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Ｑ１ 孫名義での預金口座開設

［口座開設・入金］

■解説

Answer

高齢のＡが来店し、「自分が死んだ後、孫Ｂにも財産を残してやりた

いので、Ｂ名義で、Ｂに内緒の定期預金をしたい」と言っています。

どうしたらよいでしょうか。

Ａから孫Ｂ名義の預金を受け入れると、Ａの借名預金とな

るおそれがあります。このような預金は、後日のトラブルの

原因となりますので、原則として受け入れるべきではありま

せん。

１　借名預金の問題点

ＡがＢに内緒でＢ名義の定期預金をするということであれば、贈与

の効力は生じないので、Ｂ名義定期預金はＡの借名預金ということに

なります。

借名預金は、脱税などの犯罪に利用されるおそれがあるほか、結果

としてＡの預金が元本1,000万円を超えて保護されることになると、

預金保険法にも違反することになります。金融機関の職員が、脱税等

の犯罪がらみであることを知って受け入れた場合は、脱税幇助罪を問

われる可能性もあります。

また、Ａが死亡した場合、このＢ名義預金が相続預金かどうかで相

続人間のトラブルを招くこともあります。例えば、Ａの死亡後Ｂの両

親がこの預金の証書を見つけた場合、自分の子Ｂの預金だと主張して

払戻しに来店することも予想されます。しかし、生前のＡの申し出に



よれば預金者はＡですから、金融機関としてはこの預金は相続財産と

して扱うべきだともいえます。つまり、真の預金者は誰なのかが問題

（預金者の認定の問題）となってしまいます。

２　生前贈与・死因贈与と借名預金

なお、ＡがＢに贈与するのであれば、ＡがＢに対して、贈与のた

め、Ｂ名義の定期預金をすることを伝え、Ｂが承諾（Ｂが幼児であれ

ばその親権者の承諾）しなければ贈与の効力は生じません。つまり、

Ｂに内緒であれば贈与は成立せず、Ｂ名義定期預金はＡの借名預金と

なります。

また、死因贈与の場合は、ＡがＢに対して、死亡後、Ａ名義の定期

預金をＢに贈与することを伝え、Ｂがそれを承諾し、Ａが死亡した時

にその効力が生じます。つまり、この死因贈与の場合も、Ｂ（Ｂが幼

児であればその親権者）の承諾が不可欠です。しかし、質問の場合

は、Ｂ名義の定期預金をＡが生前に作成するわけですから、このＢ名

義の定期預金は、Ａが死亡するまではＡの借名預金ということになり

ます。

３　対応策

以上のように、Ａが、Ｂやその親権者に内緒でＢ名義定期預金をす

るのであれば、借名預金となるので受け入れることはできない旨を明

確に伝えます。

ただし、Ａが、Ｂやその親権者に内緒でＢに財産を残したいのであ

れば、Ａ名義の定期預金をしたうえで、当該預金をＢに遺贈する旨の

遺言を残しておく方法があることを説明するとよいでしょう。

Ⅰ 預金取引
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Ｑ２ 高齢の父名義での預金口座開設

［口座開設・入金］

■解説

Answer

「父Ａが高齢で来店できないので、私が父の代わりに預金口座を開

設したい」と、Ａの息子Ｂが、父名義での預金口座の開設に来まし

た。どうしたらよいでしょうか。

父Ａの意思能力がない場合は、成年後見制度の利用が不可

欠となります。Ａの意思能力に問題がないのであれば、Ａの

意思を確認してＢを代理人とする取引等によりＡ名義の預金

口座を開設します。

１　父Ａの意思能力が認められない場合

父Ａが来店できない理由は何かをまず確認しなければなりません。

もしも、Ａが認知症等を発症しており意思能力が認められないのであ

れば、Ａ名義の預金口座を開設することはできません。意思能力のな

い者との法律行為（預金口座の開設）は無効となるためです。

このような場合に、Ａ名義の預金口座を開設するためには、Ａにつ

いて成年後見制度を利用していただくほかありません。Ａについて家

庭裁判所に対して後見開始の申立を行い、Ａが成年被後見人との審判

を受け、Ｂが成年後見人に選任された場合は、Ｂの申し出を受けるこ

とができます。

２　父Ａの意思能力に問題がない場合

父Ａの意思能力に問題がない場合は、Ａに対して、Ａ名義預金口座

開設の意思確認を行うことが不可欠です。ＢがＡに無断でＡ名義の預



金口座を開設した場合は、借名預金となってしまうからです。Ｂに対

してはその旨を説明して、渉外担当者等がＡを訪問してその意思を確

認するとともに、Ａが恒常的に来店できないのであれば、Ｂを代理人

として届出をしていただき、代理権の範囲内でＢと取引を行う方法等

を検討すべきでしょう。

■意思能力と行為能力
●意思能力

意思能力とは、自己の行為の結果を判断できる精神能力のこ

とをいい、一般に、７歳～10歳ぐらいで意思能力が備わると

されています。法律行為を行うには意思能力を有していなけれ

ばならず、意思能力のない者の行った行為は無効とされていま

す。

認知症や精神障がいを患っている者等は意思能力がないとさ

れるため、それらの者が行った行為は無効とされます。

●行為能力

行為能力とは、法律行為を単独で行うことができる法律上の

資格をいいます。人は生まれながらに権利能力（権利・義務の

主体となり得る地位）を有しますが、未成年者、成年被後見

人、被保佐人、被補助人は、制限行為能力者として扱われ、行

為能力が画一的に制限されています。

意思能力のない者の行為は無効とされていますが、制限行為

能力者の行為は取り消し得る行為とされています（無効と取消

しの違いは、前者は当初から無効であるのに対し、後者は取消

しされるまでは有効である）。
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