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Ⅰ．ファミリーガバナンスとは

従来、ファミリービジネスにおける事業承継の手法を検討するに当たっては、いか

に税負担を抑えたうえで、現オーナーの株式を特定の後継者に承継させるかが中心的

な課題であったように思われます。このような従来型の手法は、当該後継者のもとで

安定した経営が可能となる一方、一人の後継者に株式を承継することから、ファミリ

ー内の軋轢や、ガバナンスの機能不全から後継者による会社の私物化を招きかねず、

また、タックスプランニングに傾倒した結果、肝心の企業価値が毀損される事例も少

なくなかったと考えられます。これらの従来型の手法における問題点を踏まえ、事業

承継の新たな手法として、ファミリー全体での集団統治により企業価値を継続させる

ファミリーガバナンスの考え方が提示されています1。本稿では、このようなファミリ

ーガバナンスのフレームワークとして考えられる仕組みを紹介したうえで、設計に関

する実務上の留意点を考察します2。

Ⅱ．ファミリーガバナンスの仕組み

1. 概要

ファミリーガバナンスにおいては、いかにファミリーの一体感や永続性を達成しつ

つ、企業価値の向上を図るかが重要となります。このようなファミリーの一体感や永

続性を達成するためには、例えば創業者が有していた価値観や理念、想いをファミリ

ー全体で共有することができる強固な仕組みと、時代に応じて必要な点については適

                              
1 もっとも、従来型の手法の有用性が必ずしも否定されるわけではなく、各ファミリーの実情に応じて、

適切な事業承継の手法を検討することが重要です。
2 なお、本稿の内容は、森・濱田松本法律事務所編「変わる事業承継」（日経新聞出版社、2019年）の
内容に基づいており、ファミリーガバナンスの詳細については当該書籍もご参照ください。
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宜修正していく柔軟さが求められます。このような「理念」や「価値観」、「想い」と

いった、一見すると法的な枠組みにそぐわないものを、ファミリーガバナンスの仕組

みの中にどのように入れ込むかが一つのポイントとなります。また、このようないわ

ばハード面としてのフレームワークに対して、ソフト面として、ファミリーの哲学を

どのように落とし込むかが、ファミリーガバナンスにおいては肝心であるといえます。

以下では、ファミリーガバナンスの仕組みとして、（i）ファミリーの哲学をどのよ

うな内容とするか、という観点から家訓を、（ii）また、そのフレームワークとして、

株主間契約及び信託を紹介します。

2. 家訓

家訓については、明確な定義が存在しているわけではありませんが、一般に、家長

が子孫や家臣に与えた訓戒をいい、精神的・訓示的な色彩が強いものと考えられてい

ます。

家訓は、もともと武家を中心につくられていたもので、17 世紀半ば頃からは商家

でも作成する家が多くなってきたといわれています。家訓の具体的な内容は、各ファ

ミリーの理念や価値観を反映した千差万別のものとなっており、作成するうえで特定

のひな型があるわけではありません。したがって、新たに家訓を制定しようとすると、

ゼロから家訓を作り上げる必要があります。この点が、家訓制定の最も高いハードル

であると考えられます。

もっとも、過去に存在した（あるいは現在でも存在している）各ファミリーの家訓

を概観すると、例えば、①経営倫理を含む倫理的な規範、②ファミリー会議の組織と

運営等に関する同族内での規律、③遺産分割方法等に関する相続・事業承継の際の規

律、④後継者の資格等に関する規律等、一定の類型に分類して整理することができま

す。これらは、時代は違えども現代におけるファミリービジネスにも共通する関心事

項であると思われるため、その内容は現代においても応用することが可能であると考

えられます。当事務所が家訓制定に関与する際にも、過去の家訓を類型別に分類した

うえで、それぞれの内容を分析することからスタートしています。

そして、この現代版の家訓を、どのようなフレームワークに落とし込んで設計する

かも重要な検討事項となります。一言に家訓といっても、精神的・訓示的な色彩の強

いものから、実際にファミリーの構成員の行動を一定程度制約する機能を有するもの

までその内容は多種多様です。しかしながら、現代の法秩序において、権利や義務と

いうものは、法令に基づくものでない限り、契約等の形式により当事者間で合意され

なければ、法的な裏付けを獲得することはできません3。そこで、家訓を実際にファ

ミリー間で機能させるフレームワークの例として、上記で述べたとおり、株主間契約

や信託を用いることが検討されています。

                              
3 家訓を法的な効力を有さないものとして定めた場合には、違反に対して法的な制裁を行うことは基本

的にはできないことになります。
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3. 株主間契約

株主間契約とは、一般に、株主の間で会社の株式に関する取扱いやガバナンスに関

する事項等、会社に関する基本的な事項を定めるものであり、株主の間では定款にも

似た機能を営みます。この株主間契約に、例えば株式の議決権の行使方針への制約や、

ファミリーの有する財産の処分への制約を定め、違反の場合に一定の制裁を定めるこ

とが考えられます。

もっとも、株主間契約による設計は、比較的シンプルである一方、あくまで当事者

間の債権的合意に過ぎないため、合意に反する行為を私法上無効にするような効果は

原則として得られません。違反当事者に対しては、原則として損害賠償等の金銭的解

決を図ることになり、実効性という観点では一定の限界があることを否定できません。

また、当事者が死亡した際に契約上の地位が単純に相続されると、世代を経るごとに

当事者の数が増加して柔軟な契約変更が困難になるおそれがあります。この点、契約

上の地位が相続されない設計にすることも考えられますが、その場合には、世代交代

のたびに再度当事者間で株主間契約を締結し直す必要があり、その点においても、株

主間契約という形式には限界があるといえます。

4. 信託

（1） 概要

信託のポイントは、例えば株式に係る信託の場合、株式に係る権利を、議決権の

行使等に係る支配権と、株式から生じる経済的な利益を享受する権利とに分離でき

る点です。すなわち、信託においては、信託財産に係る権利は法的に受託者に移転

し、受託者は、信託契約に基づいて信託財産を管理又は処分することになりますが、

当該信託財産から生ずる利益を享受する権利は、受益者が有します。なお、信託銀

行等が業として受託者となる信託は特に商事信託と呼ばれ、他方、例えばファミリ

ー内のメンバー等が、業として行わない形で受託者となる信託は特に民事信託と呼

ばれています。上記のとおり、株主間契約を締結する場合には、依然として株式を

保有しているのは各当事者であるため、例えばその議決権行使に制約を定めた場合

に、当該株主が当該制約に違反する形で議決権を行使したとしても、当該議決権行

使は会社法上有効なものとして扱われるという問題がありました。他方で、信託に

おいては、各株主が有していた株式は法的に受託者に移転するため、委託者たる株

主による勝手な議決権行使は会社法上行い得ないことになります。また、委託者に

おいて相続が発生したとしても、受益権が相続されるだけであり、受託者が引き続

き株式を保有することには変わりないため、仕組みとしての永続性にも優れていま

す。

信託は、いわゆる従来型の事業承継の手法においても活用されてきました。そこ

で、以下では、従来型の事業承継の手法において用いられる信託と、ファミリーガ
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バナンスを重視した手法において用いられる信託とで、どのような違いがあるかを

解説します。

（2） 従来型の事業承継における信託

事業承継において信託が活用される場合としては、典型的には、株式の相続税評

価額が上昇する前に株式を後継者に承継したいものの、現段階では、株式に係る支

配権を委ねるには、当該後継者が（年齢・能力等の理由により）未熟である、とい

ったケースが挙げられます。この場合に、後継者が成熟した段階で株式を贈与又は

相続させると、相続税評価額が上昇して多額の課税を受ける可能性があります。

上記のケースにおいて、現段階で信託を設定すれば、株式に係る受益権について

は現時点で後継者に承継させつつ（なお、この段階で当該後継者については、株式

の現在の相続税評価額に基づいて贈与税が課されることになります。）、株式の支配

権は受託者に委ねることが可能です。また、信託においては信託財産の管理方針に

ついて受託者に指図を行う指図権者を定めることができるため、例えば委託者を指

図権者としておけば、委託者が引き続き実質的な支配権を保有することができます。

そして、最終的には一定の段階で信託を終了させることにより、株式に係る支配権

についても後継者に帰属させ、事業承継が完了することになります（図表 1）。

（図表 1）

（3） ファミリーガバナンスにおける信託

上記のような従来型の事業承継における信託においても、基本的には後継者は 1

人となることが想定されていたと考えられます。他方、ファミリーガバナンスを重

視する観点からは、ファミリー全体でビジネスを支える仕組みをいかに設計するか

が重要となります。この点、具体的にどのようなスキームを構築するかは、各ファ

ミリーの実情に応じて柔軟に検討されるべきですが、例えば以下のような仕組みが

考えられます。なお、以下は特に、すでに株式が何世代にもわたって承継され、創

業家株主において分散して保有されており、ファミリー全体の意思集約が難しい状

況を想定します。

まず、ファミリービジネスの安定性及び永続性の観点からは、受託者を、個人で
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はなく一般社団法人とすることが考えられます。個人が受託者となる場合には、当

該個人について相続が発生した場合等スキームが不安定になるおそれがあり、他方、

一般社団法人は株式会社と異なり、株式や持分の概念がないため、一般社団法人自

体の株式や持分の承継を検討する必要もありません。この場合の具体的な流れとし

ては、一般社団法人を設立し、各人の株式を信託により当該一般社団法人に集約し

つつ、受益権は委託者に留保します4。これにより、株式に係る支配権と受益権とを

分割できる点は上記の従来型の手法と同様です（図表 2）。

（図表 2）

ファミリーガバナンスにおいて肝心な、ファミリー全体でビジネスを支えるとい

う仕組みのためには、この一般社団法人の設計をどのように行うかが重要となりま

す。前提として、一般社団法人の機関は、社員総会（株式会社における株主総会に

相当します。）や、理事及び理事会（それぞれ、株式会社における取締役及び取締役

会に相当します。）が存在します。株式会社同様、社員総会が最高意思決定機関とな

るところ、一例として、その構成員たる社員を、ファミリーから選出される複数名

の個人による合議体（以下このような合議体を「アドバイザリーボード」と呼びま

す。）とすることが考えられます。アドバイザリーボードのポイントは、株式の議決

権行使や後継者選任等、ファミリーにとって重要な意思決定を、一定の資質を有す

ると認められた複数人のメンバーで行うことができるようにする点です（ビジネス

に関与しないメンバーについては、意思決定に直接は関与しない仕組みとなります。）。

アドバイザリーボードを通した意思決定により、株式に係る支配権の行使が、究極

的にはファミリー全体の総体的な意思に基づいて行われることが期待できます5。な

                              
4 このように、委託者が受益者となる信託を信託法上自益信託と呼びます。また、税務上は信託の前後

を通じて引き続き委託者が株式を継続して保有しているものと扱われるため、原則として課税はなされ

ません。もっとも、いわゆるコミングル・リスク（同一の受託者に対して複数人の委託者が同一の資産

（例えば同じ銘柄の上場株式）を信託譲渡した場合に、信託内で各委託者の信託財産が混同し、区別で

きない状態になること。）が顕在化した場合、各委託者が相互に信託財産を譲渡したものと認定され、譲

渡所得課税がなされる可能性があるため、そのリスクを回避するために一定の法務上の手当てが必要に

なります。
5 ただし、アドバイザリーボードの構成自体、ファミリー以外の外部者を含めるか等の検討が必要にな
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お、アドバイザリーボードの設計としては、柔軟性の観点から民法上の組合が適し

ていると考えられ、当該組合契約によってアドバイザリーボードの構成員の資格や

選任手続きを定めることができます6。

（4）信託と家訓の統合

上記のような信託を用いたファミリーガバナンスの設計においては、信託契約や、

一般社団法人における定款、アドバイザリーボードに係る組合契約等、様々な法的

なツールが活用されます。家訓については、例えばこれらの契約や定款に落とし込

むことにより、法的な根拠を持たせることが考えられます。契約に定めておく限り

は、基本的に債権的効力しかないのは株主間契約における場合と同様ですが、例え

ば定款に定められた事項については、定款違反の行為は無効になると解されている

ため、より強力な効力を持たせることが可能と考えられます。他方、家訓について

あくまで訓示的な存在とし、法的な効力を持たせることを望まない場合には、契約

や定款以外の形態で定めることも考えられます。もっとも、ファミリー内の軋轢を

予防するという観点からは、株式（受益権）の売却（Exit）や M&Aの際の権利の処

理等、メンバーの重要な権利に関する事項については信託契約等に規定しておくこ

とが望ましいと考えられます。

なお、従来型の事業承継においても、ファミリーガバナンスにおいても、基本的

には民事信託を用いることが一般的であったと考えられますが、商事信託も必ずし

も排斥されるものではありません。他方で、通常この種の信託は信託期間が長期に

なることが想定されており、国内においては長期の商事信託の設定が困難とされて

いるため（例えば信託期間を 100年とする商事信託）、海外の金融機関を受託者とし

て商事信託を設定することが考えられます。欧米の信託においては、信託財産の管

理について受託者が比較的広い裁量を有する一方（いわゆる裁量信託）、委託者が当

該信託の管理指針を示した文書（Letter of Wishesと呼ばれます。）を差し入れ、受

託者は当該指針に従って信託財産を管理する7という実務が存在しています。この

Letter of Wishesは、家訓と同じく、委託者の意思を貫徹するための仕組みであると

いえ、その実務は家訓を制定する際の参考になると考えられます。

Ⅲ．従来型の手法との比較

従来型の事業承継とファミリーガバナンスの考え方を比較すると、上記のとおりビ

ジネスを 1人の後継者に引き継がせることを目的とするのか、ファミリー全体で支え

                              
ります。
6 厳密には、法律上の理由から、一般社団法人の社員にはアドバイザリーボードの代表者個人が入社するこ

とになると思われますが、わかりやすさの観点から、アドバイザリーボードを社員とすると記載しています。

また、直接社員となる方法以外にも、信託契約上、アドバイザリーボードが指図権者になるという方法も考

えられます。
7 もっとも、一般的には Letter of Wishesに法的拘束力はないと解されています。
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ることを目的とするのか、という根本的な発想において異なります。また、ファミリ

ーガバナンスにおいては特に、従来型の事業承継において指摘される後継者による会

社の私物化リスクを避け、創業者の理念や価値観を重視してファミリーの一体感や永

続性を保ちつつ、企業価値の向上を目指すことに主眼があります。そのようなツール

として、過去の家訓から現代のファミリーガバナンスについて何らかの示唆を得られ

る部分が多いのではないかと考えられます。

他方、従来型の事業承継はタックスプランニングを重視するものであるため、節税

効果が大きいという点は一つのメリットと考えられます。これに対して、ファミリー

ガバナンスの考え方は節税自体を前面に押し出すものではないため、原則として節税

にはならないという点には留意が必要です。もっとも、ファミリーガバナンスにおい

ても従来型の事業承継の手法を取り入れることも可能であり、課税上の考慮も取り入

れて設計されるべきものであることは言うまでもありません。

従来型の事業承継と、ファミリーガバナンスを重視した事業承継を比較すると、図

表 3のとおりとなります。

（図表 3）

従来型の事業承継
ファミリーガバナンス

を重視した事業承継

後継者 1名であることが通常。 ファミリー全体による集団統治。

ガバナンス面 1 名の後継者のもと安定した経営が

可能になる一方、ファミリーの軋轢

や、後継者による会社の私物化のお

それがある。

ファミリー全体でビジネスを支える

ため、私物化リスクを回避すること

ができる。

税務 タックスプランニングの手法が発達

し、節税効果が大きい。

原則として節税対策にはならない

（但し、従来型のタックスプランニ

ングを併用することは可能）。

IV．おわりに

ファミリーガバナンスの設計に当たっては、当該ファミリーが達成したい価値はど

のようなものであるのか丁寧に把握したうえで、緻密な検討を行うことが必要です。

また、信託を設計する際には、法務・税務の両面から高度の専門性が求められます。

信託に関する法律として、信託法以外にも、信託業法や投資信託及び投資法人に関す

る法律等の規制法上の論点についても検討し、法令違反とならないよう留意する必要

があります。さらに、上場株式を対象として信託を設定する場合には、株式公開買付

け規制や大量保有報告といった金融商品取引法上の規制も問題となります。また、信

託の設定に係る課税関係の検討も必須になるため、ストラクチャーの設計に当たって

は、専門家の関与が重要であるといえます。
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今号のコラム：

2019年度における当事務所ウェルスマネジメント・プラクティスグループの活動内容

弁護士・税理士 大石 篤史

当事務所ウェルスマネジメント・プラクティスグループの 2019年度の活動内容の一端を

ご紹介させていただきます。

·当プラクティスグループの各メンバーは、以下に挙げるような執筆活動を行いました。

 「The International Comparative Legal Guide to: Private Client 2019 - Japan Chapter」

（Global Legal Group）大石篤史、酒井真

 「多様化する事業承継手法の全体像」（税経通信）小山浩、間所光洋

 「企業法務 株式承継対策の最新動向と留意点－財団法人の利用における法務・税務

の留意点」（会計・監査ジャーナル）酒井真、加藤賢治

 「事業承継型 M&Aとファミリーガバナンス」（MARR）大石篤史

 『変わる事業承継』（日本経済新聞出版社）奥田隆文、大石篤史、酒井真、加藤賢治、

間所光洋、飯島隆博、髙梨一郎氏、米田隆氏

·また、当プラクティスグループの各メンバーは、以下に挙げるようなセミナーを開催しま

した。

 『プライベートバンカーの職業倫理－具体的事例・最近の状況を踏まえて－』（日本証

券アナリスト協会）大石篤史

 『「変わる事業承継」セミナー』（当事務所主催）奥田隆文、大石篤史、酒井真、加藤

賢治、間所光洋、飯島隆博、髙梨一郎氏、米田隆氏

 『第 1期 ファミリービジネス経営革新プログラム 第 5回「ファミリーガバナンス」』

（りそな総研）大石篤史

 『相続・事業承継の近時の動向～最新スキーム紹介と円滑な相続・事業承継をするた

めの対応策～』（東税協）大石篤史

·さらに、当プラクティスグループは、以下の各ニュースレターを発行しました。

 『信託の歴史と日本における民事信託の活用』（Vol.14）山川佳子、間所光洋（コラム：

『夫婦財産について』酒井真）

 『富裕層による寄附税制の活用』（Vol.15）大石篤史、丸山木綿子（コラム：『ロボッ

ト税の創設に関する議論』間所光洋）

 『最新事例解説 －日本の居住者性が争われ納税者が勝訴した事案』（Vol.16）酒井真、

緒方航（コラム：『「住所と本籍」について』奥田隆文）

·また、当プラクティスグループの各メンバーは、Chambers、Legal 500、Best Lawyers、
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Who's Who Legal、IFLR1000、ALB 、asialaw PROFILESなどの媒体から高い評価を得

ました。

2020 年も、当プラクティスグループに属する弁護士・税理士が、チーム一丸となって、

クライアントの皆様に満足していただけるようなサービスをご提供させていただきたいと考

えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。

文献情報

 論文  「企業法務 株式承継対策の最新動向と留意点－財団法人の利用にお

ける法務・税務の留意点」

掲載誌  会計・監査ジャーナルVol.31 No.8

著者  酒井 真、加藤 賢治  

 書籍   『新・行政不服審査の実務』（2019年 8月刊）

出版社  三協法規出版株式会社

著者   小山 浩（共著）

 書籍   『設例から考える国際租税法』（2019年 9月刊）

出版社  株式会社中央経済社

著者   小山 浩（共著）

 論文   「譲渡制限付株式と退職所得の関係に関する近時の動向」

掲載誌  週刊税務通信No.3577  

著者   酒井 真

 書籍   『変わる事業承継』（2019年 10月刊）

出版社  株式会社日本経済新聞出版社

著者 奥田 隆文、大石 篤史、酒井 真、飯島 隆博、加藤 賢治、間所 光洋（共

著）

 論文  「近時の裁判例から検討するM&A・組織再編時の否認規定適用をめぐ

る最新論点」

掲載誌  ビジネス法務Vol.19 No.12  

著者   小山 浩
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NEWS
 Asia Law & Practice の Asialaw Profiles 2020 The Definitive Guide to Asia-Pacific's 

Leading Domestic and Regional Law Firms (24th edition) にて高い評価を得ました

Asia Law & Practice の Asialaw Profiles 2020 The Definitive Guide to Asia-Pacific's 

Leading Domestic and Regional Law Firms (24th edition) にて、”Recommended 

firms”として紹介され、当事務所は税務分野を含む分野で高い評価を得ました。ま

た、当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）およびヤンゴンオフィ

スも”Recommended firms”として紹介され、各分野で高い評価を得ております。

 asialaw PROFILESの"Asialaw Leading Lawyers 2020"にて高い評価を得ました

asialaw PROFILESの"Asialaw Leading Lawyers 2020"にて、当事務所の弁護士 36

名が高い評価を得ました。税務分野では大石 篤史弁護士が選出されました。

（当事務所に関するお問い合せ）

森・濱田松本法律事務所 広報担当

mhm_info@mhm-global.com
03-6212-8330
www.mhmjapan.com


