部分については，所得税の課税の対象となります。」（昭和５７年

直審 5-5）とされ，一括払いであっても原則として非課税財産となることが示された。 
48 これらの要件を上記(3)の課税繰延措置や還付措置の要件とすることも考えられる。 


