
 

 

 
 
 
 
 
 

損保講座テキスト出版のご案内 
 

  

当研究所では、損害保険業界に勤務されてから１～３年目の方々を対象に､損害保険に関わる

基礎的知識の習得を目的とした本科講座(全 13 科目)を開講しております。 

2014 年度版として、このたび次の 7 種類の「本科講座テキスト」を刊行いたしましたのでご案内い

たします。 

いずれの書籍も、損害保険業に従事されている方のみならず、研究者や保険にご関心のある皆

様の参考になるものと考えますので、是非お手許に 1 冊置かれることをお奨めいたします。  

 

 

１．火災保険論（2014 年度版） (2010 年度版を大幅改訂) 

【 A5 判、本文 155 頁 、定価税込 2,59０円 ＋送料 】 

（公財）損害保険事業総合研究所 編 

 

本書は、本科講座の一科目である「火災保険論」の 2014 年度用テキストとして作成したもので

す。改訂にあたり、より実務的な観点から、全体の構成について大幅な見直しを行い、ケースス

タディや第 5 部「評価」を加えたほか、地震保険、企業火災保険、休業損失リスクなどについても

内容の充実化を図りました。 

 また、火災保険にまつわるこぼれ話や過去の出来事などを「コラム」として取り上げ、講座テキ

ストに留まらず、火災保険の入門書としても活用できるよう工夫しました。  

＜目次＞ 

第１部 火災保険の基礎 

■コラム 我が国初めての損害保険利用者 

■コラム 英国と日本の「ファイア・マーク 

 第２部 住宅総合保険普通保険約款（標準約款） 

 第３部 家計分野［住まい］の火災保険 

PART Ⅰ．主な火災保険商品 

PART Ⅱ．地震保険 

■コラム 耐震、免震、制震 

■コラム 関東大震災の火災保険問題 

第４部 企業分野（事業者向け）の火災保険 

PART Ⅰ．事業活動における財産損害リスク 

PART Ⅱ．事業活動における休業損失リスク 

第５部 評価 
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２．海上保険法概論（改訂第四版） (2010 年改訂第三版を改訂) 

【 A5 判、本文 242 頁 、定価税込 2,570 円 ＋送料 】 
著者 

 今泉敬忠（横浜国立大学名誉教授 商学博士） 

 大谷孝一（早稲田大学名誉教授 商学博士） 

中出 哲（早稲田大学商学学術院教授） 

 

本書は、本科講座の一科目である「海上保険論」の 2014 年度用テキストとして作成したもの

です。  

 海上保険の歴史や海上保険法・保険約款についての概要ならびに保険法との関係などに

ついてわかりやすく解説しております。  

＜目次＞ 

第1章 総説 

第2章 海上保険の歴史 

第3章 被保険利益 

第4章 海上危険 

第5章 保険期間 

第6章 海上危険の変動 

第7章 海上損害 

 

 

 

３．自動車保険論（第 27 版）  (2010 年第 26 版を改訂) 

【 A5 判、本文 220 頁 、定価税込 2,48０円 ＋送料 】 
損害保険料率算出機構 編 

 

本書は、本科講座の一科目である「自動車保険論」の 2014 年度用テキストとして作成したもの

です。  

 自動車保険発展の歴史と現状、自賠責保険・任意自動車保険の概要ならびに保険法との関

係などについてわかりやすく解説しております。  

 

 

＜目次＞ 

１． 自動車保険のしくみ 

２． わが国における自動車保険発展の歴史と現状 

３． 自賠責保険 

４． 任意自動車保険 
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４．自動車保険約款集（2014 年度版） (2011 年度版を改訂) 

【 A5 判、352 頁 、定価税込 2,160 円 ＋送料 】 
（公財）損害保険事業総合研究所 編 

 

本書は、本科講座の一科目である「自動車保険論」の 2014 年度用テキスト「自動車保険論」

の補助テキストとして作成した自動車保険約款集です。  

   

＜目次＞ 

Ⅰ 自動車保険 

１． 一般自動車保険普通保険約款 

２． 自動車運転者保険普通保険約款 

Ⅱ 自動車損害賠償責任保険普通保険約款 

 

５．新種保険論（賠償責任）2014 年度版 (2012 年度版を改訂) 

【 A5 判、本文 77 頁・約款集 133 頁 、定価税込 2,060 円 ＋送料 】 

三井住友海上火災保険株式会社 編 

 

本書は、本科講座の一科目である「新種保険論（賠償責任保険）」の 2014 年度用テキストとし

て作成したものです。  

 賠償責任保険の必要性と関連法規、各種賠償責任保険の補償内容や英文賠償責任保険な

どについてわかりやすく解説しているほか、約款集として主要な約款を掲載しております。  

＜目次＞ 

１－１ 概要 

１－２ 法律上の賠償責任 

１－３ 補償範囲 

１－４ 賠償責任保険の引受け 

１－５ 保険約款の構成とその種類 

１－６ 英文賠償責任保険 

１－７ 特殊な賠償責任保険 

 

６．保険業法（2014 年度版） (2012 年版を改訂) 

【 A5 判、286 頁 、定価税込 2,160 円 ＋送料 】 
著者 

 出口正義（専修大学法学部教授・筑波大学名誉教授） 

 岡田豊基（神戸学院大学法学部教授）  

 

本書は、本科講座の一科目である「保険業法」の 2014 年度用テキストとして作成したものです。  

 保険業法の概説書であるため、保険業法施行令や保険業法施行規則等については必要の

範囲内で記載しております。  
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＜目次＞ 

第 1 編 総則 

第 2 編 保険会社の業務の健全かつ適正な運営の確保の規制等 

第 3 編 保険募集 

第 4 編 指定紛争解決機関 

 

７．損害保険関係法規集（2014 年度版） (2013 年度版を改訂) 

【 A4 判、582 頁 、定価税込 4,110 円 ＋送料 】 
（公財）損害保険事業総合研究所 編 

 

本書は、本科講座の保険関連科目（保険業法、保険契約法、火災保険論、自動車保険論な

ど）における 2014 年度用テキストの補助テキストとして作成したものです。  

 損害保険に関連する各種法令（法律・施行令・施行規則等）について、2014年4 月1 日現在を

基準日として掲載しております。  

＜目次＞ 

保険業法 

損害保険料率算出団体に関する法律 

地震保険に関する法律 

自動車損害賠償保障法 

保険法 

商法（保険関係条文抜萃） 

消費者契約法 

金融商品の販売等に関する法律 

金融審議会令 

自動車損害賠償責任保険審議会令 

 
 
ご希望の方は、当研究所ホームページ(http://www.sonposoken.or.jp)よりお申し込みくださ

い。 
 

 

． 本件に関するお問い合わせ先 
． 〒101-8335 千代田区神田淡路町２－９ 
． 公益財団法人 損害保険事業総合研究所 
． 教育研修部 小笠原・今村 

 (TEL：03－3255－5512） 
             

以上 
 この資料は、保険関係業界紙各社に同時に配布しております。 


