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○むさしの遺言代用信託約款新旧表

現  行 改訂案 

第１条（信託目的、追加信託、証券類の受入れ） 

（省 略） 

第１条の２（受益者、信託契約の分割等） 

（１）～（３）（現行どおり） 

（４）第二受益者が、第一受益者の死亡以前に死亡

している場合には、第二受益者は受益権を取得し

ません。なお、本項ならびに第 10 条第 6 号およ

び第 9 号に定める場合において、受託者が受託者

所定の方法により第二受益者が死亡したことを

知ることがない限り、受託者は、第二受益者が死

亡していないものとして取り扱うことができ、受

託者は、当該取扱いにより委託者、受益者および

委託者または受益者の相続人その他の第三者に

生じた損害について一切責任を負わないものと

します。 

委託者は、当行所定の書面により、委託者の推定

相続人の中から、第二受益者を変更（追加、取り

消しを含みます。以下同じ。）することができま

す。また、委託者は、当行所定の書面により、第

二受益者が取得すべき信託財産の金額または取

得割合を変更することができます。なお、委託者

は、信託法第 89 条第 2 項の定めにかかわらず、

遺言による第二受益者の変更または第二受益者

が取得すべき信託財産の金額もしくは取得割合

を変更することができない。 

また、当行は、本条第 3 項および本項に基づく第

二受益者の指定内容について当行は検証を行う

義務を負わず、当該指定内容が本約款に反するも

のであったとしても、当該指定内容に従った取扱

いは有効とみなされ、当行は、当該取扱いにより

生じた委託者、委託者の相続人その他利害関係

人、その第三者の損害について責任を負わないも

第１条（信託目的、追加信託、証券類の受入れ） 

（現行どおり） 

第１条の２（受益者、信託契約の分割等） 

（省 略） 

（４）第二受益者が、第一受益者の死亡以前に死亡

している場合には、第二受益者は受益権を取得し

ません。なお、本項ならびに第 10 条第 6 号およ

び第 8 号に定める場合において、受託者が受託者

所定の方法により第二受益者が死亡したことを

知ることがない限り、受託者は、第二受益者が死

亡していないものとして取り扱うことができ、受

託者は、当該取扱いにより委託者、受益者および

委託者または受益者の相続人その他の第三者に

生じた損害について一切責任を負わないものと

します。 

委託者は、当行所定の書面により、委託者の推定

相続人の中から、第二受益者を変更（追加、取り

消しを含みます。以下同じ。）することができま

す。また、委託者は、当行所定の書面により、第

二受益者が取得すべき信託財産の金額または取

得割合を変更することができます。なお、委託者

は、信託法第 89 条第 2 項の定めにかかわらず、

遺言による第二受益者の変更または第二受益者

が取得すべき信託財産の金額もしくは取得割合

を変更することができない。 

また、当行は、本条第 3 項および本項に基づく第

二受益者の指定内容について当行は検証を行う

義務を負わず、当該指定内容が本約款に反するも

のであったとしても、当該指定内容に従った取扱

いは有効とみなされ、当行は、当該取扱いにより

生じた委託者、委託者の相続人その他利害関係

人、その第三者の損害について責任を負わないも
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のとします。 

（５）～（７） 

（８）第一受益者の死亡以前に、第二受益者のうち

死亡していた者がいた場合には、委託者が当該第

二受益者に取得させるものとして申込書等にて

指定した金額または割合に相当する信託財産に

かかる信託契約は、第一受益者の死亡したとき

に、第 10 条第 9 号に基づき終了します。 

なお、当該終了した信託の受益権は、第一受益者

の相続財産を構成します。 

 

 

第２条（信託期間） 

（省 略） 

 

第３条（運用） 

（省 略） 

 

第３条の２（当行の銀行勘定との取引等） 

（省 略） 

 

第３条の３（競合行為） 

（省 略） 

 

第４条（合同運用） 

（省 略） 

 

第５条（信託の登記・登録等） 

（省 略） 

 

第５条の２（信託業務の委託） 

（省 略） 

 

第６条（元本補てん・予定配当率・利益補足） 

（省 略） 

 

のとします。 

（５）～（７） 

（８）第一受益者の死亡以前に、第二受益者のうち

死亡していた者がいた場合には、委託者が当該第

二受益者に取得させるものとして申込書等にて

指定した金額または割合に相当する信託財産に

かかる信託契約は、第一受益者の死亡したとき

に、第 10 条第 8 号に基づき終了します。 

なお、当該終了した信託の受益権は、第一受益者

の相続財産を構成します。 

 

 

第２条（信託期間） 

（現行どおり） 

 

第３条（運用） 

（現行どおり） 

 

第３条の２（当行の銀行勘定との取引等） 

（現行どおり） 

 

第３条の３（競合行為） 

（現行どおり） 

 

第４条（合同運用） 

（現行どおり） 

 

第５条（信託の登記・登録等） 

（現行どおり） 

 

第５条の２（信託業務の委託） 

（現行どおり） 

 

第６条（元本補てん・予定配当率・利益補足） 

（現行どおり） 
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第７条（租税・事務費用） 

（省 略） 

 

第８条（収益金の計算日） 

本信託は、毎年 3 月および 9 月の各末日（以下、

「計算期日」といいます。）ならびに、本信託が

終 了した日において、第 9 条および第 11 条に

定める方法により、受益者の収益金の額の計算を

行います。ただし、第 10 条第 6 号から第 9 号に

定める終了の場合には、本信託が分割される日の

前日を計算期日とします。 

 

第９条（利益処分・信託報酬・収益金の分配等）   

（省 略） 

 

第１０条（信託の終了事由） 

①～③ （省 略） 

 

④第 10 条の 2 第 1 項に定める解約の場合（以下、

「反社会的勢力の排除に伴う信託の終了」といいま  

す。） 

 

⑤～⑦ （省 略） 

⑧遺留分減殺請求に基づき信託財産の全部が第

二受益者以外の遺留分権利者に帰属することを、

確定判決等により当行が把握したとき。 

⑨  （省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条（租税・事務費用） 

（現行どおり） 

 

第８条（収益金の計算日） 

本信託は、毎年 3 月および 9 月の各末日（以下、

「計算期日」といいます。）ならびに、本信託が

終了した日において、第 9 条および第 11 条に定

める方法により、受益者の収益金の額の計算を行

います。ただし、第 10 条第 6 号から第 8 号に定

める終了の場合には、本信託が分割される日の前

日を計算期日とします。 

 

第９条（利益処分・信託報酬・収益金の分配等）  

（現行どおり） 

 

第１０条（信託の終了事由） 

①～③ （現行どおり） 

 

④第 10 条の 3 第 1 項に定める解約の場合（以下、

「反社会的勢力等の排除に伴う信託の終了」といい  

ます。） 

 

⑤～⑦ （現行どおり） 

（削 除） 

 

 

⑧第一受益者の死亡以前に全部または一部の第

二受益者が既に死亡しているときにおける第一

受益者の死亡の場合（当該第二受益者が取得する

予定であった部分に限る） 

 

 

第１０条の 2（マネー・ローンダリング等に係る取

引の制限）（新 設） 

（１）当行は、委託者または受益者の情報および具

体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出
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第１０条の２（反社会的勢力の排除に関する特約） 

 

（１）当行は、次の各号のひとつにでも該当した   

場合には、受益者に通知することにより、本信託

契約の全部の解約ができるものとします。 

①委託者が信託申込時にした表明・確約に関して

虚偽の申告をしたことが判明した場合 

②委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、

その他信託契約の関係者が、次のア～キまたは A

～Ｇのいずれかに該当すると認められる場合 

③委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、

その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を

期限を指定して各種確認や資料の提出を求める

ことがあります。 

委託者または受益者から正当な理由なく指定し

た期限までに回答いただけない場合には、追加信

託およびこの信託の全部または一部の解約等の

本約款にもとづく取引の一部を制限する場合が

あります。 

 

（２）前項の各種確認や資料の提出の求めに対する

委託者または受益者の回答、具体的な取引の内

容、委託者または受益者の説明内容およびその他

の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリン

グ、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等

への抵触のおそれがあると判断した場合には、追

加信託およびこの信託の全部または一部の解約

等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場

合があります。 

（３）前２項に定めるいずれの取引の制限について

も、委託者または受益者からの説明等にもとづ

き、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、ま

たは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合

理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当

該取引の制限を解除します。 

 

第１０条の３（反社会的勢力、マネー・ローンダリ

ングおよびテロ資金供与等の排除に関する特約） 

（１）当行は、次の各号のひとつにでも該当した場

合には、受益者に通知することにより、本信託契

約の全部の解約ができるものとします。 

①委託者が信託申込時にした表明・確約に関して

虚偽の申告をしたことが判明した場合 

②委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、 

その他信託契約の関係者が、次のア～キまたは A

～G のいずれかに該当すると認められる場合 
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利用して次の a～e に該当する行為をした場合 

ア．暴力団 

イ．暴力団員 

ウ．暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しな

いもの 

エ．暴力団準構成員 

オ．暴力団関係企業（フロント企業） 

カ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊

知能暴力集団等 

キ．暴力団共生者等やその他前各号に準ずる者

  

 A. 暴力団員等が経営を支配していると認めら

れる関係を有すること 

B. 暴力団員等が経営に実質的に関与している

と認められる関係を有すること 

C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図

る目的または第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、不当に暴力団員等を利用していると

認められる関係を有すること。 

D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または

便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有すること。 

E. 役員または経営に実質的に関与している者

が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有すること。     

Ｆ．暴力団関係企業の役員・株主で経営に深くか

かわっていること。 

Ｇ．前記ア～キに該当する者の親・子等でその活

動に少しでも関与している者。 

 

 

 

 

a. 暴力的な要求行為 

b. 法的な責任を超えた不当な要求行為 

c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴

 

ア．暴力団 

イ．暴力団員 

ウ．暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しな

いもの 

エ．暴力団準構成員 

オ．暴力団関係企業（フロント企業） 

カ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊

知能暴力集団等 

キ．暴力団共生者等やその他前各号に準ずる者 

  

A. 暴力団員等が経営を支配していると認めら

れる関係を有すること 

B. 暴力団員等が経営に実質的に関与している

と認められる関係を有すること 

C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図

る目的または第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、不当に暴力団員等を利用していると

認められる関係を有すること。 

D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または

便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有すること。 

E. 役員または経営に実質的に関与している者

が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有すること。 

F. 暴力団関係企業の役員・株主で経営に深くか

かわっていること。 

G. 前記ア～キに該当する者の親・子等でその活

動に少しでも関与している者。 

 

③委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、

その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を

利用して次の a～e に該当する行為をした場合 

a. 暴力的な要求行為 

b. 法的な責任を超えた不当な要求行為 

c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴
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力を用いる行為 

d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用い

て当行の信用を毀損し、または当行の業務を

妨害する行為 

e. その他前各号に準ずる行為 

 

 

 

 

 

 

（２）（省 略） 

 

第１１条（信託財産の交付） 

（１）～（５）（省 略） 

 

（６）第 10 条第 5 号から第 9 号に定める信託の終

了の場合は、第 3 項と同様のお取扱いとします。

ただし、第 3 項において「お申し出日」とあるの

は、「信託金の支払いに応じた日」と読み替える

ものとします。 

 また、第 10 条第 8 号に定める信託の終了の場合、

遺留分権利者の指定した方法によります。 

なお、第 10 条第 6 号および第 9 号に定める信託

の終了に基づく受益権は、各受益者の相続財産を

構成し、第 10 条第 7 号に定める信託の終了に基

づく受益権は、第一受益者の相続財産を構成する

ので、当該各受益者の相続人（受遺者等の承継者

を含みます。）が指定した支払方法により合同運

用財産の中から金銭で支払います。 

（７）～（９） （省 略） 

 

第１２条（受益者への報告） 

（省 略） 

 

第１３条（受益債権の相殺等） 

力を用いる行為 

d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用い

て当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害

する行為 

e. その他前各号に準ずる行為 

 

④この信託がマネー・ローンダリングおよびテロ

資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する

取引に利用され、またはそのおそれがあると合理

的に認められる場合（新設） 

 

（２）（現行どおり） 

 

第１１条（信託財産の交付） 

（１）～（５）（現行どおり） 

 

（６）第 10 条第 5 号から第 8 号に定める信託の終

了の場合は、第 3 項と同様のお取扱いとします。

ただし、第 3 項において「お申し出日」とあるの

は、「信託金の支払いに応じた日」と読み替える

ものとします。 

（削 除） 

 

なお、第 10 条第 6 号および第 8 号に定める信託

の終了に基づく受益権は、各受益者の相続財産を

構成し、第 10 条第 7 号に定める信託の終了に基

づく受益権は、第一受益者の相続財産を構成する

ので、当該各受益者の相続人（受遺者等の承継者

を含みます。）が指定した支払方法により合同運

用財産の中から金銭で支払います。 

（７）～（９） （現行どおり） 

 

第１２条（受益者への報告） 

 （現行どおり） 

 

第１３条（受益債権の相殺等） 
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（省 略） 

 

第１４条（善管注意義務等） 

（省 略） 

 

第１５条（権利の消滅） 

（省 略） 

 

第１５条の２（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

（省 略） 

 

第１５条の３（休眠預金等活用法に係る最終異動日

等） 

（省 略） 

 

第１５条の４（休眠預金等代替金の支払に係る申し

出の委任） 

（省 略） 

 

第１６条（受益者・委託者の権利等） 

（省 略） 

 

第１７条（信託約款の変更） 

（省 略） 

 

第１８条（譲渡・質入） 

（省 略） 

 

第１９条（印鑑届出・印鑑照合） 

（省 略） 

 

第２０条（届出事項の変更） 

（省 略） 

 

第２１条（預金保険法に係る信託分割等） 

（省 略） 

（現行どおり） 

 

第１４条（善管注意義務等） 

（現行どおり） 

 

第１５条（権利の消滅） 

（現行どおり） 

 

第１５条の２（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

（現行どおり） 

 

第１５条の３（休眠預金等活用法に係る最終異動日

等） 

（現行どおり） 

 

第１５条の４（休眠預金等代替金の支払に係る申し

出の委任） 

（現行どおり） 

 

第１６条（受益者・委託者の権利等） 

（現行どおり） 

 

第１７条（信託約款の変更） 

（現行どおり） 

 

第１８条（譲渡・質入） 

（現行どおり） 

 

第１９条（印鑑届出・印鑑照合） 

（現行どおり） 

 

第２０条（届出事項の変更） 

（現行どおり） 

 

第２１条（預金保険法に係る信託分割等） 

（現行どおり） 



 

－8－ 

 

 

第２２条（新法の適用・引用条文等の変更） 

（省 略） 

 

第２３条（分割後の信託契約の効力等） 

（省 略） 

 

第２４条（第二受益者または当行に遺留分減殺請求

がなされた場合） 

（１）本信託の第二受益者に対する受益権の付与に

つき当行に対し遺留分減殺請求がなされた場合、

または、本信託の第二受益者に対し遺留分減殺請

求がなされたことが当行に通知された場合、当行

は、当該遺留分減殺請求に基づき信託財産の全部

または一部が第二受益者以外の遺留分権利者に

帰属することおよび信託財産のうち当該権利者

に帰属すべき具体的な金額（以下、「遺留分相当

額」といいます。）が明示されている確定判決、

和解調書、調停調書または受益者と遺留分権利者

間の合意書等（以下、「確定判決等」といいます。）

が当行に提示されるまで、第二受益者に対する信

託財産の交付を行わないことができます。 

（２）遺留分減殺請求に基づき信託財産の一部が第

二受益者以外の遺留分権利者に帰属することお

よびその具体的な遺留分相当額が明示されてい

る確定判決等を添付のうえ、当行所定の書面によ

り遺留分権利者から遺留分相当額の支払請求が

あり、当行がこれを承認したときは、第 11条第 6

項に準じて、遺留分権利者に遺留分相当額の金銭

を一括して支払うものとします。 

 

第２２条（新法の適用・引用条文等の変更） 

（現行どおり） 

 

第２３条（分割後の信託契約の効力等） 

（現行どおり） 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


