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昭和 35 年 8 月に郵政大臣の許可を得て公益法人として設立され、簡易生命保
険加入者共同の利益と福祉の増進を図ってきました当財団は、半世紀余を経た
平成 25 年 4 月 1 日、一般財団法人簡易保険加入者協会として新たにスタートい
たしました。
当協会は公益目的に資する事業の一環として、保険に関する調査研究を毎年
行っておりますが、平成 24 年度及び 25 年度は、
「個人向け火災保険・共済にお
ける建物・家財の評価に関する調査研究（座長：岩瀬泰弘帝京大学大学院経済
学研究科教授）」に取り組んでまいりました。
約１年半をかけ本調査研究会をご指導いただいた岩瀬座長をはじめ柳瀬典由
東京経済大学教授等研究会のメンバーの皆様がたのお力添えにより、このたび、
最終報告書を取りまとめることができました。
本調査研究にあたっては、火災保険・共済を提供している保険会社・共済団
体並びに損害鑑定人、潮来市、稲敷市、独立行政法人国民生活センター、一般
社団法人日本共済協会及び専修大学出口正義教授の皆様方から多大なご支援、
ご協力を頂きました。関係の皆様方には、心から御礼申し上げます。
本報告書が保険分野をはじめ社会の発展にわずかなりともお役に立つことが
できれば幸いです。
これからも当協会は、よりよい社会の実現に貢献できる公益目的事業に積極
的に取り組んでまいりますので、引き続き、皆さま方のご支援、ご協力をお願
い申し上げます。
平成 26 年 4 月 1 日
一般財団法人簡易保険加入者協会
理事長
下和田 功
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はじめに
本報告書は一般財団法人簡易保険加入者協会が公益目的事業の一環として、平成 24 年
度及び平成 25 年度に取り組んだ調査研究の成果である。
同協会は平成 24 年 10 月に大学研究者及び専門家による「個人向け火災保険・共済にお
ける建物・家財の評価に関する調査研究会」を設置し、平成 26 年 3 月まで計 11 回にわた
る調査研究会を開催した。調査研究会では、個人向け火災保険・共済における建物・家財
の評価に関する諸問題につき、できるだけ幅広く且つ多面的な検討を行う方針の下、様々
な研究テーマを採り上げ議論を行った。
本報告書は 3 部から構成されている。以下概略を記す。

第Ⅰ部 調査研究
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
第9章
第10章
第11章

背景・目的
調査研究会の設置
火災保険評価の発展
個人向け火災保険及び共済の補償内容比較
自然災害に関する補償と東日本大震災
個人向け火災保険及び共済等における建物・家財評価
鑑定人による建物・家財の損害評価
自治体の罹災証明書発行事務
火災保険の評価と法制度上の問題
火災保険及び共済における消費者相談の状況
米国における個人向け住宅保険の状況

第Ⅱ部 研究論文
1．岩瀬泰弘著「損害保険の特性と商品開発の課題」
2．柳瀬典由著「地震と損害保険会社の株価」
3．大森義夫著 「火災保険の社会的役割とその商品特性」
4．高松良光著「新価評価を導入した場合の支払見舞金額と純保険料の変化について」
5．橋本欣典著「極値理論を用いた保険・金融データの理論及び実装手法」
6．中路翔著「損害保険会社のキャピタルストラクチャーの理論の一考察」

第Ⅲ部 資料

第Ⅰ部

調査研究

第 3 章「火災保険評価の発展」では、火災保険の開発で他国を先んじたドイツならびに
欧米各国の新価保険の開発事情を調査するとともに、我が国における 1950 年代の実損て
ん補条項、60 年代の新価保険、70 年代の価額協定保険特約、及びその後の評価済保険に
至るまでの商品開発に関する歴史的経緯をレビューした。
第 4 章「個人向け火災保険及び共済の補償内容比較」では、現在、日本の損害保険及び
共済は新価保険が主流であり、損害てん補方式についても一部の共済で付保割合条件付き
実損てん補方式が見られるものの、概ね実損てん補方式が主流であることが確認された。
第 5 章「自然災害に関する補償と東日本大震災」では、損害保険は新価・実損てん補方
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式であるが、共済については支払限度額を設ける等、様々な相違点が見られる。
第 6 章「個人向け火災保険及び共済等における建物・家財評価」では、損害保険は東京
海上日動社、共済についてはＪＡ共済ならびに全国生協連にヒアリング・アンケートを実
施した。結果、損害保険はその殆どが修理費約款に基づく再調達価額ベースの評価である
のに対し、共済については各共済の理念、組合員の属性等の違いから、募集方法や評価基
準及び評価方法が異なることが判明した。
第 7 章「鑑定人による建物・家財の損害評価」では、鑑定事務所東監岩泉取締役をお招
きし、評価鑑定から鑑定書作成に至るまでの実務に関する説明を受けた。
第 8 章「自治体の罹災証明書発行事務」では、茨城県潮来市をヒアリングし、公的セク
ターにおける自然災害発生時の建物認定と罹災証明書の発行実務、自治体が取り組んでい
る被災者支援の実情、具体的には東日本大震災での液状化被害の状況等について報告を頂
いた。なかでも罹災証明書が住民の復旧・復興資金の貸付け、税の免除等、さまざまな観
点から被害者救済に果たす役割の重要性を知ることができた。
第 9 章「火災保険の評価と法制度上の問題」では、出口正義専修大学法学部教授からド
イツ保険契約法の最近動向について報告を頂いた。ドイツでは新商品開発に関連して規制
緩和が進められ、損害保険契約の概念自体の断念（
「利得禁止原則」に関連した損害額てん
補義務規定の削除）
、新価保険に係わる再製造条項の新設、及び新価保険における再調達の
確実性を重視するなど、法制度に新たな動きが見られることを確認した。
第 10 章「火災保険及び共済における消費者相談の状況」では、消費者保護の観点より、
国民生活センター及び共済相談所に寄せられる相談内容を調査した。火災保険の相談・苦
情は年に数百件あるが、主な原因は、契約時の説明不足、及び自治体の被害認定と損害保
険会社の支払基準の差異であることが確認された。
第 11 章「米国における個人向け住宅保険の状況」では、柳瀬典由東京経済大学経営学
部教授を団長とする米国調査団を派遣し、ニューヨークのセント・ジョーンズ大学クワン
教授から最近の米国損害保険の実情に関する報告を受けた。米国の住宅保険市場において
は、ステートファーム相互保険会社が市場シェア第１位を占めており、相互保険会社が大
きな役割を果たしている、また連邦洪水保険やカリフォルニア州の地震保険など、国およ
び州の保険が大災害への対応を行っている、さらに建物は新価・実損てん補方式であるが
家財については時価方式を採用していることなどが確認できた。
第Ⅱ部

研究論文

第Ⅰ部の調査研究につき学術面からの考察を加えるため、柳瀬典由教授、大森義夫日本
アクチュアリー正会員、高松良光一橋大学大学院商学研究科大学院生、橋本欣典東京大学
大学院経済学研究科大学院生、及び中路翔一橋大学大学院商学研究科大学院生から、個人
向け火災保険・共済における建物・家財の評価に関する貴重な研究論文を寄稿頂いた。
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今回の調査研究では、個人向け火災保険・共済における建物・家財の評価に関する諸問
題につき、できるだけ幅広く且つ多面的な検討を行った。総じて言えば、個人向け火災保
険・共済は国による相違や基本契約と特約の違いはあるものの、①再調達価額ベースでの
保険が主流になっている、②支払基準を新価とする評価済保険の考え方を採り入れた商品
を開発している、③利用者への分かりやすさを図るべく、建物だけでなく家財についても
同じ支払い運用とする動きが見られる等の現状を確認することができた。
今後、利用者に損害保険の内容をより一層理解してもらうには、利用者ニーズに的確に
対応したシンプルで分かりやすい商品の開発・提供が望まれる。本報告書が今後の損害保
険の発展の一助になれば幸いである。
最後に今回の調査研究にあたり、大変多くの方々より暖かいご示唆とご協力を賜った。
心からの謝意を申し上げたい。
平成 26 年 3 月
座長 岩瀬泰弘（帝京大学大学院経済学研究科教授）
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Ⅰ 調査研究

1

背景・目的
我が国初めての火災保険は 1887 年に発売された。その後 1938 年には風水害保険が発売

され、1961 年には火災と自然災害による住宅の損害を総合的に補償する住宅総合保険が発
売された。
1960 年代半ば以前、火災保険は、時価評価を基準として契約の引き受け、保険金の支払
いを行ってきたが、経過年とともに評価額が減少することから、災害・不慮の事故による
損害に対し支払われる保険金では、同様の物件を再調達することができず、必ずしも加入
者のニーズにそったものではなかった。
そこで、損害保険会社では 1964 年に特約により新価保険を発売、1975 年には新価評価の
価額協定保険特約を設けて、これを火災保険に付加することにより、全焼・全壊した場合
でも、罹災前と同様の物件を再調達できるようにしてきた。しかし、1990 年代半ばからの
規制緩和により商品が複雑化し、2000 年代半ばには保険金の支払漏れ等の社会的批判も大
きくなってきた。
さらに、2010 年 4 月からは新しい保険法が施行された。
このような背景を踏まえ、大手損害保険会社では、特約ではなく、新価保険、実損払い、
費用保険等を普通保険約款に統合、一本化し、利用者にとって分かり易くシンプル化した
個人用新火災総合保険商品を新たに提供し、同時に営業・業務システムの改革に取り組ん
でいる。また、最近では、共済でも損害保険会社と同様に新価評価を中心とした個人用火
災共済を販売している。
また、1966 年には地震保険に関する法律が公布施行され、国が支援する地震保険制度が
創設されたが、1995 年の阪神・淡路大震災、2011 年の東日本大震災等大規模な地震の発生
を通じ、地震保険の補償内容が拡充されてきた。
本調査研究は、このような動向を踏まえながら、個人向け火災保険・共済における建物・
家財の評価に関する諸課題について、学術的及び実務的な観点等から調査研究を行い、個
人向け火災保険・共済及び地震保険が、今後一層、利用者のニーズを満たし、社会的役割
を十分果たすために寄与することを目的とする。

2 調査研究会の設置
2-1 調査研究会の設置及びメンバー
一般財団法人簡易保険加入者協会（以下、
「協会」という。）は、平成 24 年度及び平成 25
年度の公益事業として調査研究を行うこととし調査研究会を設置した。
調査研究会のメンバーは、研究者及び実務家から構成され、図表 1 の通りである。
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図表 1 研究会の構成メンバー
氏名（敬称略）
岩瀬泰弘（座長）

所属・役職
帝京大学経済学部経営学科 教授

参加年月
平成 24 年 10 月～
平成 26 年 3 月

柳瀬典由

東京経済大学経営学部 教授

平成 24 年 10 月～
平成 26 年 3 月

大森義夫

日本アクチュアリー会正会員

平成 24 年 10 月～
平成 26 年 3 月

北原雄司
高松良光

一般財団法人簡易保険加入者協会

平成 24 年 10 月～

理事

平成 26 年 3 月

一橋大学大学院商学研究科

平成 24 年 10 月～
平成 25 年 3 月

中路

翔

一橋大学大学院商学研究科

平成 25 年 5 月～
平成 26 年 3 月

橋本欣典

東京大学大学院経済学研究科

平成 25 年 5 月～
平成 26 年 3 月

野崎洋之

株式会社野村総合研究所

平成 24 年 10 月～

上級コンサルタント

平成 25 年 3 月

東京海上日動火災保険株式会社 井田大介課長様にはオブザーバーとして参加いただき、
実務面における示唆及び情報提供をいただいた。
なお、調査研究会事務局のメンバーは次の通りである。
・平出

守

協会

経営企画部長

平成 24 年 10 月～平成 25 年 3 月

・穴井基博

同

担当部長

平成 24 年 10 月～平成 26 年 3 月（4,5,6 章担当）

・井上哲太郎

同 支払課担当課長

平成 24 年 10 月～平成 26 年 3 月（4,5,6 章担当）

・安藤昭一

同

公益事業部長

平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月（10 章担当）

・入江

同

調査研究課長

平成 25 年 7 月～平成 26 年 3 月（8,9 章担当）

徹
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2-2 調査研究の内容
平成 24 年度については、
「火災保険評価の発展」及び「個人向け火災保険及び共済の補
償内容比較」の研究を行った。
平成 25 年度は「個人向け火災保険及び共済における建物・家財の評価」、「地方自治体の
罹災証明書交付事務」、
「ドイツ保険契約法における利得禁止と新価原則」、「消費者相談の
状況」及び「海外における個人向け火災保険・共済の現状と課題」等について研究を実施
した 1。
2-3 調査研究会の実施状況
本調査研究会は、第 1 回研究会を平成 24 年 10 月 29 日に開催し、平成 26 年 3 月までに
全 11 回の会合を持った。各研究会の実施状況は図表 2 及び図表 3 の通りである。
図表 2 平成 24 年度に実施した研究会
研究会

実施日

第1回

平成 24 年 10 月 29 日

概要
 協会の事業概要
 損保の個人用新火災総合保険商品の紹介
 研究会の今後の進め方について

第2回

平成 24 年 12 月 27 日

 保険用語の定義
 評価済保険
 火災保険の発展
 共済事業の現状
 火災各社商品比較表
 個人向け火災保険及び共済の補償内容比較

第3回

平成 25 年 02 月 05 日

 新価保険の開発経緯
 個人向け火災保険及び共済の補償内容比較
 東日本大震災への対応
 調査研究会議論での論点

第4回

平成 25 年 03 月 14 日

 中間報告書（案）
 損害保険会社及び共済各団体に対する
ヒヤリング項目
 平成 25 年度調査研究スケジュール

1

第 1 回～第 11 回研究会配布資料
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図表 3 平成 25 年度に実施した研究会
研究会

実施日

第5回

平成 25 年 5 月 28 日

概要
 災害見舞の評価査定実務
 東京海上日動社の評価査定実務
 共済団体へのヒヤリング調査
 平成 25 年度調査研究方針・スケジュール等

第6回

平成 25 年 7 月 16 日

 損害鑑定人の実務
 個人向け火災共済における建物・家財の評価に関
するアンケート調査（全国生協連及び JA 共済）

第7回

平成 25 年 9 月 11 日

 潮来市の罹災証明交付事務
 稲敷市の罹災証明交付事務
 火災保険の現状と危険測定―民保と共済
（大森報告）
 全労済からのアンケート調査結果

第8回

平成 25 年 11 月 20 日

他

 ドイツ契約法における利得禁止と新価保険
 国民生活センターにおける消費者相談状況
 満期返れい金・満期共済金付き商品の全損失効
 海外調査実施要領案

第9回

平成 25 年 12 月 16 日

他

 火災保険の現状と危険測定－民保と共済
（大森報告）に対する質疑
 極値理論を用いた保険・金融データ解析の理論
及び実装（橋本報告）
 地震と保険会社の株価（柳瀬報告）
 損害保険の特性と商品開発（岩瀬報告）

第 10 回

平成 26 年 2 月 18 日

 海外調査実施要領案
 最終報告書案

第 11 回

平成 26 年 3 月 20 日

 海外調査報告
 最終報告書報告

2-4 調査研究報告書
本報告書は、11 回の研究会の成果について取りまとめたものである。本報告書について
は、協会のホームページ http://www.fpp.or.jp/ にも掲載してあるので、参照されたい。
各研究会での主な議論については別添資料のとおりである。
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3 火災保険評価の発展

2

3-1 火災保険の誕生と新価保険の開発
火災保険は、1591 年のハンブルク火災組合に始まる。また、1666 年に発生したロンドン
大火災を踏まえ、一般向けの火災保険が考案されることになる。その後、1833 年にはハン
ブルク火災金庫が新価保険を開発し、後に英国ロイズや米国等で工場の機械類を対象に提
供を始める。1928 年にはドイツやフランスでも民間保険会社が新価保険の認可を取得する。
新価保険については利得禁止原則に抵触する懸念から、国によって導入時期にばらつき
があり、日本は 1964 年に新価保険を開発しているが、これは他国と比較して遅い時期の導
入であった。
3-2 付保割合条件付実損てん補条項
日本では、新価保険より先に 1951 年に付保割合条件付実損てん補条項が導入されている。
これは、コ・インシュアランス（Co-Insurance）条項とも呼ばれ、保険金額が保険価額を下
回る保険であっても、一定の付保割合以上の場合は、全部保険と同様に保険金額を限度と
して実損をてん補する。
保険金額が一定の付保割合に達しない場合は、比例てん補方式となるが、保険価額に付
保割合を乗じて、通常の比例てん補方式を契約者に有利なように緩和している。
例：80% コ・インシュアランスの場合
●付保割合 80%以上のとき
保険金額を限度として実損をてん補
●付保割合 80%未満のとき
保険金支払額＝損害額×保険金額／（保険価額×0.8(付保割合)）
3-3 新価保険特約と価額協定保険

3 4

日本において新価保険は 1958 年に検討が開始され、1962 年の保険審議会の正式諮問事項
となった。そして大蔵省と法務省で意見が分かれ、1963 年に減価物件に対する保険金額の
制限等を行って、1964 年 7 月に特約として導入することが決定された。
しかし、本来は契約者のニーズに応えるために開発されたはずの新価保険特約であった

2
3
4

簡易保険加入者協会「火災保険の発展」 第 2 回研究会配布資料
岩瀬泰弘「保険用語の定義」
第 2 回研究会配布資料
岩瀬泰弘「新価保険の開発経緯」 第 3 回研究会配布資料
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が、利得禁止原則に配慮し、比例てん補方式による保険金支払いや、損害が生じた日から
2 年内に同一用途のものを修理もしくは再取得しなければならない復旧義務等の制約があ
り、あまり普及しなかった。
そこで、1973 年の保険審議会で、特に家計分野においては実損払い商品の提供と新価保
険特約の改善を行うべきとの指摘がなされ、1975 年に専用住宅の建物と家財を対象に価額
協定保険特約が創設された。価額協定保険特約は、新価保険の普及の障壁となっていた比
例てん補や復旧義務の制約が改善され、その後、対象物件の拡大も図られ、普及につなが
った。
3-4 新価実損払い住宅総合保険
2000 年代半ばの保険金不払い問題、2010 年 4 月からの新保険法施行等を踏まえて、大手
損害保険会社は 2010 年以降、シンプルで利用者に分かりやすいことをモットーにした新し
い住宅総合保険を販売した。この商品は、火災及び自然災害を対象に、新価評価と実損払
い（比例てん補方式の不採用）及び費用保険等を普通約款に一本化しており、この商品が
現在の損保各社の主力商品となっている。
共済大手についても、火災及び自然災害を対象として、新価評価と実損払い、費用保険
等を一本化しているという点では、おおむね損保と共通している。ただし、各共済によっ
て、限度額や補償額の違い、特約方式かどうか、減価物件や付保割合の取扱い等、各共済
団体により差異がある。
現在では、損保、共済とも新価、実損てん補方式が一般的であるといえよう。
3-5 評価済保険

5

評価済保険とは、契約時に物件の保険価額及び起きうべき損害額について評価し、保険
金額を限度に保険金を支払うものである。保険契約締結時に評価した保険価額をそのまま
罹災時の保険価額とみなす旨、当事者間で協定する保険契約であり、海上保険等罹災時に
おける保険対象の評価が困難な分野で利用されてきた。
火災保険においては、罹災時の損害査定において保険対象の評価が必ずしも困難とは言
えないという性質の違いからこれまで評価済保険は採用されてこなかった。罹災時には、
被災した建物の保険価額を再評価し、損害額を同時点で評価することが原則である。
しかし、罹災時に再評価を行うことにより契約者と争いを生ずる場面も存在していたた
め、罹災時に再評価せず、契約時に評価済との考え方をとり入れた新商品を 2010 年に発売
した大手損害保険会社もある。しかし、明示的に評価済保険とうたっていない新価、実損
払い住宅総合保険においても、保険の限度額は契約者が契約時にあらかじめ選択する方式
であり、損害時の評価も実損払いであるので、評価済み保険との差異は、ほとんどないと
いえよう。
5

簡易保険加入者協会「評価済保険について（文献）」
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第 2 回研究会配布資料

4. 個人向け火災保険及び共済の補償内容比較
4-1

調査の実施

損害保険会社各社の個人向け火災保険商品の比較については、文献調査及び損害保険会
社より情報の提供を受けて行った。また、損害保険料率算出機構が作成する標準約款（住
宅火災保険及び住宅総合保険）及び共済団体については当協会より約款提供の依頼状を送
付し、損害保険料率算出機構及び共済 6 団体（図表 3）の計 7 団体より約款の提供を得るこ
とができた 6。
図表 3 約款提供を得た共済団体
共済団体名

4-2

略名称

全国共済農業協同組合連合会

JA 共済連

全国共済水産業協同組合連合会

JF 共水連

全国労働者共済生活協同組合連合会

全労済

全国生活協同組合連合会

全国生協連

全日本火災共済協同組合連合会

日火連

全国農業共済協会

NOSAI 全国

損害保険会社各社の商品の比較

1996 年の自由化以降、損害保険会社各社が独自の火災保険商品を開発し、提供している。
特に 2010 年 1 月からは、保険金支払漏れ等契約是正の問題と新保険法の施行（2010 年 4 月
1 日）を契機として、新火災総合保険（以下、
「新商品」という。）を発売する会社も登場し
ている 7。
この新商品は、新価保険、実損払い（比例てん補方式の不採用）及び費用保険等を普通
保険約款に一本化して簡素化を図っている。また、評価済保険を採用した新商品において
は、5 年超の長期契約には「保険金額調整等に関する特約」を付帯し、物価下落が生じた場
合は協定保険価額の減額を案内し、保険金額の減額及び保険料を返還するなど、利得禁止
原則への対応も行っている。
損害保険会社の商品内容は、評価済保険かどうか、家財の支払限度額設定の有無、免責
金額設定方法、費用保険金、耐火構造建物の保険料率体系等に差異がある 8。

簡易保険加入者協会「個人向け保険及び共済の商品（補償内容）比較」 第 2 回研究会配布資料
簡易保険加入者協会「損保の個人用新火災総合保険商品～『損害保険研究 第 72 巻第 4 号 2011 年 2 月』
要約」 第 1 回研究会配布資料
8 簡易保険加入者協会「火災保険各社商品比較表」
第 2 回研究会配布資料
6
7
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4-3 共済各団体の火災共済の比較
4-3-1

火災共済の対象者

日本共済協会の会員で、火災共済を取り扱っている共済団体は JA 共済連、JF 共水連、全
労済、大学生協共済連（全国大学生協共済生活協同組合連合会）、全国生協連、生協全共連
（全国共済生活協同組合連合会）、日火連及び NOSAI 全国の 8 団体であり、JA 共済連や JF
共水連、日火連は組合員のほかにも一定割合の員外加入を認めている。そして、全労済や
全国生協連、生協全共連は、出資金を支払えばほぼ誰でも組合員になることができ、共済
に加入することが可能である。
4-3-2 火災共済の補償内容等の多様性
共済団体ごとに火災共済の補償内容や補償する限度額が大きく異なっており、各共済の
生い立ちや理念の違い 9 を垣間見ることができる。
また、評価方法（新価・時価）、損害てん補方法（実損てん補・比例てん補）、付保割合
条件付実損てん補の基準、費用保険の有無等は、各共済団体によって異なっている 6。.
4-3-3 評価方法及び損害てん補方法の違い
建物の火災について各共済の評価方法及び損害てん補方法を比較してみると次のとおり
である 6。なお、各共済約款にはコ・インシュアランス条項の記載はないものの、実質的に
同じなので本調査研究では比較の為に便宜使用している。
(1) 新価・実損てん補方式
・全労済（火災共済、自然災害共済）
・全国生協連（新型火災共済）
・日火連（新総合火災共済）
注
1．全労済の火災共済及び自然災害共済は、再取得価額特約付帯により新価実損て
ん補となるが、再取得価額特約は契約時の時価相当額が再取得価額の 50%以上か
つ共済金額が再取得価額の 70%以上の場合に付帯可能。
70%以上の焼破損で全焼扱いとなり、契約共済金額の全額を支払。70%未満の
部分焼については再取得価額で損害額を支払。

9

日本共済協会会員紹介記事（保険毎日新聞社）2012 年 8 月 22 日～10 月 3 日
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2．全国生協連の新型火災共済は、新価共済契約。70%以上の焼破損で全損扱いと
なり、加入額の全額を支払。70%未満の部分焼については、再取得価額で損害額
を支払。ただし、住宅の加入額が加入限度額（坪当たりの加入基準額×住宅の延
床坪数）の 70%未満の場合は、加入割合に基づき支払。
3．日火連の新総合火災共済は、新価共済契約。建物を復旧できない場合、協定再
調達価額を支払う。復旧できる場合、復旧費用から残存物価額を差し引いた額を
支払う。
(2) 新価・付保割合条件付実損てん補（コ・インシュアランス）方式
・80% コ・インシュアランス ～ JA 共済連（建物更生共済、火災共済）
JF 共水連（火災共済）
NOSAI 全国（建物総合共済、建物火災共済）
・60% コ・インシュアランス ～ JF 共水連（生活総合共済）
注
1．JA 共済連の建物更生共済は、新価共済契約。残存価額の割合（時価額の再取得
価額に対する割合）が 50%以上のものに限る。火災共済は、新価特約付帯契約。
2．JF 共水連の火災共済は、新価共済契約（残存価額の割合が 50%以上の住宅用建
物又は価額協定特約付帯家財の場合）。生活総合共済は、新価共済契約（残存価
額の割合が 50%以上の住宅用建物又は家財の場合）。
3．NOSAI 全国の建物総合共済及び建物火災共済は、新価特約付帯契約。減価割合
（再取得価額から時価共済価額を差し引いて得た額の再取得価額に対する割合）
が 50%以下のものに限る。
(3) 時価・比例てん補方式
協会（災害見舞）

－9－

5．自然災害に関する補償と東日本大震災
5-1 損害保険会社及び共済団体の自然災害に関する補償 13
5-1-1 損害保険会社
大手損害保険会社が現在提供している個人向け住宅保険は総合保険であり、火災のみな
らず風災、水災等の自然災害をトータルにカバーしている。ただし、地震保険は別契約と
なる。新価（再取得価額）実損てん補方式であり、火災及び自然災害による補償の差異は
ない。
5-1-2 共済団体
共済団体が補償する災害は、一般的には、①火災（火災、落雷、爆発）②自然災害（風
災、雹災,雪災、水災）及び③地震に分類され、補償内容が各々異なっている。
例えば、JA 共済連の建物更生共済の場合を例にとると「火災共済金を支払う場合」と「自
然災害共済金を支払う場合」で支払事由を記し、各々「火災共済金」又は「自然災害共済
金」を支払う約款構成になっている。
協会災害見舞の場合は、まず、「火災」と「火災以外の災害」に分け、更に、「地震等災
害（地震、噴火又はこれらによる津波、広範囲にわたる風水害、大火、爆発等）
」に分類さ
れている。落雷、爆発を「火災以外の災害」に分類し、また、広範囲にわたる風水害、火
災、爆発等を「地震等災害」に分類していることが特徴的である。
自然災害については、補償する自然災害の分類、損害額評価の方法、支払う共済金の額
等、各団体各様になっている。詳細は配布資料 10 を参照されたい。
5-2 地震保険
5-2-1 地震保険の補償と仕組み 11
損害保険会社の火災保険において、地震等による災害は、火災保険では補償の対象外と
なっており、地震保険に関する法律に基づく「地震保険」によって、地震による損害を補
償することになっている。地震保険は火災保険に付帯して加入する必要があり、また、地
震保険の主契約となる火災保険の保険金額の 30%から 50%の範囲内で、建物については
5,000 万円、家財については 1,000 万円が限度である。
そして、保険金の支払基準は全損、半損及び一部損の 3 区分となっているが、その評価
基準は国による災害の被害認定基準（罹災証明認定基準）と大筋で整合が図られているも
のの、各々は別の基準であり、「全壊」の罹災証明を得たものが、必ずしも地震保険の「全
損」に該当するとは一概には言えない。また、地震保険は国と民間保険会社の連携により
成り立っている保険商品であり、国が再保険を引き受けている。

10
11

簡易保険加入者協会「共済団体の自然災害に関する補償比較」 第 3 回研究会配布資料
野村総合研究所「地震保険の補償内容等について」 第 3 回研究会配布資料
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6. 個人向け火災保険及び共済等における建物・家財評価
6-1 契約時の建物・家財に対する調査・評価
6-1-1 評価とは
評価とは、保険の対象の価額（金銭的価値）を定めることである。評価の基準について
は、再取得価額と時価額の 2 種類があり、保険金額の決定及び保険金支払いの基準となる。
評価額は保険の対象の価額を評価した金額のことである。
6-1-2

再取得価額評価

（1）再取得価額は、建物や家財等を再築・再取得するために必要な金額をいう。
建物の簡易評価基準は、他に合理的な方法が見当たらない場合に目安として便宜的に使
用するものだが、実務上は殆どの場合、簡易評価基準で評価している。
建築年、建築時の建築価額、又は延床面積から再取得価額を算出する。算出方法として、
年次別指数法と新築費単価法がある。
（2）年次別指数法は、建物の建築年及び建築時の建築価額が分かっている場合に現在価
値に戻す方法。
再取得価額＝建築時における建築価額×年次別指数（物価指数）×基礎区分（基礎を含
めない場合は 5%減額）
（3）新築費単価法は、建築年・建築時における建築価額が不明な場合に使用する。
再取得価額＝新築費単価×面積×基礎区分（基礎を含めない場合は 5％減額）。
新築費単価は、建築統計年報をもとに新築費用実態調査を行い設定されるが保険会社に
よって異なる。
（4）その他の評価方法として、住宅メーカーや工務店等に問い合わせる、建築関係の雑
誌等から類似の新築住宅の建築価格を調査する等の方法がある。
6-1-3

時価評価

時価額は、再取得価額による評価額から使用による減耗分を差し引いた額である。時価
額＝再取得価額 ×

(100%－経年減価率(１年) × 経過年数）で計算。実務上、コンク

リート造は 1%/年、木造は 1.5%/年を目安にしているケースが多い。建物の使用用途・補
修維持管理の程度によって±0.5%の調整を行う。
なお、経年減価率(１年) × 経過年数により計算した減価率が 50%を超えていても、補
修維持管理が適切に施されており、現に使用されている建物であれば、残価率は 50%と
して評価する。
6-2 罹災時の建物・家財に対する調査・評価
損害保険会社の損害額再評価査定実務は次のとおりである。
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6-2-1

価額約款と修繕費約款

損害額算出の基準を定めた火災保険約款は①価額約款と②修理費約款の 2 種類がある。
価額約款は、事故による保険価額の減少額を損害額として算出する。時価、
比例てん補ベースの約款である。例えば、屋根交換の場合、交換費用から損壊を受けてい
ない部分の価値増加額（新価と時価の差額）がある場合、価値増部分を差し引いて損害額
を算出する。
修理費約款は、事故による損害についての修理費をベースに損害額を算定する。再調達
価額ベースである。例えば、屋根交換の場合、元の状態に復旧するために妥当な交換であ
れば損壊を受けていない部分の交換費用についても保険金を支払う。
6-2-2

業務フロー

業務フローは、①代理店を通じて保険会社で被保険者から罹災通知を受付、②保険会社
で契約内容及び保険料入金を確認、支払見込額を計上、③損害の現場を確認。鑑定人又被
保険者から写真や見積書を送付してもらい事故の原因及び損害を確認、④被保険者と打合
せ、支払保険金を決定、支払。1 件 1 件の事案の工程管理が重要である。担当者 1 人当たり
月約 100 件の新規事故を受付け、150 ないし 200 件ほどの顧客の在庫を持っている。損害
確認の正確性を期すため、損害の規模、性質によっては専門の鑑定人、機械・電気関係の
専門家、公認会計士、税理士等の専門家への委嘱を行っている。そのため、日頃から専門
家とのパイプを太くしている。
6-2-3

保険価額評価

保険価額は、損害が生じた地及び時における保険の対象の価額であり、損害てん補の最
高限度額となる。保険金額との関係で一部保険、超過保険を判定する基準となるので、損
害サービス部門としても非常に重要視している。具体的な保険価額の評価方法は、建物、
機械、家財等の継続使用財や商品等の交換財であっても再調達価額が基準となる。不動産
の評価方法は、原価方式、比較方式、収益方式等いろんな方法があるが、原価方式を採用
する場合、保険の対象と同一の構造、用途、質、規模、型、能力のものの再調達価額を算
出する。時価評価の場合は、経年、使用の損耗、維持管理状況に応じた減価を控除して時
価額を評価する。
減価控除の計算式は、
減価控除額（経年減価額）＝再調達価額 ×経年減価率(１年)×経過年数
6-2-4

損害額評価

損害額は保険価額の減少額によって算出することが原則だが、実務上事故直後の保険価
額を算出する直接的な方法は無く、時価額ベースの保険の損害額算出に関しても修理費用
をベースにして修理によって価値が増加したと思われる部分を控除する方法を取る。この
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方法を新旧交換差益控除（New for Old：N.F.O）と呼んでいる。
ただし、住宅屋根瓦の 1/6、外壁 1 面、部屋内壁 1 面、床面 1/3 のみが被害を被った場合
などは、これだけをもってユニット単位、部位単位とは認定しがたいので、N.F.O と言われ
る損害額の削減は適用しない。屋根のすべてが被害を被った場合は、N.F.O の削減を行う。
修理費約款における損害額は修理費になる。ただし、残存物がある場合はその
価額を控除。修理費は、
「損害が生じた地および時において、保険の目的を損害発生直前の
状態に復旧するために保険の目的の修理に必要な費用」と定義。
6-2-5

新価特約と再調達価額契約

（1）従来から時価ベースの保険に加入している契約者には、新価保険特約1 又は価額協
定特約2を付帯することによって、再取得価額ベースの保険にすることが可能である。
鑑定人は、損害額のみならず契約時の保険価額が妥当であったかも再チェックする。
（2）大手損害保険会社は、かつては付保割合条件付実損てん補条項による商品を提供し
ていたが、現在では採用していない。
修理費ベースの約款であり、損害額が保険金額を超えたら、保険金額をそのまま支払う。
損害額が保険金額以内であれば、損害額全額を支払う。
時価ベースの住宅総合保険に保険価額までの再調達価額特約をつけた場合は、全損のと
きは全額が支払われる。
①価額ベース契約＋再調達価額特約、と②再調達価額ベース契約の保険料は理論的
には近似すると考えられるが、実際には商品が変わったときにリスク区分や構造級
別が変わるし、年次によって都道府県別の料率も変わるので一概には言えない。主
力商品は②も再調達価額ベースの契約であるので、時価契約については、解約して、
新規に加入した方が安いケースもある。
6-3
6-3-1

共済団体の評価の実態
アンケート調査

アンケートを実施した結果、代表的な 3 つの大手共済の比較となったが、調査結果には、
以下のとおりいくつかの特徴がみてとれる。
6-3-2

契約時の評価

各共済の理念、募集方法、組合員の属性等が評価方法や商品特性に表れている。加入時
の評価については、新聞折込み募集が中心の共済は、構造、単価をシンプル化し郵送によ

1

時価額ベースの火災保険を再調達価額ベースに変更する特約。本特約は、価額協定特約と異なり、保険
価額の協定をしていないため、保険金額が保険価額を下回る場合は、比例てん補となり、実損害額が支払
われない。
2 特約締結時に保険の目的の適正価額を評価し協定する特約。建物、家財の評価も損害額の算定について
も再調達価額基準とすることができる。事故の際は比例てん補を適用が無くトラブルの防止になる。
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る申込等手続きの簡便化に努めている。一方、対面による推進を行っているＪＡ共済は、
地域、用途、構造別に細分化した評価基準を設け、申込時に現物の確認を行っている。
6-3-3

評価基準評価

（１）評価基準として共通するのは、いずれも新価・実損てん補の商品が主力になって
いる。新価評価は、JA 共済は昭和４３年から全労済は昭和５２年から、全国生協連は昭和
６０年から導入しており、現状ではすっかり定着している。
（２）ただ、付保割合が一定の割合（JA 共済 80％未満、全国生協連 70％未満）の場合は、
新価であっても比例てん補方式とする。
（３）また、残存価額が再取得価額の 50％未満の場合は、JA 共済及び全労済のように時
価評価になる共済もある。
6-3-4

罹災時の評価

（１）罹災時の対応については、火災、自然災害、地震とも基本は実地で損害を確認し
ているが、落雷等一部破損は書類等で確認している共済もある。
（２）支払に必要な資料は、罹災状況を確認できる写真、損害を受けた箇所の購入また
は修理見積書等である。評価はもっぱら修理見積書を査定する方法と独自の査定基準に基
づく場合がある。
（３）自然災害発生時における自治体の罹災証明書の取扱いは共済によって異なり、罹
災証明書を求める共済と基本的に参考としない共済に分かれている。現地調査を必ず行う
共済は罹災証明書を一部不要としている。
（４）風災、水災等の自然災害については、JA 共済のように新価であっても比例てん補
としたり、全国生協連のように 600 万円を限度としている共済がある。
（５）地震の補償については、すべての共済で限度額を設けている。

7. 鑑定人による建物・家財の損害評価
7-1

鑑定人とは3

正式名称は「損害保険登録鑑定人」といい、損害保険会社から委託を受けて損害保険に
関わる財物（建物・動産等）の損害額算定、保険価額の評価および事故状況・事故原因の
調査、ならびにそれらに関連する一連の業務を行う。
鑑定人の資格を得るには日本損害保険協会が実施する認定試験に合格し、同協会に登録
することが必要である。試験は、鑑定業務に必要な知識を 3 段階(1・2・3 級)にランク付け
した試験である。3 級鑑定人試験は、原則として誰でも受験可能である。
3

一般社団法人日本損害保険協会のホームページによる。
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7-2

日本損害保険鑑定人協会4

鑑定事務所が加盟する業界団体として、一般社団法人日本損害保険鑑定人協会がある。
５５の鑑定事務所が加入し、会員所属鑑定人数 805 名(2013.11.1 現在)。会員向けに下記
の事業を行っている。
(1) 鑑定業務に関する各種研修会の実施
(2) 鑑定業務に関する調査・研究および資料・情報の収集、提供
(3) 会員間の情報交換・交流および会員の福利厚生
7-3

損害鑑定と評価

損害鑑定人の業務の大半は、罹災発生時に行う損害鑑定であるが、それ以外の鑑定とし
て、評価鑑定がある。後者は、保険契約を結ぶ際に適正な保険価額を評価し、保険会社と
契約者の間で適正な評価額によって契約を結ぶための鑑定である。平場鑑定とも呼ばれ、
工場等の大規模物件で行われることが多い。
7-4

鑑定対象となる保険種目

損害鑑定の対象になる保険種目は、主として物保険と自動車保険等における対物賠償責
任保険である。物保険としては、火災保険、動産総合保険、機械保険、組立保険、建設工
事保険、土木工事保険などがある。また、喪失利益を補償する利益保険や店舗休業保険の
保険金算出を行う場合もある。
なお、自動車、航空機、船舶は鑑定対象外である。自動車の損害調査は、アジャスター
制度5があるなどそれぞれ別制度となっている。
7-5

損害鑑定

損害鑑定の手法は、立会鑑定、書類審査、広域災害の 3 つに大別される。
(1) 立会鑑定
最も一般的な鑑定方法。被災地に行き、損害内容を確認した上で損害鑑定を行う。保
険会社や共済等からの依頼により行われる。
コマーシャル分野が 2～ 3 割、リテール分野が 7～ 8 割位といわれている。
物保険と賠償責任の割合が半々なので、家計分野の物保険は 2 割から 3 割位である。
事故の形態は、火事よりもマンションの漏水や盗難が多い。
4

一般社団法人日本損害保険鑑定人協会のホームページによる。
アジャスター制度とは、一般社団法人日本損害保険協会（以下、協会）に加盟する損害保険会社から委
嘱を受け、「保険事故」の損害調査業務（自動車の物損事故による損害額や事故の原因・状況などの調査）
を行う者で、協会にアジャスター登録された者を言う。
アジャスターになるためには、アジャスター規則に定める所定の手続き（試験・研修等を含む）を経て、
アジャスター登録されなければならない。このアジャスター登録は、アジャスターの種類・ランク別に行
われる。(一般社団法人日本損害保険協会ホームページより)

5
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(2) 書面審査
損害が少額の場合に、写真、修理見積り、配置図面等に基づき、机上で確認して損害
額を算出する簡易鑑定方法がある。

通常、修理見積りが 100 万円または 200 万円程度

以下(保険会社や損害状況により異なる)で、かつ、てん補責任上問題の無いものについ
て行う。
(3) 広域災害
風災、水災、地震の場合に、集中的に複数の鑑定人が派遣され、1-2 週間、その地域の
特定の損害に集中して、現場立会や書類審査を行う。
7-6

損害鑑定の実務

まず、保険会社等から Fax や電話で発注がある。鑑定人だけで立会う単独立会と保険会
社の社員が同行する場合がある。単独立会が多いが、損害の規模等によっては、保険会社
の社員が同行する。
7-6-1

立会調査

単独立会の場合は、鑑定人事務所の方で直接、契約者或いは被害者に連絡を取り、立会
の日程調整をする。損害調査だけではなく、原因の部分、てん補責任について判断する材
料も調査する。火災事故の場合、契約者が火元であれば、類焼先の確認等もする。多くの
火災保険では失火見舞費用を補償するので、類焼被害世帯数のカウントなども鑑定人の仕
事の範囲になる。
7-6-2

立会速報

立会調査が終わったら、その概要を写真とともに保険会社に速報する。立会速報には、
契約内容、事故発生状況、事故原因、てん補責任、保険価額、損害の状況、支払見込額等
を記載する。
7-6-3

鑑定書の作成

修理額の見積り等の関連書類を参考に、保険価額、損害額の算定、支払保険金の計算
を行い鑑定書を作成する。通常は、ドラフト段階で保険会社に予め報告する。保険会社
の意見等も踏まえて、鑑定書を完成させる。
①保険価額
比例てん補方式の保険については、再調達価額又は時価額基準で保険価額を算出する。
建物の小損害であれば、構造・仕様などを調査して、平均建築費単価を割り出し、それ
に面積を乗じて再調達価額を算出する。建築費が確認できる場合は、それに物価指数を
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乗じて、現在の再調達価額を算出する手法もある。時価額の場合は、そこから減価控除
する。1 年あたりの減価率(建物の構造により年 1%あるいは 1.5％等)に経過年数を乗じて
建物の減価率を算出する。近年、保険価額を協定した実損てん補型の(比例てん補適用が
無い)保険が多いので、保険価額算定の重要性は減少傾向にある。
②損害額と支払保険金
鑑定人が積算する方法と、修理業者の復旧見積書内容を検討して算定する方法の 2 つ
があるが、殆どが後者である。全焼の場合は復旧見積書をとるまでもないので、鑑定人
自ら積算する。時価額ベースの契約の場合には、新旧交換差益控除（NFO）がある。てん
補金について比例てん補、免責金額、費用保険金の支払い限度額等に注意して、最終的
な支払保険金を計算する。家財については、原則として被害品目を申告してもらい、損
害状況と確認照合し、適正な金額を算定する。残存物取片付け費用、修理付帯費用等の
費用保険金についても妥当な実費を算出する。
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8 自治体の罹災証明書発行事務
8-1 罹災証明書1と被災者救済
8-1-1 罹災証明事務
自然災害発生時に住家被害に係る公的証明書として自治体が発行する罹災証明書の発
行・交付事務を把握するため、第７回調査研究会において潮来市の大崎雄一氏から罹災証
明書交付事務及び東日本大震災時の液状化被害の実態等について説明があった。
罹災証明書は自然災害発生時の市町村による建物被害認定を踏まえ、被災者支援を円滑
に進めるためにある。
地震、風水害等により被災した住民の支援は、災害対策基本法を核に、災害救助法、被
災者生活再建支援法、自治体の独自施策のほか、地震保険や共済制度等災害関連法制度に
基づき被災者支援を行っている。
そのような枠組みにあって、罹災した市町村が発行する建物被害を認定する公的証明書
が罹災証明書である。
大規模な自然災害が発生したとき、国及び自治体は被災者の救済のため、災害対策基本
法等の救済基本法をはじめ、災害救助法2、被災者生活再建支援法3、災害弔慰金の支給等に
関する法律4等被害者救済の法制度を活用して可能な限りの支援措置を講じることになるが、
主体は、被災住民の生活拠点であり、生活の拠点となる市町村が担う。そして、当該自治
体が地方公共団体固有の事務として罹災証明書を発行することになる。
罹災証明書は、災害発生時に住家の被害程度に着目し、被害が一定程度以上の場合に市
町村が被害程度を調査し、その認定結果を踏まえ罹災証明書を発行するという事務の流れ
になるが、市町村が行う被災事実の証明という重要な事務であるにも関わらず、平成２５
年６月の災害対策基本法改正により同法９０条の２が設けられ、はじめて、市町村が遅滞
なく、発行しなければならない旨の法的根拠が明確になった。
罹災証明書は、被災者への公的支援や地震保険等の保険金を請求する際の被害認定を証
明する重要書類としても広く活用されている。
8-1-2 罹災証明書の発行・交付
罹災証明事務は、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用方針」に基づく、
被災者の住家に係る被害認定調査による被害実態の結果により市町村が罹災証明書を発行
する。事務フローは図１のとおりである。
1

自然災害発生時に、被害に遭った際に市町村が発行する住家に係る損害の公的証明書のこと。
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社、その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要
な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることが目的。
3 自然災害により、生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基
金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、生活の再建を支援し、住
民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することが目的。
4 災害により死亡した遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた
者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援
助資金について規定。
2
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図１

災害発生時の市町村の被害調査・認定及び罹災証明書発行事務フロー

災害発生時の市町村の被害調査・認定及び罹災証明書発行事務フロー
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大規模
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床上浸水

床下浸水等

一部損壊

（出典） 簡易保険加入者協会
「潮来市における罹災証明交付事務について」
第７回調査研究会資料等から作成

罹災証明の申請様式は統一されていないが、一般的には、被災者から①世帯主住所②氏
名③世帯人員数④罹災原因⑤罹災年月日⑥罹災場所⑦罹災の程度⑧罹災証明書の使用目的
⑨証明書の必要枚数等を記載した罹災証明発行申請書を市町村に提出する。
今回の災害基本法改正により、遅滞なく罹災証明書の発行が義務付けられたが、これに
より市町村は理由もなく発行が遅れることは許されなくなり、迅速に罹災証明書を発行す
るための被害調査体制及び罹災証明書発行体制を構築しておく必要がある。
因みに、災害基本法第９０条の２第２項は、「市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明
書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、前項の規定による調査について専門
的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体と
の連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
」旨の努力義務を市町
村に課している。
災害発生時の罹災証明書の発行権限は、被災市町村長が有することになる。
「罹災証明書」と同じく市町村が発行する「被災証明書」は住家以外の自動車、塀等の被
災事実を証明するものであるが、罹災証明書同様、様式の統一がされていないため、市町
村によって発行内容は異なる。また、自然災害とは関わりのない交通事故、火事、シロア
リ等の被害に発行される場合もあるが、発行内容、発行者が異なる。例えば、火事の場合
は当該消防署長が発行することになる。
8-1-3 災害被害認定調査
住家の被災状況を調査する目的は、被害程度を判定し、被災者を救済することである。
そのためには、迅速性と的確性が求められる。災害の被害認定基準として、国は被災した
市町村が地震、風水害、液状化による被害認定が迅速かつ的確にできるよう、「災害に係る

－ 20 －

住家の被害認定基準運用方針」（平成２５年６月）を定め、また同方針に基づく認定作業が
円滑にできるように「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」を策定し、内閣府
の HP 上で公開している。
この運用方針に基づく災害の被害認定を住宅の屋根、壁等の経済的被害の全体に占める
割合に基づき、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らない一部損壊」の４区分により
認定しているが、基本的に外観の目視判断である。
また、この認定は余震等の二次被害防止を目的とした「応急危険度判定」や被災建築物
の適切かつ速やかな復旧を目的とした「被災度区分判定」とも異なる。
自然災害に係る住家被害認定の流れは、被災→住家被害調査→住家被害認定→罹災証明
書の発行→被災者支援となるが、被災者から再調査の申請があれば、当該市町村は外観目
視調査の一次調査から家屋内部への立入調査による二次調査による再調査を行うことがあ
る。
罹災証明の被害認定調査と民間保険会社の損害調査との比較は表１のとおり
表１ 災害発生時の被害認定調査
表１ 災害発生時の被害認定調査
自治体（市町村）

被害調査の目的

保険会社

住家の主要な構成要素の経済的被害割合により、各種公的支援策の適

住宅総合保険等に加入している住宅が被災した場合の保険金支払の可

用可否を判断基準にするため。

否、あるいは保険金算定のため

被災者生活再建支援、災害援護資金、国税・地方税の減免等特別措置、
調査結果の活用

住宅の応急修理、災害公営住宅への入居、災害復興住宅融資、災害援

住宅総合保険等保険契約に基づく保険金の支払

護資金等の貸付等
調査担当者

市町村の職員

保険会社の損害保険調査員又は保険会社が依頼した鑑定人等
<主要構造部の損害>

全壊（損壊７０％以上、損害５０％以上）
半壊（損壊２０％以上５０％未満、損害２０％以上４０％未満）
一部損壊（損壊２０％未満、損害２０％未満）
注）損壊基準・・・住家の損壊、焼失、流失した部分の床面積の延べ床面
積に占める損壊割合
損害基準・・・住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占め
る損害割合

地震保険損害認定基準

被害認定基準

大規模半壊（損壊５０％以上７０％未満、損害４０％以上５０％未満）

全損（建物の時価の５０％以上の損害）
半壊（建物の時価の２０％以上５０％未満の損害）
一部損壊（建物の時価の３％以上２０％未満）
<焼失又は流失した床面積>
全損（建物の延べ床面積の７０％以上の損害）
半壊（建物の延べ床面積の２０％以上５０％未満の損害）

災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な事故のうち火災を除いたもの。
出典：「災害の被害認定基準について（内閣府）」

「地震火災保険と災害時のお金（第２版）株式会社さくら事務所、株式会社

「災害に係る住家の被害認定基準運用方針（内閣府）」

マネーライフナビ（自由国民社）」

8-1-4 認定調査及び罹災証明書発行体制
市町村の調査担当部署は、家屋評価との類似性から、被害状況の理解が早い固定資産税
担当部署（税務課）、あるいは建築に関する専門知識を有する建築関係担当部署（建築課）
が調査及び認定を担当することが多い。
調査認定担当者は、当該調査事務経験者のほか、建築士等の技術面の専門家を組入れた
調査態勢を組むことが多いといわれており、市町村によっては自治体 OB を調査専門要員
に活用することもある。
また、大規模災害発生時には大量の調査要員の確保が必要となるが、迅速な調査ニーズ
に対応していくためには、被災地域外の自治体等からの専門家派遣等広域の自治体間の協

－ 21 －

力体制が必要となる。
因みに、潮来市の場合は税務課が調査・認定を担当しているが、東日本大震災の際には
調査経験のある市役所職員 OB の活躍や県外から自治体職員からの行政応援を得ている。
8-2 罹災証明書を活用した被災者支援
自然災害後の被災者支援については、発災直後の被災者を直接救助・保護する災害救助
活動を手始めに緊急性の高い分野を中心に経済・生活面支援、住宅確保・再建、中小企業・
自営業支援、治山治水等安全な地域づくり支援等様々な方策が災害対策基本法等の法制度
により支援される。
また、人々の自主的な意思による義捐金のような支援金が日本赤十字社等の公的な機関
により集められるとともに、原則的に世帯単位に配分が行われる。
災害救助法には災害発生時に被災者を直接救助・保護するための食糧や飲料水等の支援
策は公的支援の一部にすぎない。被災者救出、遺体捜索、仮設住宅を中心に数多くの支援
策が講じられていることが分かる。しかし、こうした公的支援が実行されるには、被災事
実の裏付けが求められており、その目的のために罹災証明書が使われる。
被災者生活再建支援法による国から被災世帯への支給額も被害程度によるが最大３００
万円が支給されるが、被災世帯主からの申請に基づき、同法施行令第４条第２項に定める
被災世帯であることを証する書類である罹災証明書の提出を要件にしており、公的な被災
図２ 被災者への経済的支援
事実の証明があればこうした被災者支援を可能としている。

図２ 被災者への経済的支援
①災害弔慰金・災害障害見舞金等への支給

(1)給付金等
被災者への各種経済的支援は図２のとおり。

②生活再建用資金の貸付

(1)給付金等

(1)給付金等

①災害弔慰金・災害障害見舞金等への支給
図２ 被災者への経済的支援
被災者への経済的支援
図２

③被災者生活再建支援金（被災者生活再建支援法）
②生活再建用資金の貸付
①災害弔慰金・災害障害見舞金等への支給
④地方公共団体制度資金等による貸付・支給
③被災者生活再建支援金（被災者生活再建支援法）
②生活再建用資金の貸付
④地方公共団体制度資金等による貸付・支給
③被災者生活再建支援金（被災者生活再建支援法）
④地方公共団体制度資金等による貸付・支給
①地方税の減免等

(2)各種減免猶予等
②公共料金の減免等
①地方税の減免等
(2)各種減免猶予等
②公共料金の減免等
①地方税の減免等
(2)各種減免猶予等
②公共料金の減免等
①義捐金の受付
(3)義捐金
②義捐金配分員会の設置
①義捐金の受付
(3)義捐金

(3)義捐金

③義捐金の配分・交付
②義捐金配分員会の設置
①義捐金の受付
④義捐金の交付申請
③義捐金の配分・交付
②義捐金配分員会の設置
⑤配分計画及び配分項目の再検討
④義捐金の交付申請
③義捐金の配分・交付
⑥義捐金処理に係る監査及び支給状況の公表
⑤配分計画及び配分項目の再検討
④義捐金の交付申請
⑥義捐金処理に係る監査及び支給状況の公表
（出典：復旧・復興ハンドブック（内閣府））
⑤配分計画及び配分項目の再検討
⑥義捐金処理に係る監査及び支給状況の公表
（出典：復旧・復興ハンドブック（内閣府））

（出典：復旧・復興ハンドブック（内閣府））
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8-3 東日本大震災発生時の潮来市の罹災証明発行5と被災者支援
8-3-1 罹災証明書の発行
平成２３年３月の東日本大震災時には、潮来市は市内 18,000 世帯、うち 5,600 棟が被災
し、約三分の一の世帯から「り災証明書」を申請し、これまで累計 6,500 枚程度（H25.7.31
現在）を発行した。
被害認定調査は、市職員はもとより市職員 OB、他の自治体からの応援、民間の建築士等
の有資格者が、２名一組の８班編成で被災家屋を調査。発行は約１０名の「罹災証明書」
発行班により罹災証明書を発行した。
被災直後は被災の甚大さから罹災証明書用の印刷用紙の調達に困難をきたし、通常なら
１～２週間で発行できるところ、震災直後は３～４週間程度要した。同市では２カ月後に
は罹災証明書の発行は平常ペースに復帰し、最短３日、通常でも２週間程度で発行できる
態勢に戻った。災害後、集中的に増加する被害調査は、調査主体である市町村にも影響が
あり必要な資材の確保も容易ではなく、また、調査を担当する職員も被災者であるという
事情から、迅速に被害認定を行うことは厳しいものがある。
また、被害認定に関し、一次調査結果に納得できない被災者からの申し立てにより二次
調査を実施したが、その調査結果に不服がある場合は例外的に、更に三次調査まで実施し
た。
一方、潮来市内の一部地域は液状化の影響を受けやすい地形であり、住宅被害の半数近
くが液状化被害に遭った。平成２３年５月に政府が液状化被害認定基準を見直すなど、実
態に即した被害認定基準の調整が行われている。潮来市に与えた東日本大震災の影響は甚
大であり、いまなお、市は復旧・復興対策を最優先課題として取り組んでおり、財政負担
は当分続くものと考えられる。
8-3-2 罹災証明書を活用した被害者支援
潮来市における被災者支援の特徴は、その地形に起因する液状化被害の甚大さである。
市内のある地域では９割以上が液状化被害に遭い、罹災証明書を申請した世帯すべてにお
いて、液状化被害として認定された。この他にも液状化被害の地域もあり、液状化認定被
害として認定された被災世帯の多くは、被災者生活再建支援法等の公的支援を受けている。
れ別表２6 のような被害者救済を講じた。
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表２ 東日本大震災発生時に罹災証明書を活用した被災者支援措置（潮来市）
支援措置

実施時期（終期、期間）

支援の種別

被災者支援の法的根拠

被災住宅応急修理

H23.4.19 ～H24.1.31

現物給付

災害救助法

住宅応急仮設住宅

H23.9.1～H23.12.28

現物給付

災害救助法

(延長あり H27.12.27)
災害援護資金貸付

H23.3.11～H30.3.30

融資

災害救助法

被災者生活再建支援金

H23.3.11～H26.4.10

給付

被災者生活再建支援法

（延長の可能性あり）
義援金

H23.3.11～H24.3.30

給付

(分配は現在も継続中)
国税

H23.3.11～H26.3.30

減免・猶予

(雑損控除等)

災害被害者に対する租税の
減免、徴収猶予に関する法
律

地方税

減免・猶予

地方税法

H23.3.11～H24.3.30

減免・猶予

国民健康保険法

H23.3.11～H24.4.27

減免・猶予

災害救助法

H23.3.11～H24.3.30
(市県民税・固定資産税・都
市計画税)

国民健康保険一部負担の
減免・猶予
老人医療一部負担の減
免・猶予
がれき等廃棄物処理

被災者生活再建支援法
H23.3 月末～H26.2.28

給付

東日本大震災により生じた災
害廃棄物の処理に関する特
別措置法

国民年金保険料の減免

H23.3～H23.7

減免

国民年金保険法

介護保険料の減免

H23.3～H24.3

減免

介護保険法

保育料の減免

H23.3.11～24.3.30

減免

介護サービス利用者負担

H23.3.11～H24.2.29

減免

H23.3.11 ～H25.3.31

給付

額の減免
災害公営住宅への入居

公営住宅法

（出典）「潮来市におけるり災証明書交付事務について」（H25.9.11）（第７回個人向け火災保険・共済に
おける建物・家財の評価に関する調査研究会配布資料）及び潮来市からの情報提供により作成
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8-4 罹災証明事務に係る課題
8-4-1 被災事実の迅速かつ公平な認定体制
自然災害発生時に被災者に公的支援を講じるためには実態を正確に把握するための調査
が必要である。また、被災時という状況にあって、行政上の支援は迅速かつ公平でなけれ
ばならないが、それを実現していくためには、計画的な調査担当者の育成や地方公共団体
や民間の団体との連携等が求められる。
また、罹災証明書の申請に当たって、被災者の負担が少なく、速やかにかつ公平に罹災
証明書を発行できるような手続きに改善するとともに、それを担保できる発行事務のシス
テム化が求められる。
8-4-2 公平かつ納得感のある災害認定
潮来市の事例で紹介したように、市関係者による正確かつ公平な調査を励行して被害認
定調査を行ったとしても、被災者からの苦情や異議申立はなくならない。特に、被害認定
基準に該当せず、救済対象にならない場合の被災者からの再調査申立に対して、市町村と
しては、申請があれば再調査を行うが、今後は、公平かつ納得感がある苦情解決として、
第三者機関での意見調整を講じることも一つの方策と考えられる。
8-4-3

GPS 等を活用した被害認定

平成２３年３月の東北地方太平洋沖地震での津波による住家被害認定では、被害住家の
流失による膨大な調査箇所に対し、衛星写真や航空写真を活用した被害調査の簡便化によ
り、迅速な被害認定を可能にしたことは高い評価を得ている。
今後も高度な情報収集技術を駆使して、困難な状況下にある被災地での調査のみに依存
するのでなく、衛星や航空機による情報収集等認定の迅速化を検討する必要がある。
8-4-4

被災者に必要な情報の分かりやすい周知・広報

被災者にとって何よりも必要なのは、迅速な救済措置である。そのためには、誰もが被
災者になり得ることから、もし被災者になったらどうすべきか。どのような救済策を受け
られるのか。こうした情報は災害が発生する前に入手しておくものである。
住民の安全に関わる避難勧告の遅れ等が生じないように、防災関係情報は送り手と受け
手との間で齟齬が生じないよう、普段から行政と住民との間で対話、良好な関係構築が必
要であり、そのためには一般住民が理解できる分かりやすい広報、行政情報の発信がます
ます重要になっている。
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山崎栄一(2013)『自然災害と被災者支援』日本評論社
生田長人(2013)『防災法』信山社出版
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』
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9 火災保険の評価と法制度上の問題
9-1 利得禁止と新価保険―利得禁止原則1は誰のためにあるか？
伝統的な損害保険契約では、利得禁止原則が強行的規定であるとの考え方から、被保険
利益は発生した損害額を超えることは許されないと考えられてきた。
また、損害保険の保険金額は、通常、保険目的の時価により設定するところ、再調達価
額である新価保険と利得禁止原則との調整は火災保険商品を提供する際の法制度上の重要
な論点である。
火災保険評価に関し、係る問題意識を踏まえ、第８回調査研究会（平成２５年１１月２
０日開催）おいて、専修大学法学部出口正義教授から、ドイツ保険契約法を対象に、利得
禁止と新価保険の実務上の発展等法制度上の課題に関する研究報告があった。
9-2 損害保険概念の定義の断念―実務の発展を取り込む方向での規制緩和
ドイツの 2008 年改正前保険契約法（以下「旧法」という。）では損害保険概念の定義を
定めていた。しかし、2008 年改正後の保険契約法（以下、
「新法」という。）はその定義を
断念した。
我が国では保険法第２条において、
「保険契約のうち保険者が一定の偶然の事故によって
生じることのある損害をてん補することを約するものをいう。」と明確に定義している。
損害保険契約とは、被保険者の「損害をてん補する」契約であり、「金銭に見積ることが
できる利益」に限り、その目的とすることができると定めており、この被保険利益の存在
が損害保険契約の有効な成立・存続のための要件と解されている。
保険事故に際し、この考え方が被保険利益の金額を超える保険金が支払われてはならな
いとする「利得禁止原則」の考え方が主張される根拠となっている。
他方、損害保険契約も本質的に金銭給付契約であり、契約が利得禁止により賭博等の反
公序良俗的行為に堕するのを防止するため政策的に被保険利益が要求されるに過ぎないと
いう相対主義の見解が主張されるようになった。
我が国での利得禁止原則の考え方の対立はドイツにおいても見られたが、ドイツでは、
新法において、損害保険の定義自体を断念2し、保険者の給付義務は「合意された」または、
「約束した」保障給付の提供義務を定めているにすぎないとし、保険者による保障給付に
ついて、当事者に自由な決定余地を認めている。
また、保険価額の規制、再製造条項等の規制を見ても契約当事者の決定を尊重しており、
強行法的な利得禁止原則の存在を推論させるものはないとされる。

1

利得禁止原則とは、損害保険契約において被保険者が被った損害のてん補を超えて保険給付を受けるこ
とは禁止されると解されている。
2 2008 年改正保険契約法では、旧法保険契約法第 1 条で損害保険契約概念を断念した。
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9-3 物保険における保険価額の規定の新設と新価保険の許容
ドイツ保険法の旧法では、物、動産および建物の保険価額3規定があった。
新法では、それらの規定を一つにまとめ、物保険における保険価額の考え方に統一した
が、物保険における保険価額は時価と定めるとともに、「別段の合意がない限り」という留
保をつけ、契約当事者が自由に時価以外の価額を保険価額とすることができるとする考え
方を採用した。
これは、実務上、新価保険を念頭に置いたものとされている。この規定は実務の考え方
を意識したものであり、ドイツでは実務の発展が保険契約法に取り込まれていると言える。
9-4 損害てん補義務の規定の削除―利得禁止原則の存在への否定的作用
旧法に規定されていた損害額てん補の規定は、利得禁止を根拠づけるものと位置づけら
れていたが、新法では削除され利得禁止原則の存在そのものを否定する、あるいは弱める
方向に作用することになっている。
9-5 再製造条項4の規定の新設―新価保険に係る規定
旧法の「再建条項」及び「債権譲渡禁止」規定が廃止され、新法に「再製造条項」が新
設された。
「再建条項5」とは「保険者が保険の目的物たる建物の再建のために保険金を支払う義務
を負うにすぎない場合には、契約者はその規定に従った金銭の使用が確保されたときには
じめて、その支払を請求することができる。」とする規定であった。また、「債権譲渡の禁
止」とは「建物の再建の前は、保険契約者は、そのてん補請求権をその土地の取得者、又
は建物の再建のために労務若しくはそれらを履行した保険契約者の債務者に対してのみ、
譲渡することができる。
」という規定である。
新法では、「契約により、保険者がてん補金の一部を保険の目的物の再製造又は再調達の
場合に限り支払義務を負うときは、保険契約者は、保険価額を超える額については、再製
造又は再調達が確実になったときにはじめて、その支払を請求することができる。」という
規定が設けられた。「再製造又は再調達が確実になったとき」とは、保険会社が約款で条件
をつければよいという考え方であるが、これは現実の実務と合致しており、契約者の正当
な利益を考慮している。
なお、この規制は建物以外の物にも及ぶものとされる。
新法９３条後段は、
「保険契約者の責めに帰すべき事由により保険の目的物が相当の期間
内に再製造又は再調達されなかったときは、保険契約者は、保険者から支払を受けたてん
補金を、目的物の保険価額を控除したうえで、返還する義務を負う。
」と規定し、時価を超
えるてん補金の返還義務を新設した。
3
4
5

同上第 88 条
新法第 93 条
旧法第 97 条
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なお、旧法の再建条項と新法の再製造条項と異なる点は、次の５点である。
① 建物保険の再建条項を物保険一般に及ぼしたこと
② 旧法に比べて再製造自体の確実性の確保を厳格化したこと
③ 再製造条項違反への制裁が具体的に定められたこと
④ 建物以外の物にも及ぶため、再製造だけでなく、再調達の場合も対象に含まれたこと
⑤ 時価を超えるてんぽ金請求権の譲渡禁止規定が廃止され、約款の定めに委ねられたこと
9-6 再製造条項と抵当権者の保護
焼失した建物に抵当権がついている場合には、当該不動産担保権者を保護するために、
保険者は当該抵当権者に通知し、受領後 1 か月後に支払について効力を有し、抵当権者は 1
か月を経過するまでは異議申し立てができる旨の規定6があるが、新法では、名称を「再建
条項」ではなく、「再製造条項」としたが、これは、建物火災保険に限らず、物保険一般に
拡張され、抵当権者の利益を保護することとしたことが背景にある。
9-7 まとめ
損害保険契約に係る利得禁止原則が誰のためにあるのか、という問いに対して、ドイツ
では、すでに、保険の目的物の再製造価額・再調達価額を保険価額とする損害保険契約を
法律上容認している。利得禁止原則というのは被保険者の利得をなくすためのものであり、
被保険者のものではない。一方、保険会社にとっても、特にメリットがあるわけではない。
であるとすれば、この「利得禁止原則」とは、詰まるところ、公序良俗、社会一般の利
益のためにあるとするのが妥当であると考えられる。

6

旧法第 99 条
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10 火災保険及び共済における消費者相談の状況
10-1 火災保険・共済に関する消費者相談の現状
近年、火災保険、火災共済の内容が高度化・複雑化する中、各社において評価方法や
損害補てんの方法等が異なることから消費者（契約者）による苦情・相談に発展するケ
ースが増えていると思われるため、苦情・相談の実態を調査した。
１１の共済団体で組織される日本共済協会の相談所における苦情・相談の現状を調査
した。
次に、国が間接的に関与し、消費者・事業者双方からの信頼度も高い国民生活センタ
ーにおける消費者の苦情・相談の現状について調査した。
国民生活センターについては、平成 25 年 9 月 3 日訪問し、ヒアリングを行った結果を
取りまとめた。
10-2 日本共済協会 共済相談所の相談状況
10-2-1 日本共済協会 共済相談所の活動状況
ア

JA 共済連等 11 共済団体が会員団体として加盟。（表１）

イ

共済相談所は、平成 15 年に中正・公正な立場で共済契約者等の苦情の受付・紛

争解決を支援することを目的に第三者機関として共済相談所を開設した。
ウ

平成 22 年には、ADR 促進法に基づく法務大臣認証機関となった。
表１ 日本共済協会 共済相談所利用会員団体
表１ 日本共済協会
共済相談所利用会員団体

共済団体名
ＪＡ共済連
全国共済農業協同組合連合会

ＪＦ共水連
全国共済水産業協同組合連合会

全労済
全国労働者共済生活協同組合連合会

コープ共済連
日本コープ共済生活協同組合連合会

大学生協共済連
全国大学生協共済生活協同組合連合会

日火連
全日本火災共済協同区組合連合会

中小企業共済
全国中小企業共済協同組合連合会

交協連
全国トラック交通共済協同組合連合会

全自共
全国自動車共済協同組合連合会

全国生協連
全国生活協同組合連合会
生協全共連
全国共済生活協同組合連合会

－ 30 －

10-2-2 相談・苦情受付状況
平成 15 年に開設されて以来、年間 2000 件を超える相談・苦情が寄せられてい

ア

る。表 2 及び図 1 のとおり。
平成 23 年度は、東日本大震災の影響で、相談、苦情とも平成 22 年度よりも大

イ

幅に増加したが、平成 24 年度はその反動から大幅に減少したものの、苦情件数は
漸増した。
分野別では、相談・苦情とも例年、生命系共済が最も多く、いずれも年間 400

ウ

件程度の案件を受付けている。
最近 5 年間の相談・苦情件数の推移をみると、東日本大震災のあった平成２３

エ

年度を除けば、相談・苦情の両方で年間２０００件から２３００件程度あり、う
ち相談件数が 1000 件前後、苦情は 1000 件から 1300 件程度あるが、直近 5 年間
では苦情が増加傾向にある。
表２ 共済相談所における相談・苦情受付状況

表２ 共済相談所における相談 ・ 苦情受付状況
20年度
相談

21年度

苦情

計

相談

苦情

22年度
計

相談

23年度

苦情

計

相談

苦情

24年度
計

相談

苦情

計

生命系

385

424

809

312

421

733

409

480

889

522

460

982

403

473

876

自動車

187

408

595

200

524

724

150

495

645

193

554

747

179

566

745

火災

138

163

301

151

212

363

197

189

386

324

372

696

169

219

388

年金

28

25

53

40

34

74

40

29

69

47

22

69

49

22

71

その他

23

19

42

25

22

47

23

15

38

55

30

85

72

36

108

しくみ以外

44

3

47

32

12

44

5

0

5

0

0

0

0

0

0

会員以外

232

232

149

-

149

174

-

174

207

207

193

2079

909

1225

2134

998

1208

2206

1348

2786

1065

計

1037

1042

1438

（出典）「共済相談所活動状況について（H20-H24 年度）」日本共済協会 HP
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1438

1316

1316

193
2381

10-2-3 平成 24 年度の火災共済の相談・苦情件数
ア 平成 24 年度相談・苦情が合わせて 2381 件。このうち、相談件数が 1065 件、苦
情件数が 1316 件とやや苦情の方が多い。
イ

24 年度の相談件数が 169 件（１６％）、苦情件数が 219 件（１７％）と苦情の方

がやや多い。
ウ

火災共済関係は相談・苦情とも年間発生件数の２０％程度を占めている。

10-2-4 火災共済の相談・苦情内容
火災共済の苦情内容は、表３のとおりであるが、契約時の説明の不十分さによるも
のが多い。
10-3 国民生活センターの役割と相談の現状
平成 25 年 9 月 3 日、独立行政法人

国民生活センターを訪ね、同センターにおけ

る相談・苦情の実態等について、ヒアリングを行った。
ヒアリング内容は、表４に取りまとめた。その中から特徴のあるものを整理して
みると、次のとおりである。
① 「PIO-NET」
（図２）というネットワークシステムにより相談状況が蓄積、管理
され、有効な活用がなされている。
② 相談件数の半分は、自動車保険に関すること。４分の１が火災保険に関すること
である。
③ 損害保険の相談件数は、不払い問題が顕在化した２００７年がピーク。その後は、
横ばい傾向。火災保険も２００９年以降は、東日本大震災を除き、横ばいとなっ
ている。
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・水害に遭い床上浸水となった。担当者が来て状況を見
て、浸水部分を２m70cmとした上で、その場で共済金の
額を提示してきた。自分の家は３m以上水に浸かってい
る。また自分は損保の代理店をやっているが、通常損保
の場合、鑑定事務所などで調べた上で支払額が決定す
るのだが、共済は違うのか。

・今回の震災で被害に遭い、市の罹災証明は最初「半壊」
だったが、再度専門家に認定に来てもらい「大規模半壊」
に変更された。しかし、共済からは「半壊でも大規模半壊
でも、支払額は変わらない」と言われて不服。罹災証明書
は被害状況に応じて認定区分を細分化しているのだから、
共済も同じような対応をしてほしい。

・３月の突風で屋根が飛ばされたが、現場に来なくてこち
らが用意した写真だけで判定された。写真の判定では突
風の被害よりも老朽化によるものなので、保障はできない
と言われた。そもそも自然災害の備えのために入ったもの
なのに、こちらが用意した写真で老朽化を盾に保障されな
いとはどういうことか。

・大震災で父が契約した建物が被災し共済金が支払われ
た。父は査定に立ちあっておらず、金額が提示されて同意
せよと言われたと聞いた。一般的には査定に立ち会い、納
得のもと支払われるものと聞いている。

・10年前に父が満期金付の火災共済を契約した。現在、父
は認知症で施設に入所しているので、私が解約を申し出た
が、契約者本人が成年後見人でなければ解約できないと
言われた。後見人制度は手続きに時間や費用がかかる。
そもそも高齢者との契約に問題があったのではないか。

H２４年度

・集中豪雨で床下浸水になり外壁にも被害があった。市の
罹災証明では半壊になったが、共済の査定員が来て家の
・現在、建物2000万円で加入している。震災の被災で現 傾きを調べていたが、認定は床上浸水とのことであり、修繕
場調査が行われたが、建物評価額は2300万円であるため 費用にも全然足らないし納得できない。
満額給付できないと言われた。加入時に2000万円の評価
と言われて加入したが、今になって違うと言われても納得
がいかない。

・満期金が付いていない火災共済に加入しており、２年前
にすすめれれて不要な転換契約をしていまった。年金生活
で満期を楽しみにしていたのによく説明も受けず、訳も分
からないまま契約をしてしまった。共済に相談しても意向
確認書面に署名・捺印しているので、元に戻すことはでき
ないと言われた。

・福島県に住んでいる。３０年満期になるので、継続を希
望したら「余震が続いている間は引き受けられない」と言
われた。全くの新規ではないだから加入させてくれてもよ
いのではないか。

（出典）「共済相談所活動状況について(H22-H24年度）」 日本共済協会HP

支払時

契約時

H２３年度

・７２歳の母が担当者に勧められるまま、３０年満期で契 ・今回の地震で家屋の被害は支払いの対象になるが、庭
約していたが、母の年齢では満期金をもらうころには生き を囲んでいるブロック塀などに被害があったが、支払対象
ているとは思えない。適切な推進をしていない。
外と言われた。加入の際、オプションで付けることができた
はずと言われたが、そのような説明はなかった。説明があ
・母が平成７年に加入した３０年契約の共済を共済の人に れが加入していた。
勧められ転換していた。自分は最近この内容を知って驚
き、元の契約に戻してもらいたいと頼んだがムリであると ・今回の震災でパソコンやテレビ等が壊れてしまった。地
のこと。母によれば、転換の勧誘の際には、保障内容
震等の共済金は損害額が１００万円を超えないと支払えな
や、掛金と満期金について、転換前後の比較などの説明 いとは思っていなかったのでショックだった。加入時にもう
はなかったとのことだった。損をするような契約への転換 少し丁寧な説明が必要ではないのか。また、地震保険と
を勧めてよいものなのか？
の違いも説明するべきではないのか。

H２２年度

表３ 共済相談所における火災共済に関する主な相談・苦情の事例
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回 答 内 容

備 考

平成２５年９月３日実施

制度的位置付け

国民生活における役割

相談事案にかかる費用負担

消費生活相談の事務の流れ

消費生活相談のなかの火災保険の対応

年間の相談件数

年間の火災保険の相談件数

具体的な相談内容

相談案件の関係企業、業界への情報提供

消費者への情報提供

その他

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

商品に関する相談は相模原にある商品テスト部で安全性、品質等のテストもしている。

月２回は記者発表を通じて広報活動に力を入れている。メールマガジンのほか、HPにも消費者トラブルに関する情報提供をするほ
か、出版物を活用して、啓発活動を行っている。

消費者からの苦情等は契約内容を確認し、消費者から事実関係の整理に必要な文書を提出させる。そのうえで、事実関係を整理し
たうえで、事業者等に照会し、実態を把握したうえで消費者からの問題解決を図っている。強制力はなく、中立的立場での調整が役
割。生損保の協会とは定例的に会合を持っている。

内容は多岐にわたるが、自動更新についての説明不足、訪問販売時の強引さによる勧誘などが見られる。また、実際の相談案件を
みると、重要事項の説明不足等により消費者が商品を正確に理解しないまま購入し、いざ保険を使う段に、話が違う、話を聞いてい
なかった等のトラブルが多く発生している。「自然災害特約がついている保険に加入しており、台風の際の雨漏りを損保会社に請求
したら、経年劣化は保障されないと言われた。」「建物共済に加入しているが、自然災害（積雪）で損傷した車庫の費用を払ってくれな
い。など

損保関係は不払問題が顕在化した２００７年の６８００余件がピーク。当時火災保険はそのうちの約1/4の１６００件余。２４年度は損
保全体が約４６００件、うち火災保険が１２００件。相談件数は横ばい。(図３)

全国での相談件数は年間９０万件。うち、国民生活センター受付が年間３０００～４０００件。ＡＤＲ申立は年間１５０件程度あり。損保
の相談は自動車保険が主である。損保の50％が自動車保険で25％が火災保険。また、生保の相談件数は損保の1.5倍。

火災保険は相談情報部の金融・保険Ｇが対応。これ以外に特定商取引Ｇ、情報通信Ｇの３グループで担当。損害保険会社において
は、接客対応がトラブルになることがある。消費者の自主交渉で問題が解決しない場合は、消費生活センター等が第三者の立場で
双方の合意を促す手伝い（あっせん）を行う。

消費者→都道府県・市区町村消費生活センター→国民生活センターの流れ
相談内容はPIO-NETというネットワークシステムを通じて集約されている（図２）。入力は全国の消費生活センターの相談員が入力す
る。13の中央省庁も相談の内容を見ることができる。相談を始めるに当たっては、事実確認を始めるのが第一歩。

消費者からの相談はすべて無償。

消費者へのメディアを通じた情報提供等により消費者の安全で、安心な生活を支援。PIO－NETというネットワークシステムを通じ、
全国の消費生活センターから相談情報を入手。また中央省庁もネットワークを通じて相談情報を即時に入手できる（個人情報は除
く）。

国民生活センター法に基づく独立行政法人。予算規模２６億６１万円（Ｈ２４)．７部局１４課３室１館。役員は理事長を含め６名。職員
は１２２名（Ｈ２４．４）。監督行政庁は消費者庁。

昭和45年10月特殊法人として発足した国民生活センターを前進に、平成15年10月に独立行政法人に移行。「消費者基本法」に基づ インタビューは国民生活
センター相談情報部の
き、国や全国の消費生活センター等と連携し、消費者問題の中核的機関としての役割。
相談業務のほか、裁判外紛争解決手続き（AＤＲ）、苦情相談解決のための商品テストや、広く問題点を情報提供するための商品群 協力を得て実施
消費生活相談における国民生活センターの役割 テスト、自治体の消費者行政担当職員・消費生活相談員等の研修等を実施。さまざまなメディアを通じて消費者への情報提供を積
極的に行うなどして、一人一人の消費者が安全で安心な生活を送れるよう、くらしの支援に努める。また、消費生活に関する情報を
全国の消費生活センター等から収集し、消費者被害の未然防止、拡大防止に役立てている。

質 問 内 容

2

1

項
番

表４ 国民生活センターへのインタビュー

図３

全国の消費生活センター等における相談件数（保険分野）
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11 米国における個人向け住宅保険の状況

1 2 3 4 5 6

11-1 米国調査団の派遣
米国における個人向け住宅保険の状況について調査を行うため、2014 年 2 月に米国調査
団を派遣し、セント・ジョーンズ大学クワン教授からヒアリングを行った。同調査団報告
書については、別添資料の通りである。

11-2 住宅総合保険


7 8

米国の個人向け住宅総合保険は、ホームオーナーズ保険 Homeowners Insurance と呼
ばれ、建物・家財の損害 damage、損害賠償責任 liability 及び追加的生活費用 additional
living expenses を総合的に補償するパッケージ商品 package policy である。追加的生
活費用については、損害により居住不能となった場合に支払われる。



最も一般的な標準約款は HO-3（Homeowners 3-Special Form）である。



補償範囲については、火災及び自然災害等ほとんどの災害を補償するが、洪水及び地
震はカバーされない。また、通常の損耗 normal wear and tear に対する維持管理
maintenance が不十分な建物は補償されない。



建物は、オールリスク担保方式、家財は列挙危険方式である。盗難被害も補償範囲で
ある。



住宅総合保険は、相互保険会社及び損害保険会社によって提供されている。同市場の
トップ企業は相互保険会社である St. Farm Insurance であり、21.3%のシェアを有し
ている。また、10 位以内に 4 つの相互保険会社が入っており、32.6%のシェアを有し
ている。



販売チャネルは、保険会社の直販・専属代理店 exclusuve agents が約 7 割、独立代理
店 independent agents が約 3 割である。米国ではブローカー制度が発達しているが、
もっぱら法人向けビジネスであり、個人向け保険のブローカーはない。

1

2

3

4

5
6

7

8

公益財団法人損害保険事業総合研究所報告書「諸外国の自然災害に対する保険制度の
実態」(2013 年 3 月)
Insurance Information Institute (I.I.I) “I.I.I. Insurance Fact Book ”（米国保険情報協会
「ザ・ファクトブック アメリカ損害保険事情 2013」（株）損保ジャパン総合研究所訳）
Insurance Bureau of Canada(IBC:カナダ損害保険協会）”FACTS of the Property &
Casualty Insurance Industry in Canada 2013”
公益財団法人損害保険事業総合研究所報告書「欧米損害保険会社における損害調査実務の
現状分析」(2008 年 9 月)
公益財団法人損害保険事業総合研究所報告書「諸外国における販売規制」(2006 年 9 月)
ニューヨーク州金融サービス局のホームページ
http://www.dfs.ny.gov/consumer/dfs_consumers.htm
米国保険情報協会 Insurance Information Institute のホームページ
http://www2.iii.org/individuals/homeownersandrentersinsurance/
連邦財務省のホームページ http://www.dfs.ny.gov/consumer/home_resources.htm
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11-3 引受時の保険価額評価


評価 valuation は、狭義では、建物、家財等保険対象の保険価額または損害額を評価
することである。保険価額及び損害額の評価が重要なのは、損害保険は実際に起きた
損害をてん補することを目的とするので、損害が起きる前の保険価額すなわち被保険
利益を確定すること及び損害保険金の支払に際して実際の損害額を確定する必要が
あるためである。



米国では、建物 structures は、新価 replacement cost による評価である。ただし、付
保割合が 80％未満の場合は、時価もしくは付保割合に応じた比例てん補（分母は再調
達価額の 80％）で算出した額のうち大きい額が支払われる。日本の 80％コ・インシュ
アランスと同様な仕組みとなっている。



家財 personal property については、新価又は時価 actual cash value(ACV)の選択が可
能である。新価は一般的に時価よりも 10 パーセントほど保険料が高い。洪水保険では
時価のみとなる。家財の補償額は建物保険金額の 50 ないし 70 パーセントが一般的で
ある。



なお、新価評価については、ドイツでは再調達の確実性を重んじ、フランスでは特約
で対応している等、国によって様々な対応がある。



新価による評価が一般的になると、保険引受時の保険価額の評価は非常に柔軟になる。
保険対象の客観的な評価ではなく、契約者が自分の家や家財をどのように評価するか
によって評価額が決まる。個人向け住宅総合保険は商品内容にあまり差がないが、契
約者は、保険料等も勘案し保険会社を選び、次に、保険金額を設定する。なお、標準
的な家財補償には含まれない希少品等高価な家財については追加保険料が必要。



この時、重要なのは保険対象の評価もあるが、契約者が自分に最もふさわしい保険会
社を選択し、保険金額、保険料を設定することである。しかし、相互保険会社及び損
害保険会社は数多くあり、補償内容、支払条件、保険料等と自分のニーズを考量して
最適な保険会社を選択することは非常に困難である。



このため、米国では、財務省、各州、米国保険情報協会、消費者団体等がホームペー
ジで消費者への助言を行っている。

11-4 罹災時の損害額評価


損害額の評価については、専門的な評価が必要となる。建物の全焼、全壊の時は、
契約時の保険金額を全額支払えばよいが、半焼や半壊、一部焼や一部損壊の場合は、
実際にどの部分がどの程度の損害を生じたかを把握しなければならず、また修理ある
いは再調達する費用も計算しなければならない。



このように損害評価は非常に専門的なので、欧米諸国においては、損害保険会社は、
クレーム・アジャスターclaims adjuster と呼ばれる専門職に損害調査業務を委託して
いる。米国の場合、クレーム・アジャスター資格は各州の免許により取得する。１年
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ないし２年間有効。


クレーム・アジャスターは、社内アジャスター、保険会社が業務を委託する独立アジ
ャスターのほか、契約者が損害調査を委託するパブリックアジャスターpublic adjuster
がある。



なお、権威ある損害保険一般の民間認定資格として、1942 年に設立された米国認定損
害保険士研究所 AICPCU ( the American Institute for Chartered Property Casualty
Under –writers ) の認定損害保険士 CPCU ( Chartered Property Casualty
Underwriters )の資格がある。

11-5 被災リスクの評価


広義の評価には、保険対象物件及び地域の被災リスクの評価(evaluation, assessment)
も含めることができよう。例えば、日本の地震保険では、構造区分によって保険料率
に約 1.6 倍の差がある。



米国では、ホームオーナーズ保険の平均保険料(2009 年)は、最も高いテキサス州の
1,511 ドルと最も低いアイダホ州 485 ドルとでは約 3.1 倍の開きがある。これは、自然
災害リスク評価の差ではないだろうか。



米国の連邦緊急事態管理庁 FEMA (Federal Emergency Management Agency)が
運営する連邦洪水保険制度 NFIP (National Flood Insurance Program）では、保険料
率は洪水リスクや自治体による氾濫原(flood plain)管理に応じて設定されている。



連邦洪水保険制度 NFIP の保険料率は、洪水危険境界マップ FHBM (Flood Hazard
Boundary Map)及び洪水保険料率マップ FIRM (Flood Insurance Rate Map)で示され
る洪水保険料率ゾーン Rate Zone により決定される。



また、連邦緊急事態管理庁 FEMA が実施する自治体評価システムでは、洪水被害軽減
のための努力を総合ポイント制で評価し、各自治体をクラス 1 から 10 までの 10 段階
別にクラス分けしており、特別洪水危険地帯 ( SFHA: Special Flood Hazard Areas )
内の住民は、このクラス分けに応じて 0%から 45%まで 5%刻みで洪水保険料の割引が
受けられる。連邦緊急事態管理庁 FEMA の洪水保険料は、2012 年洪水保険改革法
(Biggert-Waters Flood Insurance Reform Act of 2012)に基づき、実態に応じた公正な
ものであることが求められている。

11-6 大規模災害への政府の関与


世界では最近、地震、ハリケーン等の大規模災害が多発かつ、より大規模化している。
このため、国の防災対策はもとより、再保険料の高騰等民間保険会社の経営面にも大
きな影響を与えている。



大規模災害は、規模が大きく民間損害保険会社だけでは十分な対応が不可能である。
米国では、洪水及び地震は、通常の補償範囲になっていない。なお、カナダでは洪水
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が免責、英国では洪水・地震が有責、フランスでは大規模自然災害のみならずテロリ
ズム災害や工業災害についても有責となっているなど、国によって多様性がある。


このため、米国においては、連邦洪水保険制度 NFIP、フロリダ州のハリケーン災害再
保険制度、カリフォルニア州の地震保険制度がある。これらの制度は、民間が提供で
きない分野を政府が補完するという考えであり、運営面でも民間能力を活用している。



連邦洪水保険制度 NFIP は、連邦政府自らが洪水保険を提供しているが、販売及び損
害調査に WYO (Write Your Own)と呼ばれる制度により民間保険会社を活用している。



フロリダ州の場合は、自らがハリケーン災害保険を提供するのではなく、フロリダ州
ハリケーン災害基金 (FHCF : Florida Hurricane Catastrophe Fund)を設置し、民間
保険会社の引き受けた居住用財産保険契約を再保険として引受ける仕組みである。



カリフォルニア地震公社(CEA : Carifornia Earthquake Authority)は、州政府からの
財政支援は一切受けず、参加保険会社からの拠出金で設立、運営されている。



しかし、これらの各制度については連邦政府及び州政府からの財政的バックアップが
与えられている。すなわち、連邦洪水保険制度 NFIP は、財務省から 304 億ドルまで
の借り入れが可能。フロリダ州ハリケーン災害基金 FHCF 及びカリフォルニア地震公
社 CEA は、財政支援を受けずに民間的に運営されているが、資金不足の場合はレベニ
ュー債の発行及び同レベニュー債返済のため同州の損害保険契約者に対し緊急賦課保
険料を徴収する権限が付与されている点に特徴がある。



また、連邦洪水保険制度 NFIP は、災害防止という連邦緊急事態管理庁 FEMA の行政
目的と密接に連動して設計、運営されている点に特徴がある。連邦洪水保険制度 NFIP
を通じて、自治体との連携により災害防止を推進しようとする意志が非常に明確であ
る。

－ 39 －

－ 40 －

