まさに損保総研

実務の調和に沿ったご提

の設立趣旨である学理と

遠藤

いと考え、お願いした。

や経験からみてふさわし

落合座長、遠藤理事長インタビュー

月、海上保

非常に満足のいくものと

実質的な改正が行れない

検討すべきということで

海商法の改正と合わせて

上保険の規律については

際、商法典に含まれた海

に、その意義やポイント、研究会を終えて

学 院 教 授 ） と、 損 保 総 研 の 遠 藤 寛 理 事 長

日本の海上保険は日本企

える重要な保険制度で、

海上保険は貿易取引を支

して重要な役割を持つ。

度は基礎的なインフラと

は不可欠だ。中でも法制

争に対応できる環境整備

今後の発展のためには競

競争にさらされており、

のグローバル化で厳しい

立国である日本は、経済

に準備しておくことが極

出てくることから、事前

ると実務に大きな影響が

研としても、法改正とな

必要が出てきた。損保総

保険の在り方を検討する

踏まえてあらためて海上

たな動きもあり、それを

後、保険法改正という新

案」を公表したが、その

「海上保険契約法改正試

９５年に示唆に富んだ

は、メガ損保３社と、損

ことにした。

藤元准教授にお願いする

院法学政治学研究科の後

授、そして東京大学大学

法学部の小塚荘一郎教

中出哲教授、学習院大学

て、早稲田大学商学部の

している先生方をと考え

るのみならず現に研究も

が、海上保険の知識があ

落合 まず、研究者だ

法・海商法の現代化につ

究会が立ち上がり、運送

期に法務省の運送法制研

会を進められたので、当

をイメージしながら研究

正に向けての全体の流れ

また、落合先生が法改

た。

的は十二分に達成され

目指してきたが、その目

障害にならない法改正を

損保業界としては実務の

されたことが意義深い。

制研究会の報告書に踏襲

叫ばれてきた現
行法の現代化
――研究会発足の経緯

とは言い難い状況にあ
できる研究組織であり、

なく実務においても対応

組織は、保険理論だけで

日本の海上保険

について。
落合

る。古くなってしまった

――研究会を終えての
３年

月、運送法制研究

会の報告書も同年同月に

務の両面から十分な検討

務家が集まり、理論と実

回にわたって研究者と実
している。

も非常に良かったと実感

公表と、タイミング的に

る。現に損保総研に設置

をすることができた。そ

設置以降、計

された損害保険法制研究

落合

感想と成果について。

正しようという動きがあ

会は、長く継続し、成果

落合先生も参加した損
も出してきた。その伝統

の結果、完成した提言も

が開かれる。海商法に関

落合 簡単にいえば、

て。

害保険法制研究会が １９

落合 運送法制研究会

く、保険金を支払うこと

所有権を取得することな

く、換言すれば、船骸の

制度を利用することな

は、プロ同士の取引だか

一 方、 海 上 保 険 契 約

う観点に立ったものだ。

情報の認識に乏しいとい

は、保険者よりもリスク

っ た。 こ れ は、 消 費 者

上保険実務に即した規定

の任意規定とは異なる海

れた点だ。特に、保険法

もかなりの部分で踏襲さ

務省の運送法制研究会に

律を目指した提言が、法

が、実務に活用できる法

近日中に、第１回の会合

提言を行う予定であり、

につき研究会を組織して

（注）も、海商法の改正

を与えてきた日本海法会

でその提言が大きな影響

改正については、これま

この関係で、海商法の

ることができた。保険法

そ、効率的に議論を重ね

正試案があったからこ

敬意を表したい。この改

制作に携わった方々には

に発表された改正試案の

た方々、特に１９９５年

まで研究を重ねてこられ

ポイント②
委付の制度の廃止

８．損害てん補

三つ考えられ

――特に大きなポイン

である（表参照）。

トは。
落合
る。一つ目は海上保険の
定義付けを明確にするこ
と。二つ目は委付の制度
を廃止するとともに推定
全損の定めを設けるこ
と。三つ目は告知義務に
ついてだ。

ポイント①
海上保険の定義
――一つ目のポイント
の海上保険の定義付けの

現行海商法で

明確化とは。
落合
は、海上保険とは航海に
関する事故の保険である
という定義となってい
る。一方で、日本の実務
では海上輸送と一体化し
ている航空輸送や複合運
送（例えば、トラック→
船→トラックなど複数以
上の運送手段を組み合わ
せて行う一貫運送）も海
上保険で引き受けてお
り、海上保険を航海に関
する事故に関する保険と
（７面へつづく）

の概念とバランスを取り
にくい部分もあったが、
論議や比較検討を重ねた
ことで、説得力のある提
言をまとめることができ
たと思う。今後も引き続
き、法改正までしっかり
と見届けていきたいと思
う。
（注）万国海法会の日
本支部。海法の国際的統
一を目指す民間組織で、
ヘーグ・ルール（正式名
称は「船荷証券に関する
ある規則の統一のための
国際条約」。「船荷証券
統一条約」とも呼ばれ
る）などの実現に大きく
貢献してきた。
◇
※提言の全文は、損保

巻第４号（創

総研の機関誌「損害保険
研究」第

立 周年記念号Ⅱ、２０

は、たとえば、船舶保険

定全損の定めを明示的に

理を可能にするため、推

いような場合にも全損処

密には全損を認定できな

い た め、 現 行 法 と 同 様

主を保護する必要性はな

消費者ではない荷主、船

る。それを踏まえれば、

きたことから、それをベ

者保護視点の保険法がで

げることができた。消費

団結して提言をまとめ上

が必要という点で、一致

後藤 元

小塚荘一郎

中出 哲

東京大学大学院法学政治学研究科准教授

学習院大学法学部教授

早稲田大学商学部教授

けでなく、諸外国の法律

恒川航児

児玉 肇

横沼史郎

高野浩司

久保治郎

損保ジャパン 海上保険室

三井住友海上 海上保険部

三井住友海上 海損部

東京海上日動 海上業務部

東京海上日動 海上業務部

東京海上日動 コマーシャル損害部

一橋綜合法律事務所顧問、
東京海洋大学非常勤講師

ともかけ離れてしまうこ

生末芳夫

損保ジャパン 海上保険金サービス室

石井 優

自発的申告方式を採用

とを実務家も深く理解し

田畑裕之

損保ジャパン総合研究所主任研究員

ースに考えるべきという

すると、保険法が定める

た。世界一の海上保険国

多田 修

険者にリスク情報を提供

告知義務とは異なること

として、実務に即した法

日本船主責任相互保険組合理事

考え方もあったが、研究

になるが、そうすること

律がないこと自体、大き

小川 優

日本船主責任相互保険組合契約総括部

させること（自発的申告

の合理性は十分あるた

宮廣好一

損害保険事業総合研究所理事長
（第 回～第 回）

会を重ねることで、実務

め、海上保険ではそのス

な問題だとの見解も一致

濱 筆治

損害保険事業総合研究所理事長
（第 回～第 回）

方式）とするのがよいで

タンスを維持することと

した。

遠藤 寛

と乖離（かいり）するだ

した。確かに海上保険で

向けたスケジュールにつ

――海上保険法改正に
めと異なる定めをするこ

いて。

は保険法の告知義務の定

とが可能であるが、保険

海上保険法制研究会会員名簿

提言の目次にあるとおり

７．危険事情の限定と危険の変動

１４年２月 日発行）に

につけている船舶が、海

に、保険契約者側から保

掲載予定。

難事故などで沈んだ場合
規定することを提言して

定全損とは。

６．リスクの移転

落合誠一（座長） 東京大学名誉教授、中央大学法科大学院教授

に、船主は、当該船体を

委付の制度で

５．因果関係

いる。

落合

２．危険期間

海上保険法制研究会提言の意義
損保総研

月に設置した

公益財団法人損害保険事業総合研究所
（損保総研）が２０１１年
海上保険法制研究会は、 年

案であり、前理事長の濱

ぼ１００％実現できたと
遠藤 まとめ上げたこ
とも大事だが、その提言

まま積み残された。

業の成長とともに発展
保と同様に船舶の責任保
いて検討を開始した。当

内容が、法務省の運送法

古色蒼然（そうぜん）
めて重要だった。
険を扱う日本船主責任相
会の提言の完成が２０１

の感想などを聞いた。

とした海上保険契約法を
し、 保 険 料 規 模 で は 現
――研究会設置を損保
互保険組合からメンバー

こで、実務家の方々、海
海上保険法制に関して

研究会の設置とほぼ同時

の第６章に任意規定が設

法制は、商法第３編海商

見直す必要性は高いが、
在、世界１位となった。
をそろえた。

来、 基 本 的 に 変 更 さ れ

上保険研究者両者がメン

実務家の方で

けられている。一方で、
一 方 で、 見 直 し の 際 に
総研に提案した理由は。

ず、現代化の必要性が叫

バーとなる形で研究会を

遠藤

同法制は１８９９（明治
しかし、法的インフラ

ばれてきた。商法の現代

は、これまでも何度か改

損保総研という

は十分に整備されている

化作業は、２００５年の
組織して、今後の改正に
対し提言をしていこうと
った。

年にわたる伝統があ

年には

保険法が商法から切り離
いうことで損保総研に声

――提言の骨子につい

を掛けた。
世界有数の貿易

されて単行法として成立

遠藤

法の定めが強い規範性を
する改正を議論する際に

で、保険者から損害保険
の報告書が公表され、い

（６面からつづく）
事実上持っていると思わ

金を受け取ることができ
は必ず日本海法会の検討

定義してしまうと、陸上
よいよ法務省は、今春に

――三つ目のポイント

える。

紀ぶりに変わることにな

世

る。こうした動きとの関

を反映させた機能する法

で初めて見直され、実務

立した法律が、ある意味

遠藤 １９１０年に成

る。

となった。

まことに時宜を得たもの

係で当研究会の提言は、

――海上保険法が

れるので、その観点から

るが、委付の効果として
の告知義務については。

ポイント③
告知義務

運送部分や航空運送部分
委付と同時に船骸の所有
落合 消費者保護の観

運送法制研究会
も踏襲
――損保業界から見た
成果は。

ることが予定されてい

結果が参照されてきた関

権は保険者に移転するこ
点を打ち出した保険法で

係上、そこの動きも重要

とになる。しかし、船骸
は、告知義務は、保険者

も法制審議会に対して海

を引き受けることができ

撤去命令が出るような場

商法も含めた運送法制の

るかが理論上問題になっ

合には、船骸撤去には莫

も、明文で異なる定めを

さらに、陸上の運送保

が告知事項を特定して告

置く意義は十分あると考

険には保険法の片面的強
大（ばくだい）な費用が
知を求めなければならな

だ。

行規定の適用があり得る
掛かることがある。その
い質問応答方式へと変わ

現代化の在り方を諮問す

関係で、海上と陸上が連
ため、保険者は、委付の

てくる。

動する運送の場合に海上
保険で引き受けできるか
も問題が生じる。

律となる。先生方の強力
な推進力の下、損保総研
としても、その一端を担
うことができたことを誇

が約款で定められてお
ら、荷主、船主も十分な

りに思うと同時に、これ

り、委付は利用されてい
リスク情報を持ってい

最も大きいの

ない。そこで委付の制度

遠藤

学理と実務に即した規定目指す

１００年ぶりの法改正へ

そこで、新しい海上保
険法では、海上輸送に関
連する航空や陸上の部分
も海上保険として引き受
けできるような概念で海

――二つ目のポイント

は廃止するとともに、厳

要がある。

の委付の制度の廃止と推

上保険の意義を定める必

1

に 改 正 さ れ た が、 そ の

し、保険契約法は全面的

会社法に続いて

12

落合

は、保険実務に支障が生

ーについて。

――同研究会のメンバ

なった。そのため、研究

１．海上危険

会を設置した目的は、ほ

Ⅳ． 個別論点の検討

が快諾したのは的確な判

Ⅲ． わが国における海上保険契約の概要

断だったと思う。

Ⅱ． 海上保険法の必要性

自負している。

Ⅰ． 海上保険法制を検討する意義

研究者と実務家で
提言まとめ上げる

（表）提言「わが国の海上保険法制のあり
方について」 目次

じることは避けたい。そ

大学の落合誠一名誉教授（中央大学法科大

映した同提言について、座長を務めた東京

えるものと思われる。損保業界の実務を反

定されている法制審での議論にも影響を与

海法会での研究会を経て、今春、諮問が予

て、かなりの部分で踏襲されており、日本

研究会の報告書の海上保険の部分におい

法人商事法務研究会に設置された運送法制

た。同提言は法務大臣が主管する公益社団

険法制の在り方について提言をとりまとめ

12

）年の商法典制定以

遠藤理事長
あろう。

研究会メンバー

25

80

４．契約の成立

1

5

4

11

11

13

保険者に委付すること

落合座長

75

08

11

32

３．担保危険と免責危険

80

2 0 1 4 年（平成 2 6 年）2 月 1 0 日（月曜日） （ 6 ）
（第 3 種郵便物認可）
（第 3 種郵便物認可）

2 0 1 4 年（平成 2 6 年）2 月 1 0 日（月曜日）
（7）

