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100年振りの保険法改正で何が変わるのか？

シリーズ

消費者保護を最優先に 法文も平易に

１

日々の生活のなかでは「予想外」なことが起こります。その「万が一」を補完
するために保険制度があります。この制度を規定する「保険法」が約100年振
りに改正されました。どのように改正されたのか、利用者にどう影響するのか
を2回シリーズでご紹介します。

保険が持つ二つの側面

理解するのが難しいこ

保険は大きく分けて二つの側面を持っています。

とも事実です。しかも

一つは相互扶助的な仕組みの経済的な側面です。も

契約内容を表す保険約

う一つはお客さまと保険会社が保険契約を締結する

款はプロである保険会

法律的な側面です。今回の保険法の改正は、この保

社が作っていますので、理解力、交渉力、あるいは

険が持っている法律的な側面に関するお話です。

情報量など多くの点で、契約の一方の当事者である

100年振りに改正された
たくさんの「保険法の解説書」

保険契約者は保険会社に対して立場が弱くなってし

保険は契約によって成り立つ

まいます。

保険は保険契約を締結することによってその効果

そこで、消費者（保険契約者）と保険会社の保険

を生じます。保険契約の当事者は保険契約者と保険

契約に基づく権利や義務をあらかじめ法律で明らか

会社です。保険契約の内容は「保険約款」に記載さ

しにして、弱者である保険契約者側の地位を安定さ

れ、何を補償し何を補償しないのか、保険契約者は

せようとしたのが保険法です。

契約締結時あるいは事故発生時に何をしなければな
らないのか、などが規定されています。
この保険約款は保険会社が作成しますが、消費者
向けの保険商品では、金融庁の認可が必要であり、

従来の商法にあった保険法は１００年も前に作ら
れたもので、今日の消費者権利の保護の潮流には適
合しないものになっていたため、こうした視点から
の見直しは必定だったといえます。

販売前に保険約款の内容が消費者利益を害するもの
ではないか審査されます。一方、保険契約者と保険

保険法の性質

会社の関係は、従来から商法のなかに保険法があっ

これまでの保険法は、そのほとんどが任意規定と

て、保険約款に書いていないことは商法が適用され

解釈され、これと異なる保険約款を定めても特段、

ることになっていました。

法律効果に影響はありませんでした。しかし、今回

今回の改正のポイントの一つは、保険法を商法か

の改正では、消費者の利益を一方的に害する契約内

ら独立させて、単独法に改めたことです。併せて、

容（保険の場合は約款）は無効であるとされ、これ

カタカナ・文語体の法文がひらがな・口語体に改め

との関係を明らかにする必要がありました。そこで、

られました。

新保険法では片面的強行規定という概念を導入しま
した。これも今回の改正の大きなポイントの一つで、

なぜ、保険法が改正されたのか
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新保険法の規定よりも保険契約者（消費者）側に不

損害保険の分野では、多くの消費者や企業が交通

利な約款を定めても、その不利な部分は無効である

事故に備えて自動車保険を、火災や自然災害に備え

ことを法律に明記しました。「シリーズ２」でふれ

て火災保険を契約しています。しかし、保険は目に

る告知義務や保険金の支払時期などの規定がこれに

見えない、約束事の多い商品なのでわかりにくく、

該当します。

隣の人にも注意！〜飲酒運転事故
撲滅に向けて〜
「飲んだら運転しない」
！
！

シリーズ

交通安全
〜4〜

数次にわたる規制強化にもかかわらず、痛ましい事故が後を絶ちません。
飲酒運転の根絶は社会の願いです。事故撲滅に向けた取り組みを紹介します。

平成20年に全国で発生した72

状態での運転、いわゆる飲酒運転

してしまった（対物賠償保険）場

万件の交通事故のうち、飲酒運転

に関する違反行為の点数・処分内

合には保険金が支払われますが、

事故件数は 6,219件（構成割合 0.9

容等が大幅に引き上げられたほか、

運転者自身のケガや、自分の車の

% ）とピークであった平成12年の

救護義務違反（ひき逃げ）の罰則

損害は支払われないことを認識し

26,260件（交通事故90万件の約3.0

も強化されました。

ておくべきでしょう。

% ）の約2割強の水準にまで減少し
ました。

このような飲酒運転の厳罰化が
図られたものの、飲酒運転による
事故がなくならないのが現状です。

罰則の強化と現状

飲酒運転事故撲滅は国民の願い
この時期、お酒を飲む機会が多

飲酒運転常習者対策とともに自動

くなります。（財）全日本交通安

酒気を帯びて運転してはならな

二輪車や原動機付自転車の飲酒運

全協会を中心に「ハンドルキーパ

い（道路交通法第65条第1項）こと

転についても取締り強化が必要な

ー運動」※ が展開されていますが、

は当然のことですが、年々罰則の

のではないか、というのが関係者

このような取り組みが浸透するこ

強化が図られています。具体的に

の共通認識になりつつあります。

とを通じて、飲酒運転を撲滅した

は、平成 14 年 6月の改正刑法施行
により新たに創設された「危険運

いものです。
万一の事故の際の補償

日本損害保険協会では、「飲酒

転致死傷罪」が、平成19年6月の改

ところで、万が一、飲酒運転で

運転防止マニュアル」を作成して

正により、その適用範囲が「四輪

交通事故を起こしてしまった場合、

います。ホームページ上にも「飲

の自動車」から原付以上の二輪車

自動車保険等を契約していたとし

酒運転対策」のウェブサイトを作

を含む「自動車」に変更されただ

ても保険金が支払われない場合が

成して、飲酒運転の防止を呼び掛

けでなく、新たに「自動車運転過

あります。

けています。飲酒運転事故撲滅は

失致死傷罪」が創設されています。

自動車保険では、飲酒運転で他

国民の願いです。アルコール処理

さらに平成 21年 6月の道路交通法

人にケガを負わせてしまったり

にかかる時間などを確認する上で

改正では、「酒気帯び」「酒酔い」

（対人賠償保険）、他人の物を壊

も、是非一度このサイトを覗いて
みてください。

交通事故件数の推移
888,124

903,113

890,053

（http://www.sonpo.or.jp/
899,961

901,119

protection/insyu/）

883,564
838,910

815,812

787,139
723,520

26,280
21,602

※「ハンドルキーパー運動」とは
自動車によりグループで酒類提供飲食

25,400

飲酒運転事故件数の推移

20,328
16,374

15,178

13,875

店に来た時には、グループ内で、酒を
飲まずに仲間を安全に自宅まで、送る

11,625

者（ハンドルキーパー）を決め、飲酒
7,558

6,219

運転事故を防止する運動です。

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

「俺は酔ってない」？ お酒の席でよく聞く言葉ですが、本当かな？ 科学警察研究所の報告書では、酒の強い人は体内で活動するアセトアルデヒト
の働きが早いので、酔ってない―と認識するそうです。でも、生理的な人体反応は鈍くなっており、脳の働きを麻痺させています。ご注意を！
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企業における人事戦略ワンポイント講座

事 業 継 続 へ の 備 え は 大 丈 夫？

〜新型インフルエンザ対策を中心に〜
東京海上日動リスクコンサルティング（株） ERM事業部
2009年4月に発生した豚由来A／
H1N1新型インフルエンザは、瞬く
間に世界各地へと流行し、国内で
もその猛威を緩めることなく、未
だ感染拡大を続けています。厚生

経営リスクグループ

美絵

業運営自体を圧迫して
いきます。

危機対応力か
事前準備か

労働省新型インフルエンザ対策推

「新型インフルエン

進本部によると、11月末時点で国

ザ」という危機を前に、

民の10人に一人程度がインフルエ

緊急時体制への円滑な

ンザで医療機関で受診したと推定

移行、パンデミック期

され、受診者の1,200人に一人が入

における適正な指揮命

院、入院患者の16人に一人が重症

令系統の維持が必要不

化、そして受診者の14万人に一人

可欠であることは明白

が死亡したものと推計されていま

な一方で、ウイルス感染ルートが

え、刻々と変遷する情報を正確に

す。弱毒性のウイルスであること

常に対策本部長やキーパーソンを

引き継いでいく必要が生じます。

が唯一の救いではあるものの、反

迂回する保証もないのです。緊急

パンデミックは収束時期の予測が

復性の変異に伴う被害の拡大や鳥

時体制が有効に機能するためには、

難しく短期戦略では乗り切れない

由来の強毒性ウイルスがもたらす

人的資源を臨機応変に再配分でき

からこそ、業務の脆弱性を把握し、

パンデミックをも視野に捉えた長

るよう、平常時にこそ業務の優先

人的資源を含めた事前補強対策を

期的な備えが、企業の存続を左右

順位を見極めて重要業務を選定し

講じておくことが事業継続の要と

するのです。

ておくこと、多能工化（注）や雇用

なるのです。

今、そこにある危機
コールセンターのような労働集
約型ビジネスを例に、パート従業
員の子供が通う学区で集団感染が
起きたと仮定しましょう。休校に

契約上の柔軟性確保等によって技

また、忍び寄るウイルスへの恐

能的・労働条件的な制約を最小化

怖から来る心理的影響を排除し、

しておくことも重要です。

従業員個々人による感染予防への

自然災害対策を上回る
観点の重要性

伴う外出自粛要請があれば、従業

地震等の自然災害では、インフ

員自身の健康状態や就業意欲とは

ラや公共機関を含む物的被害が甚

関係なく、保護者としては常時監

大な一方で被災地域は限定される

督責任が生じます。通勤圏内に住

ため、被災地以外での基幹業務の

居があることを募集要件に掲げて

継続や被災地への応援人材派遣等

いたら、業務を代替させる要員の

が有効な対策となります。他方、

手配は困難を極めます。感染者が

感染症のパンデミックにおいては

わが子で兄弟がいる等、複数条件

企業内の全拠点が被災地となる可

が重なった場合には職場復帰に要

能性も否めず、適正な指揮命令系

す期間もさらに長引くため、直接

統を維持するためには対策本部の

的・間接的な人的被害の連鎖が事

構成メンバーを何度となく組み替

実直な取り組みを側面から支援す
ること、迅速で正確な情報収集・
発信および啓発活動に努めること
も、危機対応力の増強を図る企業
が負うべき重要な役割です。
（注）「多能工化」とは
会社内で一人一人が一つの仕事だけで
はなく、他部署の仕事もこなすこと。

東京海上日動リスクコンサルティング（株）では、従業員やその家族のための「新型インフルエンザ
対策」啓発用小冊子を必要部数に応じて（有償）提供しています。
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小室

健康
シリーズ
vol.
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注意して下さい。

寒い季節はご用心！心筋梗塞・狭心症

心筋梗塞の治療

対策は「水分補給」と
「温度差対策」

虚血性心疾患

では、いざ心筋梗塞になった場
合はどの様な治療を行うのでしょ
うか？
代表的な治療方法として心臓カ

中の発汗で失われた水分（理想は

テーテルがあげられます。これは

30度程度のお湯）を補うことで、血

2 mm程の細い管を血管内に挿入

いますが、心筋梗塞・狭心症と言え

液がドロドロになるのを防ぎます。

し、狭窄部（血管の詰まり）で風

ばピンとくる方も多いと思います。

温度差対策は靴下や手袋をするこ

船を膨らませて治療する風船治療

寒い季節、特に明け方に増加す

とで、温度変化に敏感な手足を守

や、ステントという金属製の筒で

る循環器疾患の代表格がこの虚血

り急激な血管収縮を防ぎます。も

狭窄を防ぐ治療、血管内の狭窄を

性心疾患、とりわけ心筋梗塞です。

ちろん生活習慣改善と動脈硬化や

ダイヤモンド粒子の付いたドリル

人間は寒さを感じると全身の血管

高血圧の予防と治療は大前提です。

で粉砕する方法など、さまざまな

を収縮させ、体温を逃がさないよ

ここで一つ憶えて欲しいのは、

カテーテル治療があり、昔にくら

うに体温調節を行います。また、

この対処法は起床時だけでなく冬

べ救命率は格段に上がっています。

早朝は体の覚醒に備え血圧が上が

場は常に心掛けるべきだというこ

ともあれ、このような治療が必

る時間帯でもあるので、この二つ

とです。起床時以外では特に入浴

要な事態に陥らないことが重要で

の要因が重なると血圧や脈拍が上

時や屋外のスポーツ、作業などで

すので、体力を過信せずにゆった

がります。そうなると心臓の血管

急激な温度変化が伴う動作は心臓

りと過ごしましょう。

にも大きな負荷が掛るため、高血

に大きな負担となるので、十分に

（鎌ケ谷総合病院

あまり聞き慣れない病名だと思

圧や動脈硬化が進んだ方の場合、
それらが原因で心臓の周囲の血管
「冠動脈」の血流にトラブルが起
き、心筋梗塞を発症するリスクが
飛躍的に高まります。
このような朝の悲劇を防ぐため
のポイントは、「水分補給」「温
度差対策」です。水分補給は就寝

院長 前田 清貴）

チームマイナス6％運動のワンポイント行動アドバイス

地球温暖化ってなに？ もう一度、考えてみましょう。
地球は昼は太陽の熱で温められ、夜は熱を宇宙へ逃がすことで、
地球上の生物が生きていくのにちょうど良い気温に保っています。
ところが二酸化炭素（ＣＯ2）などが増えると熱が逃げられなくなり、
気温は上昇します。この現象が地球温暖化です。
ＣＯ2が増える主な原因は電気やガス、ガソリン、灯油等のエネ
ルギー使用です。省エネで地球温暖化を防ぎましょう。

緑の募金でふせごう
地球温暖化

損害保険のプロフェッショナル「日本代協認定保険代理士」
みなさまに信頼されるプロ代理店として活躍しています。
平成22年1月1日をもって「日本代協認定保険代理士」が全国で7,604名となりました。

― 契約者･消費者のために！―
社団法人

日本代協はチームマイナス6%に参加しています
無断転載／複写複製を禁じます。
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★ご意見・ご要望をお聞かせください。

日本損害保険代理業協会

ホームページアドレス http://www.nihondaikyo.or.jp/
編集協力：保険教育出版社（ 2010.1）

