
は し が き

本書は、保険監督法の基本法である保険業法の解説書である。特定の事業に

関して、監督当局による事業者に対する規制を定める法律は、一般に「業法」

と呼称されるが、保険業法は、保険事業における「業法」にあたる。

本書は、保険業法の�つの大きな構成要素である、保険業に関する規制を定

める部分（保険業法第�編）と、保険募集に関する規制を定める部分（保険業法第

�編）を中心に、記述している。そのうち、特に、後者の保険募集に関する規制

については、筆者が、金融庁（総務企画局企画課保険企画室）において、保険募集

に関する直近の法改正である平成26年改正保険業法の立案、および同法に係る

政府令の第一次案作成を担当していたこともあり、立案当時の問題意識等も思

い返しながら記述していくうちに、結局、保険募集に関する規制についての記

載が、本書の半分近くの紙幅を占めるに至った。

保険業法においては、保険業に関する規制は、特に保険会社に対する当該規

制のうち、相当程度の部分が他の金融機関における業法（特に銀行法）と基本的

に整合する制度的枠組みとなっているのに対して、（旧保険募集の取締に関する

法律に沿革を有する）保険募集に関する規制は、保険商品の特殊性等から、他の

金融規制法（銀行法、金融商品取引法等）における勧誘規制とは異なる独自の発

展を遂げてきた分野である。こうした制度的背景・経緯を踏まえたうえであれ

ば、本書における上記の分量的配分もさほどの違和感をもって受けとめられる

ものではないと考えているが、この点も含めて、読者の皆様の忌憚のないご意

見・ご叱正を待ち、今後、本書をより良い内容に改良していきたいと思う。

また、本書では、紙幅の関係と何よりも筆者の時間的・能力的限界により、

保険会社または外国保険業者・外国保険会社等以外の保険業者（少額短期保険業

者、認可特定保険業者、特定法人）に関する規定、および保険会社等の破たん処理

制度に関する規定の説明は、ほとんどすべて割愛させていただいた（そのため、

少額短期保険業者の経過措置の延長に関する平成30年改正は、本書では取り扱ってい

ない）。これらの箇所の追記についても、今後の改訂等において対応することと

したい。
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保険業法は、様々な内容・性質の旧法が統合再編してできた法律であり、条

文数も膨大な数に及ぶ。そのうち、筆者が金融庁在籍中に立案を担当した箇所

は平成24年から平成26年までの改正箇所にすぎないが、本書の執筆にあたって

は、他の条項についても、「当時の担当者はなぜこのような条文にしているのか」、

「この文言で担当者は何を意図していたのか」、「自分が条文を書くとすればど

う書くか」といったように、条文作成における過去の立案担当者の思考方法・

過程をも推察しながら、そこから導くことのできる解釈を記述するよう試みた。

この試みがどこまで成功したかについては甚だ心許ないところではあるが、本

書において、これまで示されてこなかった新しい保険業法の理解や解釈を幾ば

くかでも掘り起こすことができているとしたら、それは、筆者の力量によるも

のではなく、歴代の立案担当者の労苦の賜物であることを強調しておきたい（と

はいえ、当然のことながら、本書における誤りはすべて筆者が責めを負うべきもので

あり、また、本書に含まれる意見はすべて筆者の個人的見解であり、筆者が現在所属

している、あるいは過去に所属した組織とは無関係のものである）。

保険業法に限られないが、業法は、規制当局と業界のせめぎ合いの結果とし

て産み出される、これら関係者の知恵と汗の（そして妥協の）結晶である。この

結晶の精製に僅かながらでも貢献できたことを誇りに思うとともに、通算して

�年�カ月にわたった任期中、苦楽を共にした当時の金融庁保険企画室の同

僚・上席に、この場を借りて厚く感謝を申し述べたい。特に法改正作業時にお

ける、室内での同僚・上席との議論からは示唆を得るところが多く、本書は、

このときの経験がなければ、到底書き上げることができなかった。

また、本書の出版を快諾してくれた弘文堂編集部の清水千香さんにも感謝を

記したい。清水さんには、原稿の整理・校正等に際しても、細部の仕上げに至

るまで気を配っていただいた。ここに厚くお礼申し上げる。

最後に、本書の刊行を心待ちにし、執筆の支えとなってくれた家族（妻、母、

弟）と、この春に帰浄し、今も励まし導いてくれている父敏昭に、尽くせぬ感謝

を込めて、本書を捧げたい。

平成30年�月

細田 浩史

はしがきii
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第�章 保険業への該当性

第�節 法令における考え方

1-1.1 保険業法における「保険業」の定義

保険業法の規制の適用対象となる「保険業」とは、人の生存または死亡に関

し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事

故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保

険その他の保険で、�条�項各号（生命保険、傷害疾病保険等）または�条�項各号

に掲げるもの（損害保険、傷害疾病保険等）の引受けを行う事業をいう（�条�項）。

保険業法上、「保険」とは何かについて明確に定義がされているわけではない。

上記の「人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を

収受する保険」や「一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補

することを約し保険料を収受する保険」は保険のうち、それぞれ生命保険と損

害保険を例示したものにすぎず、「保険」の内容自体を定義したものではない。

1-1.2 保険業法に見られる「保険」固有の特質

上記のとおり、保険業ないし保険の定義は、保険業法上明確にはされていな

い。しかし、この点、保険業法上、「保険に固有の方法」として、「保険数理に

基づき……対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行う

こと」があげられている（�条�項）。これに照らすと、保険業法は、保険が備え

るべき固有の特質として、たとえば、①大数の法則を前提とした保険数理に基

づき、対価（保険料）が決定されること、②準備金の積立等、保険金等の支払を

行うための財産的基礎を確保するための手当てがされていること、③再保険の

付保その他の危険の分散のための仕組みが手当てされていること等を想定して

いるといえる。

もっとも、上記①〜③の保険固有の手法については、これらを用いないもの

第�章 保険業への該当性8



には保険業法の規制が適用されないという意味で、保険業法の規制が適用され

る保険に該当するための必要条件であると考えるのは適当でないと思われる。

これらは、保険会社の業務の健全かつ適切な運営および保険契約者等の保護の

確保の観点から、保険会社等が引き受け、販売する保険として備える必要のあ

る特質なのであって、①〜③の手当てがされていない、保険契約者等の保護に

もとるいいかげんな商品については、むしろ保険契約者等の保護の観点から保

険業法の規制を及ぼすべきとも考えられるためであ
�)

る。

このように、保険数理、準備金の積立て、再保険の付保等の保険的手法を用

いていることを「保険」の必要条件とすると、「保険的手法を用いていない保険」

が保険業法の規制の対象から外れてしまうという問題がある。この考え方は「保

険的手法を用いていない保険」なるものが存在することを前提とする。そして、

保険的手法は保険加入者の求める一定の経済的な目的・状態を実現するために

開発されてきたものなのだから、この「保険的手法を用いていない保険」が存

在するということは、（保険的手法を実際に用いるかどうかにかかわらず）保険に

よって実現されるべき経済的状態であって、保険によってしか実現しない経済

的状態というものが存在することが前提とされていると思われる。こうした、

保険の構成要素としての、「保険のみによって実現されるべき経済的状態」に具

体的に何が含まれまた何が含まれないことになるのかは、やはり明らかではな

い。しかし、少なくとも、これまで保険的手法が「保険のみによって実現され

るべき経済的状態」を実現するために編み出されてきたものであることを踏ま

えると、顧客の目的とする経済的状態の実現にとって保険的手法がどれだけ適

合的か、また、その実現のために保険的手法を用いることがどれだけ必要であ

り有用か、といった観点も、保険と保険以外の取引形態との区別を検討するう

えで重要であるように思われる。つまり、保険的手法が実際に使われているか

どうかではなく、保険的手法を用いることの適合性・必要性・有用性が高いか

どうか、といった観点である。当然、保険的手法を用いる適合性・必要性・有

用性が高い場合は、保険業への該当性を肯定する方向で考慮されることになる。

この観点は、保険業該当性の判断要素に関する監督指針上の基準やこれに関す

るノーアクションレターの回答にも表れている（1-2エ④、1-3.2エ参照）。

第�節 法令における考え方 9
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1-1.3 保険法における「保険契約」概念との関係

保険法は、保険契約法に関する基本法として、保険契約の成立や有効性等に

ついて定めるものである（保険法�条）。保険法では、同法が適用されるかどうか

の分水嶺となる「保険契約」とは、「保険契約、共済契約その他いかなる名称で

あるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上

の給付（生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限

る。以下「保険給付」という。）を行うことを約し、相手方がこれに対して当該

一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料（共済掛金を含む。以下

同じ。）を支払うことを約する契約をいう」ものと定義される（保険法�条�号）。

これは、保険法における「保険」ないし「保険契約」とは、①一定の保険事

故の発生により保険者が財産上の給付をすること、②保険契約者が保険事故の

発生の可能性に応じたものとして保険料を支払うこと、および③①の財産上の

給付と②の保険料の支払が対価関係にあること（「これに対して」）、が要件とな

ることを示すものである。これらの要素から成る保険法上の「保険」・「保険契

約」と保険業法上の「保険」・「保険業」がどのような関係に立つかについては、

様々な考え方がありうるところであるが、監督法（業法）と契約法（私法）との

一般的な関係を踏まえると、以下のようなことがいえると考えられる。

すなわち、保険業法は、保険監督法の基本法として、保険業に関する規制を

定めているが、これは、保険契約においても契約自由の原則が妥当することを

原則としつつも、保険契約については、契約自由の原則のもと契約当事者間の

私的自治のみに委ねておいたのでは、一方当事者たる保険契約者に著しく不利

益となる内容で保険契約が締結されるおそれがあり、またそのような保険の引

受けに係る保険業の遂行により保険契約者等の利益が害されるおそれがあると

の事情に基づくものである。監督法としての保険業法の規制は、契約法の原理

のみの適用によっては回避できないこのような事態の発生を防止するために、

保険業の免許制その他の行政的監督により、保険契約の内容を規律し、保険業

の適切な運営を確保するための措置を義務づけることを通じて保険契約者等の

保護を図ることを趣旨とするものといえる（2-1.1参照）。このような監督法とし

ての保険業法が有する、契約自由の原則ないし契約法としての保険法に対する

補完的役割に照らすと、契約法としての保険法がそもそも適用されない取引形

態に対しては、保険業法による行政的監督を及ぼす必要はないし、また及ぼす
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べきでもないと考えられ
�)

る。逆に、保険法の規律に服するべき保険法上の「保

険」ないし「保険契約」のすべてに対して保険業法による行政的監督を及ぼす

べきとは考えられず、保険法上の「保険」ないし「保険契約」の中には、保険

業法の規制対象とならないものを想定する余地はあるだろう。

このように考えると、保険業法上の「保険」ないし「保険業」と、保険法上

の「保険」ないし「保険契約」は、後者が前者を包含する関係にあるといえる。

別の言い方をすると、保険業法上の「保険」ないし「保険業」は、少なくとも

保険法上の「保険」ないし「保険契約」に該当することが、その必要条件にな

ると考えら
�)

れ
�)

る。

しかし、このように考えたとしても、保険法上の「保険契約」の定義は、保

険における給付（保険者による財産上の給付）と反対給付（保険契約者による保険料の

支払）が対価関係にあり保険契約が双務契約であることのほか、保険における

給付・反対給付が満たすべき条件（給付は保険事故を条件とすること、保険料は保険事

故発生の可能性に対応したものであること等）を示したものにすぎず、「保険」そのも

のの要件を網羅的に定義したものというには、やはり足りていない。

この点、保険法の議論においては、保険法上の「保険」ないし「保険契約」

の定義に関する非網羅性・不完全性を補完する解釈として、保険法�条�項の

「保険契約」に該当しない「保険」に対しても保険法の規定が類推適用されると

の見解もあ
�)

る。しかし、この見解を保険業法にも援用して、「保険業法における

『保険業』に該当しない『保険』の引受けに対しても保険業法の規定が類推適用

される」と解することはできないと考えられる。「保険業」に該当するかどうか

は、保険業法の規制が適用されるかどうかの分水嶺となるものであり、また、

保険業法上、無免許で行う保険業は刑罰の対象となることに照らすと（315条�
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�） なお、金融商品取引法上の集団投資スキームとしての規制の適用可能性および保険業法上の

無免許による保険業の禁止規定の適用可能性につき、2-1.4イ参照。

�） したがって、保険業法上の「保険」ないし「保険業」においては、保険法上の「保険」ない

し「保険契約」の概念と同様に、生命保険契約および傷害疾病定額保険契約の給付方法が金銭

支払に限定されることになる（2-1.4イ参照）。

�） もっとも、保険法の適用対象となる「保険契約」であることと、（保険法上の保険契約に該当

するかどうかにかかわらず）私法上有効な契約であるかどうかは別の問題である。保険法の適

用対象となる「保険契約」に該当するのであれば、公序良俗違反等により私法上無効な保険契

約であっても、保険業法の適用対象となる「保険業」に該当しうることになる（2-1.4イ参照）。

�） 山下友信=永沢徹『論点体系保険法�』（第一法規・2014）16、17頁参照。



号）、罪刑法定主義の観点からは、「保険業」への該当性に関して類推解釈・適用

を行うのは適当でないと考えられるためである（他方、保険法の違反に対しては罰則

の適用はない）。

第�節 監督指針における「保険業」該当性判断の留意事項

1-2 保険業法における生命保険・損害保険の要件については、以下ア〜エのと

おり、少額短期保険業者向けの監督指針（以下「少額短期保険業者監督指針」という）

において、要件該当性を判断する際の留意事項が定められている。

ア 保険料

生命保険・損害保険の要件である「保険料を収受する」（�条�項柱書、�条�項

�号、同条�項�号）とは、対価を保険料の名目で受領する場合に限られない。物

品等の通常販売価格および市場価格との比較や、保険給付のために必要な保険

料の額が物品等の価格に占める割合等から、保険料相当分を事業者が受領して

いるかどうかを実質的に判断していくことになる（少額短期保険業者監督指針Ⅲ-1-

1⑴②）。

イ 給付の根拠および内容

給付の根拠となる給付者と受給者との間の関係性および給付の内容・程度も

保険業該当性の判断に影響する。すなわち、「一定の人的・社会的関係に基づき、

慶弔見舞金等の給付を行うことが社会慣行として広く一般に認められているも

ので、社会通念上その給付金額が妥当なものは保険業には含まれない」とされ

る（少額短期保険業者監督指針Ⅲ-1-1⑴（注�））。

ここで給付の根拠となる「一定の人的・社会的関係」とは、会社組織におけ

る会社と従業員またはその家族との関係のように、保険の提供を固有の目的と

することなく形成された集団における人的・社会的関係を意味すると考えられ

る。このように、保険給付を目的として形成される集団（保険集団）とは異なる

関係に基づいて給付がなされ、それが社会慣行として一般的に認知されている

のであれば、保険業法の適用関係においても、保険とは異なるものとして取り

扱うべきと考えられるためである。
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また、上記の「社会通念上その給付金額が妥当なもの」とは、10万円以下と

されている（少額短期保険業者監督指針Ⅲ-1-1⑴（注�））。これは、給付金額が少額

であれば、準備金の積立等、保険金等の支払を確保することを目的とした保険

業法上の財務規制を課す必要に乏しいとの判断によるものと考えられる。

ウ 偶然性

損害保険の要件である「偶然の事故」（�条�項柱書、�条�項�号）における「偶

然」とは、「必ずしも人為的にコントロール不能な偶発性を指すものに限定され

るものではなく、損害を生じる原因となる事実の発生の有無、発生時期、発生

態様のいずれかが、客観的又は主観的に不確定であることをいう」とされる（少

額短期保険業者監督指針Ⅲ-1-1⑴①）。

なお、生命保険においては、法文上明示されていないものの、損害保険と同

様に、被保険者の生存または死亡が偶然であることは、保険制度の性質上当然

の要請として求められるものとされてい
�)

る。

エ 役務提供サービスに関する（損害）保険業該当性の判断

損害保険への該当性については、一定のサービス形態について、保険業該当

性を判断するにあたっての判断要素が示されている。すなわち、「予め事故発生

に関わらず金銭を徴収して事故発生時に役務的なサービスを提供する形態」に

ついては、①当該サービスを提供する約定の内容、②当該サービスの提供主体・

方法、③従来から当該サービスが保険取引と異なるものとして認知されている

か否か、④保険業法の規制の趣旨、等を総合的に勘案して保険業に該当するか

どうかを判断するものとされている（少額短期保険業者監督指針Ⅲ-1-1⑴（注�）本

文）。これら①〜④の各判断要素の具体的内容は、金融庁のノーアクションレ

ターにおいて示されている（1-3参照）。

また、上記の役務的なサービスを提供する形態のうち、「物の製造販売に付随

して、その顧客に当該商品の故障時に修理等のサービスを行う場合は、保険業

に該当しない」とされる（少額短期保険業者監督指針Ⅲ-1-1⑴（注�）なお書）。この

「なお書」は、保険業に対する規制の適用に関するセーフハーバーを定めたもの
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�） 大森忠夫『保険法〔補訂版〕（オンデマンド版）』（有斐閣・2004）257頁参照。


