
博士論文   平成 25（2013）年度 

 

 

 

 

第三者のためにする生命保険契約本質論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶應義塾大学大学院法学研究科 

李     鳴 

 



i 

 

   凡  例 

   

 

1 関係法令  

 本論文で法令を示すときは、平成25年12月1日現在のものによった。 

 法令名の表記については、下記の略語表に従うほか、大方の慣例に従った。  

 ただし、保険法については原則として法律名を省き、条文番号のみとした。  

 ロエスレル草案 ロエスレル氏起稿商法草案 

 明治23年商法 旧商法（明治23年法律第32号） 

 明治32年商法 旧商法（明治32年法律第48号） 

 明治44年商法 旧商法（明治44年法律第73号） 

 改正前商法 保険法の施行に伴う関係法令の整備に関する法律（平成20年法

律第57号）による改正前の商法 

   

2 判例集  

 民録 大審院民事判決録 

 民集 大審院民事判決集、最高裁判所民集判例集 

 下民集 下級裁判所民事裁判例集 

 新聞 法律新聞 

 判時 判例時報 

 判タ 判例タイムズ 

 金判 金融・商事判例 

 金法 金融法務事情 

 生判 文研生命保険判例集第1巻～第7巻、生命保険判例集第8巻～ 

   

3 立法資料等  

 （法制審議会保険法部会

資料） 

 

 第○回議事録 法制審議会保険法部会第○回会議議事録 

 部会資料 法制審議会保険法部会資料 

 中間試案 保険法の見直しに関する中間試案 

 補足説明 保険法の見直しに関する中間試案の補足説明 

 （改正試案）  

 生保試案 生命保険契約法改正試案（2005年確定版） 
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 疾病試案 疾病保険契約法試案（2005年確定版） 

 傷害試案 傷害保険契約法試案（2003年版） 

 生保試案理由書 生命保険契約法改正試案（2005年確定版）理由書 

 疾病試案理由書 疾病保険契約法試案（2005年確定版）理由書 

 傷害試案理由書 傷害保険契約法試案（2003年版）理由書 

   

4 文 献  

 ロエスレル 司法省『ロエスレル氏起稿商法草案下巻』（司法省・1884、〔復

刻版〕新青出版・1995） 

 松本・保険法 松本烝治『保険法〔11版〕』（中央大学・1922） 

 伊沢・保険法 伊沢孝平『保険法』（青林書院・1957） 

 大森=三宅・諸問題 大森忠夫=三宅一夫『生命保険契約法の諸問題』（有斐閣・1958） 

 野津・法論 野津務『新保険契約法論』（野津務保険法論集刊行会ほか・1965） 

 青谷・法論Ⅰ 青谷和夫『全訂 保険契約法論Ⅰ（生命保険）』（千倉書房・1979） 

 倉澤・通論 倉澤康一郎『保険法通論』（三嶺書房・1982） 

 大森・保険法 大森忠夫『保険法〔補訂版〕』（有斐閣・1985） 

 中村・理論と実務 中村敏夫『生命保険契約法の理論と実務』（保険毎日新聞社・

1997） 

 石田・商法Ⅳ 石田満『商法Ⅳ（保険法）〔改訂版〕』（青林書院・1997） 

 西島・保険法 西島梅治『保険法〔第3版〕』（悠々社・1998） 

 山下・現代 山下友信『現代の生命・傷害保険法』（弘文堂・1999） 

 西嶋・変容と考察 

 

山下・保険法 

西嶋梅冶『生命保険契約法の変容とその考察』（保険毎日新聞

社・2001） 

山下友信『保険法』（有斐閣・2005） 

 中西・生保入門 中西正明『生命保険法入門』（有斐閣・2006） 

 萩本・新法の概説 萩本修編著『保険法立案関係資料―新法の概説・新旧旧新対照

表（別冊商事法務321号）』（商事法務・2008） 

 大串=日生・解説保険法 大串淳子=日本生命保険生命保険研究会編『解説保険法』（弘文

堂・2008） 

 落合=山下（典）・ 

理論と実務 

落合誠一=山下典孝編『新しい保険法の理論と実務（別冊金融・

商事判例）』（経済法令研究会・2008） 

 上松・ポイント解説 上松公孝『新保険法（損害保険・傷害疾病保険）』逐条改正ポ

イント解説』（保険毎日新聞社・2008） 

 竹濱=高山・Q&A新保険法 竹濱修（監修）=高山崇彦（編著）『Q＆A新保険法の要点解説』
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（金融財政事情研究会・2008年） 

 萩本・保険法 萩本修編著『新しい保険法』（金融財政事情研究会・2008） 

 福田=古笛・逐条解説 福田弥夫=古笛恵子編『逐条解説改正保険法』（ぎょうせい・2008） 

 甘利=山本・論点と展望 甘利公人=山本哲生『保険法の論点と展望』（商事法務・2009） 

 萩本・一問一答 萩本修編著『一問一答 保険法』（商事法務・2009） 

 金澤・新たな展開 金澤理監修『新保険法と保険契約法理の新たな展開』（ぎょう

せい・2009） 

 中西喜寿・改正の論点 竹濱修=木下孝治=新井修司編『中西正明先生喜寿記念論文集 保

険法改正の論点』（法律文化社・2009） 

 保険法コンメンタール 落合誠一編著『保険法コンメンタール―損害保険・傷害疾病保

険』（損害保険事業総合研究所・2009） 

 潘・概説 潘阿憲『保険法概説』（中央経済社・2010） 

 山下=米山・解説 山下友信=米山高生編『保険法解説―生命保険・傷害疾病定額保

険』（有斐閣・2010） 

 山下ほか・保険法 山下友信=竹濱修=洲崎博史=山本哲生『保険法〔第3版〕』（有

斐閣・2010） 

 中野・民事執行法 中野貞一郎『民事執行法〔増補新訂6版〕』（青林書院・2010） 

 江頭・商取引法 江頭憲治郎『商取引法〔第7版〕』（弘文堂・2013） 

 生保百選 鴻常夫編『生命保険判例百選〔増補版〕』別冊ジュリスト97号

（有斐閣・1988） 

 商法（保険・海商）判例

百選 

鴻常夫ほか編『（商法（保険・海商）判例百選』別冊ジュリス

ト121号（有斐閣・1993） 

 損保判例百選 鴻常夫ほか編『損害保険判例百選〔第2版〕』別冊ジュリスト138

号（有斐閣・1996） 

 保険法百選 山下友信=洲崎博史編『保険法判例百選』別冊ジュリスト202号

（有斐閣・2010） 

   

5 雑 誌 等  

 ジュリ ジュリスト（有斐閣） 

 商事 商事法務（商事法務） 

 所報 所報（生命保険文化研究所） 

 文研 文研論集（生命保険文化研究所） 

 生保論集 生命保険論集（生命保険文化センター） 

 生保経営 生命保険経営（生命保険経営学会） 
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 保険学 保険学雑誌（日本保険学会） 

 損保研究 損害保険研究（損害保険事業総合研究所） 

 保険レポ 保険事例研究会レポート（生命保険文化センター） 

 民商 民商法雑誌（有斐閣） 

 NBL NBL（New Business Law）（商事法務） 

 ひろば 法律のひろば（ぎょうせい） 

 法セ 法学セミナー（日本評論社） 

   

6 外国法和訳  

 保険契約法集（訳） （社）日本損害保険協会=生命保険協会編『ドイツ、フランス、

イタリア、スイス保険契約法集』（日本損害保険協会=生命保険

協会・2006） 

 ドイツ保険契約法（訳） （社）日本損害保険協会=（社）生命保険協会編〔新井修司=金

岡京子共訳〕『ドイツ保険契約法（2008年1月1日施行）』（日

本損害保険協会=生命保険協会・2008） 

 ニューヨーク州保険法

（訳） 

今井薫=梅津昭彦監訳『ニューヨーク州保険法（2010年末版）』

（生命保険協会・2012） 
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序 章 

 

 

第 1節 研究の背景と研究の目的 

 

1 新保険法の誕生 

日本では、保険に関する法制は、保険契約についての私法的な法律関係を規律する保険

法と、公法で保険業者の監督制度を定める保険業法の 2つの法律から構成されている。保

険法は、民事基本法の一つとして位置づけられる1。 

従来、日本では、「保険法」という名称の法律は存在しておらず、明治 32（1899）年制

定の改正前商法の中に保険法に該当する第 2編「商行為」第 10章「保険」の規定（628条

～683条）が置かれていた。法務省・法制審議会は、平成 18（2006）年下半期より約 1年

間半をかけて、改正前商法中の保険法に該当する規定を抜本的に見直した。これにより、

日本の保険法（平成 20年法律 56号）は、平成 21（2009）年 7月 6日付の政令第 176号に

より、平成 22（2010）年 4月 1日から施行され、100年ぶりに新しい保険法が誕生した。

新保険法は、商法典から切り離して独立した単行法である（以下、「保険法改正」または「保

険法の改正」と記す場合の「保険法」は改正前商法中の保険法を指し、単に「保険法」記

す場合は新保険法を指す）。その改正の背景は、以下のようにまとめられる。 

 (1) 社会経済情勢の変化 

改正前商法制定後のこの 100年の間に日本の社会経済情勢が大きく変わった。 

まず、保険制度の利用者数が飛躍的に増加し、ピーク時の平成 6（2004）年に生命保険

の世帯加入率（個人年金保険も含む）は 95％に達しており2、保険市場は世界でもトップ

ランクの市場に成長した。生命保険の年間新契約件数だけを見ても分かるように、明治 32

年は 19万件弱であったが3、平成 18年度（保険法改正の年）は、個人保険・個人年金保険・

団体保険の合計件数が 1318 万件となり4、保険ニーズは、改正前商法の制定当時と比較に

                                                   
1 萩本・新法の概説 3頁。保険法が商法の特別法化民法の特別法かは、かねてから議論されてきたが、最

近は民法の特別法であるとの見解が有力となっている。村田敏一「保険契約法」は商法の特別法か民法

の特別法か:―相互保険と営利性の問題を中心として」保険学 596号 136頁以下（2007）、落合=山下（典）・

理論と実務 24頁[萩本修]。 
2 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査＜速報版＞」10頁（2012）。 
3 保険銀行時報社『本邦生命保険業史 會社及統計編』4頁（1933）。 
4 生命保険協会『2007年版生命保険の動向』6頁（2007）。 
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ならないほど拡大した。 

次に、保険商品の種類およびその仕組みも改正前商法の制定当時のものよりはるかに複

雑となった。少子高齢化・非婚化が進む中、国民や社会が求める保険ニーズは、遺族等の

ための死亡保障のみでなく、医療保障、老後保障、そして介護保障等、多様化・高度化し

つつある。 

さらに、改正前商法の制定当時には、保険契約者、被保険者、保険金受取人（以下、合

わせて「保険契約者等」をいう）保護の観点が強く意識されていなかったと思われるが、

現代社会では、日常生活において様々な保険が広く利用されている反面、保険をめぐるト

ラブルも増えてきた。そのため、保険契約者等の保護は法律上の重要な課題となっている。 

(2) 硬直的な規定が多数存在 

明治 32 年に改正前商法制定後、明治 44 年に一部の規定が改正されただけで、100 年近

くにわたり、実質的な改正が行われておらず、表記も片仮名・文語体のままであった。中

には、古い時代の理論に基づいた硬直的な規定が多数存在し、社会経済の発展にも保険実

務にも適合していなかった。もっとも、改正前商法の中の保険に関する規定の多くが任意

規定と解されているから、これらの社会経済の発展に適合しない規定については、これま

では約款の規定で補ってきた。しかし、その結果、実際の保険実務は法律上の規定と乖離

する状態が続いていた。社会経済構造の変革の中でそのような状態を存置させるわけには

いかず、現代社会に合った適切なものとする必要があるとの指摘がされていた。 

(3) 民事・刑事基本法制整備の流れ 

平成 12（2000）年 12月 1日閣議決定された「行政改革大綱」は、「社会経済構造の変革

と事後監視型社会への転換に対応し、国民や企業の経済活動に関わる民事・刑事の基本法

について、抜本的に見直す。また、その用語・表記法においても、新たな時代にふさわし

く、かつ国民に分かりやすいものとする」との基本方針を示した。続いて、翌年 6 月 12

日の「私法制度改革審議会意見書」が、国民に分かりやすい司法の実現のため、法文の現

代語化等、分かりやすい法令内容とする基本法制の整備を促した。さらに、平成 18 年 1

月 20日閣議決定の「平成 18年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」は、グロー

バル化等企業経営の環境変化に対応する一環として、保険法制の見直しを含む民事・刑事

基本法制の整備に取り組むことを宣言した5。 

また、平成 17（2005）年、民法典の現代化・現代語化、平成 18 年、会社法が商法典か

                                                   
5 竹濱修「保険法制定の背景と今後の展望」ひろば 61巻 8号 13頁（2008）。 
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ら切り離されて単行法となったなど、多くの法律が相次いで改正・施行された。こうした

法制整備の流れの中で、保険契約法の現代化も不可避のものとなった。 

 

2 保険法改正の趣旨および主要な改正点 

改正前商法の中の保険法を全面的に見直し新たな法典を制定した趣旨等について、保険

契約に関する法制を現代の社会経済に的確に対応したものとするため、共済契約をその適

用対象とするとともに、傷害疾病保険に関する規定を新設するほか、保険契約者等を保護

するための規定を整備し、表記を現代用語化することであると説明されている6。 

かかる趣旨を踏まえて行われた生命保険契約に関する主要な改正点は、表記の現代用語

化のほかに、次の 5点が挙げられる。 

①いわゆる傷害疾病定額保険に関する規定の新設 

②保険契約者等の保護の強化（契約締結時の告知についての規定の整備、保険給付の履

行期についての規定の新設、片面的強行規定の導入等） 

③保険金受取人の変更に関する規定の整備（保険金受取人の変更ルールの整備、遺言に

よる保険金受取人の変更の新設、保険金受取人先死亡の場合における保険金請求権の

帰属の明確化等） 

④モラル・リスク防止の強化（被保険者同意のルールの整備、被保険者による解除請求

の新設、重大事由による解除の新設等） 

⑤保険契約当事者以外の第三者との法律関係の規定の整備（保険金受取人の介入権の導

入等） 

 

3 生命保険の実務経験と法務経験 

 私は、1991年 4月に明治生命（現明治安田生命）保険相互会社に入社して以来、二十年

以上にわたって保険会社の業務に携わってきた。その間に、国際業務、営業実習、支社、

（国内）新市場開発、企画、コンプライアンス統轄、法務、リスク管理統括、事務サービ

ス企画、国際事業部署に配属され、多くの分野における生命保険の実務と法務を経験して

きた。 

 特に、法務部署所属の 5年間、社内の法務相談・法務チェック、紛争・訴訟（含む裁定、

                                                   
6 法制審議会保険法部会の部会長を務めた山下友信教授は、衆議院法務委員会（平成 20年 4月 22日）に

おける参考人としての意見陳述による（第 169回国会衆議院法務委員会の会議議事録）。 
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調停等）の対応、差押・質権設定・破産等の書簡処理において、保険実務に現れた種々の

問題の法的な解決に携わっていた。その中では、第三者のためにする生命保険契約をめぐ

る法務相談やトラブルが多かった。その際、学説や判例・裁判例など多くの文献を参考に

していたが、学説の理論に保険実務の実態とかけ離れたところがあること、判決例の結論

に疑問を感じたこと、解決するための法的根拠が見つからなくて戸惑ったことはしばしば

あった。 

 また、2004 年に法務部署に異動した後は、いわゆる保険会社の保険金不払問題7が社会

的に注目されていた。これは、保険事業の在り方の問題のみでなく、保険者等保護の法的

課題でもあったとの見解が示されている8。不払問題の対応を通じて、健全な生命保険事業

の運営を行うためには、法に基づいて、モラル・リスクを防止し契約者間の公平性を維持

することが必要である一方、保険契約者等の保護も重視しなければならないことを痛感し

た。 

 

4 研究の目的 

本論文は、保険法における第三者のためにする生命保険契約およびそれと関係する固有

事項についての研究である。 

改正前商法のもとで、「他人のためにする生命保険契約」をテーマとする研究が数多く

先行されてきたが、本論文においては、特に従来から注目されているもの、これまで展開

されてきた法律論争に立法的な決着がついたもの、あるいは保険法に明確な規定が設けら

れておらず、引き続き解釈論や約款に委ねられている主要な論点を取り上げて、理論と実

務の両視点から、第三者のためにする生命保険契約の本質と法理を明らかにしようとする

ものである。 

 これまで、第三者のためにする生命保険契約に関してすでに発表した拙論は、以下のも

のがある。 

 ①「保険金受取人指定・変更の立法に関する一考察」 

法学政治学論究第 81号 pp.193-228（2009） 

                                                   
7 数多くの保険会社（生命保険会社、損害保険会社）が不当に保険金の支払を拒絶し、保険契約者側の理

解・認識不足に応じて保険金（給付金や配当金を含む）を支払わずにおり、あるいは複雑な保険商品が

多くなったために、保険者側の者でも、支払がされることの案内が十分にできないといった不適切な対

応・体制があり、社会的批判が大きくなった問題。2005年 2月発覚から 2007年 3月まで、生損保合わ

せて 7回・28社が金融庁から行政処分を受けた。 
8 萩本修「保険法の制定に至る経緯と概要」ひろば 61巻 8号 16頁（2008）。 
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 ②「第三者のためにする生命保険契約に関する考察」 

法学政治学論究第 83号 pp.69-105（2009） 

 ③「保険金受取人の介入権に関する一考察」 

法学政治学論究第 88号 pp.37-72（2011） 

 ④「中国の保険法の人保険契約における保険金受取人をめぐる諸問題」 

保険学雑誌第 615号 pp.205-224（2011） 

 本論文は、上記の研究成果を踏まえて展開し、深く掘り下げたものである。 

 本研究により、保険法の研究者が保険実務の実態を理解するとともに、保険実務者が保

険法の立法趣旨、理論構成を正しく理解し、実務運営により的確に反映するための一助と

なればと願うものである。 

 

第 2節 研究内容と研究方法 

 

1 論文の構成および研究内容の概説 

本論文は、序章、本論（10章）、終章の合計 12章よりなる。以下において、本論の部分

について概説する。 

第 1章（第三者のためにする生命保険契約の特質） 

第三者のためにする生命保険契約は、保険法上、損害保険契約との共通事項であり、民

法上の第三者のためにする契約の一種として位置づけられている。したがって、本章では、

民法上の第三者のためにする契約の立法上の変遷（含む立法上参照とされた外国法）を追

跡したうえ、民法上の第三者のためにする契約および第三者のためにする損害保険契約と

比較しながら、第三者のためにする生命保険契約の特質を明らかにする。 

第 2章（被保険者の同意） 

保険法は、第三者のためにする生命保険契約を含む他人の死亡保険契約について、①契

約の締結時、②契約成立後の保険金受取人の変更時、および③保険事故発生前の保険給付

請求権の譲渡・質入れ時に効力要件としての被保険者の同意を必要としている。本章では、

まず被保険者の同意を必要とする立法趣旨および三つの弊害（モラル・リスク、賭博保険、

人格権侵害）防止の立法例を確認する。それから、それぞれの仕組み、法理、相違点およ

び改正点を考察する。 
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第 3章（被保険者による解除請求） 

本章は前章に関連するものである。被保険者による解除請求は、モラル・リスク防止の

強化のために創設された新しい制度であり、外国に類似の立法例がみられず、日本の保険

法上の特色の一つである。本章では、同制度の創設経緯、立法趣旨等を明らかにしたうえ

で、当該制度の仕組み、法理、解除請求の法定事由および重大事由による解除との関連性

を考察するとともに、実効性の課題を指摘する。 

第 4章（保険金受取人の指定） 

保険法上、保険金受取人指定の有無にかかわらず、保険契約締結時には保険金受取人は

定められていることを前提とする理由で、「指定」という文言を使用しないこととされてい

る。しかし、理論上、第三者のためにする生命保険契約を締結するには保険金受取人の指

定が必要とされ、現在の実務上も依然として存在し、かつそれに関するトラブルが生じや

すいことから、その理論構成を確認する意義があると考える。したがって、本章では、保

険金受取人指定の有効性、表示行為などをめぐる解釈について改めて検証する。 

第 5章（生前の意思表示による保険金受取人の変更） 

保険法には、保険金受取人の変更について、生前の意思表示による変更と遺言による変

更の二つの異なる法的類型の規律が存在している。本章は、保険契約者の生前の意思表示

による保険金受取人の変更に関する内容である。改正前商法の規定上、保険金受取人変更

の効力発生要件などについて必ずしも明確ではなかったため、保険法はそれを全面的に見

直していた。本章では、主として保険金受取人の変更について、保険法ではどのように整

備されているのか、生前の意思表示の「発信」と「到達」はどのように解釈されるべきか、

従来の学説・判例および保険実務にどのような影響を与えているかを分析する。 

第 6章（遺言による保険金受取人の変更） 

これは新設された制度であり、高齢化社会のニーズに応えるという保険法改正の趣旨が

反映されているものである。本章では、同制度導入の背景、立法趣旨等を踏まえ、生前の

意思表示による変更と比較しながら当該制度の仕組み、理論構成および民法上の遺言規定

との関連性を考察し、遺言による保険金受取人の変更の法理を考察する。 

第 7章（保険金受取人先死亡の場合の保険金請求権の帰属） 

保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合における保険金請求権の帰属につい

て、改正前商法上直接定めていなかったものの、外国立法例にない保険金受取人中心主義

を採用した。保険法はそれを一層明確化した。本章では、まず立法沿革を通じて保険金受
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取人中心主義が採用された経緯を明らかにしたうえ、問題点の所在、学説の議論、重要な

判例・裁判例を整理する。次に保険法の理論構成を解明するとともに、事例をもって未解

決事項に関する解釈を試みる。さらに、日本、欧米、中国において、保険金受取人先死亡

の場合の保険金請求権の帰属をめぐる保険契約者の一般的意識に関するアンケート調査を

実施した結果および得た示唆を述べる。最後に、保険金受取人中心主義を採用した日本の

立法上の限界を指摘するとともに、その解決案を提示する。 

第 8章（保険金受取人の介入権） 

これは新しく導入された制度であり、保険契約当事者以外の第三者との法律関係の規定

を整備するという保険法改正の趣旨が反映されているものである。しかし、保険法の規定

は、介入権制度の基本的な仕組みに関する規律を設けるにとどまるため、条文上少なから

ぬ不透明な点が存在し保険実務上も対応に戸惑うところがある。本章では、立法の経緯、

制度の理論構成を考察し、ドイツの介入権制度と比較しながら、同制度の特徴および意義

を示すとともに、解釈論上どのような学説があるかを考察し、介入権制度の趣旨等に照ら

しながら、保険実務にかかる不透明な点を絞ってその解明を試みたい。 

第 9章（保険料積立金の払戻し） 

本章は、前章の制度にかかわる内容であり、契約当事者間の衡平性の確保とその適切な

利益の調整という保険法の重要な規範目的を具現化したものである。本章では、保険料積

立金の定義、責任準備金と解約返戻金との関連性および相違を整理したうえで、保険法上、

保険料積立金の算出方法がどうなっているか、どのような場合に払い戻さなければならな

いか、どのような場合に払い戻す必要がないかを明らかにする。なお、解約返戻金の立法

に至らなかった理由についても考察する。 

第 10章（中国保険法における保険金受取人の地位） 

本章第 4節「中国保険法の研究趣旨」を参照されたい。 

 

2 研究方法 

本論文の各章において、おおむね以下の流れと研究手法によって研究を行っている。 

第一に、まず、総説において関連用語ないし基本的概念、立法趣旨ないし改正趣旨お

よび関連規定の概要を説明する。 

第二に、ロエスレル草案まで遡って立法の変遷を追跡し、当初の立法趣旨および改正前

商法規定の理論構成を確認するとともに、比較法的見地から改正前商法規定の立法や解釈
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に大いに参考とされてきた欧州大陸諸国および英米その他の国の立法現状ないし立法動向

を概観し、必要な場合は詳細に記述する。 

第三に、改正前商法のもとに存在していた主要な問題点を取り上げたうえで、それに関

する学説や重要な判例・裁判例を振り返りながら整理し、特に保険法改正に繋がる解釈論

的・立法論的な議論に主眼を置き、保険法改正の背景を探求する。 

第四に、保険法に先立った研究会で行われた諸立法試案を含め、保険法の制定に至るま

での立法過程における主な議論、審議状況を確認しながら規定の趣旨を正確に把握する。 

第五に、関連規定を精緻に吟味し、新しい保険法のもとでの理論構成を分析するととも

に、改正前商法の相違点を分析し、保険法による実質的な改正点を明らかにする。また、

必要に応じて保険業法や監督指針、民法、民事執行法、破産法等他の法律との関連性につ

いても言及する。さらに、規律に至らずに、解釈に委ねられている事項についても、これ

までの学説や判例・裁判例に照らしながら、保険法の趣旨に基づいて、解釈を試みる。 

最後に、改正前商法のもとでの保険実務および保険法の成立・施行の保険実務への影響、

生命保険会社の対応などを紹介するとともに、規定の特色、意義を評価したうえ、今後に

残された課題を指摘し、若干の展望を加えて各章のむすびにかえることとする。 

その他、第 7章において、保険金受取人先死亡の場合の保険金請求権の帰属についての

保険契約者の真意を探るという視点に立脚し、国別アンケートにより保険金受取人先死亡

の場合の保険金請求権の帰属をめぐる保険契約者の一般的意識に関する調査を行い、その

結果を掲げて私見を述べ、とりわけ、第三者のためにする生命保険契約の法的在り方につ

いて、立法的提言、保険実務の対応に関する提案を試みる。 

中国保険法の研究手法等に関しては、本章の第 4節を参照されたい。 

なお、本論文では、法律名を記載せずに条文を引用するものは全て保険法の条文である。 

 

第 3節 各章の共通事項に関する特筆事項 

 

1 立法沿革 

(1) ロエスレル草案 

ロエスレル9草案は、明治 14（1881）年 4 月の起稿から明治 17（1884）年 1 月の終了ま

                                                   
9 ロエスレル（Karl Friedrich Hermann Roesler。(1834.12.18－1894.12.2）は、ドイツのロストク（Rostock）

大学国家学教授であったが、明治 11（1878）年外務省法律顧問として招かれ憲法の起草にあたり伊藤博
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で、2年 9か月を要した。同草案は、フランス商法をはじめドイツ、フランス、オランダ、

イタリアなどヨーロッパ諸国の商法を参考になされたものである10。 

ロエスレル草案では、保険契約と保険業法的な規定が設けられており、うち、生命保険

契約法に関する規定は、第 1編「商ヒ一般ノ事」第 11巻「保険」第 5款「生命保険疾患保

険年金保険」（740条～751条）にあった。 

(2) 明治 23年商法 

明治 23年商法（明治 23年法律第 32号）は、明治 23（1890）年 4月 26日公布されたが、

外国法模倣や本来の慣習無視との非難が起こり、いわゆる法典論争に巻き込まれたため、

数回にわたりその施行が延期された。結局、明治 31（1898）年 7 月 1 日から明治 32 年商

法が施行された明治 32（1899）年 6 月 16 日までの 1 年足らずの間しか施行されることが

なかった11。 

明治 23 年商法は、基本的にロエスレル草案を基にして制定されたもので、ロエスレル

草案と同様に、保険契約と保険業法的な規定が設けられていた。その中で、生命保険契約

法に関する規定は、第 1編「商ノ通則」第 11章「保険」第 5節「生命保険病傷保険及ヒ年

金保険」（677条～688条）にあった。 

 (3) 明治 32年商法 

明治 32 年商法（明治 32 年法律第 48 号）は、明治 32（1899）年 3 月 9 日公布、同年 6

月 16日から施行され、この中において、陸上保険として損害保険と生命保険に分けて規定

された。これが改正前商法の元であり、日本の保険契約に関する私法の基本規定であった。

明治 32商法においては、生命保険契約に関する規定は、第 3編「商行為」第 10章「保険」

第 2節「生命保険」（427条～433条）にあった。 

(4) 明治 44年商法 

明治 44 年商法（明治 44 年法律第 73 号）は、明治 44（1911）年 5 月 3 日に公布、同年

10月 1日から施行された。明治 44年商法は、明治 32年商法に対する改正であり、生命保

険契約法に関しては、明治 32年商法と同様に、第 3編「商行為」第 10章「保険」第 2節

「生命保険」（427条～433条）に定められていたが、少数の規定の改正が行われたほかは、

昭和 13（1938）年の改正（条文数の変更のみ）を経て、そのまま改正前商法 629 条～683

条に引き継がれていた。 

                                                                                                                                                     
文・井上毅らに協力するとともに商法草案を起草した。 

10 ヘルマン、リヨースレル「商法草案脱稿報告書」ロエスレル 1頁。 
11 青谷和夫「比較保険契約法序説」所報 36号 12頁（1976）。 



10 

 

2 外国立法例 

改正前商法の保険契約法の立法や解釈において大いに参考としてきたヨーロッパ諸国

においては、20世紀の末期頃から保険契約法に関する改正が行われてきた。 

たとえば、1989 年にはフランスの保険法典（1976 年に保険契約法と保険監督法が統合

されたもの）が改正され、それ以降も実際の問題を迅速に対応するために適宜に改正され

つつある。1992年にはベルギーで新しい保険契約法が制定され、2004年にはスイスの保険

契約法が改正された。そして最も注目すべきは、2007 年にドイツ保険契約法が 1908 年の

制定から約 100年ぶりに大改正されたことである。2008年 1月 1日施行のドイツ新保険契

約法は、①消費者保護を高めること、②適切な利益調整を図ること、③生命保険を現代化

することの三つの重要な理念に基づき、抜本的な改正が行われたものである12。 

各国における法改正の内応については、それぞれ、契約ルールの基礎となる民法や執行

法等の内容が異なることや、保険契約法と保険監督法の役割が異なること等から、単純に

比較することはできないが、保険契約者等の保護の観点からの改正事項が多いのが特徴で

ある。 

 

3 保険法制定前試案13 

(1) 生保試案 

生命保険契約法の近代化・現代化のための研究を目的として、昭和 62（1987）年 6月に

学者と生命保険業界の実務家から構成された生命保険法制研究会が設立された。同研究会

は、10年余の慎重な検討を経て、平成 10（1998）年 9月に「生命保険契約法改正試案（1998

年版）」、「傷害保険契約法新設試案（1998年版）」および「疾病保険契約法新設試案（1998

年版）」ならびに各試案の理由書を刊行した。 

その後、生命保険業界の要望事項を受けた社団法人生命保険協会では、平成 11（1999）

年 5月に新たな研究会として、生命保険法制研究会（第二次）を発足し、上記の三つの試

案とその理由書の全内容について重ねて検討を進め、平成 14（2002）年 3月に、生命保険

契約法改正試案に関して、同試案・理由書に修正を加えた上で、「生命保険契約法改正試案

（2002年修正版）理由書」を公布した。 

さらに、生命保険法制研究会（第二次）では、より良き「生命保険契約法改正試案と同

                                                   
12 ドイツ保険契約法（訳）「はしがき」[新井修司]。 
13 生保試案理由書「はしがき」等参照。 
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理由書」および「疾病保険契約法試案と同理由書」の完成のため、引き続き第四読会にお

いて、会員の研究討議による見直しを行い、平成 17（2005）年 6月に「生命保険契約法改

正試案（2005年確定版）」（以下、「生保試案」という）と「疾病保険契約試案（2005年確

定版）」（以下、「疾病試案」という）およびそれぞれの理由書を公布した。 

(2) 傷害試案 

改正前商法には傷害保険契約に関する規定は設けられていないことから、傷害保険契約

法の新設のための試案として、損害保険法制研究会の作成した「傷害保険契約法（新設）

試案〔1995年確定版〕」と生命保険法制研究会の作成した「傷害保険契約法新設試案〔1998

年版〕」が公表されていた（ここまでの経緯は上記(1)参照）。しかし、内容が相当に異なり、

並存している上記 2つの試案の調整・一体化の必要があるとから、社団法人日本損害保険

協会および社団法人生命保険協会の両協会の協賛と実質的協力を得て、平成 12（2000）年

6月に「傷害保険契約法研究会」が発足した。その研究の成果として、平成 15（2003）年

6月に「傷害保険契約法試案（2003年版）（以下、「傷害試案」という）」およびその理由書

が公布された。 

(3) 疾病試案 

疾病保険は、人の疾病に関して保険給付を行う保険であるが、改正前商法は、傷害保険

と同様に疾病保険に関する特別の規定を設けておらず、従来は、疾病保険契約に関する権

利義務関係はすべて保険約款の定めおよび改正前商法の規定の類推適用ないし準用により

規律されてきた。しかし、国民各層における疾病保険に対するニーズは益々高まっており、

これに応えて生命保険会社、損害保険会社とも、多種多様な疾病保険を販売するようにな

ってきている。このような状況のもとでは、損害保険契約や生命保険契約と同様に、疾病

保険契約に関しても契約当事者の基本的な権利義務関係については法律による合理的な規

整を図ることが不可欠であるという考え方に基づいて疾病試案をまとめることとした。そ

の制定経緯は、上記(1)参照。 

傷害保険と疾病保険の内容は大部分が共通している。傷害保険と疾病保険に関する法規

整は、一つの試案としてまとめることも十分考えられるが、疾病保険契約法の在り方に関

する考え方をより明確に示すために、規定の内容が生保試案または傷害試案と共通する場

合でも、準用という立法技術によらず、自足的試案として規定することとされた14。 

 

                                                   
14 生保試案理由書 185頁。 
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4 法制審議会保険法部会の検討等 

保険法制定（改正）に至る経緯15は、以下のとおりである。 

平成 18（2006）年 9 月 6 日、法制審議会第 150 回会議において、法務大臣から保険法

の見直しについての要綱を示すことを求める諮問（諮問第 78 号16）がなされた。これを受

けて、法制審議会保険法部会（部会長・山下友信東京大学教授。以下、「保険法部会」とい

う）が設置され、同年 11月から調査・審議を開始した。 

保険法部会は、平成 20（2008）年 1 月まで合計 24 回の会議を開催した。この間、平成

19（2007）年 8月 8日の第 14回会議において、「保険法の見直しに関する中間試案」（以下

「中間試案」という）とその補足説明（以下「補足説明」という）を取りまとめ、これを

公表するとともに、同年 8月 14日から 9月 14日までの 1か月間、意見募集（パブリック・

コメント）の手続に付して広く国民の意見を求めた。 

その後、同部会は、パブリック・コメントの結果も踏まえてさらに審議を進め、平成 20

年 1月 16日の第 24回会議においては、「保険法の見直しに関する要綱案」（以下、「要綱案」

をいう）を取りまとめ、これが同年 2月 13日の法制審議会第 155回会議で最終的に承認さ

れ、ここに「保険法の見直しに関する要綱」（以下、「要綱」という）が確定された。 

この要綱を踏まえて、法務省において法律案の立案作業が進められ、平成 20 年 3 月 4

日の閣議決定を経て、同月 5日に保険法案（閣法第 65号）および保険法の施行に伴う関係

法律の整備に関する法律案（閣法第 66号）が内閣提出法案として第 169回国会に提出され

た。両法案は、衆参両院ともに法務委員会に付託され、審議、質疑、参考人からの意見聴

取（参考人質疑）を含む審議が行われた結果、同年 4 月 30 日に衆議院で、次いで 5 月 30

日に参議院で、いずれも原案のとおり可決され、法律として成立した。なお、衆参両院の

法務委員会で、附帯決議が付された。そして、同年 6月 6日、平成 20年法律 56号および

57号として公布され、その公布の日から 2 年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行されることになった（附則 1 条）。 

 

 

                                                   
15 萩本・新法の概説 1頁以下等参照。 
16 見直しのポイントとして、①商法が定める保険の類型の見直しおよび傷害・疾病保険契約についての

典型契約としての規制の創設、②損害保険契約に関し（略）、③生命保険契約に関し、高齢化社会等に

鑑みて多様なニーズにこたえられるようにする規律の見直し、④その他保険契約者保護等に配慮した

保険契約の成立、変動、終了に関する規律の見直しが挙げられた。 
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5 傷害疾病定額保険 

(1) 新設の理由 

改正前商法制定の当時には、実務上傷害・疾病保険契約が存在しなかったため、改正前

商法には傷害・疾病保険契約についての規定はなかった17。傷害疾病保険契約をめぐる法

律関係は、主として保険約款によって規律されてきた。 

しかし、現代社会においては、入院保険やがん保険などのように、傷害疾病保険契約は

広く普及し、国民生活においても重要な役割を果たしている。そこで、保険法は、このよ

うな実情を踏まえ、傷害疾病保険契約を法律上明確に位置付けるために、これに関する規

律を新たに設けることとした18。 

(2) 保険法の区分 

傷害疾病保険契約には、生じた損害を填補するものと、生じた損害に関係なく一定額の

保険給付を行うものとがある。保険法では、損害填補方式の傷害疾病保険を損害保険契約

の一種として整理し、「傷害疾病損害保険契約」として定義づけられ（2 条 7 号）、損害保

険契約一般に関する規定を適用することとしている。ただし、当該種類の契約には人保険

としての性質もあることに鑑み、さらに必要な特則を設けている（34条、35条）。一方、

定額給付方式の傷害疾病保険は、損害保険ともまた生命保険とも異なる契約類型であるこ

とから、保険法では、「傷害疾病定額保険契約」として定義づけられ（2 条 9 号）、独立し

た章（第 4章）を設けて定めることとしている（66条～94条）19。 

生命保険契約と傷害疾病定額保険契約は、いわゆる定額保険という点で共通している。

どちらにも人の死亡に関して保険給付を行うものが含まれているが、死亡の原因を一定の

傷害や疾病に限定しているものを傷害疾病定額保険契約に分類し、このような限定をして

いないものを生命保険契約に分類する（2条 8号）20。 

もっとも、保険法の区分と保険業法の区分が一致していない（下表参照21）。保険業法に

おいては、傷害・疾病保険契約（定額給付方式、損害填補方式）、傷害死亡給付契約を第三

分野として規定し、疾病死亡給付契約を生命保険として規定している。 

                                                   
17 甘利=山本・論点と展望 10頁[落合誠一]、潘・概説 283頁。 
18 補足説明 99頁参照。 
19 萩本・一問一答 16頁、甘利=山本・論点と展望 10頁参照[落合誠一]。 
20 答萩本・一問一答 15頁、甘利=山本・論点と展望 10頁参照[落合誠一]。 
21 金融審議会金融分科会第二部会「保険法改正への対応について」（平成 20年 1月 31日）7頁参照 

<http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20080208-2.html>。 
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この点については、保険業法上の保険種別の分類は概ね定着しており、また、理論的に

も契約の当事者間の民事ルールを規律する保険法と、保険契約者等の保護を図るために保

険会社に対する監督・規制等を規律する保険業法との立法目的を踏まえれば、両者が一致

していなくとも問題は生じないものと考えられている22。 

(3) 本論文の位置づけ 

改正前商法には、傷害疾病定額保険契約の規定が存在しないため、本論文においては、

保険法との立法比較、従来の学説・判例等について生命保険契約を対象として論じること

にとどめる。 

また、傷害疾病定額保険契約は、生命保険契約と同じく定額の人保険であることから、

保険法においては、多くの事項が生命保険契約と共通の規定が設けられ、解釈論上も特に

異なることはない。したがって、本論文においては、重複の記載は行わず、基本的に生命

保険契約の規定に即して記述する。傷害疾病定額保険契約については、生命保険契約と異

なる点および傷害疾病定額保険契約の特有事項のみを取り上げて論じることとする。 

 

6 規定の性質 

(1) 片面的強行規定導入の理由 

改正前商法の保険契約法に関する規定は、強行規定と解されている一部の規定（改正前

商法 674条等）を除き、任意規定と解されており、その内容と異なる合意が約款等によっ

てなされた場合には、基本的にはその合意が優先することになる23。しかしながら、保険

契約の付合契約性、保険契約者と保険者との情報量・交渉力の格差等があることから、約

款や特約によって保険契約者等の側に不利な特約が締結されることがありうる。 

                                                   
22 金融審議会金融分科会第二部会・前掲注(21)2頁。 
23 甘利=山本・論点と展望 15頁[萩本修]。 

傷害

・

疾病

保険

傷害死亡給付

（定額給付方式）

疾病死亡給付

（定額給付方式）

改正前商法 保険法 保険業法

定額給付方式 規定なし 傷害疾病定額保険

傷害・疾病保険
（第三分野）

損害てん補方式 損害保険 傷害疾病損害保険

規定なし 傷害疾病定額保険

生命保険
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そこで、保険法は、契約自由の原則から当事者間の合意を尊重することを基調としつつ

も、保険契約者等の保護をより確実なものとするために、相当数の規定を、規定の本来の

性質として任意規定であるものの、政策的に片面的な強行規定を導入するとした。また、

これらの規定の性質が明確になるように、個別の条文でその旨を明示している。 

 (2) 保険法における規定性質の分類 

保険法の規定は、その性質上、任意規定、強行規定（絶対的強行規定）、片面的強行規

定の 3種類に区分されている。その定義は、それぞれ以下のとおりである。 

①「任意規定」は、それに反する約定（約款または特約の条文）があっても契約は無効

とならない。 

②「強行規定（絶対的強行規定）」は、それに反する約定は無効となる。 

③「片面的強行規定」は、約定が保険契約者等に有利な内容であれば保険法の条文に反

する内容であっても無効とならないが、保険契約者保護の立場から、保険法の規定よ

りも保険契約者等に不利な内容に該当する場合は、無効となる。 

保険法上、前述のように片面的強行規定についてはその旨が明示されている一方、強行

規定および任意規定については、特段その性質を明示する規定は設けられていない。した

がって、明文で片面的強行規定とされている規定以外の規定が任意規定か強行規定かは、

他の法令と同様、各規定の趣旨に照らして判断されることになる。 

そして、強行規定に該当するか否かについては、①規定の内容からして当該規定に反す

る約定が他の法律との関係で認められないこと、②規定の趣旨が公序の点にあるため、当

該規定に反する約定を認めるべきではないこと、といった観点から判断されるものと考え

られる。 

 

第 4節 中国保険法の研究 

 

1 研究の背景 

(1) 中国の生命保険市場の変化24 

三十年前の中国は計画経済の時代（1949年の中華人民共和国建国から文化大革命が終息

した 1977年まで）にあり、社会主義の国であるため生命保険は不要とされ、民間保険業務

は廃止された。都市部の従業員の住宅、年金、医療はすべて所属企業・組織が面倒を見て

                                                   
24 李鳴「中国人の保険意識の変化」＜http://www.keio-hoken.jp/column/740/＞（2013/1/16） 

http://www.keio-hoken.jp/column/740/
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いた。一方、農村部の農民のほとんどは、そもそも保険に加入する経済的余裕がなかった。

それに加え、｢養児防老｣（子を養って老に備える）という伝統的な思想が強かったため、

保険意識どころか、多くの人々は保険とは何かということさえも知らなかった。 

改革開放（1978 年）後、中国の保険産業は継続的に著しい発展を遂げ25、生命保険料収

入のランキングでは世界第５位になった26。保険が社会で普及するにつれて、人々の保険

意識も大きく変わった。今、「貴方は保険に加入していますか」は、挨拶用語としてよく聞

かれ、お金を払って安全、安心を求めることは現代生活の基本的な潮流になってきた。「買

車、買房、買保険」（マイカー、マイホーム、マイインシュアランス）が現代生活の三

大消費となり、中産階級（中流階級）のシンボルともいわれている。GDPで既に世界第 2

位、13億人以上の人口を抱える中国が米国・日本を抜いて世界第１位の保険大国になるの

も、それほど遠い将来ではないと思われる27。 

一方、これまで保険規模の拡大に頼った成長から、質（保険商品・お客さまサービス等

の質）の高い成長への転換が追われている。 

(2) 中国保険法の立法沿革28 

中国保険契約法の立法史は、清朝の末期である 1904 年に起草された『欽定大清商律』

まで遡ることができる。これは、日本の明治 44年商法を模倣したものであるが、清王朝が

崩壊したため、公布されずに廃案に帰した。その後、民国政府による中国初の保険契約法

である「保険法」が「保険業法」とともに制定され、幾度の修正を経て 1937年に公布され

た。しかし、残念なことに、当時の社会経済制度の混乱およびその後の第二次世界大戦の

勃発のため、いずれも実施に至らなかった。 

1949 年中華人民共和国建国後、国内の保険業務が停止したため、80 年代後半までは保

険法の立法が止まっていた。1985年 3月 3日に、国務院は、保険業法に相当する『保険企

業管理暫定条例』を公布したが、以上のように中国では長い間に保険法典は存在していな

かった。 

「中華人民共和国保険法」（以下、「中国保険法」といい、条文を引用する場合は「法」

                                                   
25 過去 30年間の生命保険料収入はほぼ一貫して二桁以上の伸び率で推移。過去 10年間は 21.0％（日本

▲0.7％、米国 1.9%。出典：Sigma,Swiss Re 2012年第 3号「2011年の世界の保険」および同 2002年

第６号から算出）。 
26 日本 2位、米国 1位（出典：Sigma,Swiss Re 2012年第 3号「2011年の世界の保険」）。 
27 2021 年には生命保険料収入のランキングで中国が日本を抜いて第 2 位に躍進する見通し

（Sigma,Swiss Re2011 年第 5 号「新興市場における保険-成長性と収益性」による）。 
28 秦道夫主編『保险法论』48 頁以下（机械工业出版社・2000）。 
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と記す）は、保険契約法と保険業法を合わせた法律であり、1995 年 6 月 30 日に公布・施

行され、その後、2002年 10月 28日に一部の改正を経て、日本の保険法改正とほぼ同時期

に全面的な改正が行なわれ、2009年 2月 28日に新たに公布され、2009年 10月 1日より施

行された。 

(3) 保険法学の理論研究の現状 

以上から分かるように、中国では、保険法の立法が遅かったため、判例・法理論ともま

だ未熟と思われる。近年、優れた研究業績が続々と発表されているものの、保険業法に関

する文献が多いのに対し、保険契約法に関しては相対的に少ない。また、外国の保険法を

紹介するものが多いのに対し、自国の学説は確立されていない。保険法学の教材が多いの

に対し、課題ごとの研究は少ない。その上、取り上げられた課題も基本的な問題にとどま

り、十分に論じ尽くされていない。また、判決集もなく学説も十分に積み重ねられていな

い状態である。そのため、研究文献には最高裁判決例は少なく、学説の引用が少ない。さ

らに、規定の理論構成については、立法趣旨に対する不十分な理解や誤解に基づいて行わ

れた分析や主張も散見されている。要するに、中国保険法に関しては、立法論的・解釈論

的な課題が山積していると感じられる。 

 

2 研究の目的および研究内容 

(1) 研究の目的 

中国保険法は、日本の保険法改正とほぼ同時期に全面的な改正が行なわれた。しかし、

中国保険法の全体系における第三者のためにする生命保険契約に関する法理については必

ずしも明確には整理されていない。本論文においては、日本の保険法の研究を通じて習得

した分析手法や洞察力により、日本の立法論・解釈論から得た示唆に基づき、その解明を

試みる。本論文での中国保険法の研究が、中国の第三者のためにする生命保険契約に存在

する諸問題を解決するための一つの布石となるとともに、日系生保会社の中国での事業展

開・事業運営等にいささかなりとも裨益するところがあれば幸いである。 

(2) 研究内容 

第 10章（中国保険法における保険金受取人の地位）では、保険金受取人の指定・変更、

保険金受取人不存在における死亡保険金の帰属を中心に、中国保険法の 2009年改正で新設

された雇用主である保険契約者の保険金受取人指定制限と同時死亡による死亡保険金の帰

属、立法に至らなかった遺言による保険金受取人の変更に関する議論等を重点的に取り上
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げ、中国の立法、司法および学説の動向を考察する。最後に、保険金受取人に関する中国

保険法の解釈論・立法論に日本と根本的な相違を有する特徴を整理したうえ、中国保険法

の今後の課題にも言及する。 
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第 1章 第三者のためにする生命保険契約の特質 

―民法上の第三者のためにする契約 

および第三者のためにする損害保険契約との対比から 

 

 

第１節 総 説 

 

1 第三者のためにする生命保険契約の概念および類型 

保険契約者自身を保険金受取人とする生命保険契約を自己のためにする生命保険契約とい

う。これに対し、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とする生命保険契約を第三者のた

めにする生命保険契約という1（改正前商法までは「他人のためにする生命保険契約」と称さ

れた）。第三者のためにする生命保険契約には、次の三つの類型がある2。 

①保険契約者が自己を被保険者、第三者を保険金受取人として（たとえば、自己を保険契

約者兼被保険者、妻を保険金受取人として）締結する保険契約。すなわち、保険契約者

と被保険者が同一人で、保険金受取人が別人の場合。 

②保険契約者が自己と異なる被保険者を保険金受取人として（たとえば、自己を保険契約

者、妻を被保険者かつ保険金受取人として）締結する保険契約。すなわち、被保険者と

保険金受取人が同一人で、保険契約者が別人の場合。 

③保険契約者が、自己および自己と異なる被保険者以外の第三者を保険金受取人として

（たとえば、自己を保険契約者、妻を被保険者、子を保険金受取人として）締結する保

険契約。すなわち、保険契約者、被保険者、保険金受取人がそれぞれ別人の場合。 

上記①は自己の生命の保険契約で、②と③の場合は他人の生命の保険契約でもある。保険

実務上は、上記①の場合が最も多い。 

 

2 規定の趣旨および条文の概要 

42 条（本条）は、改正前商法 683 条 1 項、647 条および 675 条 1 項本文に対応するもので

ある。生命保険契約では、多くは、保険契約者が自己の扶養している親族や相続人など特別

の関係にある者に保険給付金を受領させることによって、死後扶養の目的を達成するという

                                                
1 大森・保険法 272頁参照。 
2 野津・法論 645頁、青谷・法論Ⅰ124頁参照。 
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重要な機能を有している。したがって、保険法は、改正前商法の規定を維持して第三者のた

めに生命保険契約を締結することを認めるものとしている。そして、かかる契約にも民法 537

条以下が適用されることを前提としつつ、民法上の第三者のためにする契約の特則として、

保険金受取人の受益の意思表示を不要とするのが本条の立法趣旨である3。 

本条は、保険契約者が契約当事者以外の第三者のために生命保険契約を締結することがで

きることを前提として、その場合において、保険金受取人が生命保険契約の受益、すなわち

保険事故発生（被保険者死亡）による保険給付請求権（保険金請求権）を自己固有の権利と

して当然に取得する旨を定めている。また、本条の規定に反する特約で保険金受取人に不利

なものは無効とする片面的強行規定とされている。 

傷害疾病定額保険契約を規律する 71条は本条に相当するものであり、本条の条文と、「生

命保険契約」が「傷害疾病定額保険契約」に置き換えられている点が異なるが、その他は全

く同じ内容となっている。したがって、本章では、特に断らない限り、第三者のためにする

生命保険契約について論じる。 

 

3 本章の研究意義 

第三者のためにする生命保険契約の特質をめぐる学説において、第三者のためにする生命

保険契約は、契約の最初から最後まで第三者のためにする生命保険の性質を維持するのであ

って、途中で自己のためにする生命保険契約に変わることはないので、保険金請求権は常に

保険金受取人側だけに帰属するという、「現時の保険契約者の一般的意識説」が存在する4。そ

の見解を採用した判例もみられる5。第三者のためにする生命保険性質とは、いったいどのよ

うなものか、なぜそれが絶対に自己のためにする生命保険契約に変わることがないと断定的

に解されるのかにつき、保険金受取人先死亡の場合における保険金受取人の帰属を考察する

際に特に強く疑問をもった（→第 7章参照）。 

また、第三者のためにする保険契約は、民法上の第三者のためにする契約の一種ないし例

外であり、改正前商法から特則がない限りは、一般規定である民法上の第三者のためにする

契約に関する規定が適用されることが一般的解釈である。それゆえ、第三者のためにする生

命保険契約論を十分に理解するためには、民法上の第三者のためにする契約論に関する周到

な検討が不可欠であると考える。これが本研究の主な趣旨である。 

                                                
3 大森忠夫「保険金受取人の法的地位」大森=三宅・諸問題 2頁、山下=米山・解説 281頁[山野嘉朗]参照。 
4 西嶋・変容と考察 63-64頁。 
5 最判平成 4年 3月 13日判時 1419号 108頁。 
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第 2節 立法沿革6 

 

１ ロエスレル草案 

第三者のためにする保険契約が日本の保険法制上に登場したのは、明治 17（1884）年のロ

エスレル草案である。同草案 702 条 2 項において、「他人ノ為ニナシタル保険ハ保険額要求権

ノ譲渡ト同視ス」としていた。これについて、ロエスレルは、「是レ生命保険ニ最モ多ク行ハ

ル、モノナリト雖モ他ノ保険ニ於テモ之ヲ行ナフコトアリ被保険者ハ之ニ依リテ保険額ヲ受

クヘキ人ヲ指定スルモノニシテ已定人未定人（其受取ルトキ何人タルヲ論セス例ヘハ寡婦子

孫若クハ相続人等）ヲ論セス譲渡ヲ為サシムルコトヲ得ヘシ」と説明していた7。 

これにより、当時は、①他人のためにする保険は生命保険において最も多く行われる契約

であること、②保険金受取人の指定権は被保険者に帰属すること、③保険金受取人となる者

は制限されず、配偶者、子孫、相続人でもよいこと、および④契約締結時に保険金受取人を

指定するが、確定とすることも未確定とすることも可能であることが窺える。 

 

2 明治 23年商法 

明治 23 年商法はロエスレル草案を踏まえ、681 条において「他ノ生命又ハ健康ハ其人ノ為

メ又ハ第三者ノ為メ契約上ノ義務ニ依リテ之ヲ保険ニ付スルコトヲ得」と規定し、契約によ

っては他人の生命をその人または第三者（遺族）のために保険に付することが認められてい

た。もっとも、明治 23 年商法は、第三者のためにする保険契約の締結ができることを明確に

定めるに止まり、前のロエスレル草案や後の明治 32 年商法のように法的な性質を推測させる

ような規定の仕方は見られない8。 

 

3 明治 32年商法 

明治 32 年商法は、生命保険については、「保険契約ハ他人ノ為メニモ之ヲ為スコトヲ得此

場合ニ於テハ保険契約者ハ保険者ニ対シ保険料ヲ支払フ義務ヲ負フ」（401 条）との損害保険

の規定を準用している（433条）。 

                                                
6 改正前商法に至るまでの第三者のためにする保険契約の立法変遷については、宮島司「他人のためにする生

命保険契約」法学研究 66巻 12号 93頁以下（1993）、山下=米山・解説 282-283頁[山野嘉朗]等ある。 
7 ロエスレル・121-122頁。 
8 宮島・前掲注(6)94頁同旨。 
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明治 32年商法では、第三者のためにする生命保険契約を締結することができることをより

明文化したうえ、第三者のためにする保険契約において保険契約者が保険者に対し保険料を

支払う義務を有することも定めた。また、第三者である受取人に関しては、明治 32年商法

428条 1項では、「保険金額ヲ受取ルヘキ者ハ被保険者、其相続人又ハ親族ナルコトヲ要ス」

と第三者である保険金受取人になりうるのは被保険者または被保険者の相続人ないし親族に

限るものとされている。これは、保険金をめぐるモラル・リスクを回避するため、および親

族の家計維持を重視するために親族主義を採用したものと考えられる。 

もっとも、明治 32年商法までは、保険金受取人が第三者であるときは、民法上の第三者の

ためにする契約のように、第三者の利益享受の意思表示が必要かという第三者の権利取得の

方式、および利益を直ちに享受するかという第三者の権利取得の時期が不明であった。しか

し、他人のためにする損害保険契約について「被保険者ハ当然其契約ノ利益ヲ享受ス」と定

めた 402条が生命保険には準用されなかった（明治 32年商法 433条）ことに鑑み、他人のた

めにする生命保険契約においては、保険金受取人が利益の享受について意思表示をする必要

があり、直ちに権利を取得することはできなかったと考えられる。 

また、大審院大正 5年 7月 5日判決（民録 22輯 1336頁）は、明治 32年商法には生命保険

契約に関して民法 537 条の適用を除外するとの特則が存在しない以上、保険金受取人が第三

者であるときはその者の権利は民法の通則に従い、利益享受の意思表示をした時に発生しか

つ確定するのであって、第三者が保険者に対する利益享受の意思表示もなく契約と同時に当

然に権利を取得するものではないとの判断を示していた。 

 

4 明治 44年商法 

明治 44 年の商法改正では、改正前商法のような形で、第三者のためにする生命保険に関し

ては、従来と同様に損害保険の規定を準用する（433 条／改正前商法 683 条、401 条／改正前

商法 647条）としている一方、428条ノ 2（改前商法 675条）という独立した条文を設けたう

え、同 1 項において、保険金受取人は当然に利益を享受することを追加した。また、明治 44

年の商法改正により、保険金受取人となる者の範囲が被保険者の親族に限定されるという制

限はなくなった。 

428 条ノ 2 の立法趣旨として、明治 32 年商法において、保険金受取人が第三者である場合

に直ちに利益を享受するのか、それとも受益の意思表示をした時から利益を享受するのかが

明らかでない点について、保険金受取人は別段受益の意思表示をすることがなくても当然保
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険契約による権利を取得すべきことを原則とするが、保険契約者が保険金受取人の変更権を

留保する意思表示をした場合にはそれに従うことを明らかにするためであると説明されてい

た9。 

 

5 改正前商法の規律 

改正前商法 675 条 1 項は、保険金受取人が第三者であるときは、保険契約者が別段の意思

表示をしない限り、その受取人は、受益の意思表示なしに、当然に保険契約上の権利を取得

することができるとしていた。 

また、改正前商法 683 条１項により同 647 条の規定は生命保険契約に準用された。そして、

改正前商法 647 条は、他人のためにする損害保険契約に関する規定であるが、①他人のため

にも保険契約を締結することができること、②その場合には保険契約者は保険者に対し保険

料支払義務を負うことを規定していた。 

改正前商法に定める他人のためにする生命保険契約は、他人のためにする損害保険契約と

同様、民法にいわゆる「第三者のためにする契約」の一種であるが、民法の一般原則（民法

537条 2項）と異なり、第三者である保険金受取人による受益の意思表示を必要としない改正

前商法の規定は、民法に対する特則であると、古くから解されてきた10。 

改正前商法では、他人のためにする生命保険契約における保険金受取人の権利取得の時期、

保険金受取人の権利取得と相続との関係、保険金受取人が保険金請求権以外に解約返戻金請

求権なども取得できるかなどについて明らかではなく、解釈や約款の定めに委ねられていた

ため、第三者のためにする契約に関する民法の一般規定だけでは、法的規整として十分では

ないとの立法論的な批判があった11。 

 

第 3節 外国立法例 

 

1 ドイツ保険契約法 

 ドイツ保険契約法では、生命保険を含む他人のためにする保険契約を締結することができ

ることを明確に認めている（43条 1項）。他人のためにする保険契約が諸事情から認められな

                                                
9 法律新聞社編纂『改正商法理由〔増補 4版〕』377頁以下参照（法律新聞社・1912）。 
10 松本・保険法 246頁、大森・保険法 277頁・100頁、西島・保険法 329頁、中西・生保入門 186頁、山下・

保険法 487頁等。 
11 生保試案理由書 60頁以下・63頁参照。 
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い場合には、その契約は保険契約者の自己のために締結されたものとみなすとしている（同 3

項）。また、保険契約者は疑義があるときには保険者の同意を得ることなく、第三者を保険金

受取人に指定できるとし、かつその指定受取人をさらに変更することができる（159 条 1 項）。 

ドイツ保険契約法では、そのうえで、保険金受取人の保険金請求権の取得時期についても

詳細に定めている。すなわち、保険契約者が保険金受取人の指定撤回（変更）権を留保して

いる場合は、保険事故発生時に取得するが（159 条 2 項）、保険金受取人の指定撤回（変更）

権をあらかじめ放棄した場合は、受取人指定時に保険金請求権を取得することになる（同 3

項）。さらに、保険金受取人指定の解釈についても特別の規律を設けている。すなわち、保険

金受取人が複数で受取割合を定めることなく指定されている場合は、各人は同一の割合で保

険金請求権を取得するが（160 条 1 項）、保険契約者死亡後に保険契約者の相続人が保険金受

取人になった場合は、その相続割合に応じて保険金請求権を取得し、かつ相続放棄は、受取

人指定に影響を及ぼさない（同 2 項）とする。もっとも、保険金受取人が保険者に対する保

険金請求権の取得を拒絶したときは、その権利は保険契約者に帰属する（同 3項）。 

ドイツ保険契約法では、第三者のためにする生命保険契約における保険金請求権の性質に

関して明確な条文を置いていないが、多数説は、保険金請求権は相続財産に属さないと解し

ている12。 

 

2 フランス保険法典 

 フランス保険法典では、第三者のためにする生命保険を認め、受取人指定方式については

具体的な規律がみられる（L.132-8 条）。そして、保険金受取人が保険金を得るには受益の意

思表示を要し、保険金受取人がひとたび受益の意思を表示すれば、保険契約者は保険金受取

人の指定を撤回（変更）することができない（L.132-9 条 1 項）。他方で、保険金受取人が保

険金受益の意思表示をしない限り、保険契約者は保険金受取人の指定を撤回（変更）するこ

とができるとされる。その撤回（変更）権は保険契約者のみに帰属する（L.132-9条 2項）。 

保険金受取人が受益の意思を表示した場合の保険金請求権の取得時は契約日である

（L.132-12 条後段）。保険金受取人の指定なしに締結された場合における保険金請求権は保険

契約者の財産もしくは相続財産の一部となる（L.132-11 条）。さらに、死亡保険金等は被保険

者の相続財産の一部とはならず、保険金受取人の固有財産であることを明確に定めている

（L.132-12条前段）。 

                                                
12 山下・現代 57頁、山下=米山・解説 285頁[山野嘉朗]。 
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フランス保険法典で例外的に受益の意思表示を第三者の権利取得の要件とするのは、後述

のフランス民法典の「第三者のためにする契約」の原則が保険契約法でも一貫して適用され、

保険金受取人の権利が強化されているという趣旨である13。したがって、保険契約者がこれに

対抗する唯一の手段は、保険契約を解除することであると解される14。 

 

3 イタリア民法典 

イタリア民法典では、第三者のためにする生命保険契約の有効性と保険金請求権が保険金

受取人の固有財産であることを明確に認めている（1920 条 1 項、3 項）。受取人指定変更権は

保険契約者の一身専属権であり、保険契約者の相続人はそれを受け継ぐことができない

（1921条 1項但書前段）。保険金請求権は保険事故発生後、保険金受取人が受益の意思を表示

した時に確定することとされている（1921条 1項但書後段）。そして、保険金受取人が保険金

受益の意思表示をしない限り、保険契約者は保険金受取人の指定を撤回（変更）することが

できる（1921条 2項前段）。他方、保険契約者が受取人の指定撤回権を放棄し、または保険金

受取人が書面により受益の意思を表示した場合には、その受取人の指定は撤回（変更）不能

になる（1921条 2項後段）。 

 

4 スイス保険契約法典 

 スイス保険契約法典では、第三者のためにする生命保険契約を認め（16条 1項）、保険契約

者は、保険者の同意を得ることなく保険金受取人の指定ができる（76条 1項）。そして、保険

金受取人が存在しないなど疑いがある場合は、自己のためにする生命保険契約と推定する

（16条 2項）。保険金受取人の指定撤回権が留保され、保険契約者は自由に保険金受取人を変

更することができる（77条 1項）。保険金受取人の指定撤回（変更）権を放棄する場合には、

フランス法、イタリア法のように保険金受取人の受益の意思表示が必要とされないものの、

保険契約者はその旨の署名をなした保険証券を保険金受取人に交付しなければならない（77

条 2 項）。さらに、保険金請求権が保険金受取人の固有の権利であることを明確に認めている

（78条）。 

 

なお、第三者のためにする生命保険契約の有効性を認める趣旨の諸外国の立法例として、

                                                
13 生保試案理由 62頁参照。 
14 今井薫「保険契約者以外の者による解除」金澤・新たな展開 327頁。 
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上記以外にベルギー保険契約法、スウェーデン保険契約法、デンマーク保険契約法、ノルウ

ェー保険契約法、カナダのオンタリオ州保険法などにも明確な規律が設けられている。その

ような規定を設けていない国においても、第三者のためにする生命保険契約が有効であるこ

とについては例外なく肯定されている15。 

以上から分かるように、諸国の立法例はいずれも第三者のためにする生命保険契約の有効

性を認めている。また、第三者である保険金受取人の利益享受の意思表示を要することなく、

保険者に対する権利を取得するというのが外国では一般的な原則となっている。そして、保

険金請求権は保険金受取人の固有の利益であることも、外国立法例の通例である。 

 

第 4節 規定改正の経緯 

 

1 生保試案 

生保試案でも他人のためにする生命保険契約の有効性を認めているが、改正前商法（683 条

1 項・647 条）と異なり、他人のためにする損害保険契約に関する規定を生命保険契約に準用

するという規定の仕方を採用せず、674 条の 4 において、「保険契約は、他人のためにも締結

することができる」（任意規定）とする生命保険契約独自の規定を設けていた。これは、他人

のためにする保険契約とはいいながら、他人のためにする損害保険契約と他人のためにする

生命保険契約とでは、法的構造が異なるので、前者に関する規定を後者に単純に準用するだ

けでは必ずしも適当でないという理由によるものと説明されていた16。そして、改正前商法

683条 1項により準用される同法 647条後段で明記されている保険契約者の保険料支払義務に

ついては、自明のことであるとして、その旨の規定を削除した17。 

また、生保試案 675 条では、保険金受取人の権利取得につき、「保険契約において、第三者

が保険金受取人として指定されているときは、指定された第三者は、当然にその契約の利益

を享受する」と規定することによって、改正前商法 675 条 1 項本文と同様に、他人のために

する生命保険契約を締結する際に、その第三者である保険金受取人の受益の意思表示を要し

ないとする民法 537 条 2 項の特則を設けていた。ただ改正前商法 675 条 1 項但書に相当する

規定、すなわち保険契約者が保険金受取人の指定変更権を留保している場合に関する規定に

ついては、保険金受取人の権利取得に関する本条に置くのは適切ではないという理由で削除

                                                
15 生保試案理由書 60頁参照。 
16 生保試案理由書 60頁。 
17 生保試案理由書 61頁。 
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し、生保試案 675条の 2に組み込むこととした18。 

生保試案 675 条は、保険契約者側の不利益に変更することができない半面的強行規定19とさ

れた（生保試案 683 条 2 項）。その理由は、他人のためにする生命保険契約のもとで保険金受

取人が受益の意思表示をしなければ権利を取得できないとすることに合理的な必要性はない

と考えられるからであると説明されていた20。 

 

2 傷害試案・疾病試案 

傷害試案および疾病試案は、「他人のためにする傷害保険」と「他人のためにする疾病保険」

を見出しとして、「保険契約は、他人のためにも締結することができる」（各 8 条）と定め、

保険契約者は、保険契約締結時または保険契約締結後に、第三者を保険金受取人に指定する

ことができるとしていた。この点で、他人のためにする生命保険契約に関する生保試案 674

条の 4と同様の考え方によるものであり21、規定振りも全く同じである。 

そして、保険金受取人の権利取得について、傷害試案および疾病試案は、「保険契約におい

て、第三者が保険金受取人として指定されているときは、指定された第三者は、当然にその

契約の利益を享受する」（各 9 条）と定め、保険金受取人として指定された第三者は、受益の

意思表示（民法 537 条 2 項）をなすことを要せず、当然に保険金請求権を取得するとしてい

た。その趣旨と内容は、保険金受取人の権利の取得に関する生保試案 675 条と全く同一であ

る22。 

 傷害試案および疾病試案の各 8 条と 9 条の規定の性質も生保試案 674 条の 4 と 675 条と同

様である。同 8 条は任意規定である。これは、傷害保険契約または疾病保険契約の場合には、

保険実務上、保険金の種類により、たとえば後遺障害保険金等や入院給付金について、保険

金受取人を約款で固定的に定め、保険契約者による自由な保険金受取人の指定を認めないこ

ととしている場合があり、この保険実務には相当の合理性があると説明されていた23。そして、

同 9 条は、保険契約者側の不利益に変更することができない半面的強行規定である（傷害試

案・疾病試案 44条 2項）。 

 

                                                
18 生保試案理由書 63頁。 
19 保険契約者側の不利益に変更することができない強行規定。保険法の片面的強行規定に相当。 
20 生保試案理由書 63頁。 
21 傷害試案理由書附-54頁、疾病試案理由書 212頁。 
22 傷害試案理由書附-55頁、疾病試案理由書 213頁。 
23 傷害試案理由書附-54頁、疾病試案理由書 212頁。 
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3 法制審議会保険法部会の検討 

保険法部会においては、第三者のために生命保険契約を締結することができることは民法

上当然のこととして、さらに保険金受取人は当然に生命保険契約の利益を享受するとの改正

前商法の規定を維持する一方、以下の点については、改正前商法の規律とは異にしている。 

(1) 規律の方式 

保険法は、他人のためにする損害保険契約に関する規定を生命保険契約についても準用す

る改正前商法 683 条 1 項と異なり、生保試案のように生命保険契約について独立して規定す

る仕方を採用した。 

そして、改正前商法 647 条前段は「保険契約ハ他人ノ為メニモ之ヲ為スコトヲ得」と規定

していたが、保険契約にも民法 537～539 条の規定が適用されることから、第三者のためにす

る契約の一種として第三者のためにする生命保険契約を締結できることは当然であり、保険

法では、あえて改正前商法 647条前段のような明文の規定は設けないものとした24。 

改正前商法においては「他人のためにする生命保険契約」という用語が使用され、講学上

も従来「他人のためにする生命保険契約」と呼ばれることが多かった。保険法においては

「第三者のためにする生命保険契約」という見出しが付されている。これは、他人のために

する保険契約が民法上の第三者のためにする契約の一種であることを明確にするために変更

したのである25。 

(2) 保険契約者の保険料支払義務に関する条文の削除 

改正前商法 683 条 1 項および 647 条により、他人のためにする生命保険契約について、他

人のためにする損害保険契約と同様に、保険料の支払義務を負うのは保険契約者であること

が注意的に規定されていたが、保険法は同規律を削除した。なぜなら、民法上の第三者のた

めにする契約について、これが双務契約である場合には要約者が諾約者に対して契約上の債

務を負うと解されており、民法上の第三者のためにする契約の一種とされる第三者のために

する生命保険契約も双務契約であり、保険契約者が保険料支払義務を負うことは当然の理で

あることから、あえて明文の規定を設ける必要がないからである26。 

(3) 保険金受取人に対する保険料請求できる条文の削除 

改正前商法 683 条 1 項および 652 条により、他人のためにする生命保険契約では保険契約

者が破産手続開始の決定を受けたときは、他人のためにする損害保険契約と同様に保険者は

                                                
24 部会資料(2)6頁。 
25 補足説明 19頁参照。 
26 第 1回議事録 32頁以下、部会資料(2)6頁（注）、補足説明 68頁・20頁。 
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保険金受取人に対して保険料を請求できるが、保険金受取人はその権利を放棄することによ

り、保険料の支払義務を免れるものとされていた。この規律の趣旨は、改正前商法制定時に

保険契約者の破産による保険者の解除権を認める規定が存在していたこととの関係で、保険

金受取人が保険料を支払うことによって保険契約を存続させる余地を認めるところにあった。 

保険法は、以下の観点からこの規律を削除した27。すなわち、①大正 11（1922）年の旧破産

法の制定に伴い保険者の解除権に関する規定が削除されたこと、②破産管財人のみに解除権

が認められるようになったことから現在では上記のような説明は妥当しないこと、③そもそ

も破産手続開始の決定前に保険料全額が支払われている場合には同条の適用は問題とならず、

保険料全額が支払われていない場合であっても、第三者のためにする保険契約における保険

金請求権は破産財団に帰属しないため、破産管財人としては保険契約の解除（破産法 53 条 1

項）を選択するのが通例であること、④実務上も同条に基づいて保険者が保険金受取人に保

険料を請求することによる。 

 

第 5節 第三者のためにする生命保険契約の法理 

 

本条は、改正前商法のもとの判例・多数説の立場も踏襲するものといわれている28。したが

って、以下において、それらの判例・学説に照らしながら考察する。 

 

１ 第三者のためにする生命保険契約における関係者の相互関係 

本条に定める「保険金受取人が生命保険契約の当事者以外の者であるとき」とは、すなわ

ち第三者のためにする生命保険契約のことである。第三者のためにする生命保険契約が民法

上の第三者のためにする契約の一種であるとすれば、①保険契約者（要約者）と保険者（諾

約者）との補償関係、②保険契約者（要約者）と保険金受取人（第三者）との対価関係、③

保険者（諾約者）と保険金受取人（第三者）との現実の給付関係という概念29があるので、ま

ずそれらの相互関係を整理する必要があろう。 

(1) 保険契約者と保険者との関係 

保険契約者が第三者を保険金受取人と指定し、保険者との間でその第三者をして契約上の

利益、すなわち保険金請求権を取得させることを目的とする生命保険契約を締結した場合に

                                                
27 第 3回議事録 43頁以下、補足説明 56頁。 
28 山下典孝「保険金受取人の権利」中西喜寿・改正の論点 265頁。 
29 内田貴『民法Ⅱ 債権各論〔第 3版〕』79頁（東京大学・2007）。 
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は、保険契約者は保険者に対し保険料の支払義務を負う（2 条 3 号）。これに対し、保険者は

保険事故発生の場合に保険金受取人に保険給付を行う義務を負う（同条 2号）。 

(2) 保険契約者と保険金受取人との関係 

保険契約者と第三者である保険金受取人との間には、当該第三者に保険金を受領させる何

らかの特別の関係が存在することが一般と考えられる。しかし、この関係はあくまでも両者

の内部関係にすぎず、保険契約上の法律関係そのものには直接何らの影響を及ぼすものでは

ない30。そもそも保険金受取人は自己が保険金受取人に指定されていることを全く知らないと

いうこともよくある。 

(3) 保険金受取人と保険者との関係 

保険金受取人は、保険事故発生後における保険者に対する保険給付請求権（2条 5号）およ

び契約解除効力の発生を阻止する介入権（60 条～62 条）を有するが、保険契約の当事者では

ないことから、保険者に対し保険料の支払、契約締結時の告知義務など契約上の義務を負う

ことはない。もっとも、保険金受取人は、被保険者が死亡したことを知ったときは、遅滞な

く保険者に通知する義務がある（50条）。 

保険者は保険契約者との契約そのものに基づく各種の抗弁、たとえば、保険契約者または

被保険者の告知義務違反による契約解除権、保険契約者の未払保険料と保険金支払債務との

相殺、免責事由等に基づく抗弁をもって保険金受取人にも対抗することができる31。 

 

2 保険金受取人の法的地位 

(1) 権利取得の方式 

本条は、第三者のためにする生命保険契約の場合において、「当該保険金受取人は、当然に

当該生命保険契約の利益を享受する。」と規定している。ここにいう「当然」とは、第三者は

保険契約者から保険金受取人と指定されたときに、保険金受取人として保険者に対し生命保

険契約の利益を享受するために何ら受益の意思表示を必要としないことを意味する32。 

民法の一般原則によれば、第三者のためにする契約においは、第三者が権利を取得するた

めには、当該第三者による受益の意思表示を権利発生要件としている（民法 537 条 2 項）。す

なわち、第三者は契約の利益を享受する意思表示をした時にはじめて諾約者に対する権利を

取得するものである。このような受益の意思表示が必要とされる根拠としては、①第三者に

                                                
30 大森・保険法 275頁。 
31 野津・法論 644頁、大森・保険法 275頁、山下=米山・解説 287頁[山野嘉朗]。 
32 大森・前掲注(3)43頁参照。 
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付随的な負担を負わせることがある場合の第三者の意思の尊重、および②権利を取得できる

だけの場合でも、これを無理矢理押し付けるのは妥当ではないという価値判断が挙げられて

いる33。 

しかしながら、第三者のためにする生命保険契約においては、受益の意思表示自体は、契

約の成立にとって本質的な要素ではないこと34、その第三者は保険金受取人となることによっ

て不利益を被ることがなく、かつ別段の負担を課されるわけではない以上、通常は受益を特

に拒否する理由がないこと、またその取得する地位も放棄することはもとより自由であるこ

とから35、本条は、受益の意思表示を不要とする特則を定めた改正前商法 675 条 1 項本文を維

持して、保険金受取人に指定された第三者は当然に当該生命保険契約の利益を享受するとし

ている36。 

したがって、第三者のためにする生命保険契約において、その権利取得の効力は契約上当

然に発生しているから、第三者である保険金受取人による権利取得の知・不知、能力の有無

などを問わないと解されている37。 

(2) 権利取得の内容 

本条に定める「生命保険契約の利益」とは、保険者に対する保険給付請求権（保険金請求

権）のみである。これは改正前商法と変わらない38。第三者のためにする生命保険契約の保険

金受取人は、保険契約の当事者ではないから、契約解除権（54 条）、保険料の返還または減額

請求権（64 条・48 条）、保険料積立金返還請求権（63 条）、保険証券交付請求権（40 条）、保

険金受取人の変更権（43 条）は、いずれも契約当事者である保険契約者に帰属する。また、

約款上の解約返戻金請求権、契約者配当請求権（利益剰余金）配当請求権、相互保険会社の

場合には社員配当請求権）なども、原則として保険契約者に属するが、約款により、これら

の権利を保険金受取人に認めることも妨げない39。なお、保険実務上、保険金を支払うときに

は保険金とともに配当金等を保険金受取人に支払うのが通例である。 

(3) 権利取得の時期 

改正前商法も保険法も、保険金受取人がいつ権利を取得するかについて明確な規定を置い

                                                
33 内田・前掲注（29）80頁、山下=米山・解説 284頁[山野嘉朗]。 
34 倉澤康一郎「保険金受取人の変更」文研 87号 8頁（1989）、同旨、宮島・前掲注(6) 101頁以下。 
35 大森・前掲注(3)42頁以下、山下=米山・解説 284頁[山野嘉朗]。 
36 補足説明 19頁。 
37 野津・法論 650頁以下、水口吉藏「生命保険契約後の受取人の指定と変更」法律論叢 20巻 3号 9頁（1941）、

大森・前掲注(3)43頁参照。 
38 大森・保険法 275頁、西島・保険法 329頁、山下・保険法 510頁参照。 
39 野津・法論 653頁、大森・保険法 275頁、石田・商法Ⅳ285頁、山下ほか・保険法 277頁、潘・解説 220頁。 
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ていない。改正前商法のもとでは、保険金受取人が受益の意思表示を要することなく当然に

生命保険契約の利益を享受するとされていたことから、保険金受取人の指定時から直ちに権

利を取得することになる。すなわち権利取得の時期は、保険契約締結時に保険金受取人を指

定した場合は契約締結時、保険契約締結後に指定した場合はその指定の時と解されていた40。

保険法のもとでも、このように解釈することができると考えられる。もっとも、保険法上は、

後述のように締結後の指定という概念がなくなったため、変更と読み替えることになる。 

(4) 権利取得の性質 

第三者のためにする生命保険契約における保険金受取人の権利取得の性質について、改正

前商法ないし保険法上、直接定めた明文規定はないが、古くから以下のように主に不確定性

と固有権性があるものと解されてきた。 

ア 不確定性 

保険契約者は別段の意思表示がない限り、保険事故が発生するまでは保険金受取人を変更

する権利を有する（43条 1項）。また、保険契約者はいつでも生命保険契約を解除することが

できる（54 条）。保険者も保険契約者または被保険者の告知義務違反による解除権（55 条）、

危険増加による解除権（56 条）および重大事由による解除権（57 条）を有する。このように

保険契約者もしくは保険者が生命保険契約を解除し、または保険契約者が保険金受取人を他

人に変更することにより、保険金受取人はその地位を失うことも当然ありうる。 

したがって、保険金受取人が取得する権利は、確定時期が保険事故発生時であり、それま

ではまだ具体化しないいわば条件付権利であり41、この権利自体も確定的な財産権ではなく、

単なる期待権にすぎないものと解される42。 

イ 固有権性 

古くには、保険金請求権は保険契約者の相続財産に属し、保険金受取人は、保険契約者が

一旦取得したこの権利を保険契約者から承継的に（死因贈与ないし遺贈によって）取得する

とされた判例・学説があった（相続財産・承継的取得説）43。しかし現在では、保険金受取人

は、保険金請求権を保険契約者から承継的に取得するのではなく、当初から自己固有の財産

としてこれを原始的に取得するというのが確立した判例・通説（固有財産・原始的取得説）

                                                
40 大森・保険法 274頁、西島・保険法 329頁、石田・商法Ⅳ285頁、中西・生保入門 186頁。 
41 大森・前掲注(3)14頁。 
42 倉澤・前掲注(34)15頁、宮島・前掲注(6)111頁。 
43 東京地判大正 11年 4月 20日新聞 1992号 17頁、松本・保険法 224頁。 
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の考え方である44。したがって、保険契約者の相続人が保険金受取人に指定された場合でも、

保険金請求権は保険契約の効力発生と同時に当該相続人である保険金受取人の固有財産ない

し固有権利となり、保険契約者の遺産から離脱していると解される。その根拠として、保険

金請求権は第三者のための契約の当然の効果として、保険金受取人が保険者に対して直接取

得することが挙げられる45。 

もっとも、相続人である保険金受取人の固有財産とはいえ、相続税法上は、当該保険金受

取人は死亡保険金を受けたとき、かかる死亡保険金をみなし財産として相続税を課すことと

されている（相続税法 3条）。 

(5) 保険金請求権と特別受益の持ち戻し・遺留分減殺との関係 

複数の相続人の中の特定の者が保険金受取人であるような場合において、死亡保険金請求

権が保険金受取人の固有の権利であり原始取得されるとしても、当該相続人が取得した保険

金請求権が他の相続人との関係で特別受益の持ち戻し（民法 903 条）または遺留分減殺（民

法 1029-1031条）の対象となるかが問題となる46。 

この問題について下級審判決は分かれている47が、最高裁判決は否定している。最高裁平成

14年 11月 5日判決（民集 56巻 8号 2069頁）は、保険契約者兼被保険者が相続人以外の者に

保険金受取人を変更した事案において、死亡保険金請求権は、①保険金受取人が自己の固有

の権利として取得するのであって、保険契約者から承継取得するものではなく、②被保険者

の死亡時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価の関係に立つ

ものでもなく、③被保険者の稼働能力に代わる給付でもないことから、実質的に保険契約者

または被保険者の財産に属していたものとみることはできないことを理由に挙げて、その変

更行為は民法 1031 条に規定する遺贈・贈与またはこれに準ずるものに該当せず、その保険金

請求権は遺留分減殺の対象にならないと判示した。 

その後、最決平成 16年 10月 29日判決（民集 58巻 7号 1979頁）は、共同相続人の 1人ま

たは一部の者が受取人に指定された事案において、前記最判で示された理由を踏襲したうえ

                                                
44 大判昭和 10年 10月 14新聞 3909号 7頁、大判昭和 11年 5月 13日民集 15巻 877頁、最判昭和 40年 2月 2

日民事判例集 19巻 1号 1頁、最判昭和 48年 6月 29日民集 27巻 6号 737頁、伊沢・保険法 351頁、大森・

保険法 275頁、西島・保険法 327頁、山下・保険法 511頁、山下=米山・解説 294頁[山野嘉朗]、潘・概説

218頁。 
45 山下友信「生命保険金請求権取得の固有権性（一）」民商 83巻 2号 207頁（1980）。 
46 山下（典）・前掲注（28）267頁、山下=米山・解説 294頁以下[山野嘉朗]等。 
47 肯定：福島家審昭和 55年 9月 16日家月 33巻 1号 78頁、長野家審平成 4年 11月 6日家月 46巻 1号 128頁。

否定：広島高岡山支決昭和 48年 10月 3日家月 26巻 3号 43頁、東京高決昭和 55年 9月 10日判タ 427号

159頁。 
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で、かかる保険金請求権は、特別受益の持ち戻しの対象にならないが、保険金受取人である

相続人とその他の共同相続人との間に不公平が著しい特段の事情が存在する場合に限り、民

法 903 条の類推適用により、当該保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象になると

解するのが相当とし、その特段の事情の有無については、「保険金の額、この額の遺産の総額

に対する比率の他、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取

人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事

情を総合考慮して判断すべきである」と判示している。 

これに対し、学説の多数説は、保険金受取人として死亡保険金請求権を得た相続人等に対

する遺留分減殺および特別受益の持戻しを肯定する。これは主に、保険金受取人の指定変更

ないし保険金請求権の取得は遺贈・贈与と同視できる実質的な財産無償処分ないし価値の移

転が認められることと、相続人間の公正を保つ必要性等が考えられるからと解される48。 

もっとも、肯定説によれば、遺贈あるいは生前贈与として保険金受取人が生命保険契約か

ら取得した財産についてどのように評価すべきかが問題となる。これについて、①相続債権

者（相続財産に属する債務の債権者）に対するのと同様に解約返戻金相当額と解する見解、

②生前贈与と考える限りは支払保険料を基礎に評価すべきであるという見解、③払込済保険

料額と支払うべき保険料総額の比率を保険金額に乗じた金額と解すべきであるという見解、

④相続開始時点でその財産の評価が行われることを考慮すると、保険金請求権が具体化して

いることから、支払保険金総額と解すべきという見解などが見られている49。 

保険実務においては、約款により死亡保険金受取人またはその相続人が 2 人以上あるとき

には、保険契約者側で代表者１人を定め、その代表者に対して死亡保険金が支払われること

になる。相続人が得た死亡保険金は特別受益の持ち戻しまたは遺留分減殺の対象となるかに

ついては、保険会社は関与しないようにしている。 

(6) 権利処分の可能性 

保険金受取人は保険事故の発生後においては、具体的かつ確定的な保険金請求権を取得し、

その権利を一般の金銭債権として処分権の対象としうることはいうまでもない。しかし、保

険事故発生前におけるその権利を、譲渡・質入・差押・破産財団編入など処分しうるか否か

                                                
48 大森・前掲注(3)59頁、山下・現代 78頁以下、内田・前掲注（29）369頁以下、山本哲生「自己を被保険者

とする生命保険契約の受取人変更と遺贈・死因贈与」保険レポ 185号 3頁以下（2004）、千藤洋三「死亡保

険金請求権と特別受益の持戻し」平成 16年度重判解 89頁（2005）参照、山下ほか・保険法 279頁[竹濱修]。 
49 竹濱修「保険金受取人の死亡と相続」金判 1135号 83頁以下（2002）、山下ほか・保険法 279頁[竹濱修]、

山下（典）・前掲注（28）269頁参照。 
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については議論がある。 

保険金受取人は保険金請求権を自己に固有の財産権として原始的に取得するのであれば、

保険金受取人自身の意思によってそれを処分しうるはずである。ところが、かつての多数

説・裁判例は、撤回権を留保する場合の指定受取人の権利がいつでも撤回（変更）されうる

ことから、保険金受取人自身にその処分権が認められておらず、保険金受取人によるその権

利の譲渡・質入などは無効であると解されている50。 

これに対し、保険金受取人が保険事故発生前において有する権利も、原則としてこれを自

由に処分することができる。仮に保険契約者により保険金受取人の変更権が留保され、保険

金受取人の保険金請求権が不安定なものであっても、そのことはその処分可能性の妨げとな

らない。したがって、保険事故発生前の抽象的な保険金請求権は、受取人の債権者にとって

差押・質入の対象となり、または受取人の破産財団へ編入することができるとの反対の意見

がある51。 

もっとも、保険実務においては、保険金受取人は保険契約者の当事者ではないから、保険

契約者および被保険者の同意のない保険金受取人による権利処分は認められていない。 

(7) 保険金受取人の権利の拒絶または放棄 

保険契約関係において保険金受取人は、受取人となることによって不利益を被ることがな

い以上、通常これを拒絶または放棄する理由はない。もとより、保険金受取人と指定される

第三者は権利の取得を強要されるわけではないから、その権利の取得を拒絶することができ

るのみならず、取得後もこれを放棄することは差し支えない。保険金請求権が放棄されるケ

ースとして、離婚後再婚した元妻が「前の夫の死亡保険金など欲しくない」という場合や、

多額の負債を負っている保険金受取人が債権者の追及を避けるために保険金請求権を放棄す

る場合などが考えられる52。かかる拒絶または放棄は、保険金受取人と指定された第三者また

は保険金受取人の保険者に対する、一方的意思表示をもってする到達を要する法律行為であ

る53。 

保険事故発生前に保険金請求権が放棄される場合においては、権利がまだ確定していない

から、指定の時に遡って権利を取得しなかったものとみなされることになり、当該保険契約

                                                
50 大森・前掲注(3)34頁参照。 
51 大森・前掲注(3)34頁以下、山下・保険法 542頁、 
52 遠山優治「保険法における保険金受取人の権利」保険法学会創立 70周年記念大会第Ⅲセッション資料 10頁

(注 43)（2010）。 
53 野津・法論 645頁、大森・前掲注(3)43頁参照。 
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は保険契約者の自己のためにする保険契約になると解される54。これについてはおおむね争い

がない。 

一方、保険事故発生後に保険金請求権が放棄される場合において、当該保険契約は保険契

約者の自己のためにする保険契約になりうるのかどうかについては、以下のように見解が対

立している。 

改正前商法のもとで、保険事故発生によって保険金受取人の権利は確定的となり、この保

険金請求権は通常の債権と変わりがなく保険金受取人はこれを自由に処分することができる

から、保険金受取人が保険金請求権を放棄すれば、保険金請求権は確定的に消滅し、保険者

は保険金支払義務を免れるとする判決があった55。この判決を支持する学説もみられたが56、

保険者に利得させる合理的理由はないから、放棄の時期を問わず保険契約者の自己のために

する保険契約とすべきとの批判があった57。前者は保険事故発生により保険契約者の保険契約

に対する処分権が消滅し、保険金請求権の帰属が確定する点を重視するものであり、後者は

保険契約者の意思を重視するものである58。 

そして、保険法のもとでは、後者の見解について、保険契約者を保険金受取人とするのが

保険金受取人指定の趣旨であるとする点はかなりの擬制であると否定して、保険金請求権が

消滅する前者と同じ見解がみられる。もっとも、保険事故発生後における保険金請求権の放

棄により保険金請求権の消滅という結論になっても保険会社の利得を許すものではないこと

は当然であるとしている59。ただ、その場合における保険金の取扱いについては必ずしも明ら

かではない。 

保険実務においては、かつて、自己のためにする契約として扱う会社もあれば、保険金請

求権は消滅するとの立場を採用している会社も存在するように、各社の対応は必ずしも一致

                                                
54 野津・法論 645頁、大森・保険法 274頁、山下・保険法 509頁、山下典孝「保険金受取人による保険金請求

権の放棄再考」法学新報 107巻 11=12合併号 607頁（中央大学法学会・2001）、笹本幸祐「生命保険契約の

保険金受取人の権利取得と放棄―大阪高判平成 11年 12月 21日金判 1084号 44頁を素材として」奥島孝康=

宮島司編『商法の歴史と論理 倉沢康一郎先生古稀記念』363頁（新青出版・2005）、遠山・前掲注(52)13頁

以下、山下ほか・保険法 276頁[竹濱修]、山下=米山・解説 296頁[山野嘉朗]。 
55 京都地判平成 11年 3月 1日金判 1064号 40頁、同控訴審大阪高判平成 11年 12月 21日金判 1084号 44頁。 
56 出口正義「「被保険者死亡後保険金受取人の保険金請求権の放棄の意義」損保研究 61 巻 4 号 151 頁（2000）、

竹濱修「被保険者死亡後の受取人による保険金請求権の放棄」保険レポ 153号 3頁（2000）、西原慎治「保

険金受取人による保険金請求権の放棄」法学研究 74巻 7号 155頁以下（2001）。 
57 山下・保険法 509頁(注 152)、中村・理論と実務 193頁以下、笹本・前掲注（54）327頁以下、広瀬裕樹

「保険金受取人が放棄した保険金請求権の帰趨」名古屋大学法政論集 190号 355頁以下（2001）、山下

（典）・前掲注（54）591頁以下・607頁（2001）。 
58 遠山・前掲注(52)10頁。 
59 遠山・前掲注(52)13頁以下。 
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していないといわれていたが60、現在、生命保険制度が果たすべき役割に鑑み、保険契約者ま

たは被保険者の相続人に支払うようにして、死亡保険金等を誰にも支払わないというような

事態を極力回避する実務を行うことが通例である。 

 

3 規定の性質 

改正前商法においては、第三者のためにする保険契約に関する規定が強行規定か任意規定

かは必ずしも明らかでないが、改正前商法の保険契約に関する規定は、一部の規定（改正前

商法 674 条等）を除き任意規定と解された61。一方、本条は、明確に保険金受取人の不利益に

変更できない片面的強行規定とされている（49 条）62。その趣旨は、生命保険契約の特質から、

第三者のためにする契約における権利の発生要件である受益の意思表示（民法 537 条 2 項)を

不要とし、当然の利益享受であることが導かれること、および保険金受取人の保護の観点か

らというところにある63。 

したがって、保険金受取人のこの当然の利益享受に何らかの条件などを付する約定は認め

られない。たとえば、生命保険約款において保険金受取人が保険金支払請求権を取得するた

めには受益の意思表示を必要とし、あるいは受益の意思表示を権利発生要件とする旨の規定

を設けても無効となる。 

 

4 民法上の第三者のためにする契約との関係をめぐる議論 

従来から、一般的解釈としては、生命保険と損害保険を問わず、第三者のためにする保険

契約は、民法における「第三者のためにする契約」の一種ないし例外であるとされてきた。

したがって、保険法に特則がない限りは、一般規定である民法上の第三者のためにする契約

に関する規定（民法 537 条以下）が適用される64。その理由は、次のように説明されている65。 

第三者のためにする保険契約は、保険者と保険契約者との間に成立し保険金受取人（生命

保険）ないし被保険者（損害保険）の権利取得という効果がこれらの契約当事者の合意の効

果として直接に生ずるものであるから、民法の第三者のためにする契約と同様の第三者に対

                                                
60 山下=米山・解説 296頁[山野嘉朗]。 
61 萩本修「保険法現代化の概要」落合=山下（典）・理論と実務 15頁。 
62 審議会要綱（第 1次案）では「強行規定とすることで、どうか」とされていたが、第 1次案で片面的強行規

定に改められた。その経緯は不明であるが、「公の秩序に関する規定ではないという程度の意味を持つにす

ぎない」と解されている。遠山・前掲注(52)11頁。 
63 部会資料(9)11頁、補足説明 97頁参照。 
64 青谷・法論Ⅰ123頁、山下・保険法 262頁、大串=日生・解説保険法 62頁。 
65 山下友信「保険金受取人の指定・変更」ジュリ 747号 279頁（1981）。 
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する効果を発生させる契約類型であるので、民法の第三者のためにする契約の「一種」であ

る。それを前提にした上で、第三者のためにする保険契約における保険金受取人ないし被保

険者の保険金請求権または損害てん補請求権の取得に関し、改正前商法から民法 537 条 2 項

に定められる受益の意思表示を必要としないことを明記している点は、民法上の第三者のた

めにする契約の例外であり、その特則を定めるものである。 

これに対し、第三者のためにする生命保険契約に関しては、民法に定められる第三者のた

めにする契約と全く別の制度で、保険契約法に特有の典型的契約に属するものであるとの見

解がある。このような説に従えば、保険法の規定は民法の特別規定ではなく、仮に保険法に

特別規定がない場合であっても、民法の規定は補足規定として生命保険契約に適用されるべ

きではなく、むしろ適用されないものと解することが第三者のためにする生命保険契約制度

の精神に合致するのである66。 

以下において、様々な観点からなされてきたそれらの見解を整理する。 

(1) 保険金受取人に関する合意が契約の要素的内容とならないという観点から67 

第三者のためにする生命保険契約が民法上の第三者のためにする契約の一種であるものと

すれば、保険金受取人についての合意は契約の要素的内容とはならないはずであって、保険

契約者のこの点に関する申込みに対して保険者の承諾が必要とされることになる。 

ところが、第三者のためにする生命保険契約では、法により保険金受取人の指定・変更は

保険契約者の一方的意思表示のみで可能ということとなっている。すなわち、保険契約者は

第三者のためにする生命保険契約の締結に当たり、一方的な意思表示のみによって保険金受

取人の変更権を留保することが法により認められているのである。また、第三者のためにす

る生命保険契約にあっては、誰が保険金受取人に指定されるかは、保険者にとっては何らの

利害関係もないため、保険契約者の決定した保険金受取人を拒否することは何の利益も有し

ない。これに重大な利害関係をもつのは保険契約者である。 

したがって、保険者に対する関係では、保険契約者は、常に一方的意思表示により保険金

受取人の指定・変更をなしうる。そうだとすれば、契約当事者である保険者と保険契約者の

合意にとって、保険金受取人が誰であるかという問題は、契約の要素的な内容になっていな

いことを意味する。このことから、第三者のためにする生命保険契約は、常に第三者約款が

契約の要素的内容と考えられる民法の第三者のためにする契約とは別種のものであるという

                                                
66 水口・前掲注(37)33頁。 
67 倉澤・前掲注(34)8頁以下、同旨、宮島・前掲注(6)110頁以下参照。 
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結論が導かれる。 

(2) 権利取得の発生時期および確定時期が異なるという観点から68 

民法 537 条によれば、第三者給付の契約における第三者の権利は、第三者が債務者に対し

利益享受の意思を表示した時に発生し、同 538 条によりこの権利発生後においては、契約当

事者はその権利を変更しまたは消滅させることができないとされている。 

ところが、第三者のためにする生命保険契約においては、その契約締結時より保険金受取

人たる第三者の利益享受の権利が発生する。その権利は保険事故発生時に確定するとされる。

権利確定の時期に関する保険法の規定は、民法 537 条の規定に対する特則ではなく、生命保

険契約の固有の規定である。保険法に特別規定なき場合における補充規定として上記民法の

規定を適用しようとしても、それは不可能だという結論が導かれる。 

(3) 権利取得の性質が異なるという観点から69 

第三者のためにする生命保険契約に、民法 537 条を適用するのであれば、第三者である保

険金受取人は、第三者のためにする契約上の権利取得に関する規定に基づき、契約後に指定

された場合においても、契約上の権利を取得すべきことになる。そうだとすれば、保険金受

取人はその契約上の権利を、自己に固有の財産権として自分の意思によって処分しうるはず

である。 

ところが、保険金受取人の権利については、保険金受取人自身にその処分権が認められて

はいない。ただ、被保険者が死亡してこれが確定的な保険金請求権に転化した場合にのみ、

一般の金銭債権として処分権の対象となりうるだけである。すなわち、保険事故が発生する

以前の段階では保険金受取人の権利は確定的ではなく、単なる期待にすぎないものである。

したがって、第三者のためにする生命保険契約に関する商法上の規定を、民法 537 条に対す

る例外的規定とする理由はないとの結論が導かれる。  

(4) 第三者のためにする生命保険契約の本質という観点から70 

生命保険契約は保険契約者一方の利益のための契約であり、保険金額受取人を第三者に指

定することも、保険金受取人に期待的利益を与えるにすぎない。こういう特殊性から、第三

者のためにする生命保険契約は、本質的には保険契約者の自己のためにする契約の一種に他

ならない。このような根拠から、第三者のためにする生命保険契約は、民法上の第三者のた

めにする契約とは別種のものだとの結論が導かれる。 

                                                
68 水口・前掲注(37)13頁、倉澤・前掲注（34）7頁、宮島・前掲注(6)109頁。 
69 倉澤・前掲注(34)15頁以下、同旨、宮島・前掲注(6)111頁以下。 
70 宮島・前掲注(6)112頁。 
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上記の各議論は、それぞれに十分に合理的な根拠をもち、論理的にも矛盾のないものだと

評価できる。以下において、民法上の第三者のためにする契約および類似制度である第三者

のためにする損害保険契約と比較して検証して、第三者のためにする生命保険契約の特質を

さらに明らかにする。 

 

第 6節 民法上の第三者のためにする契約との比較 

 

１ 概説 

第三者のためにする契約とは、契約当事者が自己の名において締結した契約によって、契

約当事者以外の第三者に直接権利を取得させることを目的とする契約をいう。この契約によ

り第三者に対して債務を負担する当事者を諾約者（通常は「債務者」）といい、その約束の相

手方である当事者を要約者（通常は「債権者」）といい、第三者を受益者といい、そして、こ

の第三者の権利取得に関する部分を第三者約款（「特約」とも呼ぶ）71という。 

契約は、本来その効力が契約当事者間にのみおよび、契約当事者でない第三者の権利関係

の変動をもたらすことはできないというのが契約法の原則（「契約の相対効」と呼ぶ。）であ

るが、第三者のためにする契約は、第三者に「権利」を付与する限りにおいて契約の相対効

力の例外を認める制度である72。日本の民法典においては、第三者のためにする契約に関し、

一般規定（民法 537条 1項）の他、受益の意思表示（同 537条 2項）、第三者の権利確定（同

538 条）、諾約者の抗弁（同 539 条）というような骨格の原則を定めているに止まり、ほとん

どが判例や学説による解釈に委ねられている73。 

第三者のためにする契約の特質は、第三者をして直接に権利を取得せしめるという点だけ

に存し、その他の点においては普通の契約と異ならない、という解釈が一般的である74。 

 

2 立法変遷 

(1) ローマ法 

                                                
71 谷口知平=五十嵐清編『新版注釈民法（13）』600頁（有斐閣・1996）。 
72 奥田昌道=池田真朗編『法学講義民法 5契約』47頁（悠々社・2008）。 
73 奥田=池田・前掲注(72)75頁。 
74 谷口=五十嵐・前掲注(71)600頁、土生滋穂「第三者の為にする契約における第三者」富大経済論集 6巻 3=4

号 252頁（1961）。 
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従来の法律制度はローマ法の思想に支配されるところが大きかった75。古くローマ法におい

ては、「契約は、その当事者以外の者に利益を与えることも不利益を与えることもできないの

であり」、「契約当事者でない者が契約によって生じた権利義務の主体となることができない」

とし、契約の当事者以外の第三者に直接的に権利を取得させることを目的とする契約、すな

わち、第三者のためにする契約は認められなかった76。 

このようにいわゆる「何人も他人のために約することを得ない」（neno alteri stipulari 

poteat）というローマ法の一般原則が法格言といわれ、長い間にわたり強く支配され、各国

法にも承継され、契約における世界共通の原理として維持されてきた77。 

しかし、ローマ法のこの原則は、近世（16 世紀～18 世紀）に至り発展してきた社会的経済

的需要に対応しきれなくなり、学説・判例も一般に第三者のためにする契約を許容するよう

に変わってきた。そのため、18世紀末から 19世紀初頭に、第三者のためになされた負担付き

贈与や嫁資に限って、個別の例外としてその効力を認められるに至った78。その後、漸次に例

外的に認められた個々の場合を一般化し、結局「何人も他人のために約することを得ない」

というローマ法の一般原則は普通法上の慣習法により否定された79。 

(2) フランス民法 

フランス民法は 1804 年 3 月 21 日に制定され、近代市民法典の先駆として、フランスのみ

ならず、ヨーロッパ諸国はもとより世界の極めて多くの国の法典の模範となった。 

フランス民法では、第三者のためにする契約に関して、ローマ法の大原則をひとまず守り

（フランス民法 1165 条・1119 条）、ただ自己の負担する債務の条件とした自分自身のために

契約を締結する場合、または他人に対して行う贈与の条件とする場合に限って、例外的に第

三者のために利益を与えるような契約を締結することを認め、その場合に第三者が受益の意

思を表示した後はその約定を撤回することができないとしている（同 1121 条）80。フランス

民法は、このように「何人も他人のために約することを得ない」という法格言を、初めて打

                                                
75 ローマ法は中世末から近世初頭にかけてヨーロッパ諸国に伝播され、ヨーロッパ諸国の法制として継受され、

近代諸国の私法典、私法学の基礎であった。杉田金之助『羅馬法』21頁以下（早稲田大学出版部・1925）。 
76 我妻栄『債権各論上巻』114 頁（岩波書店・1971）、来栖三郎「第三者のためにする契約」民商 39 巻 4=5=6

号 513頁（1959）、西島梅治「保険契約外の第三者の地位」保険学 451号 76頁（1970）。 
77 来栖・前掲注(76)513頁、西島・前掲注(76)79頁。 
78 我妻・前掲注(76)114頁、竹屋芳昭「第三者のためにする契約」大分大学経済論集 14巻 2号 47頁以下

（1962）。 
79 竹屋・前掲注(78)47頁、来栖・前掲注(76)513頁。 
80 現代外国法典叢書（16）田中周友他『仏蘭西民法（Ⅲ）』30-34頁・110-111頁（有斐閣・1956）、来栖三郎

『来栖三郎著作集Ⅱ契約法』141-142頁（信山社・2004）。 
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ち破る突破口としてもつ意義が重大であると高く評価されている81。 

しかし、同 1121 条で認められる第三者のためにする契約の範囲が余りにも狭く、しかも内

容が不完全であるため、1860 年代、社会的経済的な需要、特に第三者を保険金受取人とする

保険契約の発展には応じ切れなくなった。そこで、判例・学説は、同 1121 条の制限にもかか

わらず、解釈によって広く第三者のためにする契約を可能とするよう種々の努力を重ねてい

た。その結果、フランスでは、法文上例外規定とされる第三者のためにする契約が今日、一

般的、原則的に認められている82。 

(3) ドイツ民法 

ドイツ民法は、フランス民法より約 100年後の 1900年 1月 1日に制定された。ドイツ民法

はフランス民法と同じくローマ法系でありながら、はるかに近代的需要を立法に強く反映し

ている。 

ドイツ民法は、第三者のためにする契約に関して、当時発達した普通法の理論と現実によ

り、特に第三者の利益における生命保険契約、第三者に対する終身年金等の緊要な現象に対

応するために次の旨を規定する。契約により（第三者の受益の意思表示を必要とせずに）第

三者に給付請求権を取得させる約束をすることができるとし（ドイツ民法 328 条 1 項）、第三

者が権利を取得するか否か、第三者権利取得の効力がいつ発生するか、および第三者の承諾

なしに第三者権利を消滅または変更させることを契約当事者に留保することは、別段の定め

がないときは、契約の趣旨によって推定すべきものとし（同 328 条 2 項）、第三者は権利の取

得を拒絶すれば、その権利は遡及的に消滅するものとする（同 333条）83。 

 以上から、ドイツ民法は完全にローマ法を超えた積極性をもち、フランス民法に比べても、

場合を限定せず無条件に広く第三者のためにする契約を認め、フランス民法の理論に大きな

修正を加えたことが分かる。 

(4) 日本民法 

日本の初の近代民法法典（旧民法）は、明治 23（1890）年に公布された。フランス民法を

基本としたものであるため84、第三者のためにする契約に関しても、フランス民法と同じ趣旨

の規定を設けていた（旧民法 323条～325条）。 

                                                
81 西島・前掲注(76)81頁。 
82 竹屋・前掲注(78)47-48頁、西島・前掲注(76)81頁。 
83 現代外国法典叢書（2）柚木馨『独逸民法（Ⅱ）』191-192頁・200頁（有斐閣・1955）。 
84 日本の旧民法はフランス人の法学者ボアソナードにより起草されもの。池田真朗編『新しい民法』116頁

（有斐閣・2005）。 
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 旧民法は、明治 26（1893）年 1 月 1 日から施行される予定であった。しかしその施行をめ

ぐる「法典論争」があったため延期され、結局は施行に至らなかった85。 

日本の現行民法は、旧民法を土台として編纂され明治 31（1897）年に公布された86。民法制

定当時の記録によれば、現行民法、とりわけ第三者のためにする契約に関する条文 537 条～

539 条について、フランス民法、オーストリア民法、スイス債務法、ベルギー民法草案、ドイ

ツ民法、プロシア民法、イタリア民法、ザクセン民法など、多数の国々の法典が参照されて

いた87。そして、民法 537 条の審議にあたり、法典調査会で起草委員である富井政彰博士は次

のように立法者の意図を示していた88。第三者が与えられる権利を知らないのに当然その権利

が生じるということは、少し行き過ぎる。また日本人の考え方にも合わない。したがって、

どんな場合にも第三者にその権利を取得させる代わりにその権利は第三者が契約の利益を受

ける意思を表示した時にその効力が生じるというように定めたのである。つまり、既成法典

（旧民法）のように適用の場合を狭く限る必要はないが、どんな場合においても当事者の意

思をもって第三者にその権利を取得させることができる。 

以上から、日本の明治民法は、フランス法とドイツ法との中間をとっていること、ドイツ

民法と同じく場合を限定せず、どんな場合においても第三者のためにする契約を締結するこ

とを認めていること、しかし他方では、第三者の地位を考慮し第三者に権利が当然に発生す

るという考えを避けて、フランス民法のように、第三者に権利が発生するには第三者による

受益の意思表示を必要とするという折衷的な立法をしていることが分かる89。 

 

3 第三者のためにする契約の関係者の相互関係 

(1) 要約者・諾約者の補償関係 

諾約者が第三者に対し債務を負担することによって被るべき財産上の損失（出捐）は、要

約者との間の原因関係によって補償される。これが補償関係である。 

もっとも、この補償関係は無償でもよい。第三者のためにする契約の基礎となるのは、直

接に契約を締結している契約当事者間の関係、すなわち補償関係を含む契約関係である。し

                                                
85 広中俊雄=星野英一『民法典の百年Ⅰ全般的観察』3頁以下（有斐閣・1998）。 
86 現行民法は、新たに制定されたものではなく、旧民法が「修正」されたものである。池田・前掲注（84）

118頁。 
87 法務大臣官房司法法制調査部監修『法典調査会 民法議事速記録三』799-804頁（商事法務研究会・1984

〔複製版〕）。 
88 法務大臣官房司法法制調査部監修・前掲注（89）782頁。 
89 同旨、西島・前掲注(76)82頁、春田一夫『第三者のためにする契約の法理』146頁以下（信山社・2002）。 
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たがって、その補償関係における契約当事者の意思の欠缺や意思表示の瑕疵は、契約の効力

に影響を及ぼすと解される90。要約者もまた、諾約者に対し、受益の第三者への履行を請求す

ることができる。債務不履行を理由とする損害賠償請求権については、第三者の受益の意思

表示の前であれば要約者が有すると解される91。 

(2) 要約者・第三者の対価関係 

要約者が自己の出捐（たとえば、家屋の所有権の移転など）の対価を請求する権利を自ら

取得せずに第三者に取得させるという契約が締結されるには、要約者と第三者との間に必ず

法律上何らかの原因が存する。これらが対価関係である。 

もっとも、このような対価関係は、第三者と要約者との間の関係に止まるものにすぎず、

契約の内容とならない。つまり、対価関係は法律的には要約者と諾約者との間に締結される

契約とは無関係であり、そこにおける第三者の意思の欠缺や意思表示の瑕疵は、契約の効力

に影響を及ぼさない。したがって、それが欠けていても、第三者のためにする契約自体は有

効に成立し、第三者は諾約者に対して権利を取得することができる。ただ、このような対価

関係が欠けている場合には、第三者の権利取得は要約者に対する関係において不当利得を構

成することになると考えられる92。 

(3) 諾約者と第三者との現実の給付関係 

諾約者は、要約者との契約から生ずる給付債務を特に第三者に対して履行する義務を負う

ことになる。これが現実の給付関係である。第三者は、受益の意思表示をすれば、諾約者に

対し直接にその給付を請求する権利を有する。 

要約者と諾約者との間にいかなる法律関係が生ずるかは、その基本である契約の内容によ

って定まる。基本行為が双務契約であれば、諾約者が第三者に負担する債務と、要約者が諾

約者に対して負担する債務とは牽連関係にあるのである93。したがって、諾約者は基本行為た

る契約に起因して要約者に対し有する契約上の抗弁をもって受益者たる第三者に対抗するこ

とができる（民法 539 条）。また、諾約者は受益者たる第三者に対し基本行為である契約の無

効、取消し、債務不履行による解除なども主張することができる94。 

 

                                                
90 我妻・前掲注(76)115-116頁、谷口=五十嵐・前掲注(71)601頁。 
91 奥田=池田・前掲注(72)78頁。 
92 我妻・前掲注(76)127-128頁、谷口=五十嵐・前掲注(71)601頁。 
93 竹屋・前掲注(78)61頁。 
94 我妻・前掲注(76)128-129頁、柚木馨『債権各論』219頁（青林書院・1957）。 
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4 第三者のためにする契約の成立要件および受益の意思表示 

(1) 第三者のためにする契約の成立要件 

第三者のためにする契約において、契約当事者である要約者と諾約者の間に有効な契約が

成立することが前提とされる。かつ、第三者に直接に権利を取得させる趣旨が契約の内容と

されなければならない95。要約者が諾約者に第三者への給付を請求しうるに止まり、第三者が

その給付を直接諾約者に対し請求しえない趣旨の契約であるときは、第三者のためにする契

約でない96。契約の種類によってはその趣旨が法律から直ちに窺われるものもあれば、行為の

性質または慣行によって推定されるものもあると解される97。 

第三者は必ずしも契約締結の当時に現存する必要はない。胎児や成立前の法人などのため

にする契約も有効である。なぜなら、契約の成立時期と第三者の権利発生の時期とが同一で

ある必要はないからである。また特定していなくても、特定しうるものであれば足りる。た

だし、受益の意思表示をする時には現存し（権利能力を有し）、かつ、特定することを要する

ものと解される（判例・学説）98。 

(2) 第三者の受益の意思表示 

第三者の権利取得の発生要件は、第三者の受益の意思表示である（民法 327 条 2 項）。受益

の意思表示の方式は相手方がある意思表示に関する一般の通則に従い、明示することを要せ

ず、黙示の意思表示でもよい。また契約の趣旨や行為の性質および慣行によって推測しうる

ものであれば充分である（判例・学説）99。さらに訴訟中などの履行請求中の受益の意思表示

も認められるべきである（判例・学説）100。 

かつて、法律上何らの関係もない第三者に受益を強要することは、理論と実際ともに適合

されないことを理由に、契約の効力を発生させるには必ず第三者の承諾を必要とし、第三者

の受益の意思表示が契約の成立要件と解するべきであるという学説が存在していた101。しかし、

法文からも明らかであるように、第三者のためにする契約は、第三者の受益の意思表示の有

無にかかわらず効力を生ずるものである。すなわち、第三者の受益の意思表示は、第三者の

                                                
95 奥田=池田・前掲注(72)76頁。 
96 宗宮信次『新版債権各論』70頁（有斐閣・1971）。 
97 我妻・前掲注(76)118頁以下、永田菊四郎『新民法要義. 第 3巻 下 (債権各論) 』65頁（帝国判例法規出

版社・1959）。 
98 大判明治 36年 3月 10日民録 9輯 299頁、柚木・前掲注(94)213頁、我妻・前掲注(76)120頁。 
99 大判昭和 18年 4月 16日民集 22巻 271頁、我妻・前掲注(76)121頁、勝本正晃『債権法総論概説』64頁

（厳松堂書店・1947）。竹屋・前掲注(78)52頁。 
100 大判大正 7年 11月 5日民録 24輯 2131頁、我妻・前掲注(76)121頁。 
101 梅謙次郎『民法要義：債権編』435頁（有斐閣・1914）、同旨、横田秀雄『債権各論』149頁（清水書店・

1912）。 
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ためにする契約における第三者の権利の発生要件にすぎず、契約全体の効力に影響をもつも

のではない。したがって、第三者の受益の意思表示は、第三者のためにする契約の成立要件

ではないと解される（通説）102。 

(3) 受益者の意思表示がない場合 

第三者のためにする契約が締結されたが、第三者が①受益の意思表示を拒絶した場合、ま

たは、②一旦その表示をして取得した権利を放棄した場合、もしくは③最後まで意思表示を

しない場合には、締結された第三者のためにする契約の効力をいかに考えるべきかが問題と

なる。契約で特定の第三者の権利取得が不可欠の目的と定められた場合には、その第三者が

受益の意思表示を拒絶したとき、第三者のためにする契約は、履行不能により消滅する。諾

約者に帰責事由など特段の事情が存在しない限り、諾約者の債務不履行による損害賠償請求

権は発生しない。その他の場合には、要約者が諾約者に対して第三者に給付すべきことを請

求する権利は消滅しない。要約者が別の第三者を指定し、または、要約者自身に履行すべき

ことを請求する権利を有すると解される103。 

(4) 受益の意思表示の性質 

民法 537条 2項は強行規定であるか否かについて、学説は次のように対立している。 

肯定説としては、いかに利益があるといえども、第三者本人の意思に反しては強いられな

いことは、民法上の原則（民法 474条 2項・514条但書等）であるのみならず、民法は権利の

放棄に遡及効を認めていないから、権利取得を強要するときは却って第三者に不当の損害を

与えるおそれがある。したがって、法律に別段の規定（当然に権利を取得する旨）がある場

合を除いては民法 537条 2項を強行規定とみられるべきであると解される（判例・少数説）104。 

これに対し、否定説としては、①契約の性質上第三者の意思に反しないことが明白なとき、

②第三者に直接負担を課すのでないとき、③単に第三者に権利を取得させることが公序良俗

にも反しないとき、④第三者がいつでもその権利を放棄することができるとき、⑤契約当事

者が第三者の受益の意思表示を待たないで第三者の権利が発生すべきことを約したときには、

その特約は有効と解して妨げない。したがって、民法 537 条 2 項は強行規定とみられるべき

ではないと解される（多数説）105。 

                                                
102 我妻・前掲注(76)121頁、戒能通孝『債権各論』82頁（厳松堂書店・1943）、柚木・前掲注(94)214頁。 
103 加藤雅宣『新民法大系Ⅳ契約法』49頁（有斐閣・2007）。 
104 大判大正 5年 7月 5日民録 22輯 1336頁、柚木・前掲注(94)215頁。 
105 松坂佐一『民法提要』27頁（有斐閣・2001）、宗宮・前掲注(96)73頁、勝本・前掲注(99)61頁、末川博

『債権総論』177頁（弘文堂書房・1948）。 
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 民法（債権法）改正検討委員会（以下「改正検討委員会」という。）は、『債権法改正の基

本方針』（以下「基本方針」という）106において、多数説を採用し、基本方針において、現行

民法 537 条を改正することを提案した。ただし、債権取得型の第三者のためにする契約に限

定している。提案要旨として、「受益者に負担のない債権が帰属する場合は、あえて受益の意

思表示を待つまでもなく効果を生じさせて不都合はないし、受益者の受益の意思表示を無理

して認定していたこれまでの事案の処理もしやすくなる。また、比較法的にもこのような方

式が一般的である。」107ということである。 

 

5 第三者のためにする契約における第三者の地位 

(1) 一般の第三者ではない 

第三者は契約の当事者でないから、要約者と諾約者間の契約に特別な定めがある場合を除

き、自ら契約を取り消しまたは解除することができないのは一般の契約においては当然のこ

とである。しかし、第三者のためにする契約における第三者は、単純に当事者でないから第

三者として契約に直接関係を持たない一般の第三者と異なり、自ら受益の意思表示をなし契

約から直接に権利を取得するという特殊な関係をもつ第三者であるから、詐欺による意思表

示の取消は善意の第三者に対抗することができないという第三者保護の規定（民法 96 条 3 項）

を適用することはできず、契約当事者と同様に扱われると解される108。 

(2) 受益の意思表示までの第三者の地位 

受益の意思表示をなしうる第三者の地位は、その一方的な行為によって権利取得という法

律効果を発生させる地位であるから、一種の形成権である109。したがって、まだ受益の意思表

示をなさない以前でも、第三者は一種の形成権を有している。この形成権は原則として第三

者のためにする契約と同時に発生するが、基本行為が停止条件（ある法律行為が効力を発生

するための条件）であれば、これに従う110。 

もっとも、この形成権は、第三者が受益の意思表示をなすまでは要約者・諾約者間の合意

                                                
106 改正の基本方針（改正試案）を作成することを目的として、2006年 10月に、学者による「民法（債権法）

改正検討委員会」(以下「改正検討委員会」という)が設立された。基本方針には、第三者のためにする契

約を①債権取得型、②負担付債権取得型、③契約成立型、④債務免除型、⑤条項援用型の五つの類型に分

類されている。改正検討委員会編『債権法改正の基本方針』410頁（商事法務・2009）。 
107 改正検討委員会・前掲注(105)411頁。 
108 柚木・前掲注(94)219頁、我妻・前掲注(76)125頁。 
109 星野英一『民法概論Ⅳ（契約）』64頁（良書普及会・1988）、永田・前掲注(97)69頁、柚木・前掲注

(94)216頁、我妻・前掲注(76)122頁。 
110 竹屋・前掲注(78)59頁、宗宮・前掲注(96)72頁、勝本・前掲注(99)56頁。 
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により変更または消滅させることができるとされることから（民法 538 条の反対解釈）、権利

というよりは一種の法律上の可能性にすぎないため、特別の定めがない限り、相続・代位・

譲渡の目的とならないとする一身専属権説があれば111、この形成権は、財産的色彩の強いもの

であるから、相続・代位・譲渡の対象となりうるものであるという財産権説（通説）もある112。

判例は後者に立っている113。 

(3) 受益者の意思表示後の第三者の地位 

第三者は受益の意思表示をすれば、第三者の権利を確定的に取得し、その後においては、

契約当事者は任意にこれを変更したり消滅させたりすることはできない（民法 538 条）。諾約

者の債務不履行がある場合には、第三者は一般原則に従って、諾約者に対し損害賠償の請求

権を有する114。ただし、この点について、当事者が契約において異なる意思表示をなしたとき

はそれに従うと解される115。 

 改正検討委員会は、基本方針において現行民法 538 条を維持することを前提とし、債権取

得型、契約成立型の第三者のためにする契約では、契約について撤回権や変更権を留保する

ことなく受益者に通知がなされた場合、または受益者が与えられた権利や利益を享受する意

思を表示した場合には、もはや変更・撤回ができないものとしていた。また、条項援用型の

第三者のためにする契約では、受益者が当該条項が自分に適用されることを知った後は、も

はや変更・撤回ができないものと提案した116。 

 

以上の考察により、民法上の第三者のためにする契約の法理論における次の点は、第三者

のためにする生命保険契約と比較する際に注目すべき点と考える。 

①第三者の権利取得が第三者のためにする契約の中核であること、②第三者の権利取得の

発生要件が原則として受益の意思表示であること、③第三者の権利取得の効力が発生すると

同時に確定すること、④第三者の受益の意思表示を欠く場合に自己のためにする契約にも転

換できること、⑤第三者による権利取得後、契約当事者（要約者および諾約者）は、それを

任意に変更しまたは消滅させることはできないこと。 

 

                                                
111 末川・前掲注(105)176頁。 
112 柚木・前掲注(94)206頁、我妻・前掲注(76)122頁。 
113 大判昭和 16年 9月 30日民集 20-233頁。 
114 我妻・前掲注(76)126頁、永田・前掲注(97)70頁。 
115 勝本・前掲注(99)62頁。 
116 改正検討委員会・前掲注(105)415頁。 
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第 7節 第三者のためにする損害保険契約との比較 

 

1 概説 

損害保険契約において、被保険利益の主体として「損害保険契約によりてん補することと

される損害を受ける者」を被保険者という（2 条 1 項 4 号イ）。ここに生命保険契約の「被保

険者」と損害保険契約の「被保険者」の定義が全く異なることに注要しなければならない。

生命保険契約にあっては、保険事故の客体として「その者の生存又は死亡に関し保険者が保

険給付を行うこととなる者」を被保険者といい（同 4 号ロ）、保険事故発生の場合に保険給付

を受ける者を「保険金受取人」という（同 5 号）。すなわち、損害保険契約における被保険者

は、生命保険契約における保険金受取人に該当する。そして、被保険者と保険契約者が同一

である場合を自己のためにする損害保険契約という。これに対し、被保険者と保険契約者が

別人である場合を第三者のためにする損害保険契約という117。 

第三者のためにする損害保険契約においては、保険契約者は、受益者たる被保険者の代理

人としてではなく、自己自身の名において被保険者のために保険契約を締結するのである118。

かかる契約が有効に成立するためには、契約当事者間にその旨についての合意があることを

要する。被保険者は、保険者に対し受益の意思表示をする必要はなく当然に損害保険契約の

利益を享受するとされる（8 条）。保険契約者と被保険者との内部関係については、場合によ

り必ずしも一様でないが、両者間の関係のいかんは、保険契約上の法律関係には影響を及ぼ

さないのが原則とされる119。また、第三者のためにする損害保険契約締結の際には、受益者た

るべき第三者を特定する必要はなく、被保険者利益の主体たるべき者を被保険者とする旨の

合意だけがあれば足りる。かかる契約を不特定の第三者のためにする保険という120。 

 

2 共通点 

第三者のためにする生命保険契約は、第三者のためにする損害保険契約と類似する点が多

いことから、改正前商法において第三者のためにする生命保険契約の条項は、第三者のため

にする損害保険契約の条項に準ずるものとされていた（改正前商法 683 条 1 項）。以下で、そ

の主な共通点と考えられるものを挙げてみる。 

                                                
117 大森・保険法 90頁。 
118 伊沢・保険法 73頁、大森・保険法 100頁。 
119 大森・保険法 101頁。 
120 野津・前掲注（62）85頁以下、伊沢・保険法 73頁、大森・保険法 97頁参照。 
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第一に、契約成立の要件については、両者ともに、保険契約者と保険者との間に保険契約

が有効に成立しており、保険事故が発生した場合に受益者である第三者（損害保険契約にあ

っては被保険者、生命保険契約にあっては保険金受取人）が保険者に対し損害てん補請求権

（損害保険契約の場合）ないし保険金請求権（生命保険契約の場合）を取得させる趣旨が契

約の内容とされる。この点が明確を欠く場合には、保険契約の自己のためにする保険契約と

推定することと解される121。 

第二に、権利取得については、両者ともに、第三者の受益の意思表示を待つ必要はなく、

保険契約の締結と同時にその効力が発生する。受益者である第三者は、自己固有の権利とし

て直接に保険者から取得するのであって、一旦保険契約者が取得した権利の移転を代位的に

または承継的に受けるのではない。 

第三に、関係者の相互関係については、両者ともに、保険契約者は契約の当事者として、

保険者に対し保険料の支払義務を負うとともに、保険証券交付請求権、契約解除権、保険料

減額または返還請求権、積立金払戻請求権などの権利を有する。そして、被保険者ないし保

険金受取人が第三者のためにする保険契約により取得した権利は、損害てん補請求権または

保険金請求権のみである。また、保険者は、保険事故の発生により被保険者または保険金受

取人に対し、損害をてん補しもしくは保険金を支払う義務を負うが、保険契約者の保険料支

払債務との差引、告知義務違反による契約解除等をもってこれらの者に対抗しうるとされる。

なお、保険契約者と被保険者ないし保険金受取人との間にいかなる関係があるかは、保険契

約上の法律関係に直接何らの影響も及ぼさない。 

 

3 相違点 

 そもそも生命保険契約は、保険者が人の生死に関して一定の保険給付を行うことを約する

ものである（2条 1項 8号）のに対し、損害保険契約は、保険者が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するものであるから（同 6 号）、かかる性質が全

く異なるのはいうまでもない。したがって、第三者のためにする生命保険契約と第三者のた

めにする損害保険契約とは、以下の点において明らかに違うものと考える。 

第一に、受益者の資格については、損害保険にあっては、受益者が被保険利益を有するこ

とが必要とされる。保険事故発生時に被保険利益を有していなければ、いかに保険契約上に

                                                
121 大森・保険法 97頁、伊沢・保険法 77頁。 
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受益者として指定されていようとも、損害のてん補を請求することは許されないとされる122。

そして、被保険利益の帰属主体を被保険者とする場合、別段の定めがない限り被保険者が当

然に受益者である123。一方、生命保険契約にあっては、受益者である保険金受取人に関し「被

保険利益」という概念が存在しないし、もちろんこれに関する規律もない。 

第二に、受益者の義務については、第三者のためにする損害保険契約においては、受益者

たる被保険者は、保険契約者とともに損害発生の通知義務（14 条）、損害防止義務（13 条）

および損害拡大防止義務（13 条）が課されている。これに対し、第三者のためにする生命保

険契約においては、被保険者の死亡通知義務を負うこととされるが（59 条）、その他の義務は

有しない。このような違いは、損害保険においては、保険事故により生ずる損害を保険者が

てん補する一方で、保険事故が発生する場合でも、受益者たる被保険者が損害の発生を防止

し、あるいはそれを最小限に食い止める措置をとることが可能であることから、被保険者に

損害防止義務および損害拡大防止義務を負わせたわけである124。 

 第三に、受益者の権利取得の確定時期については、生命保険において、保険契約者による

保険金受取人の指定変更権の留保という特有の制度が存在する。これにより、第三者のため

にする生命保険契約において、一旦保険金受取人に指定された者の権利は、保険事故が発生

するまで不確定的なものであり、保険契約者は、保険事故が発生するまでにいつでも一方的

に保険金受取人を変更することができる。その意味では、保険金受取人の地位は極めて不安

定である。これに対し、第三者のためにする損害保険契約において、受益者である被保険者

は、契約の締結により権利取得と同時に確定する。もちろん、損害てん補請求権は保険事故

の発生を停止条件とするのである。保険契約により契約当事者が合意した被保険利益の主体

たる被保険者（含む不特定の被保険者）は、保険契約者の一方的な意思により変更されたり

することはありえないものと考える。 

 

第 5節 むすび 

 

1 まとめ 

民法上の第三者のためにする契約および第三者のためにする損害保険契約との対比から、

                                                
122 伊沢・保険法 82頁、大森・保険法 90頁。 
123 上松・ポイント解説 18頁。 
124 山下・保険法 412頁以下、落合=山下（典）・理論と実務 169頁［梅津昭彦］、大串=日生・解説保険法 211

頁以下[千葉恵介]。 
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以下のことを明らかにした。 

 (1) 立法変遷から得た示唆 

概観した上記の立法変遷から、第三者のためにする生命保険契約の法理論が最初に日本の

保険法制上に登場したのは、明治 17（1884）年のロエスレル草案であって、明治 23（1890）

年第三者のためにする契約という基本理念を初めて導入した旧民法より早い。少なくとも、

第三者のためにする生命保険契約の締結可能を明確に規定したのは明治 23 年商法で、旧民法

とほぼ同時期であったことから、日本の民法と改正前商法は、立法上それぞれ独立して第三

者のためにする契約という基本理念を導入したことが窺われる。 

 また、第三者のためにする損害保険契約については、相当早い段階から改正前商法とほぼ

同様の規定が確立していた。これに対し、第三者のためにする生命保険契約については複雑

な変遷を辿っていた。それは、第三者のためにする生命保険契約は第三者のためにする損害

保険契約および民法上の第三者のためにする契約と本質的に異なるところによるためと考え

られる125。 

 さらに、第三者のためにする生命保険契約の規律からみれば、日本の保険法制は、むしろ

契約締結時に第三者の受益の意思表示を必要とせずに、第三者に給付請求権を取得させる約

束をすることができるとするドイツ民法から大きな影響を受けていると考える。 

なお、第三者のためにする生命保険契約に関する保険法の規律は、諸国の立法例と比較し

て相当に簡素であるといえる126。 

(2) 第三者のためにする生命保険契約の特質 

改正前商法では、第三者のためにする生命保険契約は、第三者のためにする損害保険契約

の有効性を規定する条項（改正前商法 647条）を準用するとされていた（同 683条 1項）。そ

のために、第三者のためにする保険契約が第三者のためにする契約であることを論ずる際、

ほとんどの場合に損害保険契約を例にして、第三者のためにする生命保険契約がそれと共通

すると解されている127。 

確かに第三者のためにする損害保険契約に関しては、契約の成立要件、権利取得の確定時

期、権利取得の性質、第三者（被保険者）の地位などに鑑み、民法上の第三者のためにする

契約と類似する点が多いことから、第三者のためにする契約の一種ないし例外であるという

一般的解釈に何等の議論もないものと考える。 

                                                
125 宮島・前掲注(6)98頁以下同旨。 
126 山下=米山編・解説 286頁同旨[山野嘉朗]。 
127 松本・保険法 245頁、山下・保険法 487-488頁。 
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しかしこれに対して、第三者のためにする生命保険契約に関しては、①第三者（保険金受

取人）の権利取得の発生要件、発生時期および確定時期、②第三者の取得権利の性質、③要

約者（保険契約者）の第三者受益権に対する変更・消滅権、および④制度の特質といった点

の取り扱いが、民法上の第三者のためにする契約とは根本的に異なっていると考える。特に

見過ごしてはならないのは、第三者のためにする生命保険契約に保険金受取人の指定変更権

の留保という制度が存在しているところである。そのために、法は、第三者のためにする生

命保険契約において、第三者のためにする損害保険契約と異なった固有の規律を設けている

のである。 

したがって、第三者のためにする生命保険契約と民法上の第三者のためにする契約との関

係を論じる際に、簡単に第三者のためにする損害保険と同様に解釈することが果たして適切

かという疑問が生じる。 

(3)  保険契約者の一般的意識説に対する反論 

第三者のためにする生命保険契約、第三者のためにする損害保険契約、そして、民法上の

第三者のためにする契約のいずれにおいても、何らかの事由により第三者（保険金受取人・

被保険者・受益者）となるべき者が存在しない、または特定できない、あるいは契約自体は

第三者のためにするものか否かが明確性を欠く場合には、自己のためにするものと推定され

ると解され、一旦第三者のために契約にしたからといって、絶対に自己のためにする契約へ

の変更を禁ずる法理の存在を見出すことはできない。 

以上、本章における考察を通じて、冒頭に取り上げた「第三者のためにする生命保険契約

は、最初から最後まで第三者のためにする生命保険契約の性質を維持するのであって、途中

で自己のためにする生命保険契約に変わることはない」とする、いわゆる現時の保険契約者

の一般的意識説は妥当性を欠いていることを、一層確信することができたことを述べて章の

結論としたい。 

 

2 今後に残された課題 

 保険法は、第三者のためにする生命保険契約に関しては改正前商法の規定を維持している

が、改正前商法のもとに存在する以下の課題について、なお明らかになっていない。そのた

め、今後も引き続き議論することになろう。 

(1) 民法上の第三者のためにする契約との関係について 

前述のように、第三者のためにする生命保険契約は、第三者のためにする損害保険契約と
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同様に民法上の第三者のためにする契約の一種と整理されるのが一般的であるが、①保険金

受取人に関する合意が契約の要素的内容になること、②権利取得の発生時期および確定時期、

③権利取得の性質、④保険金受取人の変更が要約者である保険契約者の一方的意思表示によ

って成立し諾約者である保険者の同意または承諾は必要としないことなどに鑑み、第三者の

ためにする生命保険契約が、民法上の第三者のためにする契約一般に関する原則に対し、大

きな特異性をもつものであると考えられる128。したがって、第三者のためにする生命保険契約

論を十分に理解するためには、それと民法上の第三者のためにする契約との関係について周

到な検討が不可欠である。 

(2) 保険金受取人の権利の固有性と債権者との関係について 

古くは、社会政策的考慮から保険契約者の被扶養者保護を重要視して、第三者のためにす

る生命保険契約における保険金受取人の権利の固有権性を強調し、もって保険契約者の債権

者からの干渉を徹底排除しようとしていたが、生命保険制度が必ずしも保険契約者の被扶養

者保護のためにのみ行われるものではなく、資産運用としての意味をも有するに至っている

現代においては、悪用されることも考えられる。したがって、一方において、第三者のため

にする生命保険契約における保険金受取人の権利を固有権性として解する必要がありながら、

他方において、保険金受取人の指定または変更の背後にあるその実質関係を考慮して債権者

が不利益を不当に被ることを防止することも、立法論的または解釈論的に重要な課題である129。 

(3) その他  

前述のように、①保険金請求権と特別受益の持ち戻し・遺留分減殺との関係、②保険事故

発生前における保険金受取人による権利処分の可否、③保険事故発生後における保険金受取

人の権利放棄による保険金請求権の帰属などについて、保険法には特段の規定が設けられて

いないため、議論があるものの、結論は必ずしも明らかではない。 

 

                                                
128 水口・前掲注(37)33頁、大森忠夫「保険金受取人指定・変更・撤回行為の法的性質」大森=三宅・諸問題

77頁、倉澤・前掲注(34)8頁以下。宮島・前掲注(6)110頁以下、李鳴「第三者のためにする生命保険契約

に関する考察」論究第 83号 95頁以下（2009）。 
129 大森・前掲注(3)68頁以下参照。 
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第 2章 被保険者の同意 

 

 

第１節 総 説 

 

1 諸概念 

生命保険契約には、契約の当事者である保険契約者自身を被保険者として（すなわち、

保険契約者と被保険者が同一）、その生死を保険事故の対象とする「自己の生命の保険契約」

と、保険契約者以外の第三者を被保険者として（すなわち、保険契約者と被保険者が別人）、

その生死を保険事故の対象とする「他人の生命の保険契約」がある。他人の生命の保険契

約には、さらに他人の生存を保険事故の対象とする「他人の生存の保険契約」と、他人の

死亡を保険事故の対象とする「他人の死亡の保険契約」（以下「他人の死亡保険契約」とい

う）がある1。 

他人の死亡保険契約は、各国法制でも認められ、日本でも広く普及している。たとえば、

配偶者の一方が他方を被保険者として締結する「夫婦保険」（夫婦連生保険）、親権者が子

どもを被保険者として締結する「こども保険（学資保険）」、企業等が保険料を負担し、従

業員を被保険者として定期保険に加入させる「総合福祉団体定期保険」、企業が保険契約者

となり中小企業経営者を被保険者として定期保険契約を締結する「事業者保険」、債権者で

ある信用供与機関（銀行等）または信用保証機関が保険契約者・保険金受取人となり、債

務者を被保険者、未返済債務額を保険金額として締結する「団体信用生命保険」等がその

例である2。 

そして、他人の傷害疾病定額保険契約とは、保険契約者以外の第三者を被保険者として、

その傷害または疾病を給付事由の対象とする契約をいう。すなわち、保険契約者と被保険

者が別人である傷害疾病定額保険契約である。医療保険、がん保険、傷害保険等がその例

である。 

保険給付請求権3の譲渡または質権については、一般に保険契約者が保険金受取人の変更

                                                   
1 大森・保険法 267頁、西島・保険法 321頁、山下・保険法 267頁等参照。 
2 酒巻宏明「未成年者を被保険者とする保険」金澤・新たな展開 214-215頁。 
3 改正前商法のもとでは「保険金請求権」という用語が用いられてきたが、保険法上は、「保険給付請求

権」と記されている。したがって、以下は、判決例や学説、保険実務の引用などでは、従来どおり保険

金請求権を用いることもある。 
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権を有しているにもかかわらず、保険金受取人は契約締結時または保険金受取人に変更さ

れた時から抽象的な保険給付請求権（すなわち、保険事故発生まではまだ具体化しない権

利）を取得し、これを譲渡や質入することができる。そして抽象的な保険金請求権は保険

事故が発生した場合に具体化し、その譲受人や質権者が保険金を取得することになる4。 

 

2 制度の意義 

(1) 三つの弊害 

他人の死亡保険契約については、もし、保険契約者がこれを自由に締結しうるものとす

れば、次の三つの弊害または危険性が生じるおそれがあるといわれている5。すなわち、①

賭博保険の弊害―保険契約者が自分と全く利害関係のない者を被保険者として賭博的な動

機で死亡保険契約を締結する危険性、②道徳危険（モラル・リスク）の弊害―保険契約者

や保険金受取人が保険金詐欺を目的として故意に被保険者の生命を害するという犯罪誘発

の危険性、③人格権侵害の弊害―保険契約者が勝手に他人を被保険者とすることで、その

他人の人格権を侵害する危険性である。 

(2) 弊害防止の立法類型 

上記弊害の防止を図るために法的に何らかの制限を加えるのが通例である。弊害防止の

立法類型は、①利益主義、②親族主義、③同意主義の三つに区分されて、その概要は以下

のとおりである6。 

利益主義とは、保険契約者および保険金受取人が被保険者の生死につき利益（被保険利

益）を有しない限り締結できないとする主義であり、保険契約者の経済的損害の填補を目

的とする契約すなわち損害保険的性格をもっているといわれる。利益主義は、各国で最も

古くから弊害防止の立法制度に取り入れられ、後述のようにイギリスおよびアメリカでは

現在でも採用されている。もっとも、利益主義は、賭博保険の弊害を防止するために効果

的であるが、①損害保険契約的な要素で生命保険契約とは相容れない問題、②利益主義の

要件を厳しく限定すると社会的要請に応じられない問題、③モラル・リスクの弊害防止が

                                                   
4 第 5回議事録 5頁参照。 
5 三宅一夫「他人の死亡の保険契約」大森=三宅・諸問題 307頁、江頭憲治郎「他人の生命の保険契約」

ジュリ 764号 58頁（1982）、大森・保険法 267頁、西島・保険法 321頁、遠山優治「他人の生命・身体

の保険契約について」生保論集 160号 178頁以下（2007）等。 
6 三宅・前掲注（5）298-306頁、今井薫「他人の生命の保険」倉澤康一郎編『生命保険の法律問題』金判

986号 70-71頁（1996）、潘阿憲「生命保険契約における被保険利益の機能について―英米法および中国

法の視点から」文研 129号 125頁（1999）、江頭・前掲注（5）58頁、山下・保険法 267頁(注１）、酒巻・

前掲注（2）205頁以下、倉澤・通論 129頁等参照。 
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不十分であり、人格権侵害の弊害防止が考慮されていない問題等が存在するとの批判があ

る7。 

親族主義とは、被保険者の親族のみが保険契約者として保険契約を有効に締結すること、

または被保険者の親族のみを保険金受取人とすることができるとする主義である。親族主

義は、親族であれば、賭博保険の危険、道徳の危険、人格権侵害の危険のいずれも回避さ

れるであろうとの見地に立っているものと思われている8。しかし、親族主義も他人の生命

の保険契約の利用範囲を極めて狭く限定してしまうので、親族以外の者（たとえば特定の

債権者など）に保険金を取得させる社会的需要が増大するような生命保険のニーズに対応

しきれないという問題、仮に親族を保険金受取人とする場合でも、道徳的な危険性がまっ

たく生ずるおそれがないわけではないという問題等が存在するとの批判がある9。 

同意主義とは、他人の死亡保険契約を締結するために、その他人（被保険者）の同意を

要するとする主義である。同意主義は、利益主義と異なり、その要件が極めて明確である

という点、また親族主義と異なり、他人の死亡保険契約の有用性も阻害されないという点、

さらには、道徳的危険の防止に関してはその危険性を被保険者の判断に委ねるという点で、

他の二つよりは効果的であり、加えて、同意を要件とすることによって、人格権侵害の危

険にも応えているとして最も妥当な立法例だと評価されており10、後述のように日本を含

め、今日多くの国の保険契約法で採用されている。 

(3) 規定の趣旨 

改正前商法では、被保険者の保護等の観点から、他人の死亡保険契約についての、被保

険者の同意に関する規定があった。保険法は、改正前商法のその立法趣旨を維持し、生命

保険契約に関して被保険者の同意が必要とされるのは、他人の死亡保険契約の締結につい

て（38条）のみではなく、契約締結後の保険金受取人の変更（45条）および保険事故発生

前の保険給付請求権の譲渡・質入れ（47条）についても同様である。また、生命保険契約

のみでなく、傷害疾病定額保険契約に関しても、同様な規定が新設されている（67条、74

条、76 条）。いずれの立法趣旨も、賭博保険、道徳危険、人格権侵害の三つの弊害を防止

して被保険者を保護することにある11。 

                                                   
7 三宅・前掲注（5）300頁、潘・前掲注（6）125頁、酒巻・前掲注（2）216頁参照。 
8 酒巻・前掲注（2）216頁。 
9 三宅・前掲注（5）300頁、潘・概説 203頁、山下・保険法 267頁（注１）等。 
10 三宅・前掲注（5）304頁、大森・保険法 267頁、西島・保険法 321頁等。 
11 補足説明 69頁、江頭憲治郎「他人の生命の保険」中西喜寿・改正の論点 233頁等。 
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契約締結後の保険金受取人の変更に関しては、死亡保険契約の締結時には被保険者の同

意があったとしても、その後保険金受取人が変更されれば、保険金を取得する権利がある

のは新受取人であるから、新受取人につき、保険の賭博的利用、故意に被保険者の生命に

危害を加えるなど契約締結時と同様な弊害が生じるおそれがある。そこで、契約締結後に

おける保険金受取人の変更についても被保険者の同意を必要とする規定（45条/74条）を

設けることとした12。同条の趣旨は、他人の死亡保険契約または傷害疾病定額保険契約の

締結における被保険者の同意を必要とする 38条と 67条の潜脱防止にもあると考えられて

いる13。 

保険事故発生前の保険給付請求権の譲渡・質入に関しては、たとえば、保険金以外に弁

済のあてのない保険金受取人とその債権者が共謀して故意に保険事故を発生させて保険金

を取得し、それによって債務の弁済および債権の回収を図ることをもくろみ、保険給付請

求権に関し譲渡契約または質権設定契約を締結することが考えられる。また、保険金受取

人以外に保険給付請求権に関して権利を有する者が被保険者の知らない間に増えていくこ

とに対する被保険者の人格権の保護の観点からも、被保険者の同意が必要である14。 

 

3 規定の概要 

(1) 他人の死亡保険契約の締結についての被保険者の同意 

38条は、改正前商法 674条 1項に対応する規律であり、改正前商法の規律を維持しつつ、

保険契約者以外の者を被保険者とする他人の死亡保険契約について、例外なく、当該被保

険者の同意がなければ、その効力を生じないものとして、被保険者の同意が保険契約の効

力要件であることを条文上明確にしている。 

67 条は 38 条に相当する規律であり、保険契約者以外の第三者を被保険者とする他人の

傷害疾病定額保険契約について、原則として、他人の死亡保険契約と同様、被保険者の同

意を契約の効力要件としつつ（1項本文）、この例外として、被保険者（被保険者の死亡に

関する保険給付にあっては、被保険者またはその相続人）が保険金受取人である場合には、

被保険者の同意を不要としている（1項但書）。もっとも、この例外は、保険契約の給付事

由が傷害疾病による死亡のみである場合には適用されず、被保険者の同意が必要とされる

（2項）。 

                                                   
12 第 5回議事録 41頁。 
13 大串=日生・解説保険法 154頁[渡橋健]、福田弥夫「被保険者の同意」甘利=山本・論点と展望 223頁。 
14 同旨、竹濱=高山・Q&A新保険法 103-104頁[平尾正隆]。 
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(2) 保険金受取人の変更についての被保険者の同意 

45条は、改正前商法 677条 2項と 674条 1項に対応する規律であり、死亡保険契約の締

結後における保険金受取人の変更についても、契約締結時（38条）と同様、被保険者の同

意を効力要件とする。同条は、基本的に改正前商法の規律を維持しているが、当該保険金

受取人が被保険者に変更されるとしても、例外なく被保険者の同意を必要とするのが改正

前商法と異なる。 

74 条は 45 条に相当する規律であり、傷害疾病定額保険契約について、保険金受取人の

変更の際に原則として死亡保険契約の場合の規律と同様に、被保険者の同意を効力要件と

しつつ（1項本文）、この例外として、変更後の保険金受取人が被保険者（被保険者の死亡

に関する保険給付にあっては、被保険者またはその相続人）である場合には、被保険者の

同意を不要としている（1項但書）。もっとも、この例外は、保険契約の給付事由が傷害疾

病による死亡のみである場合には適用されず、被保険者の同意が必要とされる（2項）。 

(3) 保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意 

47条は、改正前商法 674条 2項・3項に対応する規律であり、死亡保険契約における保

険給付請求権の譲渡または当該権利を目的とする質権の設定については、被保険者の同意

が必要であり、もし同意がない場合は譲渡または質権の設定は無効としている。同条は、

保険給付請求権の譲渡等について被保険者の同意を必要とする改正前商法の規律の考え方

を基本的に維持しつつ、次の点に関して改正している。すなわち、①改正前商法では、他

人の死亡保険契約と自己の死亡保険契約とを区別して規定を置いていたが、保険法では、

それを一本化している。②保険給付請求権の譲渡の場面に加えて新たにその質入の場面に

ついても被保険者の同意を必要としている。③保険事故発生後の譲渡または質権設定につ

いては明文で除外し、被保険者の同意は不要としている。④被保険者の同意は、譲渡また

は質権設定の効力要件として明記している。 

76 条は 47 条に相当する規律であり、他人の傷害疾病の定額保険契約についても、生命

保険契約の場合と同様、保険事故発生前に保険金受取人が保険給付請求権を譲渡しまたは

保険給付請求権に質権設定を行う際に、被保険者の同意を要する旨が定められている。 

本章では、主として生命保険契約について論じる。傷害疾病定額保険契約については、

生命保険契約と実質的に同様の法理を重複の記述は行わず、特有事項のみを論じることと

する。 
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第 2節 立法沿革 

 

日本の立法上、契約締結時および契約締結後の弊害を防止して被保険者を保護するため

の立法措置として、以下のよう利益主義から親族主義へ、親族主義から同意主義へと変遷

してきた。 

 

1 ロエスレル草案 

(1) 契約締結時の弊害防止 

ロエスレル草案 741 条 1 項は、「保険ハ自己ノ生命若クハ健康ニ就キ又ハ保険ヲ受ル時

ニ方テ財産上ノ利益ノ関係アル他人ノ生命若クハ健康ニ就テ之ヲ為スコトヲ得」と規定し、

契約時に財産上の利益関係のある他人の生命もしくは健康については、保険契約を締結す

ることができるとしている。同 2項は、「夫婦、兄弟、姉妹、尊属親、卑属親ノ生命健康ニ

係ル相互ノ利益ハ法律上ノ証拠ヲ挙クルヲ要セス」と規定し、夫婦、兄弟、姉妹、直系尊

属、直系卑属の生命健康にかかる相互の利益については、法的証明は不要であるとしてい

る。そして、同 742条は、「他人ノ生命若クハ健康ニ係ル保険ヲ受ルニハ其人ノ承諾若クハ

了知スルヲ要セス」と規定し、他人の死亡保険または健康保険については、被保険者の承

諾は必要としないとしている。その理由として、被保険者は保険契約のために何らの義務

も負うものではないこと、また、同意を必要とすると保険契約者が正当に契約を締結する

こことが被保険者の悪意等により妨げられるおそれがあることが挙げられている15。 

以上から、ロエスレル草案では利益主義が採用されていることは明らかである。その理

論構成としては、他人の生命保険契約の締結時に被保険利益が存在すればよく、契約締結

後に被保険利益が消滅した場合でも保険契約は有効である。また、これにより保険の賭博

的利用など弊害の防止ができることから、当然に被保険者の同意の不要が導かれる。 

(2) 契約締結後の弊害防止 

ロエスレル草案では、保険金受取人の変更および保険給付請求権の譲渡等に関する直接

的な規律は設けられていなかったものの、被保険者利益は契約締結時に存在していればよ

く、契約締結後に被保険者利益が消滅した場合でも保険契約は有効であるとの考え方、お

よび保険金請求権の譲渡が認められることなどから、契約締結後の保険金受取人の変更に

ついても、保険事故発生前の保険給付請求権の譲渡等についても、自由に行われていたこ

                                                   
15 ロエスレル 180頁。立法沿革については、山下=米山編・解説 187頁[山本哲生]等ある。 
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とが窺われる16。 

 

2 明治 23年商法 

明治 23年商法 678条は、1項では「何人ニテモ自己の生命若クハ健康ヲ保険ニ付スルコ

トヲ得又保険ニ付セントスル時ニ於テ他人ノ生命若クハ健康ニ付財産上ノ利益ヲ有スル者

ハ其他人ノ生命若クハ健康ヲ保険ニ付スルコトヲ得」とし、同 2項では「配偶者、兄弟姉

妹、尊属親及ヒ卑属親ノ生命若クハ健康ニ関スル相互ノ利益ニ付テハ証拠を挙クルコトヲ

要セス」と規定している。そして、同 679条は「他人ノ生命又ハ健康ノ保険ノ有効ナルニ

ハ其人ノ承諾若ハ了知ヲ要セス」と規定している。明治 23年商法は、ロエスレル草案に比

べ、規律の文言は修正されているものの、規律の内容はロエスレル草案がそのまま引き継

がれている。すなわち、契約締結時に財産上の利益を有する者が他人の生命保険契約を締

結することができるという利益主義が採用され、被保険者の同意は不要とされている。そ

の理由も、ロエスレル草案と同様のものと考えられる17。 

また、契約締結後の保険金受取人の変更および保険事故発生前の保険給付請求権の譲渡

等について、ロエスレル草案と同じ考え方が採られていたものと思われる18。 

 

3 明治 32年商法  

(1) 契約締結時の弊害防止 

明治 32 年商法 428 条 1 項は「保険金額ヲ受取ルヘキ者ハ被保険者、其相続人又ハ親族

ナルコトヲ要ス」と規定し、保険金額受取人が被保険者、その相続人または親族であるこ

とを要件とし、親族主義を採用している。明治 32年商法では、利益主義から親族主義に改

められた理由としては、財産上の利益を有する者が他人の死亡保険契約を締結することが

できるとすると、保険詐欺の弊害があることなどが挙げられている19。 

(2) 契約締結後の弊害防止 

明治 32年商法では、採用された親族主義のもとで、被保険者と保険金受取人の間に親

族関係が求められていたため、保険金受取人の変更は原則として認められていなかったが、

「保険金額ヲ受取ルヘキ者カ死亡シタルトキ又ハ被保険者ト保険金額ヲ受取ルヘキ者トノ

                                                   
16 ロエスレル 179頁・181頁・120頁。 
17 長谷川喬著述『商法〔明治 23年〕正義第 5巻』172-176頁（信山社・1995〔復刻版〕）。 
18 同旨、山下=米山・解説 327頁[山本哲生]。 
19 西川一男参助;丸山長渡著述『改正商法〔明治 32年〕要義上巻』654頁（信山社・2005〔復刻版〕）。 
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親族関係カ止ミタルトキハ保険契約者ハ更ニ保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ定メ又ハ被保険者

ノ為メニ積立テタル金額ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得」（同条 3項）と規定され、被保険者と

保険金受取人間の親族関係がなくなったときは、保険契約者は被保険者の親族である保険

金受取人を再指定することができることとされた。また、保険金請求権の譲受人も被保険

者の親族に限られていた（明治 32年商法 428条 2項）。 

このように明治 32年商法の親族主義では、契約締結後も非常に厳格な形で規律されて

いた。 

 

4 明治 44年商法 

(1) 契約締結時の弊害防止 

明治 44 年商法は、はじめて同意主義を導入した（明治 44 年商法 428 条 1 項）。同年改

正の際に親族主義が弊害防止の方策として不十分であるという説明や議論がされていたわ

けではなく、保険金受取人が被保険者の相続人または親族に限られるという親族主義の制

度は、範囲が極めて狭く保険の利用を妨げるため、むしろ親族等以外の第三者が保険金受

取人となる余地を認めることによって保険事業の発達を図ることが改正の理由とされてい

た20。ただ、同条の但書において、被保険者を保険金受取人と定める契約についてはこの

限りではないと定め、同意の例外を規定していた。これは、その当時には「養老保険ノ場

合」（被保険者が保険金受取人である場合）には、被保険者の同意はもちろん不要であるが、

疑義が生じるのを避けるために明確に規定したものと説明されていた21。 

その後、昭和 13年の商法改正により、明治 44年商法 428条 1項がそのまま改正前商法

674条 1項として引き継がれた。それ以来、保険法改正までは、改正前商法のような形で、

保険契約者以外の第三者を被保険者とする他人の死亡保険契約を締結する際に被保険者の

同意が必要とされていた。 

(2) 契約締結後の弊害防止 

明治 44年商法では、同意主義の導入に伴い、他人の死亡保険契約における保険金受取

人を変更する際にも被保険者の同意が必要とされるようになった（明治 44年商法 428条ノ

4第 2項・428条 1項）。その後、昭和 13年の商法改正により、明治 44年商法の上記規定

がそのまま改正前商法 677条 2項・674条 1項として引き継がれた。 

                                                   
20 柳川勝二『改正商法〔明治 44年〕正解〔第 4版〕』554頁（信山社・2002〔復刻版〕）、第 5回議事録 3 

頁。 
21 補足説明 71頁。 
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また、改正前商法のような形で保険金請求権を譲渡する際にも被保険者の同意が必要で

あるという制度になった（明治 44年商法 428条 2項・3項／改正前商法 674条 2項・3項）。 

 

5 改正前商法の規律 

(1) 契約締結時の被保険者の同意 

改正前商法 674 条 1 項は、「他人ノ死亡ニ因リテ保険金額ノ支払ヲ為スヘキコトヲ定ム

ル保険契約ニハ其者ノ同意アルコトヲ要ス但被保険者カ保険金額ヲ受取ルヘキ者ナルトキ

ハ此限ニ在ラス」と定め、他人の死亡保険契約について、原則として被保険者の同意を要

するものとし、同意主義を採用している。もっとも、同項但書は、「但被保険者カ保険金額

ヲ受取ルヘキ者ナルトキハ此限ニ在ラス」と規定し、他人の死亡保険契約であっても被保

険者自身を保険金受取人とする場合には、例外的に当該被保険者の同意は不要としている。

これは、被保険者自身が保険金受取人となるのであるなら、賭博的悪用やモラル・リスク

の弊害は乏しいとの理由によるものと考えられている22。 

なお、改正前商法では、他人の死亡保険契約における被保険者同意の方式、時期、相手

方および同意の法的性質に関して何らの規定も設けられておらず、解釈論や約款に委ねら

れていた。 

 (2) 保険金受取人の変更時の被保険者の同意 

改正前商法 677条 2項は、「第 674条第 1項ノ規定ハ前項ノ指定及ヒ変更ニ之ヲ準用ス」

と定め、保険契約者と被保険者が異なる他人の死亡保険契約における保険金受取人の指

定・変更について、同 674条 1項の規定を準用して、他人の死亡保険契約の締結時と同様

に、原則として被保険者の同意を効力要件としつつ、その例外として、被保険者が保険金

受取人となる場合には被保険者の同意は不要とされていた。 

また、改正前商法では、他人の死亡保険契約の締結時に関する規律と同様に、締結後の

保険金受取人の変更における被保険者の同意の方式、時期、相手方および同意の法的性質

に関して何らの規定も設けられておらず、解釈論や約款に委ねられていた。 

 (3) 保険金請求権譲渡等に際する被保険者の同意 

改正前商法は、死亡保険契約における保険金請求権を譲渡する場合について、次の三つ

の場合に分けて被保険者の同意が必要であるとしている。 

ア 同意を得た保険契約より生じた権利の譲渡に対する同意 

                                                   
22 山下・保険法 273頁、江頭・前掲注（11）235頁、福田･前掲注（13）197頁。 
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改正前商法 674 条 2 項は、「前項ノ保険契約ニ因リテ生シタル権利ノ譲渡ニハ被保険者

ノ同意アルコトヲ要ス」と定め、保険契約者と被保険者が異なる他人の死亡保険契約が、

被保険者の同意を得て締結されて効力を生じた後に、その保険金受取人が、その契約によ

って生じた権利（保険事故発生前の保険金請求権）を他人に譲渡する場合に被保険者の同

意を必要としていた。 

イ 保険契約者が被保険者の場合の保険金受取人の権利譲渡に対する同意 

改正前商法 674 条 3 項前段は、「保険契約者カ被保険者ナル場合ニ於テ保険金額ヲ受取

ルヘキ者カ其権利ヲ譲渡ストキ」と定め、保険契約者が被保険者である自己の死亡保険契

約において、保険金受取人として指定されている第三者がその権利を他人に譲渡する場合

に被保険者の同意を必要としていた。この場合は他人の死亡保険契約ではないが、他人の

死亡保険契約におけると同じ弊害がありうるからである。 

ウ 被保険者たる保険金受取人より権利を譲り受けた者が更にこれを譲渡する場合の

同意 

改正前商法 674 条 3 項後段は、「又ハ第一項但書ノ場合ニ於テ権利ヲ譲受ケタル者カ更

ニ之ヲ譲渡ストキ亦同シ」と定め、被保険者が保険金受取人である他人の死亡保険契約で

あって、その締結につき被保険者の同意なしで有効に成立した場合でも（改正前商法 674

条 1項但書）、当初の被保険者である保険金受取人が保険給付請求権を譲渡した後に、その

権利の譲受人がさらにこれを他人に譲渡する場合に被保険者の同意を必要としていた。 

以上より、改正前商法は、保険契約者と被保険者が同一人であるか否かを問わず、死亡

保険契約における保険給付を請求する権利の譲渡について、被保険者の同意を要するもの

としている。 

規定の性質については、改正前商法では明記されていなかった。しかし、その立法の趣

旨は、被保険者の生命に対する犯罪の発生を防止するため、ならびに利害関係の少ない他

人の生命に基づき投機をするのを防ぐためであって、社会公共の秩序に直接に関係するの

で、強行規定であると解されている23。  

 

 

 

                                                   
23 田中・保険法 275頁等。 
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第 3節 外国立法例24 

 

1 弊害防止の立法例 

(1) 同意主義の採用 

ドイツ保険契約法 150 条 2 項（旧 159 条 2 項）、フランス保険法典 L.132-2 条、イタリ

ア民法典 1919条、スイス保険契約法 74条 1項等、多くの国の保険契約法においては、保

険契約を締結する際に被保険者の同意を必要とする、いわゆる同意主義が採用されている。

また、被保険者が保険金受取人である場合や、団体定期保険のような場合における同意不

要の例外は認められていない。 

(2) 利益主義の採用 

アメリカやイギリスなどの英米法系諸国の立法においては、自己の生命の保険契約しか

認めず、他人の生命の保険契約は、被保険者と保険契約者または保険金受取人との間に被

保険利益の存在を要求する。すなわち、被保険者の生死に実質的利害関係を有する者（た

とえば親族、被保険者の債権者）のみがその利害関係を被保険利益として締結しうるもの

とし、いわゆる利益主義が採用されている25。 

もっとも、アメリカにおいて、多数の州では被保険者の同意も同時に要求している。た

とえば、ニューヨーク州保険法 3205条 C項は、他人の生命の保険契約を締結する場合につ

いて被保険者の書面による同意を要するが、例外として、配偶者が保険契約者として人保

険契約を締結する場合、および 14歳 6カ月未満の未成年者の生命について、被保険者利益

を有する者が所定の限度を超えない金額での保険契約を締結する場合には、被保険者の同

意を得なくてもよいとしている。 

(3) 親族主義の採用 

諸外国では、純粋な親族主義を採用する立法例は見当たらない。純粋な親族主義を採用

したのは、日本の明治 32年商法 428条 1項のみであり、外国では純粋にこの立場を採らな

いようである。 

 

2 書面による同意の立法例 

書面による同意を要求する立法例としては、ドイツ保険契約法 150 条 2 項（旧 159 条 2

                                                   
24 立法例の比較については、三宅・前掲注（5）255頁、田辺康平「生命保険法に於ける利益主義と同意

主義」新潟大学法経論集 3集 357頁（1952）、江頭・前掲注（5）59頁、潘・前掲注（6）129頁ある。 
25 倉澤・通論 129頁。 



66 

 

項）、フランス保険法典 L.132-2条 1項、イタリア民法典 1919条 2項、スイス保険契約法

74条 1項等がある。証拠の明確性および被保険者に事柄を認識させる機会の確保の必要性

の観点から、同意主義を採用する国の保険契約法では、ほとんど規定上明確に書面による

同意を要求している。 

  

3 未成年者の死亡保険契約に関する立法例 

ドイツ保険契約法 150条 3項（旧 159条 3項）は、両親の一方が、未成年の子を被保険

者とする保険契約を締結する場合には、その子が満 7歳に達する前に死亡した場合にも保

険給付がなされるものであって、かつその給付額が通常の葬儀費用の額を超えるときは、

その子の同意を要するとする。反対解釈によれば、両親の一方が、満 7歳未満の未成年者

を被保険者とする保険契約を締結する場合には、通常の葬儀費用の額を超えない限りは被

保険者の同意を要しないとしている。なお、通常の葬儀費用の額については、監督官庁が

特定の金額を決めたときは、この金額が基準となる（同条 4項）。オーストリア保険契約法

159条も同じである。 

フランス保険法典 L.132-3条 1項は、12歳未満の未成年者の死亡保険契約を禁止してい

る。同条 2項でその禁止に違反して締結された契約を無効にするとともに、同条 5項でそ

のような契約を締結した保険者および保険契約者に罰金を科している。L.132 -4条 2項で

12歳以上の未成年者を被保険者とする死亡保険契約については、親権者等の承諾を要する

ほか、未成年者自身の同意も必要とする。 

スイス保険契約 74 条 1 項は、行為無能力者を被保険者とする死亡保険契約の締結に、

その法定代理人の書面による同意を要する旨を明定している。 

ニューヨーク州保険法 3207 条（ｂ）項では、14 歳 6 か月未満の未成年者を被保険者と

する生命保険契約について、かかる契約の締結時点で当該未成年者の生命に関する他の既

契約と合算して、5 万ドルまたは既契約の 50％限度（4 歳 6 か月未満の未成年者について

は 25％限度）のいずれか大きい方を超える金額の保険契約の締結を禁止する旨を定めてい

る。 

 

4 契約成立後の弊害防止に関する立法例 

(1) 保険金受取人の変更について 

保険金受取人の変更における被保険者同意に関しては、外国の立法例上明文の規定はあ
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まりみられないが、ドイツ保険契約法、スイス保険契約法等は、解釈上契約締結後の保険

金請求権の処分（保険金受取人の変更を含む）に被保険者の同意を要しないとしている26。

それは、保険契約成立段階で賭博的利用を防止するという点を重視する趣旨から同意を要

件とするが、契約成立後の道徳的危険のおそれについては故意の保険事故招致免責で対処

すればよいという考え方によるものと解されている27。 

これに対し、フランス保険法典は、保険契約者の「その指定または変更は、被保険者が

保険契約者でない場合には、被保険者の同意を伴う場合にのみ効力を生じ、そうでない場

合には無効となる」として、譲渡はもとより、契約締結後の保険金受取人の指定・変更の

場合にも、すべて被保険者の同意を要することを明確に定めている（フランス保険法典

L.132-8条 6項）。 

 (2) 保険給付請求権の譲渡等について 

保険契約成立後に保険給付請求権が処分される場合について、被保険者の同意を要する

かどうかは諸外国の立法例では分かれている。 

ア 被保険者の同意を要する立法例 

フランス保険法典 L.132-2条 2項は「被保険者の同意が無効とならないためには、すべ

ての債権譲渡もしくは質権設定に対して、および第三者により被保険者について締結され

た契約の利益の移転に対して、書面をもって同意が与えられなければならない。」とし、す

べての債権譲渡もしくは質権設定について、被保険者の書面による同意がなければ無効で

あると明確に定めている。 

その他に、譲渡、質権設定時に被保険者の同意が必要とされる立法例としては、デンマ

ーク保険契約法 108条・109条、スウェーデン保険契約法 108条・109条などがある28。 

 イ 被保険者の同意を不要とする立法例 

スイス保険契約法 74 条 2 項は「保険金請求権は、第三者の同意を得ないでこれを譲渡

することができる」と定め、権利の譲渡には被保険者の同意を必要としない旨を明言して

いる。 

ドイツ法では、旧保険契約法でも新保険契約法でも、これに関する明確な条文は置いて

いないものの、一般にドイツ保険契約法 150 条（旧 159 条）2 項第 2 文「その契約を有効

なものとするためには、他人の書面による同意を要する」規定は、契約の締結のみに関す

                                                   
26 三宅・前掲注（5）311頁、山下・保険法 274頁(注 15）参照。 
27 山下・保険法 274頁(注 15）。 
28 生保試案理由書 53頁。 
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るもので、締結後の処分（権利の譲渡等）には適用されないと解されている29。 

アメリカでは、テキサス州を除き、生命保険証券はその譲渡が賭博の手段と認められな

い限り、被保険利益を有していない者に対しても、それを自由に譲渡することができると

されている30。 

 

第 4節 改正前商法に対する立法論的議論 

 

改正前商法のもとで、他人の死亡保険契約における被保険者の同意に関する法規制の在

り方について、以下の立法論的な批判ないし指摘があった。 

 

1 被保険者同意の例外的不要に関する指摘 

改正前商法 674条 1項但書では、被保険者が保険金受取人である場合には、前述のよう

に賭博的な悪用やモラル・リスクの弊害が乏しいとみて、被保険者の同意が例外的に不要

とされている。しかし、保険事故の発生時（被保険者の死亡時）に保険金の支払を受ける

者は、実際には当該被保険者の相続人であり、すなわち、被保険者の相続人が当初から保

険金受取人に指定されていた場合と結局は同じであるから、賭博的悪用やモラル・リスク

の弊害が乏しいとは必ずしもいえない。また、諸外国でもこのような立法例はみられない。

したがって、立法論として、賭博保険やモラル・リスクの防止等という趣旨で被保険者の

同意を求める観点からは、このような例外を認めるのは相当ではないとの指摘がされてい

た31。 

 

2 被保険者の同意方式の未規整に関する指摘 

改正前商法上、被保険者の同意の方式は規整されていない。立法論としては、被保険者

保護の観点から、証拠の明確性の担保および被保険者に事柄を認識させる機会を確保する

                                                   
29 中川正『独立商法〔Ⅳ〕保険契約法』228頁（有斐閣・1939）、大森・保険法 305頁、山下・保険法 274

注 15）。三宅一夫によると、ドイツでは、かつて、契約締結後の保険金請求権の譲渡その他の処分に付

き被保険者の同意を要するや否は議論があった。譲渡その他の処分にも同意を要するとする見解があ

る一方、「一般にドイツ保険契約法第 159条第 2項第 2文は契約の締結のみに関して締結後の処分には

適用なしとする。1931年の改正模範約款は、これを要するとしていた従前の約款を改正し既に監督官

庁の認可をも得たるが故に一応不要なりとすることに解決されたものとみるべきであろう」と説明さ

れた。三宅・前掲注（5）258頁。 
30 三宅・前掲注（5）283頁。 
31 大森・保険法 269頁注２、西島・保険法 322頁、山下・保険法 273頁、補足説明 71頁等。 
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必要性があることを理由に、書面による同意を求めるべきであるとの指摘が多かった32。

また前述のように、外国においては同様な観点から、書面性を要求する立法例が多数みら

れる。 

 

3 被保険者が未成年者である場合の取扱いに関する指摘 

改正前商法上、未成年者を被保険者とする死亡保険契約において被保険者の同意をどの

ようにうるかについて直接規定した規律はなく、解釈論や約款に委ねられていた。 

学説上は、意思能力があるか否かを問わず、親権者等の法定代理人が代わりに同意する

ことができるかをめぐって肯定説と否定説が対立していた。 

肯定説では、被保険者の同意は準法律行為としての性質を有するため、民法の法律行為

に関する一般原則が類推適用されることから、被保険者が意思能力を有しない未成年者で

ある場合には、民法の一般原則（民法 5 条・818 条 3 項）に従い、親権者等の法定代理人

による同意が可能と解するほかはないとされている33。 

これに対し、否定説では、親の保険金目当ての子殺しは、歴史的にも各国でしばしば見

られる現象であり、日本でも実例があること、また、親権者等の法定代理人が保険契約者

兼死亡保険金受取人であると、未成年者の被保険者との間で実質的には利益相反となるこ

とから、親権者等による代理にはなじまないと解されている34。立法論として、意思能力

のある未成年者については、意思能力のある未成年者と法定代理人双方の同意を要求すべ

きであり、意思能力のない未成年者については、諸外国の立法例を参考に、死亡保険契約

の締結を禁止しまたは葬儀費用程度に限定するなど保険金額を低く制限するか、あるいは

家庭裁判所が選任する特別代理人による同意を必要とすべきとの指摘がされている35。 

 

4 団体生命保険契約の取扱いに関する指摘 

団体生命保険契約とは、一定の客観的区分で他と区別できる人間の集団を包括して被保

険者とする生命保険契約のこと（代表例：団体定期保険、団体信用生命保険）をいう。団

体定期保険は、会社が保険契約者兼保険金受取人となり、従業員を被保険者とするものが

                                                   
32 三宅・前掲注（5）315頁、大森・保険法 271頁、西島・保険法 325頁、山下・保険法 270頁、生保試

案理由書 52頁。 
33 大森・保険法 271頁、西島・保険法 324頁等。 
34 山下・保険法 272頁、江頭・前掲注（5）64頁。 
35 田中誠二=原茂太一『新版保険法〔全訂版〕』275頁・293頁（千倉書房・1986）、青谷・法論Ⅰ119 頁、

西島・保険法 324頁、江頭・前掲注（5）64頁、山下・保険法 272頁。 
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多い。団体定期保険には、団体に属する者が全員被保険者となる全員加入型と、団体に属

する者のうち、希望する者のみが被保険者となる任意加入型がある。実務上、前者は通称

「Ａグループ保険」、後者は通称「Ｂグループ保険」という。団体信用生命保険は、金融機

関が保険契約者兼保険金受取人となり、その金融機関から融資を受けた債務者を被保険者

とし、保険金額を債務残額とする保険契約である36。 

改正前商法には、団体生命保険契約に関する独立した規律はなかった。団体定期保険は、

他人の死亡の生命保険であるから、改正前商法 674条 1項本文により被保険者の同意が必

要である。Ｂグループ保険のような任意加入型の場合においては、被保険者本人が加入申

込書を記入するので、必然的に被保険者の同意が得られることになり、問題は生じない。

しかし、全員加入型のＡグループ保険では、以下の背景により従来から被保険者の同意の

とり方が問題となっていた。 

当該保険契約の趣旨は、保険金を従業員が死亡した際の遺族への死亡退職金等の支払の

原資に充てるというような形で、従業員の福利厚生を図るためであること、従業員が多数

であるうえ、変動があるため実務上個別に同意をとることが困難であること、労働組合の

代表者による一括同意での労働協約または就業規則に保険条項があれば足りるとする実務

があることから、必ずしも厳格な同意は求められてこなかった。しかし、従業員や遺族か

ら、知らない間に従業員が被保険者とされ、会社が高額の保険金を受け取りながら遺族へ

の死亡退職等の給付額はわずかであるという実態を疑問視する声があがり、保険金相当額

を遺族に引き渡すことを求める訴訟が多発し、しかも遺族の権利を認める裁判例も多かっ

た37。 

そこで、「団体生命保険契約の内容等が被保険者となるべき者に書面で通知され、かつ

その者に同意を拒絶する機会を保証する場合には、被保険者の書面による同意を要しない

旨」の特則を定めるべきであるとの立法論的指摘がされていた38。 

 

5 契約締結後の権利譲渡等に関する議論 

改正前商法のもとで、契約締結後の権利譲渡等における被保険者の同意の要否について、

                                                   
36 山下=米山・解説 207頁[山本哲生]参照。 
37 大阪地判昭和 54年 2月 27日判時 926号 115頁、名古屋地判平成 7年 1月 24日判タ 891号 117頁、東

京地潘平成 7年 11月 27日判タ 911号 121頁、青森地弘前支判平成 8年 4月 26日判時 1571号 132頁

等。静岡地浜松支判平 9年 3月 24日判時 1611号 127頁は、被保険者の同意の不存在を理由に契約を

無効として遺族の請求を棄却した。 
38 西島・保険法 322頁。 
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学説上以下のように見解が分かれていた。 

(1) 契約締結後の権利譲渡等についての被保険者の同意不要論 

契約締結後の権利譲渡等についての被保険者の同意不要論は、「日本国民道徳心の昂

揚・今日の保険の発達より推して」、保険契約締結後における保険金受取人変更や譲渡の際

には、被保険者の「同意を不要とするも最早や可なのではあるまいか」とし、その理由が

以下のように挙げられていた39。すなわち、①保険契約締結時に同意が得られていればそ

れで十分であり、契約が締結された後で、保険金請求権の譲渡等により道徳危険が高まる

ことは実際にはあまりなく、仮にあっても、保険金受取人による被保険者故殺の保険者免

責規定（改正前商法 680条 1項 2号）があれば足りること、②一度有効に成立した保険契

約に基づく権利は契約者または受取人の財産となるものであるから、権利の経済的利用を

妨げるべきではないこと、③同意主義を採用する外国立法例においては、契約締結後の権

利譲渡等について被保険者の同意を必ずしも要求していないことなどである。 

(2) 契約締結の一定期間後の権利譲渡等についての被保険者の同意不要論 

また、契約締結後の一定期間内の譲渡については被保険者の同意を要するが、一定期間

経過後は不要であるとの見解もあった。その理由は次のように説明されている40。すなわ

ち、契約締結後当分の間は、権利が未知の第三者に譲渡された場合、被保険者との関係で

は新たに保険契約が締結されたのとほとんど同様の状況となるが、契約締結後相当の期間

が経過し、保険料の払込額が大きくなるにつれ、保険金請求権は期待権を超えた現実的権

利となり、財産権として保護する必要が大きくなる。さらに、被保険者の生命の危険も漸

次希薄になるということである。 

(3) 契約締結後の権利譲渡等についての被保険者の同意必要論 

他方、日本では、モラル・リスク事案が後を絶たないことに鑑み、また譲受人または質

権者が誰かについて被保険者が認識する必要があることからも、免責の規定のみではなく

被保険者の同意も必要とするべきであるとして、契約締結後の権利譲渡等について改正前

商法の考え方を維持することが望ましいとの見解が多数説で有力であった41。 

 

 

                                                   
39 大森・保険法 270頁(注 5）、三宅・前掲注（5）311頁。 
40 田辺・前掲注（24）357頁・385頁。 
41 江頭・前掲注（5）62頁、福田弥夫「他人の生命の保険契約」日本大学法学紀要 27巻 266 頁（1985）、

山下・保険法 274頁(注 15）等。 
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6 傷害疾病定額保険契約への適用に関する議論 

改正前商法では、他人の傷害疾病定額保険契約に関する規律は設けられていなかった。

他人の傷害の保険契約については、解釈として改正前商法674条1項本文が類推適用され、

被保険者の同意が必要とされ42、学説・判例上もこれを肯定していた43。 

一方、定額保険とされている傷害保険契約における死亡保険給付については、保険給付

の内容と保険給付請求権者が生命保険契約の場合と変わらないことから、改正前商法 674

条 1項本文を類推適用することには問題がないとされてきた。しかし、定額保険とされる

傷害または疾病保険契約でも死亡保険給付以外の給付については、生命保険契約のように

保険金受取人の指定を自由に認めるのではなく、約款で被保険者を受取人と定められるの

が通例であった。このような保険契約はモラル・リスクが小さいうえ、被保険者保護の上

からも重要な役割を果たしていること、傷害死亡保険契約により支払われる死亡保険金に

ついても、保険金額が小さいことなどの理由により、画一的に被保険者の同意を要するこ

とが適当でない場合もありうるし、立法論としても、単純に生命保険契約と同じ規制をす

るのは適切でないと、かねてから指摘されてきた44。 

 

第 5節 規定改正の経緯 

 

1 生保試案 

前述の立法論的批判を踏まえ、生保試案は他人の死亡保険契約における被保険者の同意

に関する規律について、以下のとおり改正前商法の関連規定の改正を試みた。 

(1) 被保険者の同意に関する規定 

生保試案 674 条 1 項は、「他人の死亡に関して保険金の支払をすることを定める保険契

約を締結するには、その者の書面による同意がなければならない」と規定しており、改正

前商法と同様に同意主義を採用したが、改正前商法と異なって、被保険者の同意を契約の

成立要件としており、かつ書面による方式を求めていた。 

                                                   
42 山下・保険法 268頁。 
43 三宅・前掲注（5）310頁。傷害保険契約において、被保険者の同意なく締結された契約が無効とされ

た事例として、大阪地判昭和 54年 2月 27日判時 926号 115頁、東京高判平成 3年 11月 27日判タ 783

号 235頁、東京地判平成 3年 8月 26日判タ 765号 286頁、水戸地判平成 10年 5月 14日判タ 991号 221

頁、最判平成 18年 4月 11日民集 60巻 4号 1387頁（保険法百選 112頁）等がある。ただ、いずれも

損害保険会社が取り扱った契約であった。 
44 山下・保険法 273頁以下。 
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(2) 改正前商法 674条 1項但書の削除 

生保試案は、改正前商法 674 条 1 項但書、すなわち、他人の死亡保険契約であっても、

被保険者自身を保険金受取人とする場合には同意は不要であるとの規定を削除した。その

理由として、①被保険者と保険金受取人とが同一である死亡保険契約の場合、保険事故の

発生により保険金を受け取るのは被保険者の相続人であることに鑑みると、その場合につ

き被保険者の同意を不要とする合理的理由はないこと、②諸外国の法制にも、このような

規定を設けている例はないこと、および、③現行実務でも、被保険者と保険金受取人とが

同一である生命保険契約の場合について、被保険者の同意を要求している点が挙げられて

いた45。 

なお、本条は、契約当事者において変更することができない絶対的強行規定とされてい

た（生保試案 683条 1項）。 

(3) 未成年者の死亡保険契約に関する規定の新設 

生保試案は、未成年者の死亡保険契約に関して独立した条文を新設した（生保試案 674

条の 2）。被保険者が満 15 歳以上の未成年者、すなわち意思能力のある未成年者である場

合につき、被保険者およびその法定代理人の双方の書面による同意が必要である旨を明文

化することにしていた（同条 1項）。一方、被保険者が満 15歳未満の未成年者または成年

被後見人、すなわち意思無能力者である場合については、特別な規定を設けず、改正前商

法と同じく条文の解釈論や約款に委ねることとしていた。また、法定代理人が満 15歳以上

の未成年者を保険契約者兼被保険者とする死亡保険契約を締結する場合にも、被保険者の

書面による同意が必要であるとしていた（同条 2項前段）。これは、満 15歳以上の未成年

者である被保険者の意思を尊重する趣旨であると考えられる。 

なお、本条も絶対的強行規定であった（生保試案 683条 1項）。 

(4) 団体生命保険契約に関する規定の新設 

生保試案は、さらに団体生命保険に関して別途詳細に定めていた（生保試案 682条の 5・

682条の 6）。不加入の申し出をした者を除き、団体に属する者の全部または契約所定の条

件に適合する者の全部を被保険者とする団体生命保険契約が一定の要件を満たした場合に

は、特則として被保険者の同意を要しないものとしていたが、被保険者の書面による同意

を要する約定を妨げない旨の但書を設けていた。 

 

                                                   
45 生保試案理由書 51頁以下。 
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(5) 保険金受取人の指定・変更に関する独自の規定の新設 

生保試案では、他人の死亡保険契約における保険金受取人の指定・変更について、生命

保険独自の規定として、以下のとおり新たな条文を起こした。 

生保試案 675条の 2第 2項は、「被保険者以外の者である保険契約者が被保険者の死亡

に関する保険金受取人を指定または変更するには、被保険者の書面による同意がなければ

ならない。」と規定していた。他人の死亡の保険契約においては、保険契約者が死亡保険金

受取人の指定変更権を行使することにより、締結当初に被保険者の同意を前提として指定

されていた死亡保険金受取人が新たな死亡保険金受取人へと変更されることになるので、

指定変更権の行使のためには改めて被保険者の同意を必要とすることにしたものであると

説明されていた46。 

同 2項は、改正前商法 677条 2項の規定内容を実質的に維持しつつ、他人の死亡保険契

約の締結に関する生保試案 674条 1項と同様に、被保険者の書面による同意を指定変更の

効力要件としていた47。なお、同 2項は、契約当事者において変更することができない絶

対的強行規定であった（生保試案 683条 1項）。 

(6) 保険給付請求権の譲渡等に関する規定の改正 

生保試案では、改正前商法の趣旨と規制を維持しつつ、保険給付請求権の譲渡等に関し

て、以下のとおり改正前商法 674条 2項・3項の改正を試みた。 

生保試案 674条 2項は、他人の死亡の「保険契約に基づく保険金請求権を譲渡しもしく

は質入れし、または保険契約者を変更するには、被保険者の書面による同意がなければな

らない。」と規定し、同 3項は「保険契約者が被保険者である場合において、死亡に関する

保険金を受け取るべき者がその権利を譲渡しまたは質入れするには、被保険者の書面によ

る同意がなければならない。」と規定していた。 

生保試案における改正前商法の規律に対する主な改正点は、次のように整理できる48。

すなわち、①他人の死亡保険契約締結時と同様、被保険者の同意を書面による方式とした

こと、②生命保険契約に関する質権設定が珍しくなくなっている現状を踏まえ、またフラ

ンス保険法典等外国の立法例を参照して、質権設定の場合における被保険者の同意も必要

であることを明記したこと、③2 項において、現行の約款にならい保険契約者の変更の場

合における被保険者の同意も必要であることを追加したこと、④3 項において、生存保険

                                                   
46 生保試案理由書 67頁。 
47 生保試案理由書 67頁。 
48 生保試案理由書 53頁参照。 
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契約でも保険金請求権を譲渡等する場合には被保険者の書面による同意が必要であるとの

解釈上の疑義を避けるために、「死亡に関する保険金」という規定振り規定振りとしたこと

である。 

なお、生保試案 674条は、契約当事者において変更することができない絶対的強行規定

であった（生保試案 683条 1項）。 

 

2 傷害試案・疾病試案 

 (1) 契約締結時の被保険者の同意 

傷害試案 5条 1項は、保険契約者と被保険者が別人である他人の傷害の保険契約につい

て、「被保険者またはその法定相続人が保険金受取人となる場合を除き、他人の傷害に関し

て保険金の支払をすることを定める保険契約を締結するには、その者の書面による同意が

なければならない」と規定していた（1項本文、絶対的強行規定）。かかる同意は、傷害に

よる死亡について保険者が保険金を支払う部分に限らず、傷害による後遺障害や入院等、

死亡以外の傷害の結果に対して保険金を支払う部分も含まれるものとしていた49。その同

意の時期は、保険契約の締結時とされることから、同意の法的性質は契約の成立要件であ

ると考えられる。また、同意の方式は書面によるものと明確にされていた。 

同規律によれば、他人の傷害の保険契約でも、被保険者またはその法定相続人が保険金

受取人となる場合は、被保険者による書面による同意を要しないこととしていた。これは、

被保険者が保険金受取人であるときは被保険者の同意を不要とする改正前商法 674条 1項

但書の規定と同趣旨であると考えられる。 

もっとも、他人の傷害の保険契約において「被保険者またはその法定相続人が保険金受

取人となる場合においても、被保険者となるべき者の書面による同意を要するものとする

ことを約定することを妨げない」としていた（同項但書）。これは、傷害保険契約もその態

様には多様なものがあり、モラル・リスクを誘発するものもありうるからであると説明さ

れていた50。 

傷害試案 5条 1項の趣旨は、契約の締結を保険契約者の自由に任せると、保険契約者が

賭博の目的で被保険者に危害を加えるなど、保険契約を悪用する危険性があるため、適当

                                                   
49 傷害試案理由書附-48頁。 
50 傷害試案理由書附-48頁以下。 
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な方法を講じてこのような不正行為の危険の防止を図らなければならない51ことから、生

保試案 674 条と同趣旨であった。もっとも、傷害保険契約は生命保険契約と契約の内容や

締結の状況等が異なる面があるため、生保試案 674 条を基礎としつつ必要な修正を加えて

いた。 

なお、傷害試案では、未成年者の傷害保険契約および団体傷害保険契約についても、生

保試案 674条の 2および 682条の 5・682条の 6と同趣旨の同規定を設けていた。 

疾病試案において、疾病保険契約は、被保険者が疾病にかかること、または疾病により

入院すること等を保険事故とするものであり、保険契約者と被保険者が別人である契約を

自由に締結しうるものとしても、悪用の危険性はそれほど大きくないと考えられる。しか

し、危険が全くないわけではなく、また個人の人格の尊重の見地から、保険契約者と被保

険者が別人である他人の疾病の保険契約についても、他人の生命の保険契約および他人の

傷害の保険契約の場合と同様の規定を設けることとしていた52（疾病試案 5 条 1 項・6条・

40条・41条）。 

(2) 保険金受取人の変更についての被保険者の同意 

傷害試案 10条 2項は、傷害保険契約における保険金受取人の変更について、「被保険者

以外の者である保険契約者が保険金受取人を指定しまたは変更するには、被保険者または

その法定相続人が保険金受取人となる場合を除き、被保険者の書面による同意がなければ

ならない。ただし、被保険者またはその法定相続人が保険金受取人となる場合も、被保険

者の書面による同意を要するものとすることを約定することを妨げない」と規定していた。 

同規定により、保険契約者と被保険者が別人である場合には、保険契約者は保険金受取

人を変更するには、被保険者の書面による同意を得なければならないが、傷害試案 5 条 1

項本文と同じ趣旨で、被保険者またはその法定相続人が保険金受取人となる場合には被保

険者の書面による同意は不要であった（傷害試案 10条 2項本文）。ただし、傷害試案 5条

1 項但書と同じ趣旨で、被保険者またはその法定相続人が保険金受取人となる場合におい

ても、被保険者の書面による同意を要する旨約定することを妨げないこととした（同 10

条 2項但書）53。 

また、傷害試案 10 条 2 項は、但書を除いて、契約当事者において変更することができ

ない絶対的強行規定とされていた（同 44条 1項）。 

                                                   
51 傷害試案理由書附-47頁。 
52 疾病試案理由書 205頁以下。 
53 傷害試案理由書附-57頁。 
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そして、疾病試案 10 条 2 項も、疾病保険契約における保険金受取人の変更ついて、絶

対的強行規定として（疾病試案 44条 1項）、傷害試案 10条 2項と類似の規定を設けて、保

険契約者と被保険者が別人である場合には、保険契約者が保険金受取人を変更するには、

被保険者の書面による同意を得なければならないとしていた（疾病試案 10条 2項本文）。

ただし、傷害・疾病試案 5条 1項但書と同趣旨で、被保険者が保険金受取人となる場合に

は被保険者の書面による同意は不要としていた（疾病試案 10条 2項但書）54。 

(3) 保険金請求権の譲渡等についての被保険者の同意 

傷害試案 5条は、次のとおり定めていた。他人の傷害の「保険契約に基づく保険金請求

権を譲渡しもしくは質入れし、または保険契約者を変更するには、被保険者の書面による

同意がなければならない」（同 2項）。そして、「保険契約者が被保険者である場合において、

保険金を受け取るべき者がその権利を譲渡しまたは質入れするには、被保険者の書面によ

る同意がなければならない」（同 3項）。 

傷害試案 5 条 2 項・3 項の規定振り規定振りは、生保試案 674 条 2 項・3 項とほぼ同じ

である。その規律の要点は、以下のとおりである55。 

第一に、傷害試案 5条 2項は、同条 1項により被保険者の書面による同意を要する他人

の傷害の保険契約の場合には、保険金請求権の譲渡・質入および保険契約者の変更につい

ても、被保険者の書面による同意が必要であることとしていた。また、同 2 項は、同条 1

項但書に基づいて被保険者の書面による同意を要する旨の約定がある場合にも適用される

とし、これは生保試案 674条 2項と同趣旨である。 

第二に、傷害試案 5条 3項は、保険契約者と被保険者が同一である傷害保険契約におい

て保険金を受け取るべき者がその権利を譲渡または質入れする場合にも被保険者の書面に

よる同意が必要であることとしており、これも生保試案 674条 3項と同趣旨である。 

第三に、傷害試案 5 条 2 項・3 項は、契約当事者において変更することができない絶対

的強行規定とされていた（傷害試案 44条 1項）。 

そして、疾病試案において、他人の疾病の保険契約における保険金請求権の譲渡等につ

いても、他人の生命の保険契約および他人の傷害の保険契約の場合と同趣旨の規定が設け

られていた（疾病試案 5 条 2 項・3項）。しかも、疾病試案 5 条 2 項・3 項は、傷害試案 5

                                                   
54 疾病試案理由書 214頁以下。 
55 傷害試案理由書附-49頁。 
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条 2項・3項と全く同じ規定振り規定振りである56。 

 

3 法制審議会保険法部会の検討 

(1) 契約締結時の被保険者の同意に関して 

保険法部会の検討過程において、前述の立法論的な批判を踏まえ、他人の死亡保険契約

における被保険者の同意の在り方をめぐって特に議論されていた点は、①被保険者の同意

方式（書面が必要か）、②同意不要に該当する「一定の場合」、③被保険者が未成年者等で

ある場合の取扱い、および、④団体生命保険契約の特別規律の要否である。 

ア 被保険者の同意方式に関する検討 

保険法部会では立法論や外国の立法例に鑑み、被保険者の同意を書面でしなければ契約

の効力を生じないものとすべきかが審議されていたが57、以下の理由により、被保険者の

同意方式を書面に限定するような特段の規定を設けないこととした58。 

①書面性を契約の効力と直結させると、かえって被保険者の真意に反する場合が生ずる

こと。たとえば、被保険者が生前に口頭で真意に基づいた同意をしていたにもかかわ

らず、書面の欠缺という形式的な理由だけで同意として無効とされ、保険者が保険給

付の責任を免れるのは、被保険者の保護の趣旨に反することになる。 

②保険金請求権者に過重な負担を課すことになるから合理的ではないこと。すなわち、

被保険者の同意を効力要件とすれば、同意の有無が争いとなった場合には、保険金請

求権者において「書面による」同意があったことの立証責任を負うことになる。 

③契約によっては、通知による被保険者への確認という取扱いが許容される場合もある

こと。たとえば、団体生命保険契約では、書面で同意を求めるのではなく、契約の内

容によっては、従業員に対してその者を被保険者とする死亡保険契約を締結すること

を通知するなどして、従業員から異議のない限り、その者を被保険者とする契約を締

結することとしている場合もありうる。 

④被保険者の保護は、監督法による規律等で担保すれば足りること。情報化社会に対応

した形で被保険者の同意を得ることを阻害しないためにも、保険者がどのようにして

同意を確認するかは監督法上の規律に委ねるべきである。 

なお、保険業法施行規則 11 条 2 号では、事業方法書等の診査基準として、同意の方式

                                                   
56 疾病試案理由書 207頁。 
57 部会資料(6)2頁・(11)3頁以下、中間試案 18頁(注 1)、補足説明 69頁以下。 
58 部会資料(19)4頁、補足説明 69頁以下、萩本・一問一答 175頁。 
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が、被保険者の書面により同意する方式その他これに準じた方式であり、かつ、当該同意

の方式が明瞭に定められていることが掲げられており、保険会社に原則として書面により

被保険者の同意を得るという事業運営が義務付けられている。 

イ 同意不要に該当する「一定の場合」に関する検討 

保険法部会では、被保険者の同意を効力要件としない「一定の場合」を考慮する際に、

原則として被保険者の同意が求められている趣旨を踏まえ、例外が際限なく広がらないよ

うに留意しつつ、保険契約者、保険金受取人、被保険者の相互関係、保険事故の内容、保

険契約者が他人を被保険者とする死亡保険契約を締結する合理性の有無、被保険者の同意

を個別的に求めることの必要性・合理性、および新設される被保険者の意思による契約関

係からの離脱の規律が認められる範囲等という視点から検討されていた59。検討の結果、

被保険者自身が保険金受取人となる場合の他人の死亡保険契約に関しては、例外的に被保

険者の同意を不要とする改正前商法 674条 1項但書に相当する規律を設けないこととした

が、被保険者自身が保険金受取人となる場合の他人の傷害疾病定額保険契約に関しては、

改正前商法 674条 1項但書を維持することした。 

ウ 被保険者が未成年者である場合の取扱いに関する検討 

保険法部会では、被保険者が未成年者等の制限行為能力者である場合の規律の在り方に

ついて議論されていた。道徳的危険の防止の観点から未成年者の死亡保険契約は禁止すべ

きであるとの意見、親権者等の法定代理人がするものとすることでよく、実務上問題は生

じていないとの意見、公序良俗（民法 90条）に反する場合等を除き、このような保険契約

も有効であるとの意見、特別の規律を設けて、葬儀費用程度に保険金額を制限すべきであ

るとの意見などがあった60。しかし、審議の結果、最終的に以下の理由により、特別の規

律を設けないこととされた61。 

①契約法上一律に保険金額を制限することは、実務上保険金額を含む種々の事情を総合

的に考慮する形でモラル・リスク対策が講じられているにもかかわらず、その一定要

素である保険金額だけを取り出してこれに一定の枠をはめ、契約者の選択の自由や保

険者による工夫の余地を奪うことになってしまう点で適切でないこと。 

②仮に保険金額を限定するとしても複数の契約があるときに実効性がないこと。  

③保険金額を制限する旨の規律を新たに設けることでコンセンサスを得るのは難しく、

                                                   
59 部会資料(14)30頁・(15)28頁・(21)2頁、中間試案 18頁(注 3）、補足説明 72頁。 
60 部会資料(19)5頁、第 18回議事録 29頁、部会資料(11)4頁(補足 3)、補足説明 70頁。 
61 部会資料(21)5頁（補足）。 
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契約法で規律するのではなく、実務上の対応または監督法上の規律に委ねることが適

切であること。 

もっとも、国会における保険法案の衆議院附帯決議（平成 20 年 4 月 25 日法務委員会）

において、「未成年者を被保険者とする死亡保険契約については、未成年者の保護を図る観

点から適切な保険契約の引受けがなされるよう、特に配慮すること」とされた。 

エ 団体生命保険契約の特別規律の要否に関する検討 

保険法部会では、団体生命保険契約について被保険者の同意に関する特則を設けるべき

かどうかが議論されていた62。しかし、総合福祉団体定期保険契約の導入63とそれにかかる

金融庁の監督指針が遵守される限り、被保険者の同意に関する紛争が将来的に多発するこ

とは考えにくく、他方で有用性を阻害する可能性も考慮するという理由により、最終的に

保険法は、改正前商法と同様、団体生命保険契約につき被保険者の同意に関する特別の規

律を設けることは見送られた64。 

もっとも、被保険者の同意や被保険者およびその家族に対する情報提供の在り方につい

て注意すべき観点から、衆議院法務委員会、参議院法務委員会ともそれぞれによる附帯決

議では、雇用者が保険金受取人となる団体生命保険契約について、被保険者となる被用者

やその家族に対して、保険金受取人や保険金額等の契約の内容に関する適切な情報提供が

なされるよう努めるべきこととされている。 

なお、改正前商法までの日本の立法作業においては、保険契約者と被保険者が別人であ

る生命保険契約について、賭博保険、道徳危険および人格権侵害の三つの弊害のうち、人

格権侵害はあまり意識されていなかったようであるが、保険法部会では大きな問題意識と

されていたことが窺われる65。 

                                                   
62 部会資料(7)5頁・(11)4頁（補足 4）、補足説明 70頁以下。 
63 前述のような社会問題の背景の下で、平成 8年（1996）以後、生命保険業界では、団体定期保険の仕

組みを変更し「総合福祉団体定期保険」を導入した。この保険の主契約は企業の弔慰金・死亡退職金

規程等の運営に資するとともに、遺族等の生活保障を目的とし、保険金額は企業等の死亡退職金・弔

慰金額を上限とする。特約としては保険契約者を保険金受取人とするヒューマン・ヴァリュー特約を

付加することができる。これは従業員等の死亡による保険契約者である企業の損失を補填することを

目的とし、保険金額は主契約の保険金額の半分以下で、かつ 2000万円以下でなければならない。被保

険者の同意について、主契約に関しては、①被保険者となる本人の署名捺印または記名押印、②企業

等が被保険者となるべき全員に保険契約内容を通知した旨の確認書・同意をしなかった者の名簿等の

いずれかを保険契約者より提出してもらう方法いわゆる「通知同意方式」により確認するが、特約に

関しては、①の方法のみにより確認する。さらに保険金請求時には被保険者の遺族が了知しているか

を確認する。久保田秀一「総合福祉団体定期保険の開発」生保経営 65巻 3号 56頁（1997）。 
64 補足説明 96-98頁、部会資料(11)3頁(注 4）。 
65 第 5回議事録８頁・14頁、第 18回議事録 8頁・17頁、第 20回議事録 20頁など。同旨、山下=米山・

解説 183頁[山本哲生]。 
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(2) 保険金受取人の変更についての被保険者の同意に関して 

保険法部会において、死亡保険契約の締結後における保険金受取人の変更について被保

険者の同意を必要とする前提のもとで、主に検討されていた事項は、遺言による保険金受

取人の変更についての被保険者の同意の相手方であった。しかし、最終的に遺言による保

険金受取人の変更の場合に限って、被保険者の同意の相手方について特段の規律を設ける

必要はなく、他の場合と同様に解釈論や約款に委ねれば足りる66とされた。 

また、保険法部会では、保険契約の更新における被保険者の同意の要否についても検討

された。しかし、契約が更新または更改されることを前提とした契約について、被保険者

がそのことおよび更新または更改の内容を認識した上で同意した場合には、最初に被保険

者となるときに同意を得れば足りる理由で、その後の更新または更改の都度、同意を得る

ことまでは要しないとされた67。 

さらに、保険法部会の検討過程においては、モラル・リスク対策等の観点から保険者の

同意を保険金受取人変更の要件とすべきであるとの意見もあった。しかし、保険金受取人

の変更に際しての被保険者の同意（45条）や保険金受取人の故意免責（51条）等、契約締

結後のモラル・リスクを防止するための規律が設けられていることから、常に保険者の同

意を必要とするまでの必要性はないと考えられ、法律上の要件とはしないこととされた68。 

(3) 保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意に関して 

保険法部会において、保険給付請求権の譲渡等の規律に関して、モラル・リスク防止の

観点から、あるいは被保険者に保険給付請求権者が誰であるかを認識させるために、改正

前商法の規律を維持することとして、免責制度に加えて被保険者の同意を必要とすること

自体について異論はみられなかった69。検討過程において、特に検討されていたのは、①

保険契約者の変更（契約上の地位の譲渡）における被保険者の同意の要否、および②質権

設定の規律の追加である。 

ア 保険契約者の変更についての被保険者の同意 

保険実務上、保険契約者の変更に関しては、約款において保険契約者は被保険者の同意

および保険者の承諾を得て保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができ

                                                   
66 部会資料(19)10頁、補足説明 82頁。 
67 部会資料(19)11頁。 
68 第 5回議事録 32頁。 
69 第 5回議事録 5頁。 
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る旨が定められるのが通例である70。保険者の承諾を求める根拠は、契約上の地位の移転

に関する民法の一般法理に基づくものであり、道徳危険の増加をチェックする意味もある

といわれる71。一方、被保険者の同意を必要とする根拠は、保険契約者が誰であるかは被

保険者にとって重要な事柄であるからなどとされている72。 

そこで、保険法部会の中間試案の段階までは、死亡保険契約における保険契約者の変更

（保険契約者が保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させること）については、被

保険者の同意がなければその効力を生じないとする案が提示されていた73。しかし、最終

的には次の理由により条文化は見送られた74。 

すなわち、①保険契約者の変更についてはさまざまな場合が考えられるから、一律に被

保険者の同意を必要とするのは相当ではないこと。たとえば、企業が保険契約者となりそ

の従業員全員を被保険者とする団体生命保険契約においては、事業譲渡があった場合でも

従業員全員の同意を得なければその保険契約が移転しないとするのは不合理であること、

②保険契約者の変更により道徳的な危険のおそれが常に高まるとは考えにくく、保険契約

者の変更に伴って保険金受取人が変更される場合や、保険契約者の変更後に保険金受取人

が変更される場合には、被保険者の同意を要すれば足りることである。 

イ 質権設定の規律を加える理由 

改正前商法では、保険金請求権に質権を設定する場合に被保険者の同意が必要かどうか

について明文の規定はなかった。しかし、学説上、質権設定にも改正前商法 674条等が類

推適用され、被保険者の同意を求めるべきであるとの見解があった75。実務上、保険金請

求権について質権が設定されることは珍しくなく76、この場合にも被保険者の同意を求め

ているのが通常である。 

そこで、保険法は、質権が設定されると、質権者が保険給付請求権を直接に取り立てる

ことができることになり（民法 366条 1項）、譲渡される場合と実質的に同様でモラル・リ

スクが生じること、改正前商法の解釈論では肯定されていること、立法論的な提案（生保

                                                   
70 山下・保険法 274頁以下、竹濱=高山・Q&A新保険法 54-55頁[平尾正隆]。 
71 山下・保険法 590頁。 
72 中間試案 21頁、補足説明 77頁。 
73 部会資料(14)21頁以下、部会資料(15)21頁、第 5回議事録 18頁、中間試案 21頁。ただ、ここにいう

保険契約者の変更は保険契約者と第三者との間で保険契約者の地位を承継させる合意をすることであ

り、保険契約者の相続や合併による地位の承継を含むものではないとされていた。補足説明 77頁。 
74 第 22回議事録 2頁・26頁以下、部会資料(25)「保険法の見直しに関する要綱案（第 1次案・下）4頁。 
75 大森・保険法 305頁、山下・保険法 274頁以下。 
76 ただ契約当事者ではない保険金受取人による保険給付請求権への質権設定等はほとんどない。 
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試案 674条 2項）および実際に同意を得る取扱とされている実務等を踏まえ、保険給付請

求権を目的とする質権設定の際にも被保険者の同意が必要であることを明文で定めること

とした77。 

(4) 傷害疾病定額保険契約に関して 

保険法部会の検討過程において、他人の傷害疾病定額保険契約における被保険者の同意

の在り方をめぐって特に議論されていたのは、同意不要に該当する「一定の場合」の範囲

である78。つまり、他人の傷害疾病定額保険契約は、原則として当該被保険者の同意がな

ければ、その効力を生じないものとするが、どの範囲で被保険者の同意の例外を認めてよ

いかということである。 

そして、保険法部会では、被保険者の同意を効力要件としない「一定の場合」を考慮す

る際に、被保険者の同意が求められている趣旨を踏まえ、例外が際限なく広がらないよう

に留意しつつ、保険契約者、保険金受取人、被保険者の相互関係、保険事故の内容、保険

契約者が他人を被保険者とする傷害疾病定額保険契約を締結する合理性の有無、被保険者

の同意を個別的に求めることの必要性という視点から検討されていた79。そして、損害保

険会社で取り扱っている次のような傷害保険契約が取り上げられていた。いずれも保険金

受取人は保険契約者ではなく、被保険者またはその相続人である。 

ア 保険契約締結時に被保険者が特定できない保険契約 

たとえば、①自動車保険契約の搭乗者傷害条項や遊園地等の施設の入場者やイベントの

参加者を被保険者とする傷害保険契約、②学校の児童・生徒やスポーツ団体等の構成員の

全員を被保険者とする保険契約者の管理もしくは監督下の傷害保険契約、③企業の従業員

全員を被保険者とする就業中・海外出張中の災害補償契約。このような契約は、契約締結

時に被保険者を特定ないし確定することができず、被保険者から同意を個別に得ることが

不可能という特殊性がある。これらの契約については、保険事故が保険契約者と関係のあ

る一定の場合に限定されており、モラル・リスクは想定しがたく、保険契約者が被保険者

の傷害疾病等を保険事故とする保険契約を締結する必要性が高く、その合理性もあると認

められる。かかる保険契約については、被保険者の同意を不要とすることにそれほど異論

はみられなかった80。 

                                                   
77 部会資料(6)（補足）１頁、部会資料(11)17頁(注１)、第 5回議事録 5頁、補足説明 77頁。 
78 第 7回議事録 17頁以下、第 18回議事録 18頁、第 20回議事録 18頁以下。 
79 部会資料(19)1頁、部会資料 21・2頁以下、補足説明 72頁。 
80 部会資料(11)5頁以下、補足説明 71頁以下。 
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イ 顧客を被保険者とし顧客のために締結される保険契約 

たとえば、①旅行者やサークル等のグループの代表者がその全員を被保険者として締結

する傷害保険契約（海外・国内旅行傷害保険契約等）、②クレジットカード会社がカードホ

ルダーを被保険者として締結する傷害保険契約（海外旅行傷害保険契約）、③自動車ディー

ラーが購入された自動車の搭乗者を被保険者として締結するシートベルト付帯傷害保険契

約。このような契約については、契約締結時に被保険者を確定ないし特定している点が上

述(1)の契約と異なるが、保険金受取人は保険契約者ではなく、被保険者または被保険者の

相続人であるという点は共通している。保険法部会では、これらの場合についても保険契

約者が被保険者のために保険契約を締結する一定の合理性があることから、被保険者の同

意を効力要件としないこととされた。なお、これに積極的に反対する意見はなかった81。 

ウ 家族傷害保険契約 

家族をまとめて被保険者とする家族傷害保険契約などを同意不要の対象とすべきかど

うかは、保険法部会で次のように意見が激しく対立していた。 

被保険者の同意の趣旨から、被保険者の同意を得ることを原則とするべきであり、特に

海外旅行傷害保険や配偶者同士の場合にはモラル・リスクの危険性が高く、被保険者の同

意を効力要件とすべきとの否定的な意見があった82。 

これに対し、家族で海外旅行をする場合に、空港のカウンターで家族全員を被保険者と

する海外旅行傷害保険契約を締結する場合のような、被保険者全員の同意を得ることが不

可能ではないにせよ、時間的制約等から事情次第では同意の取得が難しい等のケースがあ

り、保険契約者（消費者）にとっての利便性という視点からも同意不要とすべきであると

の肯定的な意見があった。 

さらに、家族傷害保険や海外旅行傷害保険などについては、モラル・リスクのおそれが

高いなどとして、仮に被保険者の同意を不要とすることにしても、保険金額の上限を葬儀

費用程度に制限すべきであるとの限定的な意見もあった。 

しかし、以下の理由から、最終的に保険金額の上限を定めることはしないとの結論にな

った83。①保険法は保険契約の一般法であり、特定の保険商品だけを念頭においた規律を

設けるのは適当でない（このような規律を設けると、将来の商品開発を阻害することにも

なりかねない）こと、②実務上保険金額を含む種々の事情を総合的に考慮する形でモラル・

                                                   
81 補足説明 71頁。 
82 補足説明 72頁。 
83 部会資料(21)４頁、萩本・一問一答 174頁(注１)。 
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リスク対策が講じられているにもかかわらず、その一要素である保険金額だけを取り出し

て一律に制限する規律を設けることが適当ではないこと、③保険金額を制限するものとし

ないものに分けるとすれば、これを明確に区別する必要があるが、不可能であることなど。 

最終的に、被保険者のために新たな請求権を設けて、例外規定に基づき同意なくして締

結された契約の被保険者は、保険契約者に対して無制限に契約解除の請求をすることがで

きるとし（87条 1項 1号）、後は自主規制で金額などを限定するということで決着した84。 

エ 保険契約者が自己の業務または活動に関して締結する保険契約 

被保険者の同意不要の例外規定として、保険法部会において、「保険契約者が自己の業

務または活動に関して保険契約を締結する場合（であって、保険契約者またはその相続人

が保険金受取人となるとき）」というような要件を付加する案の採否も審議されていた。し

かし、被保険者の同意が求められている趣旨に照らして、殊更にこれを要件とするまでの

必要はないと考えられることや、そもそもこの要件によってどのような契約が除外される

ことになるのか明らかではないとの指摘もされていること等を踏まえて、最終的にそれを

同意不要の要件として付加しないこととされた85。 

 

第 6節 被保険者の同意の法理 

 

1 同意の対象契約 

ア 契約締結時に関して 

38条では、被保険者の同意を必要とする対象保険が「生命保険契約の当事者以外の者を

被保険者とする死亡保険契約（保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約す

る生命保険契約をいう。）」であるとされ、改正前商法 674条 1項と同じく、いわゆる他人

の死亡保険契約のみである。自己を被保険者とする自己の死亡保険契約については、保険

契約者自身が被保険者であるから、契約締結の際には必然的に被保険者の同意があること

になる。また、他人の死亡保険契約には、定期保険や終身保険のような死亡保険に限らず、

養老保険のような生死混合保険も含まれる86。 

保険法は、改正前商法と同じく、他人の生命の保険契約のうち被保険者が一定時期まで

                                                   
84 山下友信「保険法制定の総括と重要解釈問題（生保版）―成立過程の回顧と今後に残された課題」生

保論集 167号 17頁（2009）。 
85 部会資料(21)4頁。 
86 同旨、山下・保険法 270頁。 
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生存した時のみを保険事故とする純粋な生存保険契約については、被保険者の同意を必要

とする規定は設けられていない。他人の生存保険契約が被保険者の同意の対象外とされる

理由については、生存保険契約は通常相当長期であって、かつ、保険契約者が払い込むべ

き保険料の総額と満期時に支払われる保険金額との間に通常大差がないことから、賭博行

為への悪用や道徳的な危険の弊害が少ないと考えられるからである87。 

また、改正前商法 674条 1項但書を削除した保険法のもとでは、他人の死亡保険契約に

ついて、被保険者が保険金受取人として指定されている場合でも、例外なく、当該被保険

者の同意が必要である。 

 イ 保険金受取人の変更時に関して 

45条は、38条と同じく、被保険者同意の対象保険を「死亡保険契約」のみとしている。

もっとも、38条では、保険契約締結に際し被保険者の同意が必要となるのは、「生命保険

契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約」であるとし、つまり、他人の死亡

保険契約であると明確に定められている。これに対し、本条では、保険金受取人の変更に

際して被保険者の同意が必要とされるのは「死亡保険契約」であるとし、死亡保険契約一

般において同意が必要であるという形式になっている。これは、「自己の死亡の保険契約に

おいて保険金受取人を変更することができるのは、被保険者である保険契約者であるから、

受取人を変更する際には必然的に被保険者の同意があることになるので、実質的には他人

の死亡の保険契約で問題になることに変わりはない」と解される88。 

改正前商法では死亡保険契約において、被保険者が保険金受取人となるときには、被保

険者の同意は不要とされていた（改正前商 677条 2項・674条 1項但書）が、保険法では、

被保険者の死亡時に保険金の支払を受けるのは実際上被保険者の相続人であり、賭博的悪

用やモラル・リスクの弊害が存在することなどの理由から、このような例外を設けないこ

ととされた89。 

したがって、保険金受取人が被保険者に変更される場合においても、被保険者の同意が

必要である。 

 ウ 保険給付請求権の譲渡等の時に関して 

47条は、38条および 45条と同じく、被保険者同意の対象保険を「死亡保険契約」のみ

                                                   
87 大森・保険法 268頁以下、西島・保険法 322頁、三宅・前掲（5）294頁、江頭・前掲注（5）58頁、

中西・生保入門 64頁参照。 
88 山下=米山・解説 328頁[山下哲生]。 
89 第 5回議事録 3頁。 
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としている。もっとも、同条の「死亡保険契約」は、第三者を被保険者とする他人の死亡

保険契約に限定されていないため、保険契約者自身を被保険者とする自己の死亡保険契約

および被保険者を保険金受取人とする死亡保険契約に基づく保険給付請求権の譲渡または

質権設定についても、被保険者の同意が必要である90。 

これは、契約締結時には道徳危険等の問題はないと判断したとしても、道徳危険等のお

それは、誰が保険給付請求権を有するかによって変動しうるので、他人の死亡保険契約で

あれ、自己の死亡保険契約であれ、被保険者以外の者が保険金受取人であって保険給付請

求権を譲渡する場合には、必ず被保険者の同意が必要であるとするからである91。 

改正前商法 674条では、第三者を被保険者とする他人の死亡保険契約の場合（同条 2項）

と保険契約者自身を被保険者とする自己の死亡保険契約（同条 3項）とを分けて規律して

いたが、譲渡等に関する規律という点で共通していることから、本条はそれを一本の規律

としている92。したがって、保険法では、規定振り規定振りが異なるものの、改正前商法

674条 2項と 3項の規律が実質的に受け継がれている93。 

 

2 同意の法的性質およびその効果 

被保険者の同意の法的性質について、古くからこの同意は被保険者が自己の生命・身体

に関して保険契約が締結されることに同意する意思の表明であり、準法律行為に該当し、

準法律行為には法律行為に関する民法の一般原則が準用されるため、法定代理人による同

意も可能であり94、錯誤による無効や詐欺による取消も認められると解されてきた95。 

保険法は、死亡保険契約に関し、①契約の締結、②契約成立後の保険金受取人の変更、

および③保険事故発生前の保険給付請求権に対する譲渡または質権設定について、「被保険

者の同意がなければ、その効力を生じない」（38条、45条、47条）と定めている。これは、

弊害防止の措置として改正前商法の同意主義を維持し、かかる同意が、契約の締結、保険

金受取人の変更および保険給付請求権の譲渡または質権といった法律行為の効力要件であ

ることを明確化している。 

                                                   
90 潘・概説 208頁参照。 
91 同旨、山下=米山・解説 341頁[山本哲生]。 
92 部会資料(11)17頁(注１）。 
93 萩本・一問一答 190頁、大串=日生・解説保険法 165頁[奥野健介]、福田=古笛・逐条解説 118頁[福田

弥夫]、山下=米山・解説 341頁[山本哲生]。 
94 伊沢・347頁、大森・保険法 270頁以下、西島・保険法 324頁、倉澤・129頁、山下・保険法 269頁。 
95 山下・保険法 269頁。  
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改正前商法は、単に「同意アルコトヲ要ス」としていたが（改正前商法 674 条 1 項・2

項）、果たして被保険者の同意は、法律行為の成立要件なのか、それとも同意があるまでは

当該法律行為の効力が発生しないという効力要件にすぎないのかは文理上明らかではなか

った。もっとも、判例96、学説97ともこの同意は、保険契約などの成立要件ではなく効力要

件であると解していた。 

成立要件とは法律行為が成立し存在するための要件であるのに対し、効力要件とは一旦

成立した法律行為が意図したとおりの法律上の効力を発生するための要件であることから、

これを欠くときは無効となる。 

保険契約は、当事者である保険契約者と保険者の意思表示、すなわち申込と承諾により

成立する諾成契約であり、かつその成立と同時に効力を生ずることを原則とする。他人の

死亡保険契約にあっても、この諾成契約性を否認すべき理由はない。ただ、被保険者の同

意があるまでその効力が生じないとすれば、規定の立法目的は達せられる。同意のみ単独

になされても、法律上なんらの効力も生じない。また、同意がなければ保険契約の効力を

生じないことから、両者が共に存してはじめて保険契約は効力を生ずる98。 

したがって、他人の死亡保険契約について、被保険者の同意がないときは、効力要件を

欠くものとして当該保険契約は無効である。また、契約締結後の保険金受取人の変更につ

いて、被保険者の同意がない場合には、効力要件を欠くものとして当該保険金受取人変更

は無効となり、元の保険金受取人のまま保険契約が存続される。そして、保険事故発生前

の保険給付請求権に対する譲渡または質権設定についても、同意がない場合には債権譲渡

契約や質権設定契約の効力が生じないものとなる。 

 

3 同意の方式 

被保険者の同意の方式について、保険法では改正前商法と同様、特段の規定は設けられ

ていない。したがって、一般原則に従い、法律上は不要式のものである。学説上も従来か

ら、書面か口頭かを問わず、また明示的であるか黙示的であるかを問わず、同意として有

効に成立しうると解されてきた99。もっとも、監督法のもとで書面による同意をルール化

                                                   
96 最判平成 18年 4月 11日民集 60巻 4号 1387頁（保険法百選 112頁）。 
97 松本・保険法 209頁、野津・法論 638頁、大森・保険法 270頁、三宅・前掲注（5）310頁、西島・保

険法 324頁、山下・保険法 269頁等。 
98 野津・法論 638頁以下参照。 
99 松本・保険法 47頁、野津・法論 640頁、大森・保険法 271頁、西島・保険法 325頁、山下・保険法 270

頁、山下ほか・保険法 235頁[竹濱修]等。 
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することを全く妨げず、書面で同意をとることに意味があることについて否定するもので

はないとされている100。 

また、保険給付請求権の譲渡および質権設定の方法については、指名債権の譲渡・質入

の場合に関する民法の一般規定（民法 467条・364条）に従うことになり、譲渡または質

権設定の効力を保険者に対抗するためには、譲渡人または質権設定者から第三債務者であ

る保険者への通知または保険者の承諾が必要である。 

 

4 同意の内容 

保険法は、改正前商法と同様、被保険者同意の内容についても特に規定は設けていない。

したがって、以下のように従来どおりの解釈によるものと考える。 

(1) 包括的な同意は認めない 

被保険者の包括的な同意が認められるかどうかという問題がある。下級審裁判例の中に

は、被保険者の同意は、多少の包括性がある同意で足りるとされた事例101がある。これに

対し、ここまで同意要件を緩和する解釈は不当であるとの批判があった102。 

学説上は、同意主義の形骸化ないし空洞化を防ぐ観点から、内容が未確定の保険契約に

ついて包括的に同意が与えられても、それは同意として有効ではないとしている。たとえ

ば、今後自己を被保険者として締結される一切の死亡保険契約に同意するとか、保険金を

いくら掛けられてもよいというような同意は認められず、各保険契約につき個別的に同意

を行うことを要するとされている103。 

(2) 基本的事項の認識が必要 

同意に際して、保険契約の基本的事項に対する被保険者の認識が必要かという問題があ

る。同意を要する法の趣旨に鑑み、漠然と保険に付するということだけを認識しての同意

は有効な同意とはいえない。被保険者の同意は、保険契約の基本的事項について正確に認

識した上でなされることが必要である104。具体的には、保険契約者、保険金受取人および

                                                   
100 第 18回議事録 23頁。 
101 東京高判昭和 53年 3月 28日判時 889号 91頁。同判決では、被保険者が自己、妻または自己の親族名

義で保険契約者となる保険契約の被保険者となることにつき「お前達が掛けられるならいくら掛けて

もよい」と言ったことについて、「被保険者の多少の包括性ある同意（将来締結されるすべての保険に

ついて予め同意するといった同意の空洞化を招くような広い包括的同意ではなく）をもってその有効

要件を充すに足ると解するのを相当とする」と判示された。 
102 山下・保険法 270頁（注 7）。 
103 大森・保険法 272頁、西島・保険法 325頁、山下・保険法 270頁、潘・概説 210頁、酒巻・前掲注（2）

218頁。 
104 三宅・前掲注（5）316頁、大森・保険法 272頁、西島・保険法 325頁、山下・保険法 270頁。 
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保険事故（40 条 1 項 2 号・4 号・5 号）についてはもちろん、さらに保険期間および保険

給付の額（40条 1項 6号・7号）についても認識されているべきであるとされている105。 

(3) 認識と実際の内容にずれがある場合 

被保険者が認識された内容と実際の内容とにずれが生じた場合には、その同意が有効な

ものかどうかという問題がある。保険金額や保険期間などについては、実際に締結された

契約内容と認識の間に若干のずれがあっても、同意の効力は有効であると解されている106。

もっとも、その実際上のずれがどの程度であれば有効であるか、換言すればどの程度のず

れがある場合に同意が無効となるのかは線を引き難い。少なくとも、実際に締結された保

険契約の保険金額ないし保険期間では、被保険者が同意をしなかったであろうと明らかに

考えられる場合には、同意は無効と解せざるを得ないとの見解がある107。 

 

5 同意の相手方 

保険法では、被保険者は誰に対して同意すべきか、という点についても、改正前商法と

同様に、特に定められていない。したがって、これも学説の従来の解釈が引き続き維持さ

れるものと考えられる。 

契約の締結時においては、前述のように同意の法的性質が準法律行為であるとされ、相

手方の受領を必要とする単独行為であると解されることから、一般に保険契約の当事者で

ある保険者でも保険契約者でもよいとされ、被保険者の同意の意思が明瞭に表明されてい

れば、それで足りるものと解されている108（通説）。もっとも、実際の生命保険契約の申込

みに際しては、保険会社に対する契約申込書に被保険者の同意欄が設けられているから、

これは保険者に対する同意の表示と理解できるという見解もある109。 

また、保険金受取人の変更の場合においては、保険法で遺言による保険金受取人の変更

が認められる規律が新設されている（44条）ことに鑑み、被保険者の同意の相手方につい

ては、通常の保険金受取人の変更の場合と遺言による保険金受取人の変更の場合に分けて

解釈する必要がある。前者の場合は、契約の締結時と同様に、従来の学説の解釈に従い、

                                                   
105 江頭・商取引法 507頁。 
106 青谷和夫「他人の生命の保険契約について―道徳的危険防止のための立法的措置を中心として」生保

経営 48巻 4号 637頁（1980）。 
107 福田・前掲注（13）203頁（注 34）。 
108 松本・保険法 244頁、野津・法論 639頁以下、三宅・前掲注（5）314頁、大森・保険法 270頁、西島・

保険法 324頁以下、倉沢・通論 130頁、山下・保険法 269頁、部会資料(11)3頁（注 1）。 
109 福田・前掲注（13）204頁。 
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保険者に対してでも保険契約者に対してでもよいと考えられる。一方、後者の場合も、同

意の相手方が保険者でも保険契約者でもよいとされるが、保険契約者（遺言者）がすでに

死亡しているから、保険契約者の相続人になると考えられている110。この場合は、保険契

約者の相続人が保険者に対し被保険者の同意を得た旨と併せて、遺言による保険金受取人

の変更を保険者に通知することになる111。 

そして、譲渡の場合には、譲渡契約の当事者である譲受人または譲渡人のいずれかに対

し、質権設定の場合には質権設定契約の当事者である質権者または質権設定者のいずれか

に対して行えばよいものと考えられている112。 

 

6 同意の時期 

保険法では、被保険者の同意をいつまでに取得すべきか、という同意の時期についても、

改正前商法と同様に明確な規定定が置かれておらず、従来どおり解釈論や約款に委ねるこ

ととされた。 

(1) 保険契約締結について 

学説上、同意は事前ないし保険契約成立時までになされることが通例であるが、事後で

もよいかについては、以下のように否定的見解と肯定的見解に分かれている。 

改正前商法のもとでは、かつて同意は事後の同意が認められず、契約成立時までになさ

れなければならないという否定的見解が有力であった。その理由として、事後の同意を認

めると、①同意があるまでは契約が効力を生じない状態で成立してしまうこと、②同意な

き契約は強行規定に反すること、③同意の強制が行われるおそれがあることなどが挙げら

れた113。 

これに対し、事後の同意を有効としても何らの弊害もなく、事前ないし保険契約成立時

までの同意に限って有効とする理由はないから、同意は、保険契約成立時までにあるのが

原則となるが、同意のないまま契約が締結された場合でも、事後的に被保険者が同意すれ

ば保険契約の有効性を認めてよく（たとえば、団体保険において事前の同意を得ることが

困難な場合）、事後的に同意があれば成立時に遡って契約は有効であるという肯定的な見解

                                                   
110 部会資料(19)10頁、補足説明 82頁、竹濱=高山・Q&A新保険法 98頁。 
111 同旨、大串=日生・解説保険法 155頁[渡橋健]。 
112 部会資料(11)17頁(注 2)。 
113 松本烝治「他人ノ生命ノ死亡保険ニ於ケル被保険者ノ同意ニ付テ」松本烝治『私法論文集』207頁・

214頁（巌松堂書店・1926）、田中=原茂・前掲注（35）295頁など。 
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が多数であった114。もっとも、「同意のないまま成立した保険契約が不健全であることは間

違いなく、事後の同意でよいとしても、成立と同意の時期が多少前後してもかまわないと

いう程度のことであるというべき」との見解が有力に提示されている115。 

保険法のもとにおいても、被保険者の保護を重視する法の趣旨（被保険者の同意に関す

る規律の整備のほか、被保険者による解除請求も新設されている）に鑑み、契約成立時ま

での被保険者の同意を原則とすべきものとされる見解116があるのに対して、被保険者の同

意が保険契約の効力要件であると明確に規定したことから、同意は契約成立前ないし契約

締結と同時になされる必要はなく、契約成立後であっても、保険事故発生前までに同意が

与えられれば足りるとの見解もあるが、改正前商法のもとでの学説と異なり、事後の同意

が認められる場合には、当該保険契約の効力は、その同意があった時点から生ずることに

なると解されている117。 

なお、契約締結後の保険給付請求権の譲渡等についての同意の時期も、上記の理論構成

が適用されうると考えられる。 

(2) 保険金受取人の変更について 

学説上、保険法に定める保険金受取人の変更の効力の発生時期（43条 3項、民法 985条）

や対抗要件（43条 3項但書、44条 2項）との関係があるから、保険金受取人の変更につい

ての被保険者の同意の時期も、以下のように通常の保険金受取人の変更と遺言による保険

金受取人の変更に分けて解釈されている。 

ア 通常の保険金受取人の変更の場合 

通常の保険金受取人の変更の場合においては、保険契約者による保険金受取人変更請求

時に被保険者の同意もなされるのが通例である。また、被保険者の同意の重要性や被保険

者の保護を重視する保険法の趣旨（被保険者の同意に関する規律の整備の他、被保険者に

よる解除請求も新設されている）に鑑み、事前に被保険者の同意を得て保険金受取人の変

更を行うことを原則とすべきであると考えられている。もっとも、他人の死亡保険契約の

締結における被保険者の同意の時期に関する解釈と同様に、事後の同意も有効とされる。

ただ、被保険者の同意が事後になっても、保険契約者による保険金受取人の変更の意思表

                                                   
114 伊沢・保険法 348頁、野津・法論 640頁、大森・保険法 271頁、西島・保険法 325頁、石田・商法Ⅳ 281

頁、山下・保険法 269頁、山下ほか・保険法 235頁[竹濱修]、福田・前掲注（41）270頁。 
115 山下・保険法 269頁（注 4）。 
116 大串=日生・解説保険法 156頁[渡橋健]、同旨、田口城「他人の生命の保険」落合=山下（典）編・理

論と実務 104頁。 
117 福田・前掲注（13）202頁、潘・概説 210頁。 
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示と同意の時期は多少前後してもかまわない程度にとどめるべきである118。なお、その場

合は、保険金受取人変更の効力は、同意があった時点から生ずる119。 

イ 遺言による保険金受取人の変更の場合 

第一に、遺言による保険金受取人変更の場合において、保険契約者（=遺言者）が受取

人変更につき被保険者の同意を得ずに死亡したときは、保険契約者死亡後に被保険者の同

意を取得することができるかについては、被保険者の同意の時期は遺言の効力発生前であ

る必要はなく、事後でもよい。遅くとも保険事故が発生するまでに被保険者の同意が得ら

れていれば足りるとされている120。なぜなら、受取人変更の際の同意が事前でなければな

らないとすると、被保険者の同意を事前に得ておかなければ受取人変更は無効となる。し

かし、遺言の効力は遺言者の死亡の時にはじめて生じることとされ（民法 985条 1項）、遺

言が通常密かに行われるため、被保険者が保険金受取人の変更を含む遺言の存在を知らさ

れておらず、迅速に同意することが困難な場合もありうるからである121。 

第二に、被保険者の同意が保険契約者（=遺言者）の死後に取得された場合における保

険金受取人変更の効力がいつの時点から生じるかについて、解釈が分かれている。被保険

者の同意の時点から将来に向かって受取人変更が効力を生じるとの見解122があるが、他方、

保険契約者の相続人から遺言による保険金受取人の変更の通知が保険者に到達したとき、

かつ同意が確認できたときに、民法 985条 1項の規定に定める時期から変更の効力が認め

られるものとの見解123もある。すなわち、保険金受取人変更の効力は、通常の保険金受取

人の変更の場合と異なって、被保険者の同意があった時点から生ずるのでなく、保険契約

者の遺言の効力を生じた時に遡って変更の効力を生じる。 

第三に、遺言による保険金受取人の変更の特有の問題として、被保険者の同意の時期と

保険者への通知である対抗要件具備との関係について、保険法に定める対抗要件（43条 3

項但書、44条 2項）は有効な保険金受取人の変更を前提とするものであるから、同意がな

ければ対抗要件も具備するとは言えないと考えられる。したがって、被保険者の同意の重

要性を考えれば、同意を得てから保険契約者の相続人が保険者に通知を行うことを原則と

すべきであるが、保険契約者の相続人から保険者への通知がなされた後に被保険者の同意

                                                   
118 山下・保険法 269頁、大串=日生・解説保険法 156頁[渡橋健]。 
119 潘・概説 210頁、輿石進「保険金受取人の変更」金澤・新たな展開 262頁等参照。 
120 部会資料(14)23頁、部会資料(15)22頁、中間試案 22頁、補足説明 82頁。 
121 大串=日生・解説保険法 156-157頁[渡橋健]、山下=米山・解説 328頁[山本哲生]参照。 
122 山下=米山・解説 328頁[山本哲生]、輿石・前掲注（119）263頁。 
123 竹濱=高山・Q&A新保険法 98頁[平尾正隆]。 
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を得た場合は、保険者に対して改めて通知する必要がある124。 

 

7 保険給付請求権の譲渡等についての特有事項 

(1) 譲渡または質権設定による処分の対象 

ア 保険事故発生前の保険給付請求権であること 

47条にいう「死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利」とは、保険事故発生前の

保険給付請求権を意味する。これが同条で規律する「譲渡又は当該権利を目的とする質権

の設定」による処分の対象である。なお、ここにいう「当該権利を目的とする質権の設定」

には転質権の設定も含まれる125。 

保険事故発生前の保険給付請求権は、いわば条件附（生死の条件成就以前）ないし期限

附（期限到来以前）権利であり、保険契約者がいつでも保険金受取人を自由に変更できる

ため、不安定なものであるといわれる。 

かつて、保険契約者が自己を保険金受取人とする自己のためにする保険契約の場合にお

いては、保険契約者（=保険金受取人）が有する保険金請求権につき譲渡・質入などの処分

をすることが当然できるのに対し、保険契約者と保険金受取人とが異なる他人のためにす

る保険契約の場合においては、保険金受取人の有する保険金請求権の処分が可能かについ

ては、議論があった。保険契約者の受取人変更権が留保されていない（変更できない）場

合は可能であるが、変更権が留保されている（変更できる）ときは、受取人の権利は不確

定であるから、かかる権利の処分は無効である、とする学説・判例があった126。しかし、

通説は変更権の留保がない場合でも、保険契約者に任意解約権が認められ、しかも解約返

戻金は原則として保険契約者に帰属する以上、保険金受取人の地位が不確定であることは

同様であるという理論構成で、保険金請求権の処分可能性を肯定してきた127。 

同条のもとにおいても、従来の通説と同様に、保険事故発生前の保険給付請求権は条件

附ないし期限附権利であっても処分できる（民法 129条）し、保険金受取人は保険契約者

に指定されることによって直ちにこの権利を取得するものである。したがって、権利性を

                                                   
124 大串=日生・解説保険法 157頁[渡橋健]、輿石・前掲注（119）263頁等。 
125 補足説明 77頁。転質権とは（てんじちけん）、質権者が自己の負っている債務の担保に供する

目的で、その権利の存続期間において、自己の責任でさらに質物を他の債権者に対して質入

することができる権利のことである（民法 348 条）。 
126 大浜信泉『保険法要論』244頁（広文堂書店・1934）、田中耕太郎『保険法講義要領』159頁（田中耕

太郎・1929）、東京地判昭和 9年 2月 5日評論 23巻商法 167頁。 
127 大森・保険法 305頁以下、西島・保険法 372頁、石田・商法Ⅳ317頁、山下・保険法 509頁・541頁。 
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認める以上、保険給付請求権につき譲渡、質権設定等の処分をなしうることは当然である

とされる。 

イ 保険事故発生後の保険給付請求権が除外される理由 

47 条は、括弧書で「保険事故が発生した後にされたものを除く。」と定め、保険事故が

発生した後における保険給付請求権の譲渡や質入については、被保険者の同意は不要であ

ることを明確にしている。その理由として、保険事故の発生により（免責事由がない場合）、

保険給付請求権が保険金受取人の具体的な金銭債権として確定しており、その処分（譲渡

や質権設定など）ももっぱら保険金受取人の意思によってのみ自由に行うことが当然可能

であること、また、保険事故が発生した後は、通常の指名債権として具体化した保険給付

請求権を目的として被保険者の生命・身体に危害が加えられるモラル・リスクは考えにく

いこと、などが挙げられている128。また、従来の学説・判例も同旨の見解を示していた129。 

(2) 譲渡または質権設定の主体 

保険給付請求権について譲渡や質入をすることができる主体に関しては、法文上は明記

されていない。改正前商法 674 条 3 項の規律上「保険金額ヲ受取ルヘキ者カ」、生保試案

674条 3項の規律上「受け取るべき者が」、また、従来の学説上においも、しばしば「保険

金受取人による」と記されていることから、主体は保険金受取人であろうと考えられるが、

以下のように保険契約者も可能とされる見解と保険金受取人に限られるとされる見解が分

かれている。 

 ア 保険契約者も可能とされる見解 

これまでには保険契約者が死亡保険金請求権について質権を設定することが認められ

た裁判例がみられる130。同判旨によれば、譲渡については、生命保険契約では保険契約者

が保険金受取人の指定または変更権を留保しており、保険契約者はいつでも保険金受取人

の指定を変更ないし撤回することができたのみならず、受取人の指定・変更・撤回権を含

む生命保険契約上の権利を他へ譲渡することもできるものとし、また、質権については、

保険契約者は、死亡保険金の受取人として指定した者の承諾がなくとも死亡保険金請求権

について質権を設定することができるものと判断すべきであると判示した。 

                                                   
128 萩本・一問一答 190頁、大串=日生・解説保険法 166頁[奥野健介]、山下=米山・解説 345頁[山本哲生]、

竹濱=高山・Q&A新保険法 105頁[平尾正隆]、潘・概説 207頁以下。 
129 田中・保険法 276頁、伊沢・保険法 346頁、大森・保険法 305頁、西島・保険法 371頁以下等、大判

明治 41年 6月 19日民録 14輯 756頁。 
130 東京高判平成 22年 11月 25日判タ 1359号 203頁（第一審東京地判平成 22年 1月 28日）。 
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また、学説上、保険契約者は第三者を保険金受取人に指定した後でも、保険金受取人の

指定または変更権を有している限り、保険金請求権を質権の目的とすることができ、この

場合には、保険金受取人は保険金請求権を失わず、質権者の権利が優先するに過ぎないと

されることがあるが、保険金受取人が保険金請求権を有しているとしつつ、保険契約者に

も保険金請求権が帰属していると解されている131。 

イ 保険金受取人に限るとする見解 

この見解によれば、保険給付請求権について譲渡や質入をすることができるのは、当然

のことながら当該保険給付請求権を有している保険金受取人のみである。なぜなら、保険

給付請求権は、当該生命保険契約の効力発生と同時に、保険金受取人の固有財産となり、

保険契約者の財産から離脱しているからである。したがって、保険契約者は、保険金受取

人の保険給付請求権を処分することはできない。もっとも、保険契約者は、保険事故が発

生するまでは保険金受取人を変更する権利を有するから（43 条 1 項）、保険金受取人では

ない保険契約者が保険給付権を譲渡ないし質入しようとする場合には、保険事故が発生す

るまでに、保険金受取人を自己に変更して、自己のためにする生命保険契約としたうえで、

譲渡や質権設定を行う必要があると解される132。 

また、保険契約者の債権者も、当然ながら保険金受取人の有する保険給付請求権を差し

押さえることはできない。ただ保険契約者が変更権を行使して、自己を受取人に変更すれ

ば、債権者は保険給付請求権を差し押さえることができる。もっとも、保険契約者がその

変更権を行使しない場合には、債権者は債権者代位権（民法 423条）に基づいて、受取人

変更権を代位行使し、保険契約者の自己のためにする保険契約に変更したうえで、保険給

付請求権を差し押さえることができると解される133。 

 

8 傷害疾病定額保険契約の特有事項 

(1) 同意不要の例外規定 

他人の傷害疾病定額保険契約の締結についての被保険者の同意に関する 67 条 1 項但書

は、「ただし、被保険者（被保険者の死亡に関する保険給付にあっては、被保険者又はその

相続人）が保険金受取人である場合は、この限りでない。」と規定している。また、当該契

約の締結後における保険金受取人の変更についての被保険者の同意に関する 74条1項但書

                                                   
131 第 5回議事録 5頁以下参照。 
132 第 5回議事録 5頁以下参照、萩本・一問一答 191頁、潘・概説 246頁。 
133 潘・概説 426頁。 
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は、「ただし、変更後の保険金受取人が被保険者（被保険者の死亡に関する保険給付にあっ

ては、被保険者又はその相続人）である場合は、この限りでない。」と規定している。これ

は、同項本文に対する例外規定であり、改正前商法 674条 1項但書に類似した規定である。 

ア 例外規定の設置理由 

例外規定を設ける理由について、次のように説明されている134。すなわち、傷害疾病定

額保険契約は、入院・治療・高度障害等といった生存中の被保険者自身の医療費等に備え

て締結されるものであり、通常被保険者が保険金受取人とされる。被保険者を保険金受取

人とする限り、保険が賭博的に用いられる弊害やモラル・リスクの弊害が一般的に少なく、

また、被保険者の人格権という観点からも被保険者の同意を求める必要はない。改正前商

法 674条 1項但書も同様の考えに基づいている。要するにこのような例外を設けても、同

意主義の趣旨に反する事態の防止が可能と考えられるからである。 

イ 例外規定の要件 

同意原則の例外規定の要件の一つは、契約締結時または変更後の保険金受取人が「被保

険者（被保険者の死亡に関する保険給付にあっては、被保険者又はその相続人）」であると

される。括弧書は、傷害疾病定額保険契約においては、給付事由は被保険者の入院・治療・

高度障害のみでなく、被保険者の死亡も含まれる場合があることから、その死亡の保険給

付は、被保険者またはその相続人が保険金受取人になる場合も考慮したものと考えられる。

死亡給付の規定を含む場合には、保険金受取人を被保険者本人としても、その死亡給付金

を被保険者が受け取ることはできないため、その相続人が受け取ることになる。そうする

と、他人の死亡保険契約について受取人を被保険者本人と規定した場合でも被保険者の同

意を要するという 38条または 45条の規定とは相反することになる。しかし、傷害疾病定

額保険の場合、保険契約の主たる目的が被保険者の傷害疾病に際しての入院給付等の保険

給付にあり、死亡給付金が中心的な目的ではなく135、加えて、その死亡給付金額が少額で

あることに鑑み、弊害も少ないと考えられる。 

なお、保険実務上、他人の傷害疾病定額保険において、入院・治療給付金および高度障

害保険金の受取人は約款で被保険者と定められるのが通例であるが、死亡保険金受取人は

約款で被保険者またはその相続人と定められる場合もあれば、保険契約者によって指定さ

れる場合もある。 

                                                   
134 補足説明 99頁、萩本修ほか「保険法の解説（4）NBL887 号 90頁（2008）参照。 
135 福田・前掲注（13）198頁、江頭・前掲注（11）236頁。 
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ウ 例外規定の効果 

67 条 1 項但書および 74 条 1 項但書の効果として、被保険者の同意が不要とされている

場合は、被保険者の同意がなくても当該保険契約は有効に成立し、または保険金受取人は

有効に変更されることになる。 

もっとも、この場合においても、被保険者となるべき者の同意を要する旨を約定するこ

とは妨げないと解される136。なお、生命保険実務では、被保険者同意不要の取扱はしてい

ない。同意不要の例外規定は、前述のように損害保険実務の影響が強く反映されているも

のと思われる。 

被保険者が契約の締結または保険金受取人の変更について現に同意をしていない場合

は、87条 1項 1号の類推適用により、被保険者の離脱請求が可能であると考えられる。 

(2) 例外規定の非適用 

67条 2項および 74条 2項は、「前項ただし書の規定は、給付事由が傷害疾病による死亡

のみである傷害疾病定額保険契約については、適用しない。」と規定している。すなわち、

給付事由が傷害疾病による死亡のみである場合には、同意不要の例外は認めないこととさ

れている。 

これは、傷害疾病による死亡のみを給付事由とする契約は、専ら被保険者が死亡した場

合を念頭においており、被保険者のために契約が締結されたとは言い難いこと、これにつ

いて保険金の支払を受ける者が常に被保険者の相続人である点で生命保険契約の場合と異

ならず、実質的に生命保険契約と同視されることから、被保険者の同意を効力要件としな

いとすれば、他人の死亡保険契約について被保険者の同意を効力要件としない例外を認め

ない（38 条および 45 条の趣旨により被保険者が保険金受取人として指定または変更され

ている場合でも、例外なく当該被保険者の同意が必要とされている）こととも整合的では

ないこと等を考慮したものであると説明されている137。 

したがって、同意原則の例外要件は、①締結時または変更後の保険金受取人が被保険者

（被保険者の死亡時に支払われる保険金にあっては、被保険者またはその相続人）である

こと、かつ、②被保険者が傷害疾病によって死亡した場合にのみ保険金を支払う傷害疾病

定額保険契約でないことの二つである。かかる例外要件が満たされない場合は、原則に戻

                                                   
136 竹濱=高山・Q&A新保険法 46頁以下。 
137 部会資料(21)3頁。 
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り被保険者の同意を必要としている。 

(3) 67条・74条の 1項と 2項との関係 

67 条・74 条の 1 項と 2 項との関係について、この規律の趣旨に照らして、傷害疾病が

生じた場合に被保険者本人に対し行なわれる保険給付（たとえば、高度障害給付金・入院

給付金等）があくまでも主であって、被保険者の死亡時に被保険者の相続人に支払われる

保険給付（死亡保険金）が従であるような場合には、本条 1項の規定が適用され、被保険

者の同意なしに契約の締結または保険金受取人の変更が有効となりうると解される138。 

逆に、被保険者の同意を効力要件としている趣旨を潜脱することだけを目的としたよう

な内容の契約については、たとえば、条文の文言上「傷害疾病による死亡のみ」となって

いることを奇貨とし、脱法的に多額の死亡給付を行う契約にごく少額の傷害疾病生存給付

を組み合わせたような場合には、死亡給付のみを定める契約と同視すべきものとして、本

条 2項の規定が適用され、被保険者の同意がない限り、契約の締結または保険金受取人の

変更が無効と解される余地があると考えられる139。 

(4) 76条の例外規定が存在しない理由 

傷害疾病定額保険契約の保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意に関する

76 条では、67 条 1 項但書、74 条 1 項但書に定める同意不要のような例外規定を設けず、

保険給付請求権の譲渡または質権設定には、一律に被保険者の同意を要することとしてい

る。 

その理由として、次のように解釈されている140。同様の例外を認めるとすると、「被保険

者の相続人」へという形での保険給付請求権の譲渡または「被保険者の相続人」による質

権設定になる。しかし、相続人は相続開始前に被相続人（=被保険者）の財産に属した権利

を承継することができないため（民法 896条）、現実的に無理である。一方、被保険者に対

する保険給付請求権の譲渡や被保険者による質権設定の場合には、被保険者が当事者とし

て関与するため、当然に同意があることになる。したがって、あえてその同意を不要とす

る例外規定を設ける意味ないし実益はないというわけである。 

なお、生命保険契約に関する 47 条においては、純粋に生存保険とされるものを除外す

る趣旨で、「死亡保険契約に基づき」保険給付を請求する権利が対象とされている旨が明記

                                                   
138 江頭・前掲注（11）236頁。 
139 部会資料(21)3頁、同旨、萩本・一問一答 174頁(注 2)等参照。 
140 山下=米山・解説 345頁[山本哲生]、大串=日生・解説保険法 166頁(注 10）[奥野健介]、江頭・前掲

注（11）237頁以下参照。 
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されている。これに対し、76 条は、傷害疾病定額保険契約に関する規律であることから、

文言上は「死亡保険契約に基づき」と明記していないものの、この生命保険契約における

保険給付請求権の譲渡または当該権利を目的とする質権設定に関する法規制を同種の保険

である傷害疾病定額保険にも及ぼそうとするものである141。 

 

9 規定の性質 

被保険者の同意を必要とする規定（38条/67条、45条/74条、47条/76条）は、被保険

者の生命・身体の安全など公序にかかわる内容であるため、67 条 1 項および 74 条 1 項を

除き、その性質上、強行規定とされている142。 

したがって、他人の死亡保険契約または傷害疾病定額保険契約の締結時、契約締結後に

おける保険金受取人変更、および当該保険契約に基づく保険給付請求権の譲渡・質入につ

いて、保険契約の当事者間の合意により一律に被保険者の同意を不要とする特約、あるい

は約款等で遺言によって保険金受取人を変更する場合に被保険者の同意を不要とする旨等、

これらの条文の適用を排除する約定は無効となると考えられる。 

 

第 7節 むすび 

 

1 生命保険実務との関係 

(1) 他人の死亡保険契約の締結時の被保険者の同意に関して 

改正前商法のもとにおいても、生命保険実務上、他人の死亡保険契約を締結する際に、

被保険者の同意を取得しなければならないとしていることから、基本的に実務には大きな

影響は生じていないといわれるが143、保険法改正の趣旨を踏まえ、以下の点については、

被保険者の保護を強化している。 

第一に、被保険者の同意方式について、保険法公布後、生命保険実務では、被保険者と

保険契約者が同一ではない場合は、被保険者に保険契約者が申し込んだ契約の内容を説明

のうえ、保険契約者、被保険者、保険金受取人、保険金額等契約の基本事項が記載されて

いる被保険者用の契約申込内容控えを手交し、申込書の所定欄に被保険者の同意・受領印

（記名押印）を求めることによって、被保険者の同意を確認する取扱いをしている会社が

                                                   
141 同旨、保険法コンメンタール 141頁[小林登]。 
142 中間試案 18頁・21頁・29頁、補足説明 73頁、部会資料(25)5頁。 
143 大串=日生・解説保険法 136頁［渡辺格]。 
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多い。 

第二に、被保険者が未成年者である場合について、改正前商法のもと、生命保険実務上、

被保険者が 15歳未満の場合には親権者が代理して同意することが認められていた。一方、

15 歳以上の場合には基本的に未成年者本人およびその親権者等の法定代理人双方の同意

を得る取扱いが通例であるが144、法定代理人の同意のみで足りるとする取扱いもあった145。 

保険法公布後、金融審議会第二部会「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」

において、未成年者の死亡保険契約についてはモラル・リスクが高いものがあるため、何

らかの対応を図るべきであるとの意見が大勢であった。そこで、15歳未満の未成年者を被

保険者とする死亡保険契約を保険会社等が引き受けるに当たっては、保険の不正な利用の

防止を図るための保険金の限度額その他引受けに関する社内規則等を定めるとともに、当

該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備することを内閣府令で

義務付けることとされた。それに従い、金融庁は保険業法施行規則（53 条の 7 第 2 項）、

保険会社向けの総合的な監督指針（Ⅱ-3-5-1-2（14）、現(15)）の改正を行い、平成 21年

4月 1日から施行・適用することとした146。 

そして、生命保険協会では、上記監督法上の施策に基づき、平成 21 年 1 月 29 日付で、

未成年者、特に 15歳未満の者が被保険者となる死亡保険契約については、適切な引受保険

金限度額の社内基準の設定、適切な被保険者同意の取得、契約内容登録制度等147の結果を

踏まえた引受判断等を内容とした「未成年者を被保険者とする生命保険契約の適切な申

込・引受に関するガイドライン」を策定した148。 

一般的には、15歳未満の未成年者の死亡保険は、一時払終身保険、一時払養老保険を除

いて、1000万円を引受限度として、損害保険の傷害保険、海外傷害保険は、他社契約も含

                                                   
144 補足説明 70頁。15歳に達した者は、親権者の同意なく単独で遺言をすることができることから（民

法 961条）、意思能力があると認められるという考え方によるものと思われる。 
145 生保試案理由書 56頁、福田・前掲注（13）205頁。 
146 金融庁 2008年 8月 28日「『保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)』及び『保険会社向けの

総合的な監督指針』の一部改正(案)の公表について」参照。 
147 各生命保険会社等は、保険契約・共済契約・特約付加の引受けの判断あるいは保険金・給付金・共済

金等の支払の判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」（全国共済農業協同組合連合

会との間では「契約内容照会制度」という。）に基づき、各生命保険会社等の保険契約等に関する登録

事項（①保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別、住所、②死亡保険金額、災害死亡保険

金額、③入院給付金の種類および日額、④契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日、⑤取扱

会社名）を共同して利用する制度である。生命保険協会 HP 

<http://www.seiho.or.jp/personal/contract/>(2013/6/25アクセス） 
148 生命保険協会 HP<http://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/miseinen.pdf>(2013/6/25アク

セス） 

http://www.seiho.or.jp/personal/contract/
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め 1000万円を引受上限金額としている会社が多いようである149。 

第三に、団体生命保険契約について、保険法公布後、金融庁は早速「保険会社向けの総

合的な監督指針」を改正し、生命保険会社に対し、次の措置を講じることを義務付けた150。

すなわち、①企業が従業員を被保険者として締結する保険契約では（団体的保険、事業保

険も含む）、被保険者の同意を得るにあたって、被保険者となる者が保険金受取人や保険金

の額等の保険契約の基本的な内容を確実に認識できるような措置、②被保険者本人が家族

等に対して容易に情報提供できる措置、③保険金額の設定については、保険契約の目的・

趣旨を踏まえ、保険金額の引受基準の設定等、道徳危険の排除の観点から適切な運用をす

る措置。 

第四に、他人の傷害疾病定額保険契約については、生命保険実務では、従来から同意を

取っているので問題にならなかったのであるが、大きく問題になったのは損害保険会社の

傷害保険・疾病保険である。損害保険実務では、自動車保険契約の搭乗者傷害条項、イベ

ントの参加者全員を被保険者とする保険契約のように、契約の締結時に被保険者が不特定

で、被保険者の個別の同意を得ることが不可能な場合等に、保険金受取人を被保険者また

はその相続人と定めた上で、被保険者の同意を得ない取扱いが現に広く行われている151。

そのため、生命保険会社の実務並みに全部同意を取ることになると、従来の実務が大きく

変えられるので損害保険会社の方の大きな抵抗があった152。 

保険法施行後の現在の損害保険実務において、被保険者自身が保険金受取人であっても、

一定の金額（1000万円等）を超える契約を締結するときには、被保険者の同意が求められ

る場合もある。同意の取り付方法としては、生命保険実務と同様、申込書の「被保険者の

同意欄」への署名が一般的である153。 

(2) 保険金受取人の変更についての被保険者の同意に関して 

生命保険実務においては、従来から保険金受取人の変更の際に書面による被保険者の同

意を得ることが必要とされてきた。被保険者の同意は、保険会社所定の保険金受取人変更

請求書（名義変更請求書）に被保険者が署名押印することによりなされ、また、被保険者

の近親者以外に変更する場合は、さらに被保険者の印鑑証明書が求められる会社が多い。

                                                   
149 日本損害保険協会 HP <http://soudanguide.sonpo.or.jp/body/q075.html>(2013/6/25 アクセス）、保

険法コンメンタール 121頁[甘利公人]。 
150 監督指針Ⅱ-3-3-4、Ⅱ-3-3-7。 
151 江頭・前掲注（11）236頁。 
152 山下（友）・前掲注（84）17頁。 
153 日本損害保険協会 HP<http://soudanguide.sonpo.or.jp/body/q075.html>(2013/6/25アクセス）。 

http://soudanguide.sonpo.or.jp/body/q075.html
http://soudanguide.sonpo.or.jp/body/q075.html
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保険法実施後、従来の取扱を維持するうえ、原則として保険者の担当者が被保険者に面接

して同意の取得を確認するなど一層慎重な取扱が行われている。このような手続は、手続

の明確化やトラブル防止の観点から合理性のあるものであり、過度の負担を課すものでな

い限り、その正当性が認められるとされる154。 

(3) 保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意に関して 

76条における改正前商法からの実質的な改正点は、保険給付請求権に対する質権設定に

ついても被保険者の同意が必要であることを明確化した点である。しかし、この点は保険

実務でも従来から行われているから、同条によって特に保険実務に影響を与えている事項

はないと考えられる155。 

保険契約者と保険金受取人が別人である「第三者のためにする保険契約」においては、

保険金受取人による保険給付請求権の譲渡や保険給付請求権への質権設定はほとんどない

156。なぜかというと、債権者側からみても、保険金受取人が保険給付請求権を譲渡しまた

はその権利に質権を設定したからと言って、保険契約者の保険金受取人変更権（43条）や

任意解除権（54条）があるため、保険事故発生前の保険給付請求権が単なる期待権にすぎ

ず、極めて不安定なものであり、したがって、そのような実益の乏しい処分が行われるこ

とはあまり意味がないからといわれる157。 

そして、「第三者のためにする保険契約」における保険契約者による保険給付請求権の

譲渡についてもあまり実例がみられない。仮に保険契約者が保険給付請求権を譲渡しよう

とする場合には、保険会社としては、前述のように、まず保険金受取人を保険契約者に変

更して、「自己のためにする生命保険契約」としたうえで、譲渡を行うように誘導すること

になると考えられる。それに、他人を被保険者とする他人の死亡保険契約である場合は、

当然ながら被保険者の同意が必要となる。 

なお、保険実務では、保険給付請求権に対する質権設定に際しては、トラブルに巻き込

まれないように、保険会社所定の質権設定契約書等に保険契約者（債務者）・被保険者・保

険金受取人（法人契約では保険契約者と保険金受取人）をすべて質権設定者に固定するの

が通例である158。かかる質権設定関係書類に質権者、保険契約者、被保険者、保険金受取

                                                   
154 山下ほか・保険法 235頁[竹濱修]、大串=日生・解説保険法 156頁・157頁[渡橋健]参照。 
155 同旨、大串=日生・解説保険法 168頁以下[奥野健介]。 
156 同旨、糸川厚生「生命保険と担保」星野英一ほか編『担保法の現代的諸問題』別冊 NBL10号 172頁（1983）。 
157 竹濱修「第三者のためにする生命保険契約における質権設定権者」立命館法学 339=340号 135頁（2012）、

山下孝之「生命保険金請求権の処分と差押」ジュリ 751号 105-107頁参照（1981）。 
158 同旨、加藤昭「生命保険に基づく権利の担保化」ジュリ 964号 57頁参照（1990）。 
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人全員が署名・押印しなければならない。さらにそれらの関係者の印鑑証明書の提出も求

められている。これにより、質権設定に対する被保険者の認識や同意を確認する取扱を採

っている。 

 

2 今後に残された課題 

他人の死亡保険契約における被保険者の同意の在り方をめぐって残された課題は、主に

以下のものがあり、今後も引き続き議論されていくであろう。 

(1) 他人の死亡保険契約の締結時の被保険者の同意に関して 

第一に、保険法は、被保険者の同意を契約の成立要件ではなく効力要件としている。し

かし、事後の同意が認められる場合には、当該保険契約の効力は契約締結時に遡って有効

であった（遡及効）と解釈するのか、それともかかる遡及効は認められず、同意があった

時点から効力を生じるとするのか。仮に遡及効が認められない場合には、契約締結から同

意時点までの保険料をどのように処理するのか159。 

第二に、被保険者の同意がないときは、効力要件を欠くものとして当該保険契約は無効

となると解釈されうる。しかし、契約無効の主張者は誰であろうか。被保険者およびその

相続人だけとすればよいとの見解があったが、契約当事者でもその承継人でもない者だけ

が主張することができるとすること自体、契約法の規律として適切かどうか疑問がある。

また、仮に被保険者の相続人が無効を主張することが認められる場合には、被保険者の相

続人が複数存在するとき、そのうち一人でも無効を主張すれば契約が全体として無効とな

るのか160。 

第三に、被保険者の同意の方式・相手方について、保険法も改正前商法と同様に何らの

規定も設けていない。そのため、柔軟な解釈や対応が可能になる一方、同意の空洞化ない

し形骸化が生じる危険がある161。また、情報化社会を念頭におくと、インターネット上で

の契約締結がますます増加すると考えられ、電磁的な方法による被保険者の同意を取得す

る際の、被保険者本人の同一性をどのように確実に確認するのか。 

第四に、今回の保険法の改正において、一定年齢未満の未成年者の死亡保険金額などに

制限を設ける立法論が採用されなかったが、現行法のもとでは、親族間の保険金殺人に対

                                                   
159 福田・前掲注（13）202頁参照。 
160 部会資料(21)4頁、第 18回議事録 20頁以下参照。 
161 福田・前掲注（13）199頁参照。本条の趣旨から保険者は被保険者の同意を確認する義務を負うべき

であるとの指摘がある。同 223頁。 
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する効果的なモラル・リスク対策にやはり限界がある。 

第五に、海外旅行傷害保険や家族傷害保険におけるモラル・リスク、および、被保険者

の同意不要とされる契約についての被保険者の人格権を侵害する危険性という課題が残る。                       

(2) 保険金受取人の変更についての被保険者の同意に関して 

第一に、事後の同意が認められる場合には、当該保険金受取人の変更の効力は、保険法

または民法の規定に基づき、通常の場合は対抗要件とされる通知を発した時に遡って有効

であって（43条 3項本文）、遺言による場合は、遺言者（保険契約者）の死亡時に遡って

有効であった（民法 985条 1項）と解釈するのか、それともかかる遡及効を認められず、

同意があった時点から効力を生じると解釈するのか。 

第二に、保険契約の更新、保険金額の増額等の保険契約内容の更改について、賭博保険、

道徳危険、人格権侵害の三つの弊害が発生しうることから、被保険者の同意が必要な場合

があるかどうかという類推適用の是非の課題もなお検討の余地があろう。 

第三に、①同意がない場合の保険金受取人の変更無効の主張者、②同意の空洞化ないし

形骸化の防止、および③未成年者を被保険者とする契約の場合の保険金受取人の変更に関

するモラル・リスクの対策など、他人の死亡保険契約の締結時における被保険者の同意の

在り方と類似している課題も挙げられる。 

第四に、学説上、保険金受取人の変更の場合に関する 74 条 1 項但書および 2 項につい

て、次の理由により、不要ではないかとの疑問が提示されている162。すなわち、67条 1項

但書が適用される契約は、通常約款のうえで保険金受取人が「被保険者」または「被保険

者の相続人」と定められているものであって、この場合には、保険金受取人の変更はあり

得ないこと。また、その他の場合においても、たとえば、当初第三者を保険金受取人と定

めたものを「被保険者」または「被保険者の相続人」と変更する（保険金受取人を被保険

者から被保険者の相続人へ、もしくは被保険者の相続人から被保険者へ変更する場合も同

じ）場合には、保険契約者が被保険者の同意を得ることに困難はないはずであること。加

えて、76条には類似の但書は設けられていないが、その理由は、前述のように保険金受取

人による保険給付請求権の譲渡・質入れについては例外規定を設けるニーズがないとの観

点からであり、保険金受取人の変更についても、それは同じであることである。 

これに対し、他人を被保険者とする保険契約の締結および保険金受取人の変更は、保険

者・保険契約者間の契約の内容の問題であって、被保険者は契約当事者でないという点で、

                                                   
162 江頭・前掲注(11)237頁。 
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被保険者を譲受人とする保険給付請求権の譲渡とは性質が異なるとの指摘もある163。 

(3) 保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意に関して 

第一に、保険法では、保険事故発生前の保険給付請求権について、保険契約者による譲

渡または質権設定ができるか否かは明確に定められていないので、保険契約者と保険金受

取人が異なる「第三者のためにする生命保険契約」について、権利者は保険金受取人であ

るから、保険契約者が保険事故発生前の保険給付請求権を譲渡し、またはその権利に質権

を設定することができるか、仮にできるとする場合は、どのような手続きが必要であるか。 

第二に、保険実務上、保険契約者と保険金受取人が異なる「第三者のためにする保険契

約」においては、権利者である保険金受取人が保険給付請求権を譲渡し、またはその権利

に質権を設定する事例は極めて稀であることから、本条の制度がどのように利用されるか。 

第三に、会社の合併、分割、事業譲渡（たとえば、団体信用生命保険の保険契約者兼保

険金受取人である金融機関が合併した場合、会社分割により当該部門が他の会社に移転し

た場合、当該部門が事業譲渡された場合など）に伴う保険契約者の変更について、保険給

付請求権の譲渡として被保険者全員の同意が必要になるのか164。  

第四に、生命保険契約の買取り（たとえば、保険契約者兼保険金受取人が第三者に保険

契約者としての権利義務を承継させるとともに、その第三者を保険金受取人とし、その対

価として一定の金額の支払を受けるという取引）について、道徳危険等の防止のための被

保険者の同意、契約の相手方である保険者の承諾等に関する立法論である。この点は、特

に社会的に注目されている課題となっている165。 

 

                                                   
163 大串=日生・解説保険法 166頁(注 10)[奥野健介]。 
164 第 22回議事録 2頁・26頁以下。 
165 保険法部会では、生命保険契約の買取について検討する必要があるとの指摘があった。補足説明 77頁。 
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第 3章 被保険者による解除請求 

 

 

第１節 総 説 

 

1 立法趣旨 

被保険者による解除請求とは、被保険者と保険契約者が異なる死亡保険契約または傷害

疾病定額保険契約の締結後に一定の事由が生じたときは、被保険者は保険契約者に対して

保険契約を解除することを請求することができる（いわゆる「離脱」）というものである。 

被保険者による解除請求ができる旨の規定は、改正前商法にはなく、外国にも類似の立

法例はみられない1。改正前商法のもとでは、契約成立後に、被保険者が同意したものを撤

回して契約関係から離脱する手段は、保険契約の法的安定性を害すること等の観点から認

められておらず、重大事由による解除の要件を満たす場合には、保険者において契約の解

除をすることができるとすることで十分であり、立法する必要はないとされてきた。しか

し、他方で、被保険者が同意をした後に、モラル・リスクのおそれが生じ、保険契約者や

保険金受取人に対する信頼関係が失われる場合や、同意の基礎となった事情が大きく変わ

る場合等には、被保険者が自らの意思でその地位を一切免れることができないというので

は、契約時に被保険者の同意を求める趣旨に反することになる。被保険者は契約関係から

離脱することができる旨の解釈も有力に主張されてはいるが、その要件等は必ずしも明確

ではない2。そこで、保険法は、「被保険者による解除請求」という制度を創設した（58条・

87条）。 

本制度の趣旨は、被保険者が自らの生命に関しモラル・リスクに直面した場合や、保険

契約締結時に同意の基礎となった身分関係その他の事情が著しく変わった場合において、

被保険者の意思による契約関係からの離脱を認め（実質的には同意の撤回といってもよい

3）、もって被保険者を保護するところにある。もっとも、保険契約の法的安定性を考慮し

て離脱が認められるのは、「一定の事由」がある場合に限られている。 

                                                   
1 同旨、江頭憲治郎「他人の生命の保険」中西喜寿・改正の論点 239頁。 
2 補足説明 73頁、萩本修ほか・保険法の解説（5・完）NBL888号 40頁（2008）等。 
3 平成 20年 4月 25日衆議院法務委員会における神崎武法議員の質問に対する倉吉敬法務省民事局長答弁

により、立法者は同意の撤回を認めない代わりに被保険者の保険契約者に対する解除請求の制度を創設

したことが窺える。 
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2 規定の概要 

契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約または傷害疾病定額保険契約に

ついて、契約締結後に、一定の事由が生じた場合に、被保険者は保険契約者に対して保険

契約の解除を請求し、将来に向かって契約関係から離脱することができる（58条、87条）。

その一定の事由として、具体的には、①重大事由、すなわち、保険給付の目的による故意

の事故招致と保険給付の請求に関する詐欺行為に該当する場合、②被保険者の保険契約者

または保険金受取人に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由がある場

合、③保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了（離婚、離縁など）その他の事情（離

職、役員退任など）により、被保険者が 38条の同意をするにあたって基礎とした事情が著

しく変わった場合である（58条 1項 1号～3号、87条 1項・3号・4号）。また、傷害疾病

定額保険契約については、さらに契約の効力要件として被保険者の同意が不要とされる場

合にも、被保険者の意思を尊重して、被保険者による解除請求は認められる（87条 1項 2

号）。 

保険契約者は、被保険者からの解除請求を受けたとき、これに応じて死亡保険契約を解

除する義務を負う。この場合は、54条または 83条に基づく任意解除権が制限されている

ような場合であっても、保険契約者はその契約を解除することができるとされている（58

条・87条 2項）。 

本章では、主として生命保険契約に関する 58条（以下、本条という）に即して論じる。

傷害疾病定額保険契約に関する 87条は 58条と異なるところがあるため、傷害疾病定額保

険契約の特有事項について最後に補足する。 

 

第 2節 規定創設の経緯 

 

1 問題の所在および従来の学説 

改正前商法までは、法律上被保険者による同意の撤回についての規定を設けていないた

め、解釈論によってそれが可能であるかが議論されてきた。 

契約成立前にした同意の撤回については認められることで学説上の争いはみられず4、被

保険者は契約が成立する以前においては、一度与えた同意を任意に撤回することができる

                                                   
4 同旨、大串=日生・解説保険法 170頁(注１)[小川和之]、福田弥夫「被保険者の同意」甘利=山本・論点

と展望 207頁。 
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と解されてきた。争いがあったのは、以下のとおり契約成立後の被保険者による同意撤回

の可否であった。 

否定論（通説）においては、被保険者がいつでも一方的に特段の理由なく同意を撤回で

きるとすれば、保険契約の効力を著しく不安定にすること、保険契約者、保険金受取人あ

るいは保険者等利害関係者の利益を害すること（たとえば、信用生命保険）等の理由によ

り、保険契約の成立後に被保険者が任意に同意を撤回する（契約関係から離脱する）こと

を認めるべきではないとする見解が多かった5。もっとも、同意行為自体に瑕疵があるとき

は、一般原則に従い、その同意の無効・取消を主張することは勿論差支えないとされてい

た6。 

これに対し、肯定論（有力説）においては、生命保険契約は長期にわたり継続するので、

保険契約締結当時に被保険者が同意をする前提となった事情が契約成立後に著しく変化し

ている場合には、当該被保険者が同意を撤回することによって契約関係から離脱すること

を認めるべきとの見解が強く主張されてきた7。たとえば、①保険契約者や保険金受取人が

保険金取得目的で殺害を企図し、被保険者の生命や身体が危機にさらされている場合、②

婚姻中に配偶者を被保険者として保険契約を締結したが、離婚して当該保険契約の存続意

義を喪失している場合、③会社の役員や使用人を被保険者として当該被保険者が死亡した

場合の経営上の損失に備えて会社が保険契約者兼保険金受取人として生命保険を締結した

が、当該被保険者が退任・退職した場合、④債務の担保として債権者を保険契約者兼保険

金受取人とする契約が締結されたが、その後に債務が完済された場合などが挙げられてい

た。 

また、仮に被保険者による同意の撤回権が認められる場合は、それが形成権なのか、そ

れとも請求権なのかという法的性質の問題、さらに請求権とした場合は、それを保険会社

が認めるか否かの基準の問題、犯罪可能性の調査・判断における保険会社の能力の問題な

                                                   
5 松本・保険法 243頁、松本烝治「他人ノ生命ノ死亡保険ニ於ル被保険者ノ同意ニ付キテ」松本烝治『私

法論文集』207頁以下（巌松堂書店・1926）、野津・法論 638頁・640頁、大森・保険法 272頁、三宅一

夫「他人の死亡の保険契約」大森=三宅・諸問題 266頁・314頁、西島・保険法 325頁、江頭憲治郎「他

人の生命の保険契約」ジュリ 764号 59頁・64頁（1982）、山下・保険法 271頁参照。 
6 大森・保険法 272頁。 
7 三浦義道『再訂保険法論』335頁（巖松堂書店・1930）、青山衆司『保険契約法』184頁（有斐閣・1939）、

石田・商法Ⅳ281頁、中西正明「他人の生命の保険契約と被保険者の同意」保険レポ 102号 6頁（1994）、

岡田・現代保険法 280頁、田辺・保険法 266頁、福田弥夫「他人の生命の保険契約―同意主義の問題点

とその課題」日本大学法学紀要 27巻 278頁（1986）、今井薫「他人の生命の保険」金判 986号 70頁（1996

年）等。 
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どがあるとの有力な指摘がなされてきた8。 

 

2 保険法制定前試案9 

 (1) 生保試案趣旨 

生保試案では、同意撤回権の規定を設けないこととされた。その理由として、他人の死

亡の保険契約の被保険者に、一度与えた同意を任意に撤回する権限を与えることは、信用

生命保険契約等の場合を考えると、適当ではないことが挙げられた。しかし、モラル・リ

スクの問題が頻発する状況に鑑み、生命の危険を感じた当該被保険者に何らかの方法で保

険契約を失効させる道を開くべきであるとの強い意見を踏まえ、被保険者の保険契約者に

対する解約請求権を規定し、当該被保険者に将来に向かって保険契約を解約できる権限を

賦与することによって、同意の撤回と同様な法的効果を図る立法的提案がなされた（生保

試案 674条の 3）。 

(2) 生保試案の規律構成 

生保試案に定める被保険者の解約請求権は、以下のような法律構成である。 

生保試案 674条の 3は「第 674条第 1項の保険契約の被保険者は、次の各号の事由があ

る場合には、保険契約者に対し、保険契約を解約すべきことを請求することができる。」と

規定し（1 項柱書）、他人の死亡の保険等を締結する際に同意が必要とされた被保険者は、

所定の解約請求事由に該当した場合において、保険契約者を相手方として、保険契約の解

約を請求することができるとしていた。これは、その方が、被保険者が保険者を相手方と

して主張する制度よりもストレートな問題解決となると考えられたためである。 

そして、被保険者が、保険契約者に対し保険契約の解約を請求することのできる事由と

して、次の場合を掲げていた。①保険契約者または保険金受取人が故意の事故招致をした

場合（既遂・未遂を問わない。1号）、②保険契約者または保険金受取人が保険金の請求に

関して詐欺を行った場合（2号）、③前 2号に定めるものと同等の場合、すなわち、同人ら

が別の保険者との間で締結した別の保険契約につき故意の事故招致（既遂・未遂を問わな

い）または保険金の請求に関して詐欺を行った場合（3号）。 

上記各号に掲げられた事由は、ことがらの性質上当然関係ないものを除いて、生保試案

680条の 3（重大事由による解除）第 1項各号の事由にほぼ対応していた。保険者の保険契

                                                   
8 石田満ほか「生命保険と犯罪--保険金目的犯罪の防止策を中心に」ジュリ 752号 24頁[吉田明発言]

（1981）、江頭・前掲注（5）64頁、福田・前掲注（4）208頁参照。 
9 生保試案理由書 58頁-59頁参照。 
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約者または保険金受取人に対する解除の重大事由は、被保険者が保険契約の解約を請求す

る場合についても適用されるという趣旨と考えられる。 

なお、生保試案 674条の 3の規定の性質は、契約当事者が変更できない絶対的強行規定

であるとされていた（生保試案 683条 1項）。 

(3) その他 

生保試案では、被保険者が所定の解約請求に該当し保険契約者に対し解約請求をしたに

もかかわらず、保険契約者がそれに応じない場合の対応については、明確な規定は設けて

いなかったが、被保険者が保険契約者を相手方とする当該訴訟に勝訴したときは、意思表

示に代わる裁判（民法 414条 2項但書）により、保険契約者の保険契約解約の意思表示が

なされたことになると説明されていた。 

また、生保試案では、会社の役員・従業員を被保険者、会社を保険契約者とする契約が、

被保険者の退職後も保険契約者の意思表示がない限り存続することは、モラル・リスク防

止の上から好ましくないとの指摘について、それは被保険者の退職等の一定事由を解除条

件とする保険契約を締結することによって解決すべきもので、契約上の処理に委ねれば足

りると考えられるという理由により、特別な規定を設けないこととした。 

(4) 傷害試案と疾病試案10 

疾病試案にも傷害試案にも、生保試案 674条の 3と同じ考え方から、所定の事由に該当

した場合には、当該被保険者に将来に向かって保険契約を解約できる権限を付与するとい

う立法的提案があった（傷害試案 7条、疾病試案 7条）。規律の内容も趣旨も生保試案 674

条の 3と全く同様であった。 

なお、傷害試案 7条と疾病試案 7条の法的性質は、生保試案 674条の 3と同じく、契約

当事者において変更することができない絶対的強行規定とされていた（疾病・傷害試案 44

条 1項）。 

 

3 法制審議会保険法部会の検討 

保険法部会では、同意の撤回規定を設けることはせず、一定の場合に被保険者から保険

契約者に対する契約の解除請求（離脱）を認めるという、生保試案の立場を引き継ぐこと

について反対の意見はほとんどなかったが、主に議論されていたのは、以下のように被保

険者の保険者に対する直接解除請求の可否および解除請求要件の設置の要否であった。 

                                                   
10 疾病試案理由書 210頁以下、傷害試案理由書附-52頁以下参照。 
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(1) 被保険者の保険者に対する直接解除請求の可否について 

学説上は、被保険者が保険契約者に対して契約の解除を請求することができるようにす

べきとの立法論的な提案がされているが、この提案は、保険契約者が拒んだ場合には被保

険者が保険契約者の意思表示に代わる裁判を求めることを前提とするものであり、迂遠で

あるとの指摘もされていた11。保険法部会では、かかる指摘を踏まえ、被保険者が保険者

に対して契約関係からの離脱の意思表示を直接行うことによって保険契約の効力を消滅さ

せるという法律構成も検討されていた12。 

しかし、解除請求の要件である、被保険者の保険契約者に対する信頼が失われたかどう

かや、被保険者の同意の基礎となった事情変更の有無・程度は、もっぱら保険契約者と被

保険者との関係にかかわる問題であり、これを保険者が調査し正確に認識することは困難

であること、被保険者に対し直接の契約解除権を与えると、同意の撤回と同じく、保険契

約の効力を不安定にするおそれがあることなどから、これについて最も利害関係を有して

いる保険契約者と被保険者との間で争わせて決着をつけさせるのが相当であると考えられ

る13。そこで、保険法では、被保険者が保険者に対する直接解除請求を認めないこととし

ている。 

(2) 解除請求要件の設置要否について 

保険法部会においては、どのような場合に解除請求（離脱）を認めるべきかという｢一

定の場合｣について、意見が分かれていた。被保険者は何らの利益を受ける立場にはなく、

生命保険契約は長期の契約であること等から、できるだけ広く契約関係からの離脱が認め

られるべきこと、被保険者の自由な意思を尊重すべきこと、保険者に要件該当性の判断を

させるのは適当でないことなどから、要件を限定すべきでないとの意見があった。一方で、

保険者としては、たとえば、被保険者と保険契約者や保険金受取人との間で何があったの

かを確認する術をもたないことから、客観的に確認できるような要件が必要であるとの意

見が多数であり、なお、重大事由による解除の要件を満たす場合には、保険者において契

約の解除をすることができるとすることで十分との意見等もあった14。 

しかし最終的に、保険契約の法的安定性が害されないこと、保険契約者の意思を尊重す

                                                   
11 補足説明 74頁、第 18回議事録 6頁。 
12 補足説明 74頁。 
13 部会資料(19)6-7頁、萩本・一問一答 196頁以下。萩本ほか・前掲注（2）41頁(注 49)、潘・概説 271

頁、大串=日生・解説保険法 173頁[小川和之]、山下=米山・解説 584頁[洲崎博史]。 
14 補足説明 73-74頁。 
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る必要もあること、保険者に被保険者側の事情を確認する手段をもたないことなどの視点

から、被保険者による解除請求の事由を法定し制限的なものとすることで意見が一致して

いたようである15。 

 

第 3節 被保険者による解除請求の法理 

 

58条の見出しでは、保険契約者による「解除」（54条）、告知義務違反による「解除」（55

条）、危険増加による「解除」（56条）、重大事由による「解除」（57条）と異なり、被保険

者による「解除請求」とされている。それは、保険契約の当事者ではない被保険者は保険

契約を直接「解除」することができないことから、「解除請求」とされているものと考える。 

 

1 解除請求の対象契約 

本条（58 条）１項では、被保険者が解除請求をすることができるのは、「死亡保険契約

の被保険者が当該契約の当事者以外の者である場合」と規定している（1項柱書）。それは、

38条により「当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約」を締結するのに被保険者の

同意が必要とされる場合である。本柱書の書きぶりからも、本条 1項は 38条に対応するも

のと考えられる。 

なぜ死亡保険契約の被保険者が当該契約の当事者以外の者に限定されるかについては、

仮に死亡保険契約の被保険者が当該契約の当事者（保険契約者）であって、死亡保険金受

取人の誠実さに疑念を抱き、この者に保険金を取得させたくないと考えた場合には、保険

契約者として 54条に基づいて保険契約を解除するか、あるいは 43条に基づいて保険金受

取人を変更することができるからと考えられる16。 

本条は死亡保険契約のみに関する規律であり、生存保険契約については、38 条と同様、

対象外とされているが17、生死混合保険契約については、被保険者が解除請求できるのは

死亡保険部分に限られるのか、それとも生死混合保険契約全体の解除請求をすることがで

きるかという問題が考えられる。生存保険部分のみで独立して存続させることが可能かど

うか等は、具体的な保険契約の内容等に応じて個別に判断することになるが、通常は死亡

保険部分と生存保険部分とは不可分一体のものであるから、死亡保険部分だけを解除して

                                                   
15 部会資料(14)19頁、部会資料(15)18頁以下、中間試案 18頁(注１)、補足説明 73頁等。 
16 同旨、山下=米山・解説 585頁[洲崎博史]。 
17 中間試案 19頁（注 3）。 
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生存保険部分を存続させることは不可能である。したがって、特段の事情がない限り、被

保険者は、生死混合保険契約全体の解除請求が認められる18。 

 

2 解除請求の法定事由 

本条１項は、以下のとおり被保険者が死亡保険契約の解除を請求することができる法的

事由を定めている（1項 1号～3号）。 

 (1) 重大事由による解除が認められる場合（1号。57条 1号・2号参照） 

本条 1 項 1 号は、「前条第１号又は第 2 号に掲げる事由がある場合」と規定している。

前条の 57条 1号に掲げる事由とは、「保険契約者又は保険金受取人が、保険者に保険給付

を行わせることを目的として故意に被保険者を死亡させ、又は死亡させようとしたこと」

であり、前条の 57条 2号に掲げる事由とは、「保険金受取人が、当該生命保険契約に基づ

く保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと」である。いずれも既遂・

未遂を問わない。ここにいう「保険給付の請求についての詐欺」とは、たとえば、保険金

受取人が保険金詐取の目的をもって替え玉殺人を行った場合19、保険者を欺罔して実際よ

りも多額の保険金を取得する意図をもって、保険事故の原因や被害に関して虚偽の説明を

した場合20、被保険者が生存しているにもかかわらず死亡診断書等を偽造して死亡保険金

を請求した場合が挙げられる21。 

57条 1号または 2号に掲げる重大事由に該当する場合には、保険者は、保険者の保険契

約者または保険金受取人に対する信頼を損なう行為であるとして、保険契約を解除するこ

とができる、いわゆる重大事由による解除であるが、そのような行為は同時に被保険者の

保険契約者または保険金受取人に対する信頼をも損なう行為であることから、これを被保

険者による解除請求事由としたものである22。 

もっとも、被保険者が 1人である死亡保険契約は、被保険者が死亡した場合に契約が消

滅することから、57 条 1 号のうち、「被保険者を死亡させ」の部分は適用されないと考え

られている23。この点は、58条においても同様である24。 

                                                   
18 補足説明 92頁、萩本・一問一答 197頁（注１）、山下=米山・解説 585頁[洲崎博史]、潘・概説 272頁。 
19 大阪地判昭和 60年 8月 30日判時 1183号 153頁。 
20 福岡高判平成 15年 3月 27日判例集等未登載。 
21 長谷川仁彦「被保険者による解除請求について―生命保険・傷害疾病定額保険契約を中心として」金

澤・新たな展開 245頁参照。 
22 山下=米山・解説 586頁[洲崎博史]、田口誠「他人の生命の保険」落合=山下（典）・理論と実務 108頁

参照。 
23 補足説明 91頁。 
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(2) 保険契約者等に対する信頼関係が破壊された場合（2号。57条 3号参照） 

本条 1 項 2 号は、「前号に掲げるもののほか、被保険者の保険契約者または保険金受取

人に対する信頼を損ない、当該死亡保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合」

と規定している。57条 3号において、「前二号に掲げるもののほか、保険者の保険契約者、

被保険者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該生命保険契約の存続を困難とする

重大な事由」が掲げられている。規律の書きぶりから、信頼の主体が保険者ではなく被保

険者となっている点を除いて、58条 1項 2号も、57条 3号に対応するものと考えられる。 

すなわち、重大事由解除においては、被保険者が保険者の信頼を損なうような重大な行

為をした場合にもこれを重大事由として保険者による解除権行使を認めているが、被保険

者による解除請求においては、被保険者自身が信頼破壊行為をした場合にこれを解除請求

事由とするのは不合理であるから、58条 1項 2号からは、このような場合を除外すること

としたものである25。 

57 条 3 号は包括的な条項（いわゆるバスケット条項）であるとされる26。したがって、

本号も同様に包括的な条項と解することができる。たとえば、保険契約者または保険金受

取人が、当該保険契約とは別の生命保険契約において、保険金取得目的による故意の事故

招致または詐欺行為が行われたような重大事由がある場合には、本条 1項 1号には該当し

ないものの、2 号の解除請求事由にあたることが考えられ、57 条 1 号・2 号と同程度に保

険契約者、保険金受取人と被保険者間の信頼関係を破壊する行為ということになる27。 

次に、他の保険契約者との重複によって、被保険者にかかる保険金額の合計額が著しく

過大であることが本号に掲げる解除請求事由にあたるかについて、被保険者は個々の契約

それぞれにつき同意していることから、保険契約の重複により保険金額の合計額が著しく

過度となっていること自体が決定的なのではなく、単に信頼関係破壊のおそれのある兆候

事実にすぎず、それに加えて保険金の不正請求行為等他の要素と相まって、はじめて本号

の解除請求事由に該当するものであると考えられる28。 

(3) 同意の基礎とした事情の著しい変更があった場合（3号） 

本条 1項 3号は、「保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、

                                                                                                                                                     
24 同旨、山下=米山・解説 586頁[洲崎博史]。 
25 同旨、山下=米山・解説 586頁[洲崎博史]。 
26 補足説明 54頁。バスケット条項とは、それだけでは規定しきれない場合や、弾力的に運用する余地を

残そうとする場合、幅広に対象としようとする場合などに定める規定である。 
27 萩本・一問一答 198頁、山下=米山・解説 586頁[洲崎博史]、福田・前掲注（4）210頁参照。 
28 長谷川・前掲注（21）246頁参照。 
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被保険者が第 38条の同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合」と規定

している。 

ここにいう「親族関係の終了」の例示として、離婚（事実婚の解消も含む）や離縁（養

子縁組の解消）が挙げられている29。もっとも、被保険者による解除請求が可能となるた

めには、親族関係が終了しただけでなく、それにより「同意をするに当たって基礎とした

事情が著しく変更した」ことが必要である。離婚や離縁した場合には、特段の事情がない

限り同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変更した場合にあたることが多いとい

えるが、親族を被保険者として保険契約を締結する目的は様々であって、保険契約者と被

保険者との間の親族関係の終了があったからといって、当然に解除請求事由になるわけで

はないと考えられる30。たとえば、妻が夫を被保険者とする死亡保険契約を締結していた

場合でも、当該保険契約が夫死亡後の妻の生活保障のみならず、当該夫婦間の子供の生活

保障をも目的としていたとみられるようなケースでは、被保険者が「同意をするに当たっ

て基礎とした事情が著しく変更した場合」には該当しない。したがって、結局のところ、

ケースバイケースで判断せざるを得ないと考えられる31。 

また、「その他の事情」の例示として、たとえば、会社の役員であるということに基づ

いて、会社が保険契約者兼保険金受取人、当該役員を被保険者として保険契約（いわゆる

事業保険）を締結したが、その後、当該役員を退任したような場合、また、債務の担保目

的で、債務者を被保険者、債権者を保険契約者兼保険金受取人として保険契約をしたが、

債務が完済された場合等がこれにあたると考えられる32。これらの場合には、被保険者に

とって保険契約を継続させる正当な理由を欠くことになると考えられることから、解除請

求ができるものとされたのである。 

 (4) 小括 

以上より、死亡保険契約の被保険者が当該死亡保険契約の当事者以外の者である場合に

おいて、被保険者が保険契約者に対し死亡保険契約の解除を請求することができる法定事

                                                   
29 第 18回議事録 5頁。 
30 山下友信「保険法制定の総括と重要解釈問題（生保版）―成立過程の回顧と今後に残された課題」生

保論集 167号 31頁（2009）、萩本・一問一答 199頁（注）、山下=米山・解説 588頁[洲崎博史]、山下

ほか・保険法 232頁[竹濱修]、萩本ほか・前掲注（2）41頁(注 48)。なお、「離婚調停中で親族関係が

完全に終了していない段階であっても、両者の関係が険悪となり、信頼関係が破綻しているとみられ

る場合にはやはり解除請求事由を認めてよい」との見解がある。山下=米山・解説 588頁[洲崎博史]）。 
31 山下=米山・解説 588頁[洲崎博史]。山下ほか・保険法 232頁[竹濱修]参照。 
32 山下・保険法 271頁、部会資料(16)7頁以下、大串=日生・解説保険法 171頁[小川和之]、長谷川・前

掲注（21）247頁。 
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由は、①保険給付目的による故意の事故招致と保険給付の請求に関する詐欺行為、②被保

険者の保険契約者または保険金受取人に対する信頼関係の破壊、③同意の基礎とした事情

の著しい変更の 3つである。 

上記①と②については、被保険者の保険契約者・保険金受取人に対する信頼を損なうよ

うな事由（モラル・リスクの具体化）がある場合に被保険者が保険関係から離脱すること

を認めるのに対し、上記③は、親族関係等の変動により、同意の基礎となった事情が著し

く変更した場合にも被保険者の保険関係からの離脱を認めるものである33。 

前者は基本的に重大事由による解除の場合と同様と考えられることから、当該事由に該

当した場合は、被保険者による保険契約解除の請求のみでなく、保険者においても重大事

由による解除の規定に基づいて、保険契約解除を行使することができるものと考えられる。

一方、後者の場合にも保険関係からの離脱を広く認めるべきであるという立法論は、従来、

必ずしも一般的に主張されていたわけではなかった。前述のように生保試案 674条の 3に

おいては、被保険者の保険契約者に対する解約請求として 58条 1項 1号・2号に相当する

規律を設けていたが、同 1項 3号に相当する規律は設けられていなかった。同意の基礎と

された事情が著しく変わった場合一般について解除請求を認めることとしたのは、保険法

独自の規律である34。 

なお、上記法定事由のほかに、被保険者の同意がない場合、あるいは被保険者が意思表

示の瑕疵を理由とする同意の無効・取消を主張する場合、および被保険者が未成年者など

の制限行為能力者である場合においても、被保険者が契約から離脱できることは当然とさ

れている35。 

 

3 解除請求の相手方 

本条 1 項柱書では、「当該被保険者は、保険契約者に対し、当該死亡保険契約を解除す

ることを請求することができる」と規定している。条文の形式から、被保険者による解除

請求の相手方が保険契約者にほかならないことは明らかである。それでは、被保険者が保

険者に対して直接に解除を請求した場合はどうなるかについて、以下のように法定事由ご

とに検討してみよう36。 

                                                   
33 山下=米山・解説 587頁[洲崎博史]参照。 
34 同旨、山下=米山・解説 583頁、587頁[洲崎博史]。 
35 第 18回議事録 5頁。 
36 福田・前掲注（4）211頁、江頭・前掲注（1）240頁参照。 
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法定事由①（保険給付目的による故意の事故招致と保険給付の請求に関する詐欺行為）

の場合において、保険者はそれを確認できれば、57条 1号および 2号に基づき契約解除が

可能になる。しかし、刑事事件として立件される場合は別として、多くの場合、保険者は

自力でそのような事実を確認することが困難であるため、被保険者からの解除請求だけで

は、対処のしようがなく、生命の危険を感じる被保険者に対して警察への通報を行うよう

助言することになろう。 

法定事由②（被保険者の保険契約者または保険金受取人に対する信頼関係の破壊）の場

合において、被保険者は、それが 57条 3号にも該当する（たとえば、保険金受取人を共通

する保険契約者が被保険者を故意に死亡させようとした）と主張して、保険者に対し保険

契約を解除するよう依頼するとき、保険者がその事実を確認できれば、自己の意思で 57

条 3号に基づき契約を解除することは考えられるが、被保険者が保険者に対し解除を強制

することはできない。その理由は、上記法定事由①の場合と類似である。多くの場合、保

険者には、その事実を確認できる証拠がなく、保険者が被保険者から解除請求されても対

処のしようがないからである。 

法定事由③（同意の基礎とした事情の著しい変更）の場合において、親族関係の終了等

にもいろいろの事情がありうるから、たとえば、離婚をしたという事実のみをもって解除

請求を認めるのではなく、将来の養育費等に備えるために保険契約を維持する必要性があ

るような場合には、同意をするにあたって基礎とした事実が著しく変更したとは認められ

ないことは前述のとおりである。同様に、雇用関係の終了や債権債務関係の終了も、その

ことだけで基礎とした事情が大きく変化したと認めることは困難な場合も考えられる。し

たがって、被保険者から保険者に対する直接解除請求があっても、保険者としては、通常

対処する方法がない。 

以上より、いずれの場合においても、被保険者から契約解除の請求を受けた保険者は、

解除請求事由の発生の有無につき調査・判断することが困難であることなどにより、やは

り保険契約者を介して解除請求するか、保険契約者を相手方として保険契約の解除を求め

る訴訟を提起するよう促すしかないと考えられる。 

 

4 解除請求の効果 

本条 2 項は、「保険契約者は、前項の規定により死亡保険契約を解除することの請求を

受けたときは、当該死亡保険契約を解除することができる。」と規定している。ここに文言
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上「解除することができる」となっているが、これは、54条の任意解除権と関係するもの

である。54 条では、「保険契約者は、いつでも生命保険契約を解除することができる」と

定められている。しかし、同条は任意規定であることから、合理的理由に基づき、任意解

除を禁止する約定も有効であるとされている。これに対して、本項は、生命保険約款にお

いて 54条に基づく保険契約者の任意解除権が制限されているような場合であっても、被保

険者から死亡保険契約の解除請求を受けたときは、保険契約者は保険者に対し契約解除権

を行使できるという趣旨である。すなわち、法律により保険契約者に解除の権限を付与す

ることを意味するものであり、解除するかしないかを保険契約者の自由な意思に委ねてい

るものではない37。 

また、本条 1項は、被保険者に保険契約者に対して保険契約を解除するよう請求する権

利を付与するにとどまり、被保険者が 1項による請求をしただけで直ちに保険契約の解除

という効果が生ずるわけではない。被保険者からの解除請求を受けた保険契約者が本条 2

項に従い保険者に対して解除権を行使して、はじめて保険契約の解除の効果が生ずること

になる38。そして、その効果が将来に向かって生じる（59 条）から、被保険者は、将来に

向かって契約関係から離脱することになる39。 

保険契約者が被保険者からの請求に応じて解除権を行使した後、特に解除後まもなく被

保険者が死亡した場合には、解除を撤回したり、解除の無効を主張することが考えられる。

しかし、解除事由の有無は、被保険者と保険契約者との問題であり、保険者は関知しない

のが通例であることから、54条に規定する任意解除の規定と同様に、保険契約者が有効に

解除権を行使した以上、解除の撤回や無効の主張は許されないものと思われる40。 

 

5 保険契約者の解除権行使の義務 

本条 2項により、58条 1項各号に定める解除請求事由のいずれかに該当し、かつ、被保

険者が当該保険契約からの離脱を望んで、保険契約者に対して当該保険契約の解除を請求

した場合には、保険契約者は、それに応じて保険者に対し保険契約を解除する義務を負う41。

                                                   
37 萩本・一問一答 200頁、萩本ほか・前掲注（2）41頁(注 50)、江頭・前掲注（1）240頁、潘・概説 273

頁等参照。 
38 同旨、山下=米山・解説 589頁[洲崎博史]、大串=日生・解説保険法 172頁[小川和之]。 
39 中間試案 18頁。 
40 同旨、福田・前掲注（4）213頁。 
41 同旨、萩本・一問一答 197頁（注 2）、萩本ほか・前掲注（2）41頁(注 50)、山下=米山・解説 589頁[洲

崎博史]、田口・前掲注（22）108頁、山下ほか・保険法 323頁[竹濱修]、潘・解説 273頁等。 
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これを拒否したり、懈怠したりすることは許されず、かかる義務を履行しない場合には、

法定義務不履行となり、遅延損害を賠償する義務を負うと考えられる42。 

被保険者が 58 条 1 項による解除請求をしたにもかかわらず、保険契約者がその請求に

応じない場合（保険者に対して解除の意思表示をしない場合）には、被保険者が保険契約

者を被告として「意思表示に代わる裁判」（民法 414条 2項但書）、いわゆる意思表示の擬

制を求めて訴えを提起する方法が考えられる。そして、被保険者が勝訴判決を受け、かつ

当該判決が確定した場合には、債権者である被保険者が確定判決等の債務名義の正本また

は謄本を第三債務者である保険者に送付または提示したときは、債務者である保険契約者

の擬制された解除の意思表示が到達して法律効果が発生し（民事執行法 174条 1項本文）、

当該保険契約は解除されることになる43。なお、被保険者が保険契約の解除を実現するに

は、上記の方法による意思表示の擬制の他に、民事執行法 172 条 1 項による間接強制もと

りうると考えられる44。 

 

6 規定の性質 

本条は、被保険者の同意に関する規定と同様に、被保険者の意思を尊重するとともにモ

ラル・リスクの防止などを目的とする公序に関する規定であるため、1項・2項ともその性

質は強行規定であると解される45。 

したがって、約款で被保険者が解除請求できる場合を保険法の規定よりも狭く設定する

ような被保険者に不利な約定は許容しないこととしている46。また、法律関係の安定性を

維持する観点から、逆に被保険者が解除請求できる場合を広げる約定も認められないと考

えられる47。さらに、被保険者から解除請求がされたことに基づく保険契約者からの保険

契約の解除を禁止・制限することを定めることはできず、仮にそのような約款の規定を設

けても、その規定は無効となる48。 

 

 

                                                   
42 同旨、長谷川・前掲注（21）241頁等。 
43 大串=日生・解説保険法 172頁(注 5)[小川和之]、長谷川・前掲注（21）241頁。 
44 大串=日生・解説保険法 172頁(注 5)[小川和之]。 
45 第 18回議事録 5頁、部会資料(26)15頁、中間試案 19 (注４)、萩本・一問一答 197頁、山下友信「新

しい保険法--総論的事項および若干の共通事項」ジュリ 1364号 15頁（2008）等。 
46 補足説明 74頁。 
47 竹濱=高山・Q&A新保険法 253頁。 
48 萩本・一問一答 200頁（注１）。 
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7 傷害疾病定額保険契約の特有事項（87条と 58条との相違） 

他人の傷害疾病定額保険契約における被保険者による解除請求に関する 87条において、

他人の死亡の保険契約のそれに関する 58条の規定と異なる点は、同条 1項 1号のみである。

つまり、87条 1項 2号から 4号までは、他人の死亡の保険契約における被保険者による解

除請求の事由（58条 1項 1号～3号）と全く同様の趣旨、同様の規定振りで定められてい

る。これらに加えて、87 条 1 項 1 号では、「第 67 条第 1 項但書に規定する場合」、すなわ

ち、被保険者の同意が不要とされた契約の場合も、被保険者による解除請求の法定事由と

されている。 

67条 1項但書では、他人の傷害疾病定額保険契約において、他人の死亡の保険契約とは

異なり、被保険者自身を保険金受取人とする場合（被保険者の死亡に関する保険給付につ

いては、被保険者の法定相続人を保険金受取人とする場合も含む）には、例外的に被保険

者の同意を効力要件としていない。保険法では、このような場合には、被保険者は理由の

如何を問わずに、いつでも保険契約者に対して当該保険契約の解除を請求できるものとし

ている。これは、保険契約締結時に同意・不同意を確認されないまま被保険者になった者

が契約の存続を望まないならば、保険契約の存続を強制されるべきではなく、被保険者の

意思を尊重することが相当であるという考え方に基づいて、無条件で当該保険契約からの

離脱を認めるものである49。 

もっとも、「（同項の同意がある場合を除く。）」とされている（87 条 1 項 1 号弧書）。こ

れは、保険法上は、被保険者の同意が不要であるにもかかわらず、実際に契約締結時に自

分の意思で被保険者となることに同意した場合には、本号に基づく解除請求をすることは

できないという意味である。この場合に解除を請求するには、87条 1項 2号から 4号まで

のいずれかの解除請求事由が存在することが必要とされている50。 

 

第 4節 むすび 

 

1 生命保険実務との関係 

保険法の公布・施行に伴い、生命保険業界は、保険契約者・被保険者に被保険者による

解除請求の制度の趣旨・内容を周知させるために、契約締結に際して「ご契約のしおり」、

                                                   
49 第 18回議事録 7頁・13頁、第 20回議事録 18-35頁、第 22回議事録 43頁、山下=米山・解説 591頁[洲

崎博史]、田口・前掲注（22）107頁。 
50 山下=米山・解説 592頁[洲崎博史]、潘・概説 272頁。 
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「重要事項説明書」等において、①被保険者と契約者が異なる死亡保険契約において、一

定の事由が生じた場合に被保険者は保険法の規定に基づき、契約者に対し契約の解約51を

請求することができること、②契約解約を請求できる法定事由、③被保険者から解約の請

求を受けた契約者は、契約を解約する必要があること、④解約される場合には特約も含ま

れること、⑤解約請求先は保険会社ではなく、契約者に対して行うことなどの説明の記載

を加え、保険契約者・被保険者それぞれに適切な情報を提供するように努めている。 

 

2 今後に残された課題 

保険法では、同意の撤回そのものを規律せず、代わりに被保険者に保険契約者への解除

請求権を付与するという手段を選択した。それは、モラル・リスクの防止、被保険者の意

思の尊重および解除事由に該当するか否かをめぐる紛争解決に重要な意義を有することは

否定しえない。他方で、以下の課題ないし議論が存在している。 

(1) 他人の死亡保険契約に関して 

第一に、法定事由の解釈について、58条 1項に定める解除請求の法定事由、特に 2号の

包括条項に関して、どのような場合が当該条項にあたるかについては一義的に明らかでは

ないことから、濫用のおそれがあり、契約当事者側の保護に欠けるとの批判が存在する52。 

第二に、制度の実効性について、被保険者から解除請求がなされても、保険契約者が解

除権を行使しない限り、保険契約は被保険者の意思に反して有効に継続することとなる。

被保険者は、契約解除の請求を確実に実現するためには、訴訟を提起せざるを得ないが、

多大な費用・時間と労力を要することになる。したがって、この解除請求権の制度は十分

な機能を発揮できないとの指摘が存在する53。   

第三に、保険者の対応について、解除請求事由のうち、重大事由による解除の要件に該

当した場合（58条 1項 1号）に、保険契約者が解除権を行使しないときには、保険者とし

ては、少なくとも 57条に基づき当該死亡保険契約を解除する等の対応をする必要があろう

が、情報量は極めて限定されるなか、事実調査を行い、重大事由による解除要件の充足の

有無を判断し、立証責任を負うことは、保険者にとって酷であるのみでなく、二重払（保

険契約者への解約返戻金の支払と保険金受取人への保険給付金の支払）のリスクがあると

                                                   
51 すなわち解除。実務上は通常「解約」という。 
52 部会資料(18)120頁、山下（友）・前掲注（30）30頁以下。 
53 長谷川・前掲注（21）247頁、潘・概説 274頁。 
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の指摘もある54。 

第四に、被保険者による保険者への直接解除（同意の撤回）の再検討について、本制度

は、保険契約者を経由して解除するといった迂遠なものであり、被保険者の負担、制度の

実効性などの観点から、保険法のもとでも、被保険者による保険者への直接解除ないし同

意の撤回権の可否についてなお検討の余地があるとの見解がみられる55。これに対して、

被保険者による直接解除（同意の撤回）の適法性には疑問があるとして反対する見解もあ

る56。 

第五に、保険契約締結時に未成年であった者を被保険者とする死亡保険契約については、

保険契約締結時には法定代理人が未成年者を代理して 38条の被保険者同意を与えたが、当

該被保険者が成人後、当該死亡保険契約の被保険者となり続けることを望まないという場

合には、87条 1項 1号を類推適用することができないかという課題がある57。 

(2) 他人の傷害疾病定額保険契約に関して 

他人の傷害疾病定額保険契約において、被保険者による解除請求をめぐって今後展開し

ていくであろうと思われる課題は、上述の他人の死亡保険契約と共通して、①法定事由の

解釈、②制度の実効性、③保険者の対応、④被保険者による保険者への直接解除（同意の

撤回）の再検討、および⑤保険契約締結時に未成年であった場合の 87条 1項 1号の類推適

用のほか、以下のような他人の傷害疾病定額保険契約の独自の課題もあると考えられる。 

                                                   
54 大串=日生・解説保険法 173頁[小川和之]、潘・概説 273頁、長谷川・前掲注（21）247頁以下。 
55 潘・概説 211頁・274頁、山下（友）・前掲注（30）30頁以下。もっとも、保険者が保険契約者または

被保険者等において解除事由に該当するか否かをめぐって紛争に巻き込まれることや、保険契約者ま

たは保険金受取人の利益を害するようなことがないかという問題点を慎重に検討し、たとえば、代位

権のごとく保険者に対して被保険者の解除請求が図れる方法、具体的には、約款において 58条 1項各

号の事由があることを被保険者が保険者に主張した場合には、保険者がその旨を保険契約者に通知し

たうえ、保険契約が失効する旨の規定を設けるとの考え方が示されている。長谷川・前掲注（21）248

頁、保険法コンメンタール 165頁[山下典孝]。 
56 山下=米山・解説 591頁[洲崎博史]。その理由は次のように挙げられている。①被保険者が保険契約か

ら離脱するためには、保険者に対して直接同意の撤回をするのでは足りず、保険契約者に対して解除

請求をしなければならないとされたのは、法に定められる解除請求の事由が真に存するかどうかにつ

いて被保険者と保険契約者とで意見が相違することがありうるからである。その事由の存否につき保

険契約者に争う機会を与えることなく、直ちに解除を認めることは相当ではない。②保険者に対する

直接解除権の行使（同意の撤回）という方法では、被保険者の思い込みによって保険契約が不当に消

滅させられるという事態が生じかねない。③被保険者と保険者だけで契約を解消することを認めるよ

うな約款規定は、保険法が予定している保険契約者・被保険者間の利害調整の枠組みを逸脱するもの

である。 
57 このケースは、67条 1項但書により被保険者同意なしに傷害疾病定額保険契約が締結されたが、その

後被保険者が被保険者たることを望まない場合には理由の如何を問わず保険契約の解除請求をするこ

とができるとする 87条 1項 1号に近い状況が生じているといえる。したがって、被保険者が被保険者

たることを望まないという明確な意図を有している場合には、58条 1項 3号の解除請求事由を緩やか

に認定してよいとの見解がある。山下=米山・解説 589頁[洲崎博史]。 
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被保険者の同意が不要とされた契約の場合において、被保険者の離脱希望の意思が明確

である限りは、それ以上に争う機会を保険契約者に与える必要はなく、被保険者が保険契

約者に対して解除請求を行った場合は、保険契約者からの解除権の行使を待つことなく直

ちに当該傷害疾病定額保険契約が失効するものと解釈することができるかという課題であ

る。 

そして、次の理論構成でこれを肯定することが提唱されている。すなわち、約款でそれ

を定めれば、保険契約の当事者・関係者が実質的不利益を被るわけではなく、法律関係の

安定性が不当に害されるともいえないこと、また、かかる約款規定がない場合においても、

被保険者が保険契約者に対して 87 条 1 項 1 号による解除請求をした時点で、87 条 2 項に

よる保険契約者からの解除権の行使もあったものと擬制して、直ちに保険契約が消滅する

との解釈も可能なことである。もっとも、被保険者が保険契約者に対して解除請求をする

と同時に、解除請求をしたという事実が保険者に対して通知される必要があり、通知しな

い限り保険契約の失効を保険者に対抗することができないとする約款規定を設けて保険者

を保護することも必要となる58。 

 

 

                                                   
58 山下=米山・解説 592頁(注 21)[洲崎博史]。 
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第 4章 保険金受取人の指定 

 

 

第１節 総 説 

 

保険金受取人の指定とは、生命保険契約締結時に保険契約者が保険金受取人を定める行為

をいう1。指定された保険金受取人が、保険事故が発生した場合に保険者に対し保険金を請求

する権利を有する2。第三者のためにする生命保険契約が成立するためには、契約当事者以外

の第三者が保険金受取人として指定されることが必要である3。 

保険金受取人の指定は、契約締結時に保険契約申込書の保険金受取人欄に保険契約者が保

険金受取人の氏名や続柄等を記載することにより行われるのが通例であるが、保険契約申込

書等に何も記載されなかった場合の保険金受取人の定め方が約款に規定してあれば、これに

従って保険金受取人が定まる場合もある4。 

 たとえば、団体定期保険においては、申込書の受取人欄に記載がない場合に備え、約款の

規定により、「被保険者の配偶者、子（子が死亡している場合には、その直系卑属）、父母、

祖父母、兄弟姉妹の順位に従って死亡保険金受取人が指定されてあったもの」とされている。 

保険法では、保険契約締結時には保険金受取人は定められていることを前提とする理由で、

改正前商法と異なり「指定」という用語が法律上用いられなくなっている。しかし、生命保

険契約の締結に当たって契約当事者が誰を保険金受取人にするか決めることを指定と呼ぶこ

とまで否定するものではなく、講学上、指定という概念が用いられることは差し支えないと

解される5。また、理論上、第三者のためにする生命保険契約を締結するには保険金受取人の

指定が必要とされ、現在の実務上も依然として存在し、かつそれに関するトラブルが生じや

すいことから、その理論構成を確認する意義があると考える。 

したがって、本章では、保険金受取人指定の有効性、表示行為などをめぐる解釈について

改めて検証する。 

 

                                                
1 山下・保険法 488頁。 
2 西島・保険法 331頁。 
3 大森・保険法 273頁、西島・保険法 327頁、潘・解説 213頁。 
4 最判 48年 6月 29日民集 27巻 6号 737頁等参照。 
5 山下ほか・保険法 276頁[竹濱修]、潘・概説 213頁。 
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第 2節 保険法上「指定」という用語が用いられない経緯 

 

1 問題の所在 

改正前商法上、保険金受取人の指定方式に関しては特に明確な規定が設けられてはいなか

った。この点は、従来から保険金受取人の指定という概念の内容、指定行為の性質が不明確

であることが指摘されている。その内容の不明確さとして、たとえば、改正前商法の規定に

よる契約締結後にも保険金受取人を指定する場合があるように読めるが（改前商 675条 2

項・677条 1項参照）、どういう場合が指定で、どういう場合が変更なのかはっきりしないこ

と、また、指定行為の性質につき、契約締結時に保険金受取人を定めることは契約者の一方

的意思表示によってなされるのか、それとも契約当事者の合意によってなされるのかが明確

ではないことなどが挙げられる。 

 

2 法制審議会保険法部会の検討 

保険法部会の検討経過においては、保険金受取人の指定方式に関し任意規定として「保険

金受取人は、保険契約の締結時に、保険契約者が保険者に対する意思表示によって指定する

ものとする」という規定の新設が検討されていた6。かかる規定案の考え方として、以下のよ

うな説明がなされた7。 

「保険契約者が保険者に対する意思表示によって指定する」とは、保険契約者が契約申込

書等に保険金受取人の氏名等を記載する場合だけでなく、契約申込書等に何も記載されなか

った場合の保険金受取人の定め方が約款に規定してあれば、これに従って保険金受取人が定

まる場合も含まれる。保険金受取人の指定の意思表示の相手方は保険者に限られることから、

保険者を相手方としている。これは任意規定であるから、保険者において保険金受取人が誰

に指定されるかを考慮したうえで保険契約を締結するかの判断をすることは妨げられない。 

仮に保険契約者が契約申込書等に何も記載せず、かつ、約款においてその場合の規律が設

けられていなかったときは、保険契約者の意思を解釈して保険金受取人を定めることになる

が、特段の事情のない限り、保険契約者自身（死亡保険契約の被保険者でもある場合にはそ

の相続人）を保険金受取人に指定したと解することができる。仮に規律を設ける場合には、

保険金受取人が二人以上の場合の権利の割合を法律上規定することの当否についても検討す

                                                
6 中間試案 19頁。 
7 補足説明 75頁以下。 
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る必要がある。 

しかしながら、これに対して次の旨の指摘があった8。①保険実務では、保険者は、保険契

約者から指定された保険金受取人が被保険者とどのような関係にあるかということをも踏ま

えて保険契約の引受けの判断をしていること。②契約（約款）によっては保険金受取人が被

保険者と一定の関係にある者に限定されている場合もあり、詳細な指定方法に関する規律を

設けることによって、かえって保険契約者に分かりにくくなる懸念もあること。③保険金受

取人の指定は、保険契約締結時における保険契約者が一方的に行う単独行為であると解せら

れるが、他方で、保険契約は契約当事者の合意により成立されるものであり、保険者には保

険契約締結の段階に拒絶権を有することも考慮する必要があること。 

そこで、保険法は、保険金受取人の指定方式等に関して、生命保険契約および傷害疾病定

額保険契約の締結時に交付する書面の記載事項として、「保険金受取人の氏名又は名称その他

の保険金受取人を特定するために必要な事項（40条 1項 4号・69条 1項 4号）」を定めるに

とどまり、具体的な定め方については、明確な規定を設けておらず、改正前商法と同様、依

然として解釈や個々の約款上の取扱いに委ねることとした9。 

また、保険契約の締結時には必ず保険金受取人が誰かを特定しており、契約締結後にそれ

と異なる保険金受取人にするときは、すべて保険金受取人の変更になるという立法的考え方

によって整理がされているので、指定という用語は不要となった10。 

 

第 3節 保険金受取人の指定の有効性 

 

1 保険金受取人の資格 

保険金受取人となる者の資格については、学説上、被保険者との間に法律上または経済上

の関係に立つものであることが必要とされないことから、自然人であろうと法人であろうと、

その資格に制限はないと解され11、また、その員数についても制限はなく、同一の契約におい

て数人を保険金受取人に指定することも可能であると解される12。改正前商法 680条 1項 2号

も保険法 51条 1項、同 80条 1項もそのように解釈することができる。 

                                                
8 部会資料 25-3頁、第 22回議事録 5頁、補足説明 75頁以下、 
9 部会資料 25-3頁。 
10 山下ほか・保険法 276頁[竹濱修]参照。 
11 山下典孝「保険金受取人指定の道徳性について」文研論集 121号 123頁（1997）、西島・保険法 327頁、大

森・保険法 273頁等 
12 青谷・法論Ⅰ124頁、西島・保険法 326頁。 
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もっとも、生命保険契約等締結における保険金受取人の指定について、保険金受取人が何

人であるかは保険金を支払う保険者にとって知るべき重要な事柄であり、後述のように指定

された保険金受取人の属性や被保険者との関係に鑑み、場合によっては保険の引受けを拒絶

することもありうる点からみれば、保険金受取人の指定は、保険契約者と保険者との合意に

よって成立し、あるいは保険者の承諾を必要とする意思表示として取り扱われているとみる

こともできると考えられる13。 

しかし、誰が保険金受取人に指定されるかということ自体につき重要な利害関係を有する

当事者は保険契約者のみであり、保険者はこの点につき、あまり特別な利害関係を有してい

ないから、保険契約者が指定する保険金受取人を拒否する何らの利益もない14。したがって、

保険者は、保険金受取人の指定に関する保険契約者の意思決定を尊重し、それには介入しな

いのが通常である15。 

なお、生命保険契約等においては、損害保険契約における被保険者とは異なり、被保険利

益を有する必要はない16から、誰を保険金受取人に指定するかは、原則として保険契約者の自

由である17。 

 

2 保険金受取人指定の法的性質 

保険金受取人指定の法的性質をどのように捉えるかについては、従来から議論がある。学

説の多くは、契約締結時の保険金受取人指定は、契約締結後に行われる保険金受取人変更の

場合と同様、保険者の承諾を要しない保険契約者の一方的意思表示でなされる単独行為であ

り、その方式については、法律上格別の制限はない。明示的である必要はなく、黙示的で足

りるのであり、その意思表示の相手方は保険者に限られると解してきた18。判例も、保険金受

取人の指定について、保険者を相手方とする意思表示として判示している19。したがって、保

険契約者による保険金受取人の指定権は、形成権としての性質を有している。 

 

 

                                                
13 潘阿憲「保険金受取人の指定・変更」落合=山下（典）・理論と実務 116頁同旨。 
14 大森忠夫「保険金受取人指定・変更・撤回行為の法的性質」大森=三宅・諸問題 74頁。 
15 山下・保険法 488頁。 
16 青谷・法論Ⅰ124頁、大森・保険法 260頁以下。 
17 福田弥夫「保険金受取人指定事由の原則と公序―遺贈と生命保険契約の関係を中心に―」生保論集 157号

43頁（2006）、潘・前掲注（13）115頁。 
18 大森・保険法 279頁、山下・保険法 490頁、補足説明 75頁。 
19 最判昭和 48年 6月 29日民集 27巻 6号 737頁、最判昭和 58年 9月 8日民集 37巻 7号 918頁。 
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3 保険金受取人の指定に関する制限 

保険金受取人の指定は、原則として保険契約者の自由な意思に委ねられるが、この自由は

絶対的なものではない。保険者において保険金受取人が誰に指定されるかを考慮したうえで

契約を締結するか否かの判断をすることは妨げられないとされている20。具体的には、以下の

ような場合には、保険金受取人の指定が制限され、保険契約締結の段階であれば、保険者は

保険契約の引受けを拒否することができる。保険契約締結後の段階であれば、保険契約が無

効とされることもある21。 

 (1) 保険契約者と被保険者が別人の場合における被保険者の同意がない場合 

 保険契約者以外の第三者を被保険者とする生命保険契約等を締結する際には、保険金受取

人の指定内容をも含めて被保険者の同意が必要とされ、被保険者同意がなければ保険契約の

効力を生じないとされる（38条・67条 2項）。これは、被保険者の死亡を保険事故または給

付事由とする生命保険契約等は、賭博的に利用される危険や、保険契約者や保険金受取人が

保険金詐欺を目的として故意に被保険者殺害を企てるなどのモラル・リスクが生じるおそれ

があるからである（詳細については、第 2章参照）22。 

(2) 公序良俗に反する場合 

保険金受取人に指定された第三者は保険契約者と公序良俗（民法 90条）に反する関係にあ

り、保険金受取人として明らかに相応しくない場合には、保険者は保険契約の加入を断るこ

とができる。たとえば、不倫関係にある女性が保険金受取人に指定された場合では、当該受

取人の指定が不倫関係の維持・継続を目的としたものであるときは、当該受取人指定の部分

は公序良俗に反し、民法 90条により無効とされる裁判例がある23。 

もっとも、学者から「指定が不倫関係の維持継続を目的としたものであるとしても、これ

は動機にすぎず、しかも保険契約者側の一方的事情であるから、これにより取引行為の一部

としての保険金受取人指定が無効となるということは甚だ問題」であるとの反対の意見があ

る24。また、不倫関係にあるからといって、その相手を保険金受取人に指定することが常に許

されないとは言い切れなく、不倫関係が問題となる場合、当事者双方の関係を取り持つ個別

具体的な事情および周辺の諸事情を総合して、はじめて判断できることになるとの見解もあ

                                                
20 補足説明 75頁。 
21 山下典孝「生命保険金受取人指定の適格性に関する若干の考察」保険学 108頁（1998）、山下・保険法 490

頁(注 98)。 
22 大串=日生・解説保険法 132頁以下[渡辺格]。 
23 東京地判平成 8年 7月 30日金商 1002号 25頁、東京高判平成 11年 9月 21日金商 1080号 30頁。 
24 山下・現代 45頁。 
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る25。 

(3) 約款等に定めがある場合 

前述のように、保険法上、保険金受取人の対象については何の制限もないため、誰を指定

することも可能であるとされているが、保険者において保険金受取人が誰に指定されたかを

考慮した上で契約締結の判断をすることは妨げられないとされている26。 

たとえば、生前給付型保険および高度障害、入院や手術等の特約においては、約款の規定

により高度障害保険金・給付金の受取人が被保険者に固定され、保険契約者による指定また

は変更が許容されないのが通例である。これは、保険給付請求権の発生原因事実による経済

的損失は被保険者自身に発生するのが一般的であり、特に高度障害状態になった被保険者の

経済的困窮を救済するためにその被保険者本人に支払うのが最も趣旨にかなうからであると

解される27。 

また、各種の団体傷害保険においては、約款の規定により被保険者の相続人を保険金受取

人とし、保険契約者による指定または変更が認められない場合がある。これは、「被保険者が

集団的な傷害保険では保険契約者の個別的意思を重視する生命保険とは異なる扱いが行われ

ているが、死亡保険金を必ずしも主眼としない傷害保険という保険の性格に基づくもので、

指定変更を認めないことにも合理性がある」からであると解される28。 

さらに、消費生活協同組合法に基づく共済においては、約款で配偶者や同居の親族等を保

険金受取人とする旨が画一的に規定され、保険者による指定または変更は原則的に認められ

ず、指定または変更の必要があるときに限って共済事業者の承諾を経なければならないとさ

れている。これは制度自体が遺族の生活保障を趣旨としているからであると解される29。    

 その他、厚生年金基金保険や適格企業年金などの団体保険では、それぞれの保険の仕組み

上から、規約で保険契約者による保険金受取人指定の自由を排除している。 

なお、団体保険において、受取人が自由に指定できるのは、保険契約者が特定の企業等の

団体で、その団体の構成員が被保険者であり、保険料の出捐は被保険者が行い、加入が任意

とされる団体定期保険、団体型医療保障保険のような保険契約のみで、死亡保険金受取人の

                                                
25 横田尚昌「保険金受取人の指定変更の効力について」生保論集 160号 91頁（2007）。山下典孝「生命保険契

約において不倫相手を受取人とする指定は公序良俗に反し無効であるとされた事例」金判 1020号 48頁

（1997年）、岡田豊基「不倫相手を保険金受取人とした指定の公序良俗違反による無効」保険レポ 128号 1

頁（1997）。山下=米山・解説 289頁以下[山野嘉朗]。 
26 補足説明 75頁。 
27 山下・保険法 525頁等。 
28 山下・保険法 524頁。 
29 第 5回議事録 33頁。 
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指定権限者は被保険者に与えられている。 

 

第 4節 保険金受取人指定の表示に関する解釈 

 

保険金受取人指定の方法については、法的に何らの制限も設けられていないことから、実

際に保険金受取人が特定できる限り、いかなる様式であれ有効な指定と解されている30。保険

金受取人の指定にあたって、保険契約者が具体的に保険金受取人の氏名を表示することによ

り行う場合には、誰が保険金受取人であるかは明確であるので、保険者が保険金を支払う際

に、保険金請求権者をめぐる争いが生じる余地はない。しかし、指定表示の態様によっては

保険金受取人が誰であるかが不明な場合がある。そこで、保険金受取人指定の表示に関して、

以下のような解釈の問題が生じうる。 

 

1 無指定の場合 

保険契約者兼被保険者で、保険金受取人の指定がない場合、または指定が無効とされる場

合には、保険契約者自身が保険金受取人となるか、それともその相続人が保険金受取人とな

るかについて、その効果は相続債権者との関係において違ってくる。前者であれば保険金請

求権は相続財産に属し相続債権者の引当財産となるのに対して、後者では相続人の固有財産

となり、相続債権者の引当財産とならない。 

かつての学説上、保険契約者の相続人が保険金受取人としての地位を相続するのではなく、

一般原則に基づいて、保険金請求権は保険契約者の相続財産に属すべきものであって、相続

人の固有財産とはならないとの見解があった31。 

これに対し、保険契約者が保険金を相続債権者の引当財産としておくことを積極的に意図

することが一般的には考えられないから、特段の事情の立証のない限り相続人を保険金受取

人に指定したものとして取り扱うのが合理的である。したがって、仮に保険契約者が契約申

込書等に保険金受取人の指定に関して何も記載せず、かつ約款においてその場合の規律が設

けられていなかったときは、保険契約者の意思を解釈して保険金受取人を定めることになる

が、特段の事情のない限り、保険契約者自身を受取人とする自己のためにする保険契約とな

り、保険契約者が死亡したときは、その相続人が保険金受取人としての地位を相続すると解

                                                
30 鶴直明「保険金受取人と相続人」金判 986号 77頁（1996）。 
31 伊沢・保険法 349頁以下。 
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されるのが通説である32。 

保険金受取人の指定がない場合については、約款において特定の者が保険金受取人になる

と規定され、たとえば、「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支

払う」旨の条項がある場合は、保険契約者の意思が約款によって補充されているものと解釈

することができるから、保険契約者がその特定人を保険金受取人として指定したと解される

ことになる33。  

 

2 氏名と続柄が併記された場合 

保険金受取人の指定は、保険契約申込書の受取人欄に氏名を記載して行われるが、同欄に

は、被保険者からみた続柄を記載する欄が設けられているのが通例である。仮に保険証券に

そのまま表記されるとすれば34、その続柄を失ったときには、当該指定の保険金受取人は保険

金受取人としての地位を失うのかということが問題となる。たとえば、保険契約者兼被保険

者が保険金受取人を「妻 ○○子」として指定した場合、保険事故が発生したときにおいて、

保険契約者と指定された保険金受取人との関係が契約締結時と変わらない場合には、何の問

題もない。しかし、保険契約者がその妻と離婚または死別後、他の人と再婚しても保険金受

取人を変更しなかった場合には、保険金受取人は保険契約締結時に指定された前妻であるか、

それとも保険事故発生時の後妻であるかが問題となる。 

 判例は、続柄「妻」という表示は、客観的解釈の立場から単に氏名によって人物を特定す

るための補助的意味を有するにすぎず、その者が被保険者の妻である場合に限ってこれを保

険金受取人として指定する意思表示等の特段の趣旨を有するものではなく、仮にそうである

場合にはさらに特段の表示がなされていなければならないと判示し、保険契約締結時に指定

された前妻は依然として保険金受取人であるとした35。 

 学説には、具体的な氏名と続柄を併記した場合について、①表示主義的解釈、②真意探求

                                                
32 青谷・法論Ⅰ126頁、大森・保険法 273頁、西島・保険法 327頁、石田・商法Ⅳ283頁、山下・保険法 490

頁・491頁(注 100)、宮島司「他人のためにする生命保険契約」法研 66巻 12号 93頁（1993）、竹濱修「生

命保険契約および傷害疾病保険契約特有の事項」ジュリ 1364号 42頁（2008）、山下ほか・保険法 275頁[竹

濱修]、補足説明 75頁。 
33 最判昭和 48年 6月 29日民集 27巻 6号 737頁、山野嘉朗「保険金受取人の指定のないときは保険金を被保

険者の法定相続人に支払う旨の約款の趣旨」奥島孝康=宮島司編『商法の判例と論理』770頁（日本評論

社・1994）、山下=米山・解説 291-292頁[山野嘉朗]、潘・解説 213頁。 
34 実際には保険証券に氏名と続柄が併記されないのが通例である。後述の保険実務参照。 
35 最高裁昭和 58年 9月 8日判決民集 37巻 7号 918頁。夫である保険契約者により「妻・甲野花子」という表

示がなされていたところ、上記花子が不倫の末出奔し離婚が成立したが、指定は変更されないまま夫が死亡

した場合において、花子が保険金受取人であるかどうかが争われた事例。 
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的解釈、③相対的解釈が存在する。具体的には、以下のとおりである。 

(1) 表示主義的解釈 

表示主義的解釈は、合理的客観的に解釈されるべきとする見解である36。具体的に氏名が記

載されている場合には、その客観的な表示に従い、具体的な氏名を優先して保険金受取人を

決定すべきとする。その理由は、次のとおりである。たとえば「妻」という続柄の表示は、

保険金受取人を特定するための意味しかなく、続柄よりも具体的な氏名を重視すべきである。

離婚した場合には、その者に保険金を受け取らせたくない事情も考えられる。しかし、保険

契約者は保険金受取人を変更したければできる状況にありながら、変更していない以上、被

保険者死亡時において妻であった者を保険金受取人と解釈するのは困難である。 

(2) 真意探求的解釈 

真意探求的解釈は、保険契約者の真意が探求されるべきであるとする見解である37。保険契

約者が氏名に続柄を併記したことの意思解釈として、その続柄に保険金受取人の資格として

の意味が含まれるべきものとする。その理由は、次のとおりである。たとえば「妻」という

続柄の表示は、氏名が「妻である者に限り」保険金受取人とするという特段の趣旨を表示し

たものであり、保険金受取人として指定された妻が離婚した場合、社会通念上、まずは受取

人としての資格を喪失するのであり、保険契約者のその者に対する受取人指定は撤回された

とみなさるべきである。そして、離婚後にもなお受取人とするつもりであったと認められる

事実が存在してはじめて、離婚した妻が受取人となる。 

(3) 相対的解釈 

相対的解釈の見解は、保険金受取人指定における個別具体的な事情を考慮すべきとともに、

取引の安全という視点も無視できないという観点から、保険者と保険金受取人の関係と、保

険金受取人としての地位を争う者との間での解釈基準を区別し、前者については客観的解釈

により、後者については主観的解釈によって解決すべきであるとしている38。 

                                                
36 青谷和夫「生命保険金受取人を「妻甲野花子」と指定してある場合その妻と離婚した後における指定の効力」

判時 1094号 209頁(（1884）、倉澤康一郎「生命保険契約における保険金受取人として『妻Ａ』指定するこ

との意味」法セ 351号 75頁((1984)、松岡浩「生命保険金受取人の指定に関する諸問題」慶応義塾大学法学

部法律学科開設百周年記念論文集三田法曹界編所収 151頁（1990）、山野嘉朗「保険金受取人欄に指名と続

柄「妻」とが併記されている場合における同女離婚後の保険金請求権の帰属」愛知学院大学 26巻 132頁

（1983）等。山下典孝「保険金受取人の指定・変更に関する若干の考察」千葉商大論叢 39巻 4号 26頁以下

（2001）。 
37 大久保憲章「生命保険契約における保険金受取人の指定」佐賀大学経済論集 18巻１=2合併号 87頁（1985）、

上柳克郎「保険金受取人『妻甲野花子』の意味」商事 1028号 33頁（1984）、竹内昭夫「『妻・何某」という

保険金受取人指定の意味」生保百選 213頁、山下（典）前掲注（36）26頁。 
38 山下・現代 12-13頁。 
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相対的解釈は多くの賛同を得ている。もっとも、実体法上、このような見解に対しては、

権利者が相対的に決定されるとすることには論理的な難点があり、かえって法律関係が複雑

になるおそれがあるとの批判がみられる39。 

私見としては、原則的に表示主義的解釈をとるが、特別な事情があり、かつ保険者にとっ

て二重払いのおそれが全くないことを前提として、真意探求的解釈によって保険金受取人が

誰であるかを判断することが妥当と考える。理由は、以下のとおりである。 

続柄が氏名を特定する補助的な意味であるという解釈が多いが、そもそも続柄の記載は、

保険金受取人と被保険者との関係を確認するために保険者が求める必須事項にすぎず、それ

を保険契約者の特段の意思表示と解することは、このような表示がなされるに至る状況から

見て過度な推測と考える。「配偶者である限り保険金受取人とする」、「離婚した場合には保険

金を与えたくない」という意図を、保険契約者が持っている可能性があることは否定しえな

い。しかし、同様に、具体的事情があってやむを得ず離婚し再婚することになり、前の配偶

者に対する償いの気持ちや前の配偶者の将来の生活を配慮する気持ちのもとで、離婚する前

に自分を被保険者とし前の配偶者を保険金受取人と指定することも現実的であり、可能性と

してはどちらもありうるのである。一般的にこのように事情は複雑であり、保険契約者側の

プライバシーに属する問題であるから、保険金支払時に、保険金受取人が氏名と表示された

前の配偶者であるか、それとも表示された氏名と異なるが保険事故発生時における保険契約

者の配偶者であるかを保険者が調査して、保険契約者の真意探求的解釈によってそれを明ら

かにすることは、保険者に不可能を強いるに等しい。もっとも、保険金請求時に、利害関係

人同士の協議で、あるいは裁判を通じた真意探求的解釈によって、保険金受取人が表記され

た前の配偶者ではなく、被保険者死亡時の保険契約者の配偶者である旨の書面を保険者に提

示された場合には、保険者にとっては、もはや二重払いの危険がないことから、表示主義的

解釈に拘らず、それに従って保険金を支払ってもよいと考える。 

 

3 「相続人」「妻」等の続柄のみと表示された場合 

保険金受取人の指定は、氏名でなくとも単に受取人であるべき者の続柄のみで、たとえば、

「保険契約者の相続人」、「被保険者の相続人」または単に「相続人」、あるいは「妻」、「配偶

                                                
39 遠藤賢治「生命保険契約において被保険者の「妻何某」とのみ表示した保険金受取人の指定の趣旨」最判解

民昭和 58年度 346頁（1988）。山下=米山・解説 293頁[山野嘉朗]。 
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者」、「家族」または「遺族」などといった表示によって指定を行われることも許される40。し

かし、かかる指定は抽象的であるため、これをめぐる解釈上の問題が生じる。 

これまでは、単に「妻」または「配偶者」のみと指定された場合には、保険契約者の別段

の意思が明らかでない限り、保険事故発生当時に保険契約者の妻または配偶者である身分を

有する者が保険金受取人と解すべきであり、また保険契約締結時に妻または配偶者を保険金

受取人に指定し、その後離婚し再び婚姻しないうちに保険事故が発生したときに、保険金受

取人の無指定の場合の解釈が適用され、保険契約者の自己のためにする生命保険契約となる

と解するのが通説である41。 

 また、単に「家族」または「遺族」のみと指定された場合には、相続人を意味するものと

解する見解もあるが、むしろ家族関係の事情に応じて決すべきである。すなわち、保険契約

者兼被保険者の生前において、何人が扶養を受けるべきものであったかを考えなければなら

ない。かかる解釈が不能の場合には、保険契約者の配偶者および子を権利者とすべきであり、

これらの者が存在しないときは、その以外の相続人と解されている42。 

そして、単に「相続人」と指定しその氏名を記載しない場合には、以下の問題をめぐって、

従来から議論がある。 

(1) 指定の有効性を認めるべきか  

単に「相続人」のみというような抽象的指定方式は、生命保険契約の締結時から保険事故

発生時までの長い年月の間に親族に変化が生ずることを考慮し、その変動のたびに保険金受

取人を変更せずに済むという便利な面があり合理的であるとし、指定の有効性を判例も通説

も認めている43。しかし、かかる指定は抽象的であるため、次の議論がある。 

古い学説では、単に「相続人」と指定しその氏名を記載しない場合には、保険金受取人を

指定したものとみることはできないから、無指定の場合と同じく自己のためにする生命保険

契約となり、かかる指定は保険契約者自身を保険金受取人に指定したものとみなし、保険金

請求権は一旦保険契約者の相続財産に帰属し相続人がこれを承継するものと解すべであると

                                                
40 青谷・法論Ⅰ125頁。 
41 我妻榮「限定相続―保険金請求権は相続財産なりや」判例民事法昭和 11年度 222頁（1937）、野津・法論

645頁、大森忠夫「保険金請求権と相続財産」大森=三宅・諸問題 226頁。 
42 野津・法論 650頁。 
43 西島・保険法 328頁、竹濱修『保険法入門』159頁（日本経済新聞出版社・2009）、最判昭和 40年 2月 2日

民集 19巻 1号 2頁等。 
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された44。大審院判決にもこれに同調し、保険金受取人を単に「相続人」と定めた場合には保

険金請求権は相続財産に属すると解するかのような判示をしたものがあった45。 

しかし、近時の通説は、保険金受取人が単に「相続人」と指定されている場合でも指定と

して有効であるとし、他人のためにする生命保険契約による相続人保護などの政策的見地か

ら、保険金請求権は相続財産に帰属せず、相続人はその氏名により保険金受取人に指定され

ている場合と同じく直接保険契約に基づき、自己の固有財産として保険金請求権を取得する

と解すべきであるとしている46。判例もこのような立場をとり、保険金受取人を単に「相続人」

と指定したときは、保険金請求権は保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となり、

相続財産から離脱しているとした47。 

これは、保険金請求権が相続の効果として一旦相続財産に帰属し、これを相続人が承継す

る場合と、保険契約の効力として直接相続人に帰属する場合との法律の適用上で重大な差異

を生ずる問題である。 

(2) 保険契約者の相続人かそれとも被保険者の相続人か 

単に「相続人」と指定された場合には、保険契約者と被保険者が同一のときは、その相続

人は、保険契約者の相続人と被保険者の相続人のどちらと解釈しても、結果としては同じで

あるから問題は生じない。しかし、保険契約者と被保険者が異なるときは、その相続人は保

険契約者の相続人とみるべきか、それとも被保険者の相続人とみるべきかについては、利害

関係人にとって大きな差異が生じるので、見解が分かれている。判例は古くから、その相続

人は被保険者の相続人と解することで一貫しているが48、従前の多数説は保険契約者の相続人

と解している49。しかし、被保険者の相続人と解する見解も有力とされている50。 

保険契約者の相続人と解する説について、その理由は必ずしも明らかではないが、改正前

「商法の建前からすれば、保険契約者は自己のために保険契約をしたものと解するのが普通

であるから」との説明がみられた51。これに対し、「相続人」との指定によって他人のために

する保険であると解されるならば、改正前商法の自己のためにする保険が原則であることは

                                                
44 松本・保険法 224頁。 
45 大判昭和 11年 5月 13日民集 15巻 877頁。 
46 伊沢・保険法 350頁、大森・保険法 273頁、西島・保険法 327頁、石田・商法Ⅳ284等。 
47 最高裁昭和 40年 2月 2日民集 19巻 1号 1頁、保険法百選 71頁。 
48 東京控判大 7年 3月 26日新聞 1401号 22頁、大判昭和 13年 12月 14日民集 17巻 2396頁。 
49 大森・保険法 273頁、石田・商法Ⅳ283頁、青谷・法論Ⅰ126頁。 
50 潘・前掲注（13）115頁。 
51 青谷・法論Ⅰ126頁。 
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理由にならないとの反論があった52。 

被保険者の相続人と解する説について、その理由は、①保険契約者がわざわざ「相続人」

と指定している意思解釈からすれば、「相続」という、人の死亡と関連した抽象概念による指

定をしており、保険事故が被保険者の死亡である死亡保険金の受取人に関する限り、被保険

者の相続人を指すものと解すべきこと、②相続に結びつく死亡は被保険者に生じ、そのとき

に損害を被るのは通常被保険者の相続人であって保険契約者の相続人ではない、こと等があ

げられている53。 

私見としては、次の理由により、単に「相続人」と指定された場合におけるその相続人は、

被保険者の相続人と解することが合理的であると考える。保険契約者が、保険金受取人を

「相続人」と指定した以上、第三者のためにする生命保険契約である意図は明らかである。

保険契約者と被保険者が異なる保険契約（たとえば、子供保険契約）においては、保険契約

者が、自己のためにする契約と意図するのであれば、自分を保険金受取人と指定することが

自然であるのに、わざわざ「相続人」と指定することには何の意味もない。仮にそれが保険

契約者の相続人とすれば、被保険者が保険契約者より先に死亡した場合に、被相続人である

保険契約者がまだ生きているから、当然相続が開始するわけではないため（民法 882条）、そ

の相続人と指定される保険金受取人は確定できない。したがって、保険契約者と被保険者が

異なる保険契約において、保険金受取人を単に「相続人」と指定した場合には、それが被保

険者の相続人と解するほかはない。そうすると、保険契約者と被保険者が同一である保険契

約において、同様な解釈をしても結果は同じであることから、整合性も取れる。 

(3) 保険契約締結時の相続人かそれとも保険事故発生時の相続人か 

契約締結時から保険事故発生時までの間に相続人に変動が生じることはありうる。たとえ

ば、締結時は独身であったが、その後結婚し子も誕生した場合には、そのたびに相続人が、

「両親」、「配偶者と両親」、「配偶者と子」というように変動する。したがって、「相続人」と

指定されている保険金受取人は、契約締結時と事故発生時とで相続人に変動がないときには、

どちらの時点の相続人と解しても差異がないが、変動があるときには、保険契約締結時にお

ける相続人であるべきか、それとも保険事故発生時における相続人であるべきかについて、

利害関係人にとっては大きな差異が生じるため、問題となる。 

                                                
52 山下（典）・前掲注（36）26頁。 
53 山下（典）・前掲注（36）26頁参照。 
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この場合には、古くには保険契約締結時における相続人と解された裁判例もあった54が、最

高裁判決は、特段の事情のない限りこの指定は被保険者死亡時、すなわち保険事故発生時に

おける相続人たるべき者個人を受取人として特に指定した、いわゆる第三者のためにする保

険契約と解するのを相当とすると判示している55。学説も大勢がこれに賛成している56。その

理由としては、保険契約者は契約締結時から保険事故発生時までの変動を想定し、またこの

ような結果になることを意識していると解するのが保険金受取人を相続人と指定した保険契

約者の意図に合致するからである57。 

(4) 相続人が複数ある場合の割合 

保険金受取人として指定された相続人が複数存在する場合に、各人の保険金請求権の割合

が問題となりうる。判例は、保険契約者が保険金受取人を「相続人」と指定した場合におい

ては、相続人に対してその相続分の割合により保険金を取得させる趣旨が含まれていると解

するのが保険契約者の通常の意思に合致しかつ合理的であることから、特段の事情のない限

り、民法 427 条にいう別段の意思表示である相続分の割合によって権利を有するという指定

があったことになり、各保険金受取人の有する権利の割合は、相続分の割合になるとする58。 

他方で、保険金受取人が先に死亡したとき、死亡した保険金受取人の相続人が受取人とな

るが、複数の受取人が存在する場合においては、保険契約者が通常想定していないため、合

理的な意思解釈によりその割合を決めることができないことに鑑み、各保険金受取人の有す

る権利の割合は、民法 427 条の規定により平等の割合になるとしている59。かかる判例の立場

は妥当であるとの見解がある60。もっとも、この場合にも相続人割合によるべきであるとする

見解も多い（→第 7章参照）。 

 (5) 相続人に内縁の配偶者が含まれるか 

単に「相続人」のみと指定された場合には、その相続人の範囲に内縁の配偶者が含まれる

とみるべきかどうかについて激しく議論されており、内縁の配偶者は相続人の範囲に含まれ

                                                
54 大阪地判明治 44年（ワ）672号新聞 768号 20頁（判決年月日不詳）。 
55 最判昭和 40年 2月 2日民集 19巻 1号 1頁、最判昭和 48年 6月 29日民集 27巻 6号 737頁。 
56 伊沢・保険法 350頁、青谷・法論Ⅰ127頁、大森・保険法 273頁、西島・保険法 328頁、鶴・前掲注（30）

79頁、中西・生保入門 189頁等。 
57 鶴・前掲注（30）79頁。 
58 最判平成 6年 7月 18日民集 48巻 5号 1233頁。 
59 最判平成 4年 3月 13日民集 46巻 3号 188頁、最判平成 5年 9月 7日民集 47巻 7号 4740頁。 
60 潘・解説 219頁。 
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ないという消極説と、それに含まれてもよいという積極説に分かれている。消極説が通説で

支配的である61。 

消極説の理由としては、①相続人の範囲は、民法 890 条の規定によって定まるべきであり、

同条にいう配偶者の中には内縁は含まれないこと、②内縁の配偶者に対しては、いわゆる準

婚姻論62によっても相続権を認めることが困難であること、および③内縁の配偶者が含まれな

いとすることは、内縁自体にまつわる通常の不利益にすぎないということである63。 

一方、積極説の理由としては、保険契約法上の受取人指定における相続人の範囲はただ民

法の規定によって定まるものではなく、「相続人」という指定が誰を指すかにつき、通常の場

合における保険契約者の合理的意思解釈によって判断されるべきものとされ、保険契約者が

内縁の配偶者も相続人に含めるとする特別な事情を明確に表示しているような場合には、内

縁の配偶者も保険金受取人に含まれる64、というものである。  

これに対して、消極説は、保険契約者が内縁の配偶者を保険金受取人とする意思を持ち、

相続人と指定したということが立証されれば、それに従った解釈をとることが保険契約者の

真意に添うとも言えると認めるものの、以下の観点から、保険金受取人は保険者に伝えられ

ている保険契約者の表示によって決定すべきとし、「相続人」の範囲には内縁の配偶者を含め

るべきではないと反論している65。すなわち、①保険契約者の内心的効果意思を推定すること

は実際に困難な問題であり、個別の事情（たとえば、内縁の配偶者との関係が悪化して別居

しているとか）によってはそのような意思を有しない場合も生じうること、②保険契約者の

個別の事情によって保険金受取人の範囲が異なる解釈方法は、保険契約者間の公平性を害す

る解釈方法であること、③保険者の保険金の二重払いの問題が生じ、保険者の立場が不安定

となること。 

裁判例も消極説を採用し、「相続人」を保険金受取人と指定した場合の相続人の範囲は、民

法の規定により定められるものであって、特段の事情のない限り内縁の配偶者はこれに含ま

れないとしている66。ただ婚約者は「保険契約者兼被保険者の表示を合理的かつ客観的に解釈

                                                
61 我妻栄『親族法』法律学全集(23)205頁以下（有斐閣・1961）。 
62 届出婚主義と両立させるために、事実上の婚姻としての内縁の性質を婚姻に準ずる理論。中川高男『親族・

相続法講義〔新版〕』95頁（ミネルヴァ書房・1995）、二宮周平『事実婚の現代的課題』11頁（日本評論

社・1990）等 。 
63 古瀬村邦夫「保険金受取人を「相続人」と指定した場合内縁の妻はこれに含まれるか」生保百選 29頁、山

下（典）・前掲注（36）30頁等 
64 石田満「生命保険契約の受取人をたんに『相続人』と指定した場合、内縁配偶者はこれに含まれるか」判時

919号 165頁（1979）。 
65 山下（典）・前掲注（36）30頁以下。 
66 大阪地判昭 53年 3月 27日判時 904号 104頁、東京地判平成 8年 3月 1日金判 1008号 34頁。 
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する」ことによって相続人の範囲に含まれるのが合理的であるとして、これを認める判例も

ある67。 

私見としては、以下に述べるように、積極説を支持したいが、保険実務上、消極説をとる

こともやむを得ないと考える。 

内縁の配偶者は相続人の範囲に含まれるか否かは、民法 890条によって定まるべきとする

見解を否定しないが、内縁寡婦にも事情によっては、財産分与や年金の受給資格を認めた近

時の裁判例等68、内縁の保護に関する立法69および前述の学説の傾向も無視してはならない。

昨今では、個性的なライフスタイルを重視し、事実上の結婚生活に入っていても、婚姻の届

出をしていない、いわゆる事実婚の内縁関係を維持しているカップルが社会的に広がりつつ

ある。これに対し、社会からも一般的に理解が示されており、内縁の法的保護の問題は「生

き方の多様性を認める見地から理論構成しなければならない時期に来ている」70として積極的

な評価がされている。したがって、明らかに公序良俗に反した重婚71・近親婚・相姦婚という

ような不倫関係に該当する内縁を除き、個別的、具体的な事情によって、内縁の配偶者を保

険金受取人として指定されたと認めることも絶対的に非合理だとはいえないと考えられる。 

しかしながら、日々大量の保険金支払事務を処理しなければならない保険者にとっては、

保険契約者の表示を合理的かつ客観的に解釈することによって、個別的、具体的な事情を適

切に判断することには限界があるのみでなく、保険金の二重払いの危険も伴うのである。し

たがって、保険実務上、単に「相続人」と指定された場合には、その相続人に内縁の配偶者

が含まれるかどうかにつき、利害関係人全員が認めた場合、あるいは判決などによって認め

られた場合を除き、否定することはやむを得ないと考える。 

(6) 相続放棄または限定承認・相続欠格または相続人の廃除の場合 

保険金受取人と指定された相続人が相続を放棄しまたは限定承認をした場合については、

判例・裁判例は古くから一貫して、当該保険金受取人は保険契約の効果に基づき自己固有の

権利として保険金請求権を原始取得するので、保険金受取人となった者が相続放棄または限

                                                
67 最判昭和 62年 10月 20日生判 5巻 183頁。 
68 東京家審昭和 34年 9月 14日家裁月報 11巻 12号 109頁、東京高決昭和 54年 4月 24日判時 930号 70頁、

大阪家審昭和 58年 3月 23日家裁月報 36巻 6号 15頁、宮崎県社会保険審査会裁決平成 2年 3月 31日、東

京都社会保険審査会決裁平成元年 7月 31日等。 
69 民法 958条の 3、社会福祉立法等労働基準法施行規則 42条 1項等。 
70 二宮・前掲注（62）277頁。 
71 ただし、法律婚が形骸化した事実上離婚の状態にある場合の重婚的内縁は公序良俗に反しているとは一概に

は言えない。 
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定承認をしたとしても保険金請求権の取得には影響がないとしている72。これに関しては、学

説もほぼ異論はない73。 

しかし、保険金受取人と指定された相続人に相続欠格事由がある場合（民法 891条）、また

は相続人の廃除の審判があった場合（民法 892条）に保険金請求権を取得することができる

かどうかについては、見解が分かれている。 

肯定説は、相続欠格と相続人の廃除は、被相続人に対し法定の相続権を有し、その期待を

有する者の行動が両者間の相続的協同関係74を破壊し、または破壊の蓋然性がある場合につい

て、相続より排斥しようとするものである。しかし、保険金受取人は相続的協同関係によっ

て保険金請求権を取得するのではなく、保険契約によってその権利を取得するのであるから、

「相続人」とされた場合に、相続欠格と相続人の廃除まで考慮する必要はないとの理由で、

保険金請求権の取得を認めるとしている75。 

これに対し、否定説は、相続欠格はその事由が相続制度の趣旨に反するものであるため法

律上当然に相続資格を失うものであり、また、相続人の廃除は被相続人の意思によって相続

人の相続権を失わせる制度であるから、一般的に相続人廃除を受けた者や欠格者が相続人に

は含まれないと考えるのが合理的であり、そうであれば、その者も保険金受取人に含めない

と解するのが保険契約者の意思と合致するものとして、保険金受取人として保険金請求権の

取得は認められないと解している76。 

もっとも、保険契約者が自分の宥恕の意思により欠格者を許したことが証明され、または

法的手続により廃除を取消した場合（民法 894条）に限って、保険契約者の意思に合致する

から、その者に保険金請求権を認めるべきであると考えられる77。 

 

 

                                                
72 大判昭和 10年 10月 14日新聞 3909号 7頁、大判昭和 11年 5月 13日民集 15巻 877頁、最判昭和 40年 2月

2日民集 19巻 1号 1頁、東京地判昭和 60年 10月 25日判時 1182号 155頁、名古屋地判平成 4年 8月 17日

判タ 807号 237頁。 
73 大森・保険法 275頁、西島・保険法 327頁、山下・保険法 510-512頁、潘・概説 218頁、山下典孝「保険金

受取人の権利」中西喜寿・改正の論点 266頁、山下=米山・解説 294頁[山野嘉朗]。 
74 相互に相続権を付与されている者の家族的協同生活関係のこと。 
75 山下（典）・前掲注（36）27頁。 
76 松岡・前掲注（73）143頁、山下（典）・前掲注（36）31-32頁、塩崎勤「保険金受取人の指定と変更」塩崎

勤=山下丈編『新・裁判実務体系 19 保険関係訴訟法』290頁（青林書院・2005）、竹濱修「保険金受取人と

その相続人となるべき者が同時死亡した場合における指定受取人の相続人の範囲」ジュリ 1398号 134頁

（2010）。 
77 宥恕を否定する実益も乏しいとして、欠格の場合にも、宥恕を認めるべきとする学説がある。中川善之助=

泉久雄編『新版注釈民法（26）314頁［加藤永一］（有斐閣・1992）、小川富之「相続の効力」栁澤秀吉=緒

方直人編『親族法・相続法』新現代社会と法シリーズⅤ256頁（嵯峨野書院・2006）等参照。 
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第 5節 むすび 

 

1 生命保険実務との関係 

(1) 保険金受取人の指定時期 

従来の約款においては、保険金受取人の指定時期に関し明確な規定が設けられていなかっ

た。しかし、保険法施行に伴う改訂約款においては、生命保険会社が保険契約の申込みを承

諾したときに保険証券を発行する規定を新設している会社が多い78。その保険証券には、「受

取人」を必須の記載事項としている。これにより、保険金受取人の指定時期は保険契約締結

時であることが明らかとなった。したがって、保険金受取人の指定が保険契約締結後に行わ

れることはない。また、保険契約締結時における保険金受取人無指定の問題は生じないと考

えられる。 

(2) 保険金受取人の指定方式 

保険金受取人の指定は、契約締結時に保険契約者になる者が保険申込書の受取人欄に記入

することによって行われる。生命保険契約申込書の受取人欄には、①「死亡保険金受取人」、

②「受取割合」、③「被保険者との続柄」の三つの項目があり、いずれか一つが未記入の場合

には、申込書の不備となるのが通例である。 

「死亡保険金受取人」項目においては、通常具体的氏名で記載される。保険契約者の要望

により具体的な氏名は記載せず、単に受取人たるべき者の資格・地位等を記載することも可

能である。ただ、保険事故発生時に死亡保険金受取人たる権利者が誰であるかを特定できる

ことが必要である。生命保険会社は、保険事故発生後等に、関係者の間に要らざる期待感を

与えたりすることや、無用な紛争を避けるために、死亡保険金受取人の指定は明確に行い、

極力戸籍上の個人名で指定し、やむを得ず個人名で指定できない場合には、一般的に「被保

険者の法定相続人」と指定するよう誘導している。 

死亡保険金受取人数について、一契約に一人という限定はされていない。複数人を指定す

ることもできる。ただ、2 人以上指定した場合には、必ず受取割合を具体的に記入しなければ

ならず、また代表者１人を定める必要もある。その代表者は、保険金請求について他の保険

                                                
78 改正前商法では、保険者は、保険契約者の請求がある場合に限り、保険証券を交付しなければならないとさ

れていた（改正前商法 649条 1項・683条 1項）が、保険法では、保険契約者の請求の有無にかかわらず、

保険契約の締結時に保険者は遅滞なく保険契約者に対して書面（保険証券）を交付しなければならないと定

められ（40条 1項柱書）、かつ、法定事項として保険金受取人を特定することが必要とされている（同 4

号）。 
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金受取人を代理するものとされ、生命保険会社が保険金受取人の一人に対し為した行為（た

とえば、保険金の支払など）は、他の保険金受取人に対しても効力を有するものとされる。

これは、主に保険金を迅速に支払うことが求められることを理由とする。 

被保険者との続柄は、①法定相続人、②父母、③配偶者、④子、⑤祖父母・孫、⑥兄弟姉

妹、⑦法人・雇用主、⑧内縁、⑨その他などに分類され、いずれかを選択し記入する。この

項目は、生命保険会社がモラル・リスク防止の観点から保険金受取人と被保険者との関係を

確認する上での不可欠な項目である。 

(3) 単に「相続人」と指定された場合 

「死亡保険金受取人」欄に単に「相続人」と記入することは認められる。この場合は通常

「被保険者との続柄」欄の「法定相続人」が選択されるため、被保険者の法定相続人と解さ

れる。「相続人」と「法定相続人」とで区別すべきとの見解がある79が、法律に精通する者は

別として、保険契約者が両者を区別して使用することは考え難いから、法定相続人が通常の

場合における保険契約者の合理的意思に合致すると解される80。もっとも、ごく稀であるが、

保険契約者の特段の意思により、指定された「相続人」は、被保険者の法定相続人ではなく

保険契約者自身の法定相続人であり、さらに「法定相続人」に限らず、遺言による相続人で

あることもある。この場合には、「被保険者との続柄」欄の「その他」を選択のうえ、詳細に

その旨を記入することが求められる。 

(4) 保険金受取人指定の制限 

ア 続柄が第三者となる場合 

ここでいう「第三者」とは、被保険者の配偶者および 2親等以内の血族（子・父母・孫・

祖父母・兄弟姉妹）以外の続柄を指す。具体的には、法人、雇用主、内縁、その他（伯父・

叔父、伯母・叔母、甥、姪、従兄弟・従姉妹、義父、義母など）である。第三者のためにす

る生命保険契約については、保険金取得目的による殺人等のモラル・リスクの事前防止を強

化するために、生命保険会社は、極めて慎重に取り扱っている。被保険者との続柄欄に第三

者に該当する者が記載された場合には、営業職員など取扱者による第三者受取人取扱報告書

の会社への提出が必要となると同時に、成立前契約確認（専門会社による調査）を実施する。

道徳的危険の面から当該保険金受取人の指定が不適切であると判断する場合には、保険契約

の引受けを拒絶する。 

                                                
79 山本忠広「保険金受取人を『法定相続人』と指定した場合の効果」―相続放棄の事例」ジュリ 932号 104頁

（1989）。 
80 鶴・前掲注（30）80頁同旨。 
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イ 続柄が内縁とされる場合 

内縁が明らかに公序良俗に反した不倫関係である場合は別として、被保険者との続柄欄に

単に「内縁」と記載されるのみでは、生命保険会社は一律に保険契約の引受けを拒絶しない。

すなわち、内縁の実態、たとえば、その内縁関係の継続年数、実態的に婚姻に準ずる生活が

なされているか、内縁の配偶者との間に子がいるか等を総合的に審査したうえ、保険契約を

引き受けるかどうかを決定する。したがって、受取人が被保険者の内縁である場合は、上述

の第三者受取人取扱報告書の提出および成立前契約確認（専門会社による調査）の実施以外

に、さらに、被保険者と内縁の配偶者の同居年数の確認をするために各々の住民票の提出が

必要とされる会社がある。 

ウ 続柄が債権者となる場合 

生命保険会社では、債権の保全を目的とした保険契約の取扱いは不可としているのが通例

である。したがって、被保険者との続柄欄の記載から、受取人が保険契約者または被保険者

の債権者と判明した場合は、仮に被保険者の同意を得たとしても、その保険契約の引受けを

拒絶することができる。これは、金融機関から融資を受ける場合において金融機関または保

証機関が保険契約者兼保険金受取人となって債務者を被保険者とする団体信用生命保険制度

と違って、債権担保のために他人の生死によって個人生命保険を利用することに保険金殺人

の危険、不当利得の取得など弊害の生じるおそれが大きいからと考えられる81。 

(5) 生命保険証券における保険金受取人の表記 

生命保険証券の「受取人等」欄においては、「死亡保険金受取人」、その受取割合（％）お

よび「代理請求人」の三つの項目が印字されており、死亡保険金受取人と被保険者との続柄

の項目は設けられていないのが通例である。「死亡保険金受取人」項目に、通常、受取人の氏

名が記載されるが、生命保険申込書で「死亡保険金受取人」を単に「相続人」または「法定

相続人」とのみ指定された場合には、保険証券に自動的に「被保険者の法定相続人」と印字

される。 

「代理請求人」項目を除き、従来からそのようになっている82。その趣旨は、保険会社とし

ては、モラル・リスクを回避するために必要とされる被保険者との続柄が保険契約の引受け

                                                
81 倉澤康一郎「債権者を保険金受取人とする生命保険契約」生保百選 32-33頁、福田弥夫=矢作健太郎=平澤宗

夫編『生命保険の法律相談』157頁（学陽書房・2006）。 
82 もっとも、団体定期保険等では、保険証券は団体の代表者に渡されるので、被保険者には契約内容のお知ら

せとして被保険者票などの通知書が渡される。団体によって、その通知書の受取人欄には、保険金受取人氏

名と被保険者との続柄が併記されることもある。 
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審査の際にすでに確認したから、保険契約締結後にもはや重要ではなく、保険金受取人を特

定できれば足りるというということである。 

 

2 今後に残された課題 

単に「相続人」と指定された場合におけるその相続人は、保険契約者の相続人かそれとも

被保険者の相続人かについて、保険契約者の相続人であるとする多数説と、被保険者の相続

人であるとする保険実務とのギャップが大きい。これに関しては、今後一層の議論が必要と

考えられる。       
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第 5章 生前の意思表示による保険金受取人の変更 

 

 

第１節 総 説 

 

1 用語の変遷 

改正前商法の規定上は、保険金受取人の「指定」と「変更」の文言が使用されていたが

（改正前商法 675条 2項・676条・677条）、その概念は必ずしも明らかではない。学説上

は従来、契約締結時（保険加入時）に保険契約者が保険金受取人を定める行為を保険金受

取人の「指定」と呼ぶことで一致していた。しかし、契約期間中に保険金受取人が変わる

場合の用語として、「指定」、「変更」、「指定変更」、「指定の撤回」、「再指定」がみられてお

り、それらの用語は次のように変遷していた。 

古くは、保険金受取人が死亡した場合において新たにこれを指定することも「指定」と

いい、その生存中において他人を指定することを「変更」といっていた。しかし、保険金

受取人が死亡した場合における新たな指定も別人に変更する概念にほかならないという理

由により、両者を合わせて「指定変更」と解釈されていた1。 

また、保険金受取人の変更は、旧受取人指定の撤回と新受取人指定とを含み、一旦なさ

れた受取人指定を単純に撤回して、保険契約者が自ら受取人となる場合を「指定の撤回」

といい、すでにある他人が受取人に指定されているがこれをさらに別の他人をもって変え

る場合を「変更」という解釈もあった2。 

さらに、保険金受取人の指定は、保険契約の締結に際して行われるばかりでなく、契約

締結後においても行われうる。契約締結後の指定には、従前には保険金受取人の指定が存

在しない場合と、すでに保険金受取人の指定が存在するが、その者の死亡により新たに保

険金受取人を指定する場合などがあった。前者は契約締結時と同様に保険金受取人の「指

定」といい、後者は保険金受取人の「再指定」または「変更」という整理がなされていた3。 

保険法では、保険金受取人の「変更」のみを規定しており、保険金受取人の「指定」と

いう文言は使用されていない。これは、たとえ契約締結時に保険金受取人が「指定」され

ていなかったとしても、保険事故が発生すれば、保険者は誰かに対しては保険金を支払わ

                                                   
1 松本・保険法 249頁。 
2 大森忠夫「保険金受取人指定・変更・撤回行為の法的性質」大森=三宅・諸問題 72頁注①。 
3 山下友信「保険金受取人の指定・変更」ジュリ 747号 279頁（1981）。 
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なければならず、その意味で、保険金受取人は常に存在するということができるから、契

約締結時には保険金受取人は定められ、契約締結後は全て保険金受取人の「変更」になる

ものとして整理するのが合理的であることなどを踏まえたものであると解説されている4。

これにより、従来使用されてきた「指定」、「指定変更」、「指定の撤回」、「再指定」は一律

に「変更」となった。 

 

2 改正の趣旨 

43条は、改正前商法 675条・677条に対応する規律である。 

第三者のためにする生命保険契約は、民法 537条所定の第三者のためにする契約の一種

であるから、指定された保険金受取人が権利（保険給付請求権）を取得した以上、本来、

保険契約当事者はその者の同意なしに変更または消滅させることができないはずである

（民法 538条）。しかし、生命保険契約は通常は長期にわたる契約であり、契約期間中に契

約締結当初における諸事情の変更により、一旦定めた保険金受取人を変更する必要が生ず

ることがある。「このことは、遺言において受遺者を指定していたが、その後の事情の変化

により遺言を書き換えるのとある意味では類似している」ものとたとえられている5。また、

保険者にとっては、誰に保険金を支払うかについて余り重要な利害関係を有しないのが通

常である。そのため、保険契約者が保険金受取人を変更する権利は、従来から法律上認め

られてきたのである6。 

もっとも、これまで様々な議論が行われてきたように、保険金受取人の変更に関する改

正前商法の規律の内容は必ずしも明確ではなかった。そこで、保険法はそれを全面的に見

直している7。かかる整備は、保険法主要な改正点の一つである。 

傷害疾病定額保険を規律する 72条は、生命保険契約に関する 43条に相当するものであ

る。第三者のためにする傷害疾病定額保険契約も、民法 537条所定の第三者のためにする

契約の一種であるから、保険法は、傷害疾病定額保険契約においても、保険契約者が保険

金受取人を変更する権利を法律上保障することとしている。 

                                                   
4 萩本修ほか「保険法の解説(4)」NBL887号 91頁(注 43)(2008)。 
5 山下・保険法 495頁。 
6 伊沢・保険法 352頁、大森・保険法 277頁等。 
7 萩本・一問一答 177頁、山下=米山・解説 297頁[山野嘉朗]。 
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72条の規律は 43条と、「保険事故」が「給付事由」と置き換えられている点のみ異なる

ほか、全般的に同じ内容となっている。したがって、本章では、特に断らない限り、生前

の意思表示による生命保険契約の保険金受取人の変更について論じる。 

 

3 規定の概要 

保険法では、生前の意思表示による保険金受取人の変更と遺言による保険金受取人の変

更に分けて規律されている。43条（以下、本条）は、生前の意思表示による保険金受取人

の変更に関する規律である。 

本条は、まず、保険契約者が契約締結時に保険金受取人の変更権を留保した場合に限ら

ず、保険事故が発生するまでは保険金受取人の変更は原則可能としている（1項）。次に、

保険金受取人の変更の意思表示は相手方のあるものであり、その相手方が保険者であるこ

とを明文で規定している（2項）。また、変更の意思表示の効力発生時期について、意思表

示の通知が保険者に到達したときは、当該通知の発信時に遡って効力が生ずるものとして

いる（3項本文）。さらに、当該通知の到達前に旧受取人に対して行われた保険給付は有効

としている（3項但書）。 

なお、遺言による保険金受取人の変更については、第 7章「遺言による保険金受取人の

変更」を参照されたい。 

 

第 2節 立法沿革 

 

1 明治 32年商法 

ロエスレル草案にも明治 23 年商法にも、保険金受取人の変更に関する規律は設けられ

ていなかった。 

明治 32年商法 428条おいては、「保険金額ヲ受取ルヘキ者カ死亡シタルトキ又ハ被保険

者ト保険金額ヲ受取ルヘキ者トノ親族関係カ止ミタルトキハ保険契約者ハ更ニ保険金額ヲ

受取ルヘキ者ヲ定メ又ハ被保険者ノ為メニ積立テタル金額ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得」（3

項）、「保険契約者カ前項ニ定メタル権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ被保険者ヲ以テ保

険金額ヲ受取ルヘキ者トス」（4項）とし、保険金受取人が死亡しまたは被保険者と保険金

受取人間の親族関係がなくなったときは、保険契約者はさらに保険金受取人を指定するこ

とができるが、それを行わずに死亡した場合は、被保険者を保険金受取人として確定する
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旨を定めていた。 

以上より、明治 32 年商法のもとでは、保険契約者は自由に保険金受取人を変更するこ

とができなかった。保険金受取人の変更権の行使時期は、指定した保険金受取人が死亡し

たとき、または被保険者と保険金受取人間の親族関係がなくなったときに限定されていた。

さらに、その保険金受取人の変更権は、保険契約者の一身専属権であり、保険契約者の相

続人が承継できないものであった。 

 

2 明治 44商法 

改正前商法のような形で保険金受取人を指定・変更することができるようになったのは、

明治 44年商法改正以降である。明治 44年商法 428条の 2（改正前商法 675条）・428の 3

（同 676条）・428条の 4（同 677条）は、明治 32年商法 428条 3項と 4項を修正して追補

したものである8。改正趣旨の一つとして、保険金受取人の指定変更権は保険契約者の一身

専属権であり、保険契約者の死亡に伴い保険金受取人の地位が確定することを明確化する

ところにあると説明されていた9。 

 

3 改正前商法の規律 

保険金受取人の変更に関する改正前商法の規律構成は、以下のとおりである。 

(1) 保険金受取人の指定変更権の留保  

改正前商法 675条 1項は「保険金額ヲ受取ルヘキ者カ第三者ナルトキハ其第三者ハ当然

保険契約ノ利益ヲ享受ス但保険契約者カ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ」と

規定していた。同項本文では、保険契約者が第三者を保険金受取人に指定しているときは、

その第三者は当然に保険契約の利益を享受するものとし、他人のためにする生命保険契約

が民法上の第三者のためにする契約の一種ではありながら、第三者である保険金受取人は

受益の意思表示なくして保険者に対する権利を取得するとしていた（→第 2章「第三者の

ためにする生命保険契約」参照）。 

一方、同項但書では、保険契約者が別段の意思を表示したときはその意思に従うとして

いた。ここでいう「別段の意思表示」とは、保険契約者が一旦行った保険金受取人の指定

                                                   
8 柳川勝二『改正商法明治 44年論綱』631頁（信山社・2003〔復刻版〕、柳川勝二『改正商法〔明治 44

年〕正解〔第 4版〕』575頁（信山社・2002〔復刻版〕）。 
9 法律新聞社編纂『改正商法理由〔増補 4版〕』377頁（法律新聞社・1912）。 
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を変更する権利を留保している場合を意味すると解されている10。要するに、改正前商法

は、保険契約者が保険金受取人を変更できないことを原則としつつ、例外的に保険金受取

人を変更できることを認めていた11。 

(2) 保険金受取人の権利の確定時期 

改正前商法 675 条 2 項では、「前項但書ノ規定ニ依リ保険契約者カ保険金額ヲ受取ルヘ

キ者ヲ指定又ハ変更スル権利ヲ有スル場合ニ於テ其権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ保

険金額ヲ受取ルヘキ者ノ権利ハ之ニ因リテ確定ス」と規定していた。つまり、1 項但書に

より保険契約者が保険金受取人の指定変更権を留保している場合には、保険契約者が指定

変更権を行使しないで死亡したときは、指定されている保険金受取人の権利が確定するも

のとしていた。 

相続法の一般原則によれば、保険契約者が死亡しても、保険契約者と被保険者が別人で

ある限り、保険契約者の地位はその相続人に承継され、相続人が指定変更権を行使するこ

とができるものと考えられる。しかし、改正前商法は相続法の一般原則の例外として、保

険契約者が死亡したときは、指定された保険金受取人の権利が確定し、保険契約者の相続

人は指定変更権を行使することができないものとした12。これは立法政策として、保険金

受取人の個性に着目する保険契約者の意思を尊重すると同時に、保険金受取人に指定され

ていた者の地位の安定を図るために、指定変更権を保険契約者の一身専属性のものとして

認めた結果であると考えられる13。 

(3) 保険者への対抗要件 

改正前商法 677 条 1 項は、「保険契約者カ契約後保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定又ハ変

更シタルトキハ保険者ニ其指定又ハ変更ヲ通知スルニ非サレハ之ヲ以テ保険者ニ対抗スル

コトヲ得ス」と規定していた。つまり、保険契約者が保険金受取人の指定変更権を行使し

たときは、保険者にその指定・変更を通知しなければ保険者に対抗することができない。

改正前商法は、指定変更の効力発生要件（意思表示）と保険者に対する対抗要件（通知）

とを区別するという立場をとっていたものと考えられ、これにより、保険金受取人指定変

更に関する保険契約者の意思を可及的に尊重するという要請と、保険金の支払義務者であ

る保険者が保険金受取人を適確に把握して旧保険金受取人に保険金を支払わないようにす

                                                   
10 柳川・前掲注（8）論綱 631頁、生保試案理由書 65頁参照。 
11 生保試案理由書 65頁、山下・保険法 495頁、山下=米山・解説 298頁[山野嘉朗]。 
12 倉澤・通論 133頁、生保試案理由書 66頁参照。 
13 柳川・前掲注（8）論綱 631頁、大森・保険法 278頁、西島・保険法 332頁参照。 
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る二重払いの防止という要請の双方を満たすものと解されている14。 

 (4)被保険者の同意 

改正前商法 677 条 2 項は、「第六百七十四条第一項ノ規定ハ前項ノ指定及ヒ変更ニ之ヲ

準用ス」と規定していた。つまり、保険契約者が保険金受取人の指定変更をする場合に、

他人の死亡保険契約の締結時における被保険者の同意に関する改正前商法 674条 1項の規

定に従い、その指定変更により保険金受取人となるべき者が被保険者以外の者であるとき

は、被保険者の同意を必要としていた（→第 3章「被保険者の同意」参照）。 

 なお、改正前商法においては、保険金受取人指定変更の方式、行使時期、効力発生要件

および効力発生時期については、明確に定められていなかった。 

 

第 3節 外国立法例15 

 

保険金受取人の変更に関する諸外国の立法例の特徴には、以下の共通点がある。 

 

1 保険契約者は原則として保険金受取人の変更権を有する 

保険契約者が保険金受取人の変更権を有するという原則を法定している立法例として、

ドイツ保険契約法 159条 1項（旧 166条 1項）、スイス保険契約法 77条 1項、スウェーデ

ン保険契約法 102条、デンマーク保険契約法 102条 2項、カナダオンタリオ州保険法 190

条 2項がある。フランス保険法典 L.132-8条 6項、イタリア民法 1921条 1項、ノルウェー

保険契約法 15-2 条、ベルギー陸上保険契約法 106 条・112 条も実質的には同趣旨である。

なお、フランス保険法典 L.132-9条 1項においては、保険金受取人が保険金受取人と指定

されることにつき明示または黙示の承諾をしたときは、保険金受取人変更権が排除される

とされ、イタリア民法典 1920条 2項、スイス保険契約法 77条 2項においては、指定変更

権の放棄は、書面によらなければならないとされている。 

保険金受取人の変更の行使時期について、明確に保険事故発生までと定められている立

法例は、ドイツ保険法 159条（旧 166条）2項およびイタリア民法典 1921条 1項である。 

 

                                                   
14 生保試案理由書 68頁。 
15 立法例の比較については、田辺康平「生命保険法に於ける利益主義と同意主義」新潟大学法経論集 3

集 357頁（1952）、江頭憲治郎「他人の生命の保険契約」ジュリ 764号 59頁（1982）、潘阿憲「生命保

険契約における被保険利益の機能について―英米法および中国法の視点から」文研 129号 129頁（1999）。 
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2 保険金受取人変更権は保険契約者の一身専属の権利とするのが通例 

フランス保険法典 L.132-9条 2項は、保険金受取人の変更権が「保険契約者にのみ帰属

し、保険契約者の生存中は、その者の債権者または法定代理人によっても、その権利を行

使することはできない」として、変更権が保険契約者の一身専属の権利であることを明確

に定めている。 

イタリア民法典 1921 条 1 項も、保険金受取人の変更が「保険契約者の死後、その相続

人によってなされることはできない」と明記し、変更権が保険契約者の一身専属の権利と

されていることが窺える。 

そして、ベルギー陸上保険契約法 106条Ⅰ第 1項は、保険金受取人の指定変更権は「排

他的な権利として保険契約者に帰属し、その配偶者、法定代理人、相続人もしくは権利承

継人または債権者がこれを行使することはできない」として、変更権が保険契約者の一身

専属の権利であることを最も明確かつ詳細に定めている。 

ドイツ保険契約法やスイス保険契約法上においては、明確な条文はないが、古くから受

取人の指定・変更・撤回権を以て保険契約者の一身専属的な人格権であると解する説が有

力で、多数説であるといわれている16。 

 

3 変更の効力発生要件と保険者に対する対抗要件は区別されていない 

ドイツ保険契約法 159 条 1 項（旧 166 条 1 項）、スイス保険契約法 76 条 1 項および 77

条 1項では、保険契約者は保険者の同意をうることなく、第三者を受取人として指定また

は変更することができるとされ、保険金受取人の変更行為は、保険契約者の一方的意思表

示による法律行為であることが認められる。保険金受取人変更の方式について、フランス

保険法典 L.132-8条 6項も、イタリア民法典 1920条 2項も書面による方式を明確に定め、

また両方とも遺言による変更も認めている。 

保険者に対する通知を効力発生要件とするものとして、スウェーデン保険契約法 103条、

デンマーク保険契約法 103条、ノルウェー保険契約法 15-3条 1項がある。ベルギー陸上保

険契約法 106条Ⅲでは「保険者は、保険金受取人の指定を変更する書面の受領前に保険金

受取人に対して善意で支払を行ったときは、あらゆる義務を免れる」とされているが、か

かる書面が対抗要件であるか否かは明らかではない。 

保険金受取人の指定・変更の効力発生要件と保険者に対する対抗要件とを区別して法律

                                                   
16 大森・前掲注（2）96頁。 
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の規定を設けている改正前商法のような法的技術は見当たらず、遺言によることを認める

場合の他は、保険者に対する一方的意思表示としての通知によるのが原則であるといわれ

ている17。 

 

第 4節 規定改正の経緯 

 

1 立法論的議論 

保険金受取人の指定変更に関する改正前商法の規定について、立法論的には主に以下の

批判ないし議論がみられた。 

(1) 改正前商法675条2項に関する批判 

改正前商法 675条 2項のもとでは、保険契約者が保険金受取人変更権を行使しないまま

死亡したときは保険金受取人の権利が確定し、保険契約者の相続人は保険金受取人の指定

変更権を行使することができないとされていた。 

しかし、変更権の一身専属性を認める合理的根拠がなく、ことに保険料支払義務や契約

解約権を承継する相続人が指定・変更権を有する方がむしろ合理的であること、仮に相続

人が変更権を行使できないとしても、相続人は契約者の地位を承継するので、保険契約を

解約したり、保険料を支払わないことにより契約を失効させたりすることができるから、

受取人の変更を認めないとすることにあまり意味は見出せないなどの批判があった。また、

保険実務上も、従来から約款により保険契約者またはその承継人（相続人）が指定変更権

を有することが明記され、保険契約者の相続人による変更権が認められているのが通例で

ある。 

そこで、立法論としては改正前商法 675条 2項を削除すべきものとされていた18。 

(2) 意思表示の相手方があるかに関する議論 

改正前商法においては、保険金受取人変更の効力発生要件について明確な規定は置いて

いなかったが、解釈論としては、保険契約者の意思表示であると解されることについて学

説上ほぼ異論はなかった。しかし、従来、相手方のある意思表示であるか否か、仮に相手

方のある意思表示とした場合はその相手方が誰か（保険者に限られるか、新・旧の保険金

受取人でもよいか）については、以下のように判例・学説において激しく議論されていた。 

                                                   
17 生保試案理由書 69頁、山下・保険法 496頁(注 117)。 
18 青谷・法論Ⅰ345頁、大森・保険法 278頁、西島・保険法 332頁、山下・保険法 496頁等。 
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 古い判例は、一貫して受取人指定変更の意思表示には相手方を必要とし、かつその相手

方を保険者に限定していた19が、その後、最判昭和 62年 10月 29日（民集 41巻 7号 1527

頁）20は、「保険契約者がする保険金受取人を変更する旨の意思表示は、保険契約者の一方

的意思表示によってその効力を生ずるものであり、また、意思表示の相手方は必ずしも保

険者であることを要せず、新旧保険金受取人のいずれに対してしてもよ」いと解するのが

相当であると判示した。さらに、意思表示の相手方は要しないとの裁判例もみられる21。

もっとも、いずれも遺言による保険金受取人の変更の事例であった。 

一方、学説上は、保険金受取人変更の権利を有する保険契約者の意思を可能な限り尊重

するという立場から、保険契約者の相手方のない単独行為として最も広く保険金受取人変

更を認めるべきとするのが多数説であった22。もっとも、相手方のない意思表示とする学

説の大きな動機は、遺言による指定変更を認めることにあるといわれていた23。これに対

して、相手方のない意思表示とした場合に、果たして受取人変更の意思表示があったのか

という観点から、保険金受取人変更の意思表示を相手方のある意思表示として捉える反対

の見解もあった24。 

そして、立法論として、保険金受取人変更の意思表示の明確性を確保するために、受取

人変更の意思表示の相手方を保険者に限定したうえで、保険者以外の者への意思表示によ

る変更を認める場合には、意思表示の方法について特定の方式を要求するなどの措置を取

るべきであるとの見解が有力に主張されてきた25。 

(3) 意思表示の効力発生時期に関する議論 

改正前商法のもとでは、保険金受取人変更の意思表示の効力発生時期についても、判

                                                   
19 大判昭和 13年 5月 19日民集 17巻 1021頁、大判昭和 15年 12月 13日民集 19巻 2381頁。 
20 保険者に保険金受取人の変更通知がなされておらず、保険金受取人変更の意思表示が保険契約者によ

る念書で新保険金受取人に対しなされただけで、保険金受取人変更を認めた事案。 
21 大阪地判昭和 60年 1月 29日生判 4巻 146頁、東京地判平成 9年 9月 30日金判 1029号 28頁、同控訴

審である東京高判平成 10年 3月 25日金判 1040号 6頁。 
22 野津務「保険金受取人変更の意思表示と到達」民商 13巻 6号 975頁（1941）、水口吉蔵「生命保険契

約後の受取人の指定と変更」法律論叢 20巻 3号 18頁（1941）、大森・保険法 279頁、西島・保険法 329

頁、青谷・法論Ⅰ343頁、石田・商法Ⅳ290頁、山下・現代 8頁、同保険法 497頁以下、洲崎博史「保

険金受取人の指定と変更」商事 1330号 21頁（1993）、山下典孝「保険金受取人の指定・変更」倉澤康

一郎編『生命保険の法律問題〔新版〕』金判 1135号 75頁（2002）等。 
23 山下・保険法 498頁。 
24 中村敏夫「保険金受取人の指定変更権の行使」保険学 475号 38頁以下（1976）、中村・理論と実務 9-12

頁、田辺康平『新版現代保険法』269頁（文真堂・1995）、藤田友敬「生命保険の保険金受取人の変更

の方法」法学協会雑誌 107巻 4号 708頁以下（東京大学・1990）、竹濱修「生命保険契約に固有の問題」

商事 1080号 51頁（2007）。倉澤・通論 134頁、同「判批」昭和 62年重要判例解説 115頁（1988）も

相手方のない意思表示とする通説に疑問を示している。 
25 藤田・前掲注（24）711頁以下、藤田友敬「保険金受取人の指定変更の方法」商法（保険・海商）判例

百選 81頁等。 
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例・学説上の見解が分かれていた。これは、意思表示の効力発生時期が到達主義によるべ

きものか、それとも発信主義によるべきかについて、相手方のある意思表示とみるかどう

かと関係している。 

相手方のある意思表示とみる立場からは、法が特則を設けていない限り、意思表示の一

般原則（民法 97条 1項）に従い、受取人変更の意思表示は相手方への到達が効力発生の要

件となるべきであるとされていた26。これに対し、相手方のない意思表示であるとする立

場からは、保険者または新旧保険金受取人への到達が不要とされ、発信主義による結論は

当然のこととなる27。もっとも相手方のある意思表示という立場からしても、発信主義で

考えることができるとの見解もあった28。 

 

2 生保試案 

生保試案は、保険金受取人の変更に関しては、675 条の 2 と 676 条の二つの条文を設け

ることとした。その規律構成は以下のとおりである。 

(1) 保険金受取人指定変更の原則と例外 

生保試案 675 条の 2 第 1 項は、「保険契約者は、保険事故の発生の時までは、保険金受

取人を指定しまたは指定を変更することができる。ただし、保険契約者が保険者に対して

別段の意思を表示した場合には、このかぎりでない」と規定していた。 

同条 1項本文においては、保険契約者が保険事故発生の時まで保険金受取人を指定しま

たは指定した保険金受取人を変更できることを原則とし、同項但書においては、保険契約

者が保険者に対して別段の意思を表示したとき、すなわち、保険契約者が指定変更権を留

保しない（放棄する）旨の意思表示をしたときは、それに従うものとしていた（任意規定）。

同条は、完全に改正前商法 675条 1項の原則と例外を逆転させていた。これは、保険契約

者が保険金受取人の指定変更権を留保するのが原則である生命保険の実務にも合致すると

いう趣旨であると説明されていた29。 

                                                   
26 前掲注（19）判例、生保百選 215頁[江頭憲次郎]、藤田・前掲注（25）81頁、田辺・前掲注（24）244

頁、中村・理論と実務 270頁。 
27 前掲注（21）裁判例、山下・保険法 499頁。 
28 山下・保険法 498頁以下参照。 
29 生保試案理由書 65頁。 
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生保試案 675条の 2第 2項では、保険契約者と被保険者が異なる他人の死亡の保険にお

いては、締結当初の保険金受取人を変更する場合には、改めて被保険者の書面による同意

が必要であるとされていた（→第 3章「被保険者の同意」参照）。 

(2) 保険者への対抗要件 

生保試案 676 条は、「保険契約者が保険契約締結後に保険金受取人を指定しまたは変更

したときは、保険者にその指定または変更を通知しなければ、これを保険者に対抗するこ

とができない。通知は書面によるべきことを約定することを妨げない。」と規定していた。 

同条前段は、保険金受取人の指定変更について、できる限り保険契約者の意思を尊重し

ようとする保険契約者の利益保護の立場に基づく規定である（半面的強行規定30）。本来は、

保険者に対する通知を効力発生要件とすれば、より一層の法的安定を図ることができると

いう考え方もありうるところであるが、保険金受取人の指定変更の効力発生要件と保険者

に対する対抗要件を区別する改正前商法の立場は、保険実務上長年定着してきたものであ

って、それを改める実益が少ないという理由により、改正前商法 677条 1項の立場をその

まま維持することとした31。 

同条後段は、法律関係の明確性を高めるために、保険金受取人の指定変更の対抗要件と

しての保険者への通知について、約款などで書面による約定を妨げない旨を規定していた

（任意規定）。 

(3) 改正前商法 675条 2項を削除した理由 

生保試案では、改正前商法 675条 2項に対応する規定は設けないことにした。その理由

は、①保険契約者の死亡により保険金受取人としての権利が確定するとしても、保険契約

者の相続人が保険契約を解約すれば、保険金受取人の権利は消滅してしまうことになるの

であって、実質的に保険金受取人の保護を図ることはできず、規定の意味は乏しいこと、

②現に生命保険の実務でも保険契約者が死亡した場合には、保険契約者の相続人が保険契

約者の地位を承継し、指定変更権を行使することができるとしていること、③外国の立法

例をみても、改正前商法 675条 2項と同趣旨の規定は存在しないことなどが挙げられてい

た32。 

なお、指定変更権の行使の相手方があるかどうか、ある場合は誰か、また指定変更権の

効力がいつ発生するかなどについては、生保試案も改正前商法と同様に、明文化をするこ

                                                   
30 保険契約者側の不利益に変更することができない強行規定。保険法の片面的強行規定に相当。 
31 生保試案理由書 69頁以下。 
32 生保試案理由書 67頁。 
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とはせず、解釈に委ねることにしていた33。 

 

3 傷害試案・疾病試案 

傷害試案および疾病試案において、保険金受取人の指定変更に関する条文は、それぞれ

10 条と 11 条の二つ設けられていた。両試案の規定振りはほぼ同じであり、その規律構成

は以下のとおりである34。 

(1) 保険金受取人指定変更の原則 

傷害試案および疾病試案の各 10条 1項は、「保険契約者は、保険事故発生の時までは、

保険金受取人を指定しまたは指定を変更することができる。ただし、保険契約者が保険者

に対して別段の意思を表示した場合には、このかぎりでない。」と定めていた（任意規定）。

同項は、生保試案 675条の 2第 1項とまったく同じであり、保険契約者が保険金受取人を

指定し、または指定した保険金受取人を変更できることを原則とするが、保険契約者が保

険者に対して別段の意思を表示したとき、すなわち、保険契約者が指定変更権を留保しな

い（放棄する）旨の意思表示をしたときは、それに従うものとしていた。 

なお、傷害試案と疾病試案の各 10条 2項では、保険契約者と被保険者が別人である場

合には、保険契約者は保険金受取人の変更をなすには、被保険者の書面による同意を得な

ければならない旨の規定を設けていた（→第 3章「被保険者の同意」参照）。 

(2) 保険金受取人の指定・変更の時期 

10条 1項本文によれば、保険契約者が保険金受取人の指定・変更をなしうるのは保険事

故発生の時までであるが、傷害・疾病保険契約の場合には、同一の被保険者が時を異にし

て幾度かの交通事故にあって受傷する場合、または幾度かの疾病を患って入院する場合の

ように、一つの保険契約に関して保険事故が数回発生することがありうる。したがって、

この場合の保険事故の発生による保険金受取人の権利の確定は、保険事故ごとに考えなけ

ればならない。すなわち、保険事故が発生したときは、その事故について保険金支払を求

める保険金受取人の権利は、それによって確定するが、将来の保険事故については、保険

契約者はさらに保険金受取人の指定・変更をすることができると説明されていた。 

 

 

                                                   
33 生保試案理由書 66頁。 
34 傷害試案理由書附-56頁以下、疾病試案理由書 214頁以下。 
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 (3) 保険者に対する対抗要件 

傷害試案と疾病試案の各 11条は、「保険契約者が保険契約締結後に保険金受取人を指定

しまたは変更したときは、保険者にその指定または変更を通知しなければ、これを保険者

に対抗することができない。通知は書面によるべきことを約定することを妨げない。」と定

めていた。 

11条は、生保試案 676条とまったく同じである。前段は、保険金受取人の指定・変更の

対抗要件に関する規定であって、保険金受取人の指定・変更の通知を指定・変更について

の保険者に対する対抗要件として、通知を受けない保険者はもとの保険金受取人を権利者

として取り扱うことによって免責されるとした（半面的強行規定）。後段は、保険金受取人

の指定・変更の通知は書面でしなければならない旨を約定することができるものとしてい

た（任意規定）。この規定は、改正前商法にはないものであり、また、損保傷害試案 683

条の 5にも、この種の規定はないところであるが、保険金受取人の指定・変更の通知を書

面によるべきものとすることは、法律関係の明確化を図るうえで通常適切であり、また保

険契約者に不当に重い負担を課することではないので、このような約定をなすことは認め

てよいとされた。 

 

4 法制審議会保険法部会の検討 

保険金受取人の変更に関して、保険法部会において主に議論されていた点は、①意思表

示の相手方、②意思表示の効力発生時期、および③保険者の同意を効力要件とすべきかで

ある。その概要は、以下のとおりである。 

 (1) 意思表示の相手方について 

保険法部会検討過程では、遺言による保険金受取人の変更に関する規律（44条 1項）を

新設するために、生前の意思表示による変更について相手方のない意思表示とする必要が

薄れることを踏まえ、保険金受取人の変更の意思表示は相手方のある意思表示であるとす

ることを前提に、その相手方について、保険者とする考え方（Ａ案）と保険者、保険金受

取人（旧受取人）または変更によって保険金受取人になるべき者（新受取人）とする考え

方（Ｂ案）を両論併記し議論されていた35。その結果、最終的に以下の観点から従来の判

例・通説とは異なるＡ案を採用することとされた36。 

                                                   
35 部会資料(19)7頁。補足説明 79頁。 
36 第 5回議事録 31頁以下、部会資料(11)20頁・(19)8頁以下、補足説明 79頁。 
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①保険金受取人を誰にするかは保険契約をなす重要な要素の一つであり、一般の保険契

約者の意識としても、その変更の意思表示について契約当事者である保険者を相手方

とするのが自然な法律構成であること。 

②保険契約の内容の変更であるという観点からは、その変更は、変更権を保険契約者が

一方的意思表示により行使できる形成権として有しているとしても、契約相手方であ

る保険者に対する意思表示により行うことが契約法の一般原則に合致するし、法律関

係として簡明であること。 

③保険者、新・旧受取人のいずれでもよいとして意思表示の相手方を広く認めると、旧

受取人やその関係者（保険給付請求権の譲受人や差押債権者等）の法的安定性を害す

るおそれがあり、法律関係も複雑になること37。 

(2) 意思表示の効力発生時期について 

保険法部会では、保険金受取人変更の効力発生の時期についても検討が行われていた。

すなわち、隔地者に対する意思表示に関する民法の到達主義の原則（民法 97条 1項）によ

れば、その通知が保険者に到達したときに保険金受取人の変更の効力が生ずることになる。

そうすると、特別の規定を設けない限り、保険契約者が保険金受取人の変更の意思表示を

発した後、その通知が保険者に到達する前に保険事故が発生した（被保険者が死亡した）

場合には、もはや保険金受取人の変更の効力は認められず、当該保険事故に基づく保険金

は旧受取人に支払われることとなる。そのような結果は、保険契約者の意思に反するもの

である。それに鑑み、保険部会では中間試案の段階まで、受取人変更の意思表示について

は、「その通知を発信した時に、その効力を生ずるものとする」というように最判昭和 62

年 10月 29日と同様の発信主義の立場が提案されていた38。 

しかしながら、発信主義をそのまま採用すると、受取人変更の意思表示が保険者に到達

しなかった場合であっても保険金受取人変更の効力が発生するため、改めて保険者への通

知（対抗要件）がされない限り、受取人変更の事実を知らない保険者が旧受取人に対し保

険給付を行うことになり、新受取人（変更後の保険金受取人）が旧受取人に対して不当利

                                                   
37 最判昭和 62年 10月 29日に従えば、新旧受取人のどちらかに対する意思表示さえあれば保険金受取人

変更の効力が生じることになるが、それが保険者に通知されない限り対抗要件（改正前商法 677条 1

項）は満たされないため、保険者としては、旧受取人に保険金を支払えば足りる（すなわち、その限

りで保険者は免責される）。しかし、この場合は、保険金受取人の変更自体は効力を生じているから、

新受取人は保険金を受け取った旧受取人に対して、不当利得返還請求を行うことができることになる

が、法律関係をいたずらに複雑化させることになってしまうと解される。萩本・一問一答 181頁。 
38 中間試案 21頁、補足説明 80頁。 
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得返還請求権を行使するという事態を招き、旧受取人やその関係者の法的安定性を害する

おそれがあるという問題が生じうる。また、受取人変更の意思表示としての通知とは別に、

保険者に対する対抗要件としての通知も必要とされるため、この結果、あたかも保険者に

対する通知を二度しなければならないかのような誤解を招きかねず、保険契約者にとって

分かりづらいという問題も考えられる39。 

そこで、保険法は、最終的に後述の本条 3項のような規律で決着することとした。 

(3) 保険者の同意を効力要件とすべきかについて 

学説上、保険金受取人の指定または変更について保険者の同意を必要とする旨を約款等

で定めたとしても、保険金受取人の指定または変更を自由とした趣旨から無効と解されて

いた40。他方、保険実務上、保険契約締結時には保険金受取人が誰であるかを考慮したう

えで保険を引受けるかどうかを決定することができるのに対し、契約締結後に保険金受取

人が変更される場合には、保険者がこれを拒絶できないことは、モラル・リスク防止の観

点から問題があるとの指摘があった41。 

そこで、保険法部会では、保険金受取人変更に当たって、保険者の同意を効力要件とす

べきかについて検討されていた。しかし、検討の結果、契約締結後のモラル・リスクを防

止するための制度としては、保険法により、保険金受取人の故意免責、被保険者の同意規

律、重大事由による解除などがあり、この他に民法により強迫や公序良俗違反等によって

否定されることもあることから、最終的に保険者の同意を規律することは不要とされた42。 

 

第 5節 生前の意思表示による保険受取人の変更の法理 

 

1 保険金受取人変更の通則 

43条 1項は、「保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をする

ことができる。」と定めている。これは、保険金受取人変更権の通則に関する規律である。 

 

 

                                                   
39 部会資料(19)8頁以下。 
40 潘・概説 221頁参照。 
41 遠山優治「生命保険実務への影響」ひろば 61巻 8号 36頁（2008）、竹濱修「生命保険契約および傷害

疾病保険契約特有の事項」ジュリ 1364号 44頁（2008）等参照。 
42 第 5回議事録 33頁、補足説明 78頁。 
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(1) 保険金受取人の変更可能が原則 

改正前商法においては、保険契約者が保険金受取人の指定変更権を有することが明確に

定められていないものの、保険契約者が契約の締結時に保険金受取人の変更権を留保して

いた場合に限って、例外的に保険金受取人の変更が認められていた（改正前商法 675条 1

項但書）。 

しかしながら、生命保険契約は長期間にわたる継続的な契約であることが多いことや、

保険契約者と保険金受取人との間には何らかの属人的な関係があるのが通常であるので、

契約の存続期間中に、諸事情の変動（たとえば、家族構成員の変更、婚姻関係や養子縁組

関係の終了など）により、当初の保険金受取人を別人に変更する必要性が生じうることに

鑑み、保険契約者が保険金受取人をいつでも自由に変更できるようにすることが合理的と

考えられる43。また生命保険実務上も、保険契約締結後に保険金受取人を変更できること

が前提とされているのが通例である。なお、立法論として指定変更権が留保されるのを原

則とすべきであるということについて、学説においても異論はない44。 

そこで、保険法は以上の観点から、改正前商法の規律を改めて、原則として保険金受取

人の変更ができることを明確に定めることとした。 

もっとも、商品性を踏まえた合理的なものであれば、保険金受取人を固定することも許

容される。傷害疾病定額保険契約では、保険金受取人の範囲を一定の者に限定することが

通例である。たとえば、入院給付金、手術給付金、高度障害保険金などは受取人を被保険

者自身に固定する旨が約款で規定されているが、これは、傷害や疾病を原因とする経済的

損失は被保険者自身に発生するのが一般的であり、自由に保険金受取人の変更を認めるこ

とは相当でないからである45。また、自動車保険に含まれている傷害保険（人身傷害保険、

搭乗者傷害保険等）のように、保険金受取人が予め特定されている場合もある（たとえば、

被保険者死亡の場合は被保険者の法定相続人）。これは、長期にわたる契約ではないので、

それなりの合理性が認められる46。 

(2) 保険金受取人変更権の行使時期 

改正前商法においては、保険契約者が保険金受取人をいつまで変更できるかといった変

更権の行使時期については明文の規定はなかった。 

                                                   
43 補足説明 78頁参照。 
44 山下・現代 5頁、生保試案理由書 64頁参照。 
45 山下・保険法 524頁。 
46 同旨、山下=米山・解説 306頁(注 29)[山野嘉朗]。 
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学説上、従来から保険金請求権が保険事故の発生により具体化され、その時点の保険金

受取人の権利として確定すると同時に保険金受取人の変更権が消滅することになることか

ら、保険契約者は、遅くとも保険事故の発生までに保険金受取人の変更権を行使する必要

があると解されてきた47。保険実務上も、保険金受取人の変更ができるのは保険事故発生

前に限られている。 

そこで、保険法は、解釈論や保険実務の現状を踏まえ、保険金受取人変更権の行使時期

を「保険事故が発生するまで」と明確に定めることとした48。 

(3) 保険金受取人変更権の相続 

保険法部会においては、保険契約者が死亡したとしても、保険料支払義務等の保険契約

者の地位はその相続人に承継されるのであるから、保険金受取人の変更権だけ承継されな

いとすることは相当でないとの立法論的な指摘が合理的と考えられ、異論はなかった49。

そこで、保険法は、改正前商法 675条 2項に相当する規律を設けないこととした。同様に、

保険金受取人が死亡した場合に保険契約者が新たな保険金受取人を指定することなく死亡

したときは、保険金受取人の相続人全員が新たな保険金受取人となるとする改正前商法

676条 2項の規定についても、保険契約者が死亡したことをもって保険金受取人が確定す

るとすることが相当でないことから、保険法は、同項に相当する規律も設けないこととし

た（→第 8章「保険金受取人先死亡の場合の保険金請求権の帰属」参照）。 

したがって、保険契約者が保険事故発生前に死亡した場合には、保険契約者が生前に保

険金受取人の変更をしない旨の意思を明確に表示していた場合を除き、その地位を承継し

た相続人が保険金受取人の変更をすることができることとなる50。 

 

2 保険金受取人変更の方式 

43条 2項は、「保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする。」と定め

ている。これは、保険契約者の生前における保険金受取人変更の方式に関する規律である。 

保険法は、前述のように、一方で保険契約者の意思を尊重しつつ、他方で、保険金受取

人とされていた者、保険給付請求権の譲受人または差押債権者等および被保険者の相続人

等利害関係者の法的安定性を図るために、保険金受取人の変更は相手方のある意思表示で

                                                   
47 石田・商法Ⅳ288頁、大森・保険法 278頁。 
48 補足説明 78頁。 
49 補足説明 78頁。 
50 中間試案 21頁、萩本・一問一答 179頁。 
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あるとし、その相手方を保険者に明確に限定している。これにより、これまでの論争に終

止符が打たれたとともに、最高裁昭和 62年 10月 29日判決は判例としての意義を失うこと

となった。 

また、前述のように改正前商法では、受取人変更の意思表示の方式に関する規定は設け

られていなかった。保険法においても、その点について特に限定しておらず、約款の規定

や解釈に委ねることにしている。そのため、従来どおり書面でも口頭でもよいと考えられ

る51。もっとも、口頭では、その意思表示の内容をめぐって、保険事故発生後に保険金受

取人の地位を主張する者同士あるいは保険金受取人・保険者間での紛争を誘発しやすいこ

とは否定できない。したがって、通知の確実性や通知内容の明瞭性を期するために、保険

約款において、書面によることを定めることは許されると考えられる52。 

 

3 保険金受取人変更の効力発生要件と効力発生時期 

43条 3項は、「前項の意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発

した時にさかのぼってその効力を生ずる。」と定めている。これは、保険金受取人変更の効

力発生要件と効力発生時期に関する規律である。 

(1) 保険金受取人変更の効力発生要件 

保険金受取人変更の効力発生要件について、改正前商法のもとでの解釈論としては、前

述のとおり保険契約者の意思表示であると解されている。保険法のもとでもそれは変わら

ない。また、その意思表示についても、改正前商法における解釈論と同様、原則として保

険者や新旧保険金受取人の同意などを要することなく、保険契約者の一方的意思表示によ

って行われる単独行為であり、形成権の一種であると解されている53。これについては、

判例・学説上一貫して争いがみられない54。 

本項にいう「通知」とは、保険金受取人変更の意思表示であり、「その通知が保険者に

                                                   
51 これまで、新保険金受取人に対する口頭の意思表示による受取人変更を認めた裁判例として、東京地

判平成 10年 2月 23日生判 10巻 81頁がある。 
52 潘阿憲「保険金受取人の指定・変更」落合=山下（典）・理論と実務 122頁。同旨、遠山・前掲注（41）

35頁。 
53 大森・保険法 279頁、倉澤・通論 132頁、山下・保険法 496頁等、江頭・商取引法 509頁、山下（典）・

前掲注（22）75頁、輿石進「保険金受取人の変更」金澤・新たな展開 254頁、潘・前掲注（52）119

頁、補足説明 78頁参照。 
54 その理由として、誰を保険金受取人に指定または変更するかは保険契約者の自由であり、これについ

て保険者が利害関係を有するとしても、設けられている指定変更の対抗要件（改正前商法 677条 1項）

で対応すれば十分だと考えられるからである―大森・保険法 279頁、西島・保険法 331頁、山下・現

代 6頁、同保険法・496頁。 
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到達した」ことは、意思表示の効力発生要件である。加えて、保険契約者と被保険者が別

人の場合においては、被保険者の同意も保険金受取人変更の効力発生要件として不可欠で

あるとされている（45 条）。また、傷害疾病定額保険について変更後の保険金受取人が被

保険者（被保険者の死亡に関する保険給付にあっては、被保険者またはその相続人）であ

り、かつ保険契約の給付事由が傷害疾病による死亡ではない場合を除き、被保険者の同意

も保険金受取人変更の効力発生要件として不可欠であるとされている（74条。→第 3章「被

保険者の同意」参照）。 

(2) 保険金受取人変更の効力発生時期 

前述のように、改正前商法のもとでは、保険金受取人変更の意思表示の効力発生時期に

ついて判例・学説上の見解が分かれていたが、この点を立法的に解決したのが本条 3項で

ある。 

保険法では、保険契約者は「保険事故が発生するまでは」保険金受取人の変更をするこ

とができるとし（本条 1項）、また、保険金受取人変更の意思表示の相手方は保険者に限定

されている（本条 2項）から、保険金受取人変更の効力を生じさせるためには、保険者に

この意思表示が到達することを要することとなる。一方で、本条 3項では、効力発生時期

は「当該通知を発した時」であるとされている。 

つまり、保険法は、到達主義（民法 97 条 1 項）の原則の例外として、保険契約者の意

思表示の通知が保険者に到達することを前提（効力要件）としつつ、その効力発生時期を

通知の発信時に遡らせることにしている。これにより、特に保険契約者が被保険者でもあ

る場合には、当該意思表示が保険者に到達する前に保険事故が発生したとしても、保険契

約者の意思を尊重することが図れるうえ、改正前商法 677条 1項のような対抗要件に関す

る規律は不要となり55、実に巧妙な立法手法であると高く評価できよう56。もっとも、保険

法では、何をもって「発信」、何をもって「到達」とするかについては明確な規律が設けら

れておらず、約款や解釈に委ねられている。 

(3) 意思表示の「発信」に関する解釈 

民法上の解釈によると、「発信」とは、表意者が意図した内容を記号（音声または書面）

にして相手方に到達するように適当な状態を作出する段階を意味する57。換言すれば、表

意者の支配領域から離れ、通常であれば相手方に到達する状況が「発信」と解することが

                                                   
55 部会資料(19)9頁、部会資料(25)5頁、第 18回議事録 46頁、補足説明 79頁以下。 
56 同旨、潘・概説 222頁。 
57 川島武宜=平井宣雄編『新版注釈民法(3)』512頁[須永醇]（有斐閣・2003）。 
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できる58。  

43条 3項でいう「当該通知を発した時」とは、保険金受取人変更の意思表示が保険者に

対して発信されたと客観的に認識されうる時と解される59。かかる「発信」と認められる

ためには、「保険金受取人変更の意思表示が保険契約者の支配領域内から外に向けて保険者

に通知するために発せられた」ことが必要とされている60。たとえば、郵便ポストに投函、

保険者の本社または支社に提出、生命保険募集人（営業職員、外務員等とも呼称）に書類

交付をすることなどが挙げられる。以下において、実務上の代表的なケースを取り上げて

意思表示の発信と認められるかどうかについて、学説上の見解を整理する61。 

①保険契約者が必要書類を保険会社宛に郵便ポストに投函ないし郵便局の窓口に差し

出した時 ⇒ 肯定。これは典型的なケースで異論はみられない62。 

②保険契約者が必要書類を生命保険募集人に渡した時 ⇒ 肯定。これは、保険法部会で

も検討され、ほぼ異論はなさそうである63。 

③保険契約者が保険会社のコールセンターに電話し、新受取人の名前等を言って保険金

受取人を変更したい旨を口頭で伝え、必要書類を請求した時 ⇒ 検討の余地がある。 

コールセンターという保険者の支配領域内へ向けて音声による通知を行っていて、それ

が同支配領域内に到達していることから、変更の内容が具体的に伝達されている限り、発

信も到達も認められるとの見解がある。しかしながら、消印がある郵便の場合とは異なり、

コールセンターの担当者が具体的な保険金受取人変更の通知を受けたか否かの証明につい

ては困難が伴う可能性がある。また、必要書類を請求しただけでは撤回されることもあり、

電話では本人の確認も困難であるという疑問もある64。 

④保険契約者が新受取人その他の保険者以外の者に必要書類（または保険金受取人を変

更したい旨の手紙・メモ）を渡し「保険会社に出しておきなさい」と言った時 ⇒ 見

解が分かれている。 

肯定の見解としては、近親者は保険契約者の意思表示を伝達するための使者であるとい

                                                   
58 山下=米山・解説 308頁[山野嘉朗]。 
59 潘・概説 222頁、長谷川仁彦「保険金受取人の変更の意思表示と効力の発生」中西喜寿・改正の論点

253頁。 
60 竹濱・前掲注（37）43頁。 
61 山下=米山・解説 307頁[山野嘉朗]参照。 
62 第 18回議事録 46頁、潘・概説 222頁、長谷川・前掲注（53）253頁、山下=米山・解説 308頁[山野嘉

朗]等。 
63 第 11回議事録 4頁以下、第 18回議事録 45頁、潘・概説 222頁、長谷川・前掲注（53）253頁、山下=

米山・解説 308頁[山野嘉朗]等。 
64 山下=米山・解説 308頁[山野嘉朗]参照。 
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うように、その機能的・外形的な側面に着目するのであれば、その役割は郵便の集配人と

何ら変わらないと解することができよう。また、保険契約者の発信の意思が明確である以

上、保険契約者の意思を尊重するという立法趣旨を考慮すれば、発信の効果を認めるとい

う価値判断が働いてもよいものと思われるし、表意者である保険契約者が採用した意思伝

達手段が適正でないとはいえないであろうから、発信があったと解するべきである65。 

これに対し、否定の見解としては、郵送等を託された近親者は、保険契約者の使者とし

ての立場にあるにすぎず、その近親者が必要書類を保険者に向けて発送するまでにおいて

は、かかる意思表示は保険契約者の支配領域にあり、取り戻すこともできると考えられる

から、まだ保険者に対するその通知は発せられていないと解される66。 

私見としては、改正前商法のもとにおける解釈論のように、相手方のない意思表示とさ

れる場合、または相手方のある意思表示であるが、その相手方が保険者以外の者でもよい

とされる場合であれば、肯定の見解のとおり解釈できるが、保険法のもとでは、意思表示

の相手方は保険者に限定されることから、もはやそのような解釈はできなくなると考えら

れる。 

⑤保険契約者が、生前に保険金受取人を変更する旨を保険会社に対するメモや手紙に書

いて机の中にしまった時、また死後にそれが発見された時 ⇒ 否定。 

書面が保険契約者側の支配領域内にとどまっていることは明らかであるから、これをも

って発信したとは言えないと解される67。保険法のもとでは、これに対する反論はみられ

ない。 

(4) 意思表示の「到達」に関する解釈 

民法上の解釈によると、「到達」とは、相手方の勢力範囲内に入ることであり、了知し

うる状態になることと解される68。 

43条 3項でいう「その通知が保険者に到達した」の「到達」とは、保険金受取人の変更

の意思表示が保険者の支配領域内に入り、保険者にとって了知可能な状態に置かれること

と解される69。たとえば、通知が保険者の本社または支社もしくは営業所（営業部等とも

                                                   
65 山下友信「保険法と判例法理への影響」自由と正義 60巻 1号 32頁（2009）。 
66 第 18回議事録 45頁以下、竹濱・前掲注（37）43頁、山下ほか・保険法 283頁[竹濱修]、長谷川・前

掲注（53）253頁。 
67 第 11回議事録 4頁、山下=米山・解説 309頁[山野嘉朗]、山下ほか・保険法 283頁[竹濱修]。 
68 我妻栄『民法総則』317頁（岩波書店・1951）。 
69 山下=米山・解説 308頁[山野嘉朗]等参照。最判昭和 36年 4月 20日民集 15巻 4号 774頁では、到達

とは、意思表示が相手方にとって了知可能な状態に置かれることを意味し、それが相手方の支配圏内

におかれることをもって足りると判示している。 
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呼称）に到達した時が挙げられる。以下において、実務上の代表的なケースを取り上げて

意思表示の到達と認められるかどうかについて、学説上の見解を整理する。 

 ①通知が本社に到達した時 ⇒ 肯定。これは最も確実なケースで言うまでもない。 

②通知が支社に到達した時 ⇒ 肯定。支社は本社より処理権限が委譲されているから、

従来から「到達」と解することに異論はない70。 

③通知が保険会社の営業所に到達した時 ⇒ 肯定。 

従来では、営業所は処理権限がないから、保険契約者が変更請求書類を営業所に交付し

た場合に、それが保険者に到達したと評価できないとする否定説が通説であった。しかし、

生命保険の販売拠点である営業所の機能は、各種請求書類等の取次機関とされ意思表示の

受領能力はないとされているものの、限定的な範囲での来店機能を有する。また、保険契

約者の意思の効力発生時期をより早い段階で実現すべきとの要請から、かつ近時の情報機

器による通信機能の発達等からみて、保険者の営業所に達した時をもって「到達」とみる

ことに合理性があると解される71。なお、近時はこれについて、異論はなさそうである。 

④保険契約者が保険金受取人変更を記載した書面を生命保険募集人に手渡した時 ⇒ 

ほぼ肯定。 

従来では、生命保険募集人は受取人変更の意思表示の受領権限を有しないのが通常であ

るから、生命保険募集人に対し変更請求書類を交付しただけでは、保険者に対して意思表

示が到達したとはいえないことを理由として、否定するのが通説であった72。 

これに対し、保険法のもとにおける肯定の見解としては、情報伝達手段が著しく発達し

た現在において変更請求書類の交付を受けた生命保険募集人がそれを本店または支店に伝

達することが簡単かつ容易であること、生命保険募集人は一般に保険金受取人変更の意思

表示の受領権限を有していないとはいえ、保険契約者としては当該生命保険募集人が遅滞

なく受領権限のある部門に伝達してくれるものと期待するのが通常であり、このような期

待を保護することには保険法の立法趣旨からして合理性が認められるので、当該生命保険

募集人への交付の時点で到達があったとみるべきであり73、遅くとも当該生命保険募集人

が保険者の支社等の事業拠点にその書面を持ち帰った時点で到達があったと考えられる74。 

                                                   
70 長谷川・前掲注（53）252頁。 
71 長谷川・前掲注（53）252頁、潘・概説 225頁。 
72 長谷川・前掲注（53）252頁。 
73 潘・前掲注（52）122頁、潘・概説 225頁、山下（友）・前掲注(59)32頁、山本哲生「保険金受取人の

指定・変更」甘利=山本・論点と展望 264頁注 19。 
74 山下ほか・保険法 284頁[竹濱修]。 
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4 到達前に行われた保険金支払の効力 

  (1) 保険金支払効力の肯定 

43条 3項但書は、「ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない。」と定め

ている。これは、到達前に行われた保険金支払の効力に関する規律である。 

同項本文により、保険金受取人の変更の「意思表示は、その通知が保険者に到達したと

きは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる」とされているが、当該通知

の「発信」から「到達」までの間に保険事故が発生し、保険者が受取人変更の事実を知ら

ずに旧受取人からの請求に対して保険給付を行ってしまうこともありうる。この場合に当

該意思表示の効力が遡及的に生ずることから、保険者には二重払いの危険が生じてしまう。

そこで、保険法は、このような事態の発生に備えて、意思表示の「到達前に行われた保険

給付の効力を妨げない」という規定を設けて、保険者が二重弁済の危険を負うことを防止

している75。 

したがって、通知到達前に保険事故が発生し、受取人変更の事実を知らない保険者が旧

受取人からの請求に応じて行った保険給付はその効力を否定されない。そして、発信時か

らの遡及的効力発生により保険給付請求権は新受取人に帰属すべきものとなるから、旧受

取人に支払われた保険金は不当利得になるので、新受取人は旧受取人に対して不当利得返

還請求権を行使することができる（民法 703条）。 

(2) 改正前商法 677条 1項との相違 

改正前商法 677条 1項に定める「通知」は明らかに保険者に対する「対抗要件」である

のに対し、43条 3項に定める「通知」は、保険金受取人変更の意思表示の「効力発生要件」

である。 

改正前商法 677条 1項の「対抗要件」と本項「但書」の趣旨は双方とも、保険者が二重

弁済の危険を負うことを防止するためのものである。つまり、保険者との関係においては、

どちらの規定によっても通知が保険者に到達する前に行われた保険金支払の効力が認めら

れ、保険者が二重弁済の危険から保護される。 

一方、新旧受取人間の関係においては、通知が保険者に到達する前に旧受取人に支払わ

れた保険金の帰属について、改正前商法のもとでは、解釈によっては結果が異なる。意思

表示は相手方があるものであり、かつその相手方が保険者であるという解釈によれば、意

思表示が保険者に到着しない限り、受取人変更の効力が生じないため、旧受取人が受け取

                                                   
75 部会資料(25)5頁。 
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った保険金はそのまま旧受取人に帰属する。これに対し、意思表示は相手方がないもの、

または相手方があるものであるが、その相手方が保険者もしくは新旧受取人のどちらでも

よいという解釈によれば、意思表示が発せられた時点、または新旧受取人のどちらかに到

達した時点で、通知が保険者に到達したか否かにかかわらず、受取人変更の効力が生じる

ため、保険給付請求権は新受取人に帰属する。 

本項の「通知」は、保険金受取人変更の意思表示の「効力発生要件」であるから、保険

者に通知が到達したか否かによって結果が異なる。すなわち、通知が到達しない場合は、

保険金受取人の変更は効力を生じないため、保険者が支払った保険金は、そのまま従来の

受取人に帰属するが、通知が到達した場合は、発信時からの遡及的効力発生により保険金

は新受取人に帰属することになる。 

以上より、本項但書は、改正前商法 677条 1項に定められていた対抗要件に類似するが、

本条では、保険契約者の意思表示の相手方が保険者に限定されつつ、その意思表示が保険

者に到達することが前提とされている以上、それとは似て非なるものであるといわれる76。 

 

5 規定の性質 

43 条の性質について、1 項は任意規定であるが、2 項、3 項は強行規定とされている77。

詳しくは、以下のとおりである。 

(1) 1項の規定の性質 

本条1項は、保険金受取人を一定の者に固定する旨の約定や、保険金受取人となること

ができる者の範囲を一定の範囲に限定する約定を許容するという趣旨から、その性質上任

意規定とされている78。したがって、約款により保険契約者の保険金受取人変更権を排除

または制限することは有効である。ただし、合理的な理由が必要である79。 

たとえば、短期間の生命保険契約において保険金受取人変更を予定する必要がない場合

など、保険金受取人の変更権が保険契約者に与えられなくとも、一般に不合理とはみられ

ないことがある。また、共済において、保険金受取人が協同組合の立法の趣旨に沿い、予

め約款で配偶者や同居の親族等を保険金受取人とする旨を画一的に規定され、変更権を認

                                                   
76 山下=米山・解説 304頁[山野嘉朗]。 
77 部会資料(25)5頁、第 22回議事録 27頁、第 23回議事録 19頁、補足説明 78頁。 
78 補足説明 78頁。 
79 山下・保険法 524頁参照。同旨、萩本ほか・前掲注(4)91頁、竹濱・前掲注（37）43頁、山下ほか・

保険法 285頁以下[竹濱修]、山下=米山・解説 306頁[山野嘉朗]。 
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めないことを原則としつつ、変更の必要があるときに限って共済事業者の承諾を要すると

いう制度に合理性も認められる80。 

なお、保険契約者の保険金受取人変更権を排除または制限する約定に合理性を欠く場合

は、原則に戻り、本規定が適用され、保険契約者に保険金受取人の変更権があるものと解

すべきである。 

(2) 2項・3項の規定の性質 

本条 2項については、意思表示の相手方に関する規律であり、3項については、保険金受

取人変更の効力発生要件および効力発生時期に関する規律であることから、両方とも性質

上強行規定である。したがって、保険金受取人の変更がなされる場合において、受取人変

更の方法について保険者以外の者に対する意思表示によるとする約定、保険者の承認を要

求するような変更権の行使要件の加重（ただし、前述のように保険金受取人変更権の排除

または制限が認められる場合を除く）、また通知の効力を発信時に遡らず保険者の本社への

到達時とする旨を定める約款は無効となると考えられる。 

 (3）1項と 2項・3項との関係 

任意規定とされる 1項では、保険金受取人の変更に保険者の承諾を要するという約款も

有効である。これは、強行規定とされる 2項において、保険金受取人変更の意思表示が保

険契約者の一方的単独行為であり、保険者の承諾を不要とする形成権であるとの解釈、ま

た強行規定とされる 3項において、保険金受取人変更の効力が保険契約者の意思表示発信

時に遡って生じるとの解釈と矛盾があるようにみられるかもしれない。 

保険法部会では、受取人変更ができることを定める 43 条 1 項は任意規定であるが、受

取人変更を認める場合には 43条 2項・3項が強行規定として適用され、その関係は、次の

ように整理されているものと考えられる81。つまり 1 項により保険金受取人の変更に保険

者の承諾を要することは、保険者の了解がある場合に限って受取人変更ができる（変更権

を持つ）ということを認める。保険金受取人の変更を認める場合には、変更の効力発生要

件や効力発生時期については、2項と 3項の定めに従わなければならないことである。 

 

 

 

                                                   
80 第 5回議事録 33頁、第 22回議事録 27頁。 
81 萩本ほか・前掲注(4)91頁、潘・前掲注（52）122頁。 
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第 6節 むすび 

 

1 生命保険実務との関係 

保険法の改正により、保険実務への影響が以下のように考えられる。 

(1) 保険金受取人の変更可否に関する明示が必要 

保険実務においては、従来、保険契約者（その承継者を含む）が保険金受取人の変更を

できることとしているのが通例である。また、43条 1項は任意規定であるから、実務への

影響は少ないものと考えられる。もっとも、保険法においては、保険契約者が保険金受取

人を変更できることを原則とするものになったので、保険金受取人を一定の者に固定する

ような保険契約については、約款で保険金受取人を変更することができない旨を一層明確

に説明するように求められている82。そこで、保険会社は、保険法の規定に従い約款を整

備した。 

(2) 承認裏書が不要 

保険金受取人変更の方式について、改正前商法のもとでは、生命保険約款において、保

険契約者は保険会社所定の請求書類等を保険会社に提出し、保険証券に裏書を受けること

を要する旨の規定が設けられているのが通例であった。かかる承認裏書の性質について、

判例・学説の多くでは、それは対抗要件であり、改正前商法 677条 1項の対抗要件を加重

したものとされていた83。 

保険法では保険者に対する保険金受取人変更の通知の到達が効力要件とされているた

め、遺言による受取人変更の場合は別として、対抗要件として保険者に対し変更の通知を

する必要はなくなった。そのため、約款では従来必要とされた承認裏書は不要とした保険

会社が多い。もっとも、保険金受取人の変更を通知するに当たって、保険会社の定める書

類を保険会社に提出する必要があり、保険会社に保険金受取人の変更の効力を主張するた

めには通知が保険者に到達する必要がある点では、保険法も改正前商法と同じである。 

(3) 意思表示が到達した場合の二重払いのリスク回避の対応 

実務では、保険契約者が保険会社の営業所や生命保険募集人に対して受取人変更を申し

                                                   
82 遠山・前掲注（41）36頁、山下=米山・解説 307頁[山野嘉朗]、大串・解説保険法 143頁[渡橋健]。 
83 東京地判昭和 45年 3月 12日判時 601号 91頁、同控訴審東京高判昭和 47年 7月 28日下民集 23巻 5=8

号 403頁、青谷和夫「保険金受取人の指定変更には保険者の承認裏書がなければその効力を生じない

旨を定める約款の趣旨と指定変更の効力発生時期」判例評論 606号 14頁（1970）、山下・保険法 504

頁。 
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出る場合が少なくない。改正前商法のもとでは、営業所は処理権限、生命保険募集人は受

領権限をそれぞれ有しないことを理由に、変更請求書類を営業所や生命保険募集人に交付

しただけでは、それが保険者に到達したと評価できないとされていた。しかし、前述のよ

うに保険法のもとでは、これらの場合にも、保険者に到達したものとされることになった。 

そのため、保険金受取人の変更請求書類の交付を受けた生命保険募集人が、本社または

支社に伝達するのを遅滞した場合またはこれを怠ったことに起因し、受取人変更の効力発

生後にもかかわらず、旧保険金受取人に保険金が支払われた場合は、保険者に帰責事由が

あり債権準占有者への弁済の要件である善意・無過失を欠き保護されない（民法 478条）

可能性がある。その結果、旧保険金受取人に支払われた保険金は有効な弁済とは認められ

ず、保険会社はさらに新保険金受取人に保険金を支払わなければならない二重払いのリス

クを生じる。 

したがって、保険会社は、営業所、特に生命保険募集人に対し、通知が到達したことお

よびその時期の証明をするために、保険金受取人変更の請求を受け付けた日をきちんと記

録したうえ、速やかに支社または本社へ伝達するよう徹底している。 

 

2 今後に残された課題 

本条は、保険金受取人変更の効力要件の問題を根本から解決したという点でその意義が

極めて大きい。確かに、保険法の規律のもとでは、保険契約者の意思を可及的に尊重する

という点ではやや後退している感は否めないものの、保険金受取人の変更の要件が明確化

された点、保険金受取人変更をめぐる当事者・関係者の利害調整が適切に図れる点、そし

て何よりも紛争の未然の防止により法的安定性が確保されるという点では、極めて妥当な

立法と高く評価されている84。 

しかし、保険金受取人変更権の行使をめぐっては、かねてから議論されている以下の問

題を含め、保険法のもとでもなお解釈上の問題が残されている。 

第一に、保険契約者の債権者による保険金受取人変更の可否について、債権の回収を図

るために、保険契約者の債権者が、債権者代位権（民法 423条）によって保険契約者の保

険金受取人変更権を行使することができるか。また保険契約者の債権者が債権者代位権を

行使して、すでになされた保険金受取人の指定を撤回（変更）して、これを自己のための

保険契約としたうえで、解約返戻金請求権や保険給付請求権を差し押えることができるか。 

                                                   
84 潘・前掲注（52）121-122頁、大串・解説保険法 141頁[渡橋健]。 
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第二に、保険金受取人の変更と詐害行為取消権・否認権について、保険金受取人変更権

の行使により保険契約者や保険金受取人の債権者を詐害するときは、債権者に民法上の詐

害行為取消権または破産法上の否認権が認められるか。 

第三に、保険金受取人の変更と会社法上の利益相反取引規制について、保険契約者であ

る会社が会社を保険金受取人とする自己のためにする生命保険契約を締結していたところ、

同社が保険金受取人を同社の取締役や執行役等に変更する場合に、会社法上の利益相反取

引規制（会社法 356条・365条・419条・595条）の適用対象とすべきか。 

第四に、保険者の同意について、保険契約者が保険者の同意または承諾を要せずに保険

金受取人を変更できる権利は、法が生命保険契約制度の趣旨に鑑み保険契約者を保護した

ものであるが、保険金受取人の変更につき保険者の同意を要件とする約定が許容される余

地は全くないのか。 

 第五に、発信時と到達時の意義について、保険法では、保険金受取人の変更の意思表示

の保険者への到達を効力要件として規律し、その効力は通知を発した時に遡って生ずるこ

ととされている。また、受取人変更ができるのは保険事故発生前に制限されるので、保険

事故発生前にその意思表示の通知が発信されていなければ、仮に当該通知が後に保険者に

到達したとしても、受取人変更の効力は生じないことになる。したがって、今後、「到達し

たとき」や「発した時」の意義が論点となると考えられる。                            
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第 6章 遺言による保険金受取人の変更 

 

 

第１節 総 説 

 

1 立法趣旨 

民法では、遺言事項（遺言により法律上の効果を発生させることができる事項）は法定

事項である（民法 960条）。しかし、保険金受取人の変更は、民法上遺言事項として明記さ

れていない。改正前商法でもそれに関する規律は特に設けられていなかった。そのため、

遺言による保険金受取人の変更が可能かどうか、可能とした場合にいかなる法律構成のも

とで認められるか等について、学説も裁判例も従来見解が分かれていた。 

保険法は、高齢化社会における遺言の重要性が増すこと、および生命保険がより有効に

機能する必要性があることに鑑み、保険契約者の意思を尊重し保険契約者の多様なニーズ

に応えることができるようにするという趣旨から、遺言による保険金受取人の変更を認め

る規律を新設した1。これにより、保険法には、保険金受取人の変更について、生前の意思

表示による変更と遺言による変更の二つの異なる法的類型の規律が存在している。 

44条は、遺言による保険金受取人の変更に関する規律である。生前の意思表示による保

険金受取人の変更（43条）については、第６章を参照されたい。 

73条は、生命保険契約に関する 44条に相当するものであり、規定振りも 44条と全く同

じである。したがって、本章では、特に断らない限り、遺言による生命保険契約の保険金

受取人の変更について論じる。 

 

2 規定の概要 

44条（本条）は、遺言による保険金受取人の変更ができることとした（１項）。もっと

も、保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の同意を要する（45条）。また、遺

言自体については、民法の遺言に関する規定が適用される。 

遺言の効力が生じた後に、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、保

険者に対抗できず、保険者が旧受取人に対して行った保険給付は有効である（2項）。保険

                                                   
1 補足説明 80頁、法務大臣諮問第 78号の別紙「見直しのポイント」第 1の 3）（平成 18年 9月 6日）、平

成 20年 5月 22日参議院法務委員会第 11回における倉吉敬の答弁。 
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契約者の相続人が複数いる場合でも、保険者への通知は、相続人全員でする必要はなく、

相続人の一人がすればよい。また、相続人の代理人とみなされる遺言執行者も通知をする

ことができる。 

 

第 2節 外国立法例 

 

諸外国では、遺言による保険金受取人の指定・変更を認める立法例が多くみられる。遺

言その他の死因処分による指定変更権行使に関する明文の規定を置いている立法例として、

フランス保険法典 L.132-8条 6項（保険金受取人の指定・変更）、イタリア民法典 1920条

（他人のためにする保険）2項、スイス保険契約法 77条（保険契約者の処分権限）1項、

ノルウェー保険契約法 15-3条 2項などがある。 

ドイツ保険法では、指定変更が相手方のある意思表示であるとするのが支配説であるが、

遺言による保険金受取人の変更ができるという明文の条文は置いていない。もっとも、ド

イツ民法 332条の「要約者が諾約者の同意なくして契約に定めたる第三者に代えるに他の

者を以てする権限を留保している場合には、疑わしいときは、死後処分を以てこれをする

ことができる」という遺言による財産処分の規定を類推して、遺言でも指定変更ができる

と解されている2。 

そして、遺言による保険金受取人の指定変更において、保険者は旧保険金受取人に保険

金を支払うことで免責されるという対抗要件の効果を明確に定めている立法例として、フ

ランス保険法典 L.132-25条があり、「保険者が、遺言もしくはその他の方法による保険金

受取人の指定、または他の保険金受取人の承諾または指定の撤回を知らなかったときは、

その指定、承諾または撤回がなければ権利を有したであろう者に対してなされた保険金ま

たは年金の支払は、善意の保険者を免責する」と規定する。 

 

第 3節 規定新設の経緯 

 

1 従来の学説 

改正前商法のもとでは、遺言による保険金受取人の変更の可否等をめぐって、古くから

様々な議論がなされ、学説上否定説と肯定説が対立していたが、近時はこれを肯定するの

                                                   
2 中村・理論と実務 288頁。 
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が多数説であった3。 

 (1) 否定説 

否定説の理論構成は、次のようである。 

①遺言の効力の発生時期は、遺言者死亡時となる（民法 985条 1項）。そうすると、遺

言者である被相続人が保険契約者兼被保険者であるとき、受取人変更権は生前しか行

使できず、同人が死亡すると、保険金請求権が直ちに受取人の財産に帰属するので、

遺言による受取人変更の余地はない4。 

②保険金請求権は相続財産に属さないから、保険金受取人の変更を遺贈に準ずる被相続

人の財産処分行為とみるのは相当でなく、保険金受取人の変更は被相続人が生前にな

しうることであり、あえて死因処分とする実益に乏しい5。 

③民法は、遺言によってなすことができる事項は法定事項に限定しており、受取人の変

更はそれに該当しない6。 

(2) 肯定説 

肯定説はさらに、①遺言事項と解する説（「遺言の効力と解する説」ともいわれる）と、

②「遺言の場を借りた意思表示説」に分かれている。 

ア 遺言事項と解する説 

遺言事項と解する説の理論構成では、受取人を変更する権利は、遺言における財産処分

（民法964条）を類推して、遺言事項と解する。これによって、遺言による受取人変更を認

め、保険金受取人の指定・変更行為を相手方のない意思表示とし、保険金受取人変更の効

力が遺言者死亡時に生じるものとする。もっとも、同説によれば、保険金受取人の変更と

遺言の効力が連動するので、保険金受取人変更を記載した遺言が民法所定の遺言の成立要

件を欠き、遺言としての効力を認められない限りは、その中に含まれた保険金受取人変更

もその効力を生じない7。 

                                                   
3 保険法コンメンタール 135頁[山野嘉朗]。 
4 中西正明「遺言による保険金受取人の変更」に関する「追加説明」保険レポ 188号 23頁（2004）。 
5「平成 4年 10月 6日日本公証人連合会法規委員会協議」公証 102号 224頁以下（1993）。 
6 肥塚肇雄「不明確な遺言による保険金受取人変更に関する若干の考察」奥島孝康=宮島司編『商法の歴

史と論理 倉沢康一郎先生古稀記念』272頁（新青出版・2005）。 
7 水口吉蔵「生命保険契約後の受取人の指定と変更」法律論叢 20巻 3号 18頁・28頁（1941）、大森忠夫

「保険金受取人の指定と包括遺贈」法律論叢 78巻 3=4号 230頁（京都大学・1966）、中村・理論と実

務 288-295頁、山本哲生「遺言による生命保険金受取人の変更の可否」『平成 10年度重要判例解説』ジ

ュリ 1157号 113頁（1999）、山下・保険法 500頁、時岡泰「遺言による生命保険金受取人の変更」公証

法学 30号 299頁以下（2001）、矢野慎治郎｢遺言による保険金受取人の変更｣の法制化について｣生保論

集 159号 213頁（2007）等。 
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イ 遺言の場を借りた意思表示説 

一方、遺言の場を借りた意思表示説の理論構成では、遺言事項としてではなく、保険契

約者（遺言者）は、単に遺言という場を借りて、相手方のない保険金受取人変更の意思表

示を行っただけであるとし、かかる意思表示の効力発生時期は遺言作成時と解されるので、

遺言の効力と変更の効力は直接関係しない8。同説によれば、民法所定の成立要件を欠いた

遺言が無効とされても、保険金受取人変更の効力は遺言作成時に生じているので、保険金

受取人の変更はなお有効である。 

ウ 両説の相違 

「遺言事項と解する説」と「遺言の場を借りた意思表示説」とも、保険金受取人の変更

の意思表示を相手方のない意思表示とする点においてはほぼ一致しているが9、最も異なる

点は、遺言に瑕疵があった場合の取り扱いにあると考える。 

前者によれば、形式的には遺言として意思表示がなされる以上、遺言の要式を欠けば有

効な保険金受取人の変更の意思表示とはならないのに対し、後者によれば、受取人変更の

意思表示は遺言の場を借りた意思表示であるとされることで、遺言が形式不備で無効とな

っても、受取人変更の意思表示はなお有効である。 

 

2 従来の判例・裁判例 

改正前商法のもとでは、遺言による保険金受取人の変更について、否定例も肯定例もみ

られたが、近時はこれを肯定するのが主流となっていた。 

(1) 否定例 

遺言による受取人変更を否定する裁判例として、古くは、指定がある以上、保険金請求

権は保険契約者の相続財産には属さず、保険金受取人の固有財産として、保険契約者が保

険金請求権の一部を第三者に遺贈する旨の遺言の効力は認められないとした大審院判例

（大判昭和 6年 2月 20日新聞 3244号 10頁）、死亡保険金請求権は、保険契約の効力発生

と同時に受取人の固有財産として保険契約者兼被保険者の遺産より離脱していることを理

由として、包括遺贈の遺言による保険金遺贈を否定した判例（最判昭和 40年 2月 2日民集

                                                   
8 生保百選 217頁[大塚英明]、山下典孝「遺言による保険金受取人の指定・変更について」文研論集 124

号 160頁以下（1998）、鈴木達次「遺言による保険金受取人指定・変更の可否」奥島孝康=宮島司編『商

法の歴史と論理・倉沢康一郎先生古稀記念』636頁（新青出版・2005）。 
9 一部は、保険金受取人の指定・変更行為を相手方のある意思表示と解しつつ、遺言の効力としてはこれ

を認める。中村・理論と実務 288頁以下。 
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19巻 1号 1頁）があった。 

(2) 肯定例 

遺言による受取人変更を肯定する裁判例として、新保険金受取人が保険契約者から生前

に「遺贈」と記載がある公正証書遺言を示された時点において、受取人変更の効力が生じ

ているとした裁判例（大阪高判昭和 63年 12月 21日文研生命保険判例集 5巻 388頁、原審

神戸地判昭和 62年 10月 28日文研生命保険判例集第 5巻 159頁）、秘密証書遺言による保

険金受取人の変更を認めた裁判例（東京高判平成 10年 3月 25日判タ 968号 129頁、原審

東京地裁平成 9年 9月 30日判決金判 1029号 28頁）、自筆証書遺言による保険金受取人の

変更を認めた裁判例（神戸地判平成 15年 9月 4日判例集未登載）、自筆証書遺言と認めら

れた念書による保険金受取指定人の変更を認めた裁判例（東京高判平成 17年 6月 2日保険

レポ 221号 9頁）などがあった。 

また、遺言による保険金受取人の変更を認めたものの、受取人変更の意思表示は明確で

なければならないとして、無効行為の転換10を否定した裁判例として、名古屋地豊橋支判

平成12年11月27日（生判12巻579頁）、名古屋高判平成13年7月18日（保険レポ173号8頁）が

あった。 

うち、東京高判平成 10年 3月 25日の裁判例の判旨は、保険法の規律に最も近いものと

思われる。以下は、その概要である。 

ア 事案の概要 

 保険契約者は、Ｙ生命保険会社（被告・控訴人）との間で自己を被保険者、保険金受取

人を保険事故発生時の被保険者の法定相続人として締結した生命保険契約について、秘密

証書遺言（本件遺言）により、本件保険契約の受取人を遺言執行者であるＸ（原告・被控

訴人）に変更した。その後、保険契約者兼被保険者が死亡した。ＸはＹ会社に対し、本件

保険金受取人がＸに変更されたことを通知したが、Ｙ会社は本件保険契約の受取人は被保

険者の法定相続人であると主張して、Ｘに対する支払を拒んだ。そこで、ＸはＹ会社に対

し、新保険金受取人として本件契約に基づく死亡保険金の支払いを求める訴訟を提起した。

一審、Ｘの請求を認容した。控訴審も、一審判決を維持して、Ｙ会社の控訴を棄却した。 

 

 

                                                   
10 遺言としては無効であっても、遺言者の行為が保険者に対する受取人変更の意思表示の趣旨を含むも

のと認められる場合には、無効である遺言書になされた意思表示を保険者に対する意思表示と解釈す

ることはありうる。蕪山厳ほか『遺言法体系』154頁[吉井直昭]（西神田編集室・1995）。 
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イ 判旨 

本判決では、まず、保険金受取人の指定または変更は、「保険契約者の一方的意思表示

によってなされる単独行為である。この意思表示は、保険契約者の意思表示として確定的

に成立した時点で直ちに効力を生」ずるとした上で、「受取人の指定又は変更がなされたと

きは、保険者に通知される必要があるが、かかる通知は、保険者との間の対抗要件であり

（商法 677条 1項）」、そして、遺言執行者が保険者に対して保険金受取人変更の通知を行

ったことを認めた。 

次に、保険金受取人変更の意思表示について、常に「相手方に対してなされることを要

しないもの」とした。 

 また、遺言による保険金受取人変更の可否について、「遺言は、保険契約者の死亡と同時

に効力を生ずるのであり、遺言で定められた意思表示の内容は、死者の最終かつ確定的な

意思表示として、それ以前の意思表示を変更する効力を有するのであり、このような遺言

の性質を考えると、遺言により保険金の受取人の変更の意思表示がなされた場合には、死

亡と同時にこの意思表示が死者の最終かつ確定的意思表示として効力を生じ、遺言のとお

りに死亡保険金の受取人が変更されるものと認めるのが相当である。」と判示した。 

ウ 判決の意義 

本判決は、①遺言による保険金受取人の変更を認めること、②遺言による保険金受取人

の変更の意思表示は相手方に対してなされることを要しないこと、③遺言の性質上、保険

金受取人の変更の効力は遺言者の死亡によって生じること、④特段の不利益を受けること

はない保険者への通知は対抗要件であること、⑤遺言執行者がその通知をすることを認め

ることなどを示唆し、後に保険法で新設された遺言による保険金受取人の変更の規律の仕

組みに近いものと考える。 

 

3 保険法制定前試案 

遺言による保険金受取人の変更について、生命保険法制研究会においてそれを生保試案

に盛り込むことが検討されたようである。しかし、理由は必ずしも明らかではないが、特

別な規律を設けることは見送られ、その可否は解釈に委ねられるとの立場が採用されてい

た11。 

 

                                                   
11 生保試案理由書 66頁。 
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4 法制審議会保険法部会の検討 

遺言による保険金受取人の変更に関して、保険法部会において主に議論されていた点は、

①他人の生命の保険契約への適用の要否、②遺言の必要的記載事項を法定する必要性、お

よび③保険者への対抗要件を具備する主体者である。 

(1) 他人の生命の保険契約への適用の要否について 

保険法部会の検討過程においては、他人の生命の保険契約（保険契約者以外の者を被保

険者とする保険契約）について、保険契約者が遺言で受取人を変更する場合には、実際上

以下の問題が生じうることから、認める必要があるかどうかが議論されていた12。 

①保険契約者よりも被保険者が先に死亡した場合には、保険事故発生時点では遺言は効

力を生じていないため、従来の保険金受取人が保険金請求権者となる。その結果、遺

言による保険金受取人の変更は空振りに終わることになる。 

②被保険者より先に保険契約者が死亡した場合、保険契約者が生前、保険金受取人を変

更しない旨の意思を表示しない限り、遺言による保険金受取人の変更がなされても、

保険契約者を承継した者が、保険事故発生時（被保険者死亡時）までに保険金受取人

を変更したり、契約を任意解除したりする可能性があり、保険契約者（遺言者）の意

思が確実に実行される保証はない。 

③保険契約者は被保険者の同意を得ていないままで遺言を作成したが、遺言の効力が発

生した後（保険契約者が死亡した後）に被保険者の同意がなければ、保険金受取人変

更の効力は生じないこととなる。その結果、保険契約者の真意が尊重できなくなる。

加えて、遺言に保険金受取人の変更とその他の遺言事項も書かれていた場合、被保険

者の同意が得られないため、保険金受取人の変更が無効となるときは、遺言全体の効

力に影響を及ぼすおそれがある。 

しかしながら、以下の事情が他人の生命の保険契約においてもありうることに鑑み、例

外なく遺言による保険金受取人の変更を認めるべきとの肯定的な意見が大勢であった13。 

①保険契約者にとっては、生前の意思表示による方法だけでなく、遺言による保険金受

取人の変更を利用するニーズ（たとえば、保険契約者が、周囲に知らせず遺言の形で

保険金受取人変更を行いたいと希望する場合や、遺言により相続財産の処分と合わせ

て死亡保険金請求権の帰属者も見直そうとする場合など）が考えられる。 

                                                   
12 第 5回議事録 40・43頁、第 18回議事録 42頁・48-50頁、補足説明 82頁。 
13 部会資料(6)6頁、部会資料(11)26頁、第 5回議事録 37-43頁、第 18回議事録 38-50頁、第 22回議事

録 34頁、補足説明 80頁以下、萩本・一問一答 185注①。 
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②保険者にとっても、新旧受取人への二重払いによる過払いとか、直接利害関係のない

遺言の解釈をめぐる争いに巻き込まれて、迅速・確実な保険金の支払に影響を及ぼす

ことのないよう、規制を明文化しておくことが必要である。 

③保険契約者の生前においては、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約につい

ても保険金受取人の変更が可能である以上、遺言の場合にのみ不可能とする特段の理

由も合理性もない。 

そこで、保険法は、他人の生命の保険契約を含め、遺言による保険金受取人の変更がで

きることを明文で認めることとした。 

(2) 遺言の必要的記載事項を法定する必要性について 

保険法部会の検討過程においては、迅速・確実な保険金の支払の観点から、遺言によっ

て受取人を変更する場合の必要的記載事項（受取人変更である旨の明示や、どの保険契約

のどの保険金請求権について、誰を受取人とするのか、その権利の取得割合等）を法定す

べきとの意見があった14。しかし、最終的に保険法では遺言の必要的記載事項に関する規

律を特に設けないこととした。その理由として、以下のことが取り上げられた15。 

①いかなる意思表示があったときに保険金受取人の変更の意思表示があったとみるべ

きかという問題は、生前の意思表示による保険金受取人の変更の場合にも生じうる問

題であり、遺言の場合にだけ何らかの特別の規律を設けることは考え難いこと。 

②遺言そのものについて民法上厳格な方式が定められているにもかかわらず、更なる要

件を加重することは、遺言による保険金受取人の変更を認めることで保険契約者の意

思を尊重しようとする趣旨を減殺しかねないこと。 

③他の遺言事項と合わせて保険金受取人を変更する旨の遺言がなされたような場合に、

必要的記載事項を形式的に欠いているだけで受取人変更の部分のみが無効となれば、

他の部分についての遺言を解釈する上で支障が生じるおそれがあること。および、 

④遺言の内容が不明確である場合には、保険者は、債権者不確知（民法 494条後段）と

して保険金を供託することで対応する余地もあることである。 

(3) 保険者への対抗要件を具備する主体者について 

保険法部会の検討過程においては、保険者への対抗要件を誰が具備するものとすべきか、

保険契約者の相続人がするか、遺言執行者がするか、相続人が複数存在した場合に相続人

                                                   
14 第 5回議事録 37頁以下、 第 18回議事録 38頁以下、補足説明 81頁等。 
15 部会資料(6)6頁、部会資料(11)24頁以下、部会資料(19)7頁以下、第 5回議事録 37頁以下、第 18回

議事録 49頁以下、補足説明 81頁。 
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全員とすべきか、あるいは相続人の一人でも足りるかについても、検討されていた16。 

遺言者が生前に通知をしておかなければならないとすることも考えられていたが、保険

金受取人の指定または変更を遺言事項とする意味を減殺させる他、遺言の解釈をめぐる争

いに巻き込まれるなどにより保険者の地位が不安定になりかねないという観点から採用さ

れなかったようである17。また、保険金の迅速かつ確実な支払のために、保険契約者の相

続人が全員で、または遺言執行者がすることとすべきとの意見等があった。 

これを踏まえ、中間試案の段階では、次の試案が提示されていた。「遺言による保険金

受取人の変更は、遺言の効力が生じた後、保険契約者の相続人が〔全員で〕、又は遺言執行

者が保険者に通知をしなければ、保険者に対抗することができないものとする」。 

しかし、保険法上は最終的に中間試案と異なり、保険契約者の相続人「全員で」が削除

され、遺言執行者を保険者への通知の主体として掲げないこととされた18。 

保険契約者の相続人全員で通知することが必要とされない理由として、次のことが挙げ

られていた。 

①対抗要件としての通知が必要とされるのは、保険者が二重弁済の危険にさらされるの

を防ぐためであることからすれば、相続人間で遺言の効力について争いがなく、保険

者としても遺言の内容を明確に確認することができる場合等もありうることから、常

に相続人の全員で通知をしなければならないとする理由は乏しいこと。 

②遺言で保険金受取人を変更する場合は、新旧保険金受取人の関係が親族、あるいは第

三者で利害が相反することが多いため、相続人の一人でも反対すれば、対抗要件を具

備できないとすると、遺言者である保険契約者の意思を尊重する規定の趣旨が損なわ

れる結果となること。および、 

③遺言による保険金受取人の変更の有効性について、相続人の間や新旧受取人の間に争

いがある場合には、債権者不確知の場合（民法 494条後段）として保険金を供託する

ことにより対応する余地もあることである。 

そして、遺言執行者が通知することの法定が必要とされない理由として、①認知（民法

781条 2項、戸籍法 64条）や推定相続人の廃除・取消し（民法 893条・894条 2項）等と

同じく、遺言執行者によることとすべきとの考え方もありうるが、このような考え方を採

                                                   
16 第 5回議事録 36頁以下、第 18回議事録 43頁以下、第 22回議事録 33頁以下、補足説明 80頁。 
17 5回議事録 37頁。 
18 部会資料(11)24頁以下、部会資料(19)7頁以下、部会資料(25)5頁、第 5回議事録 36頁以下、第 18回

議事録 44頁以下、第 22回議事録 2頁・33頁以下。 
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用すれば、保険契約者の相続人が通知することに異存がない場合であっても、常に遺言執

行者を選任する必要があることになり、相当でないこと、②民法 1010条・1012条 1項・

1015条から、遺言執行者による通知はもとより可能であること、③遺言執行者を選任する

には費用等がかかること等が挙げられた。 

 

第 4節 遺言による保険受取人の変更の法理 

 

1 遺言による保険金受取人変更の通則 

本条 1項は、「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる」と定めて

いる。これは、遺言による保険金受取人変更権の通則に関する規律である。 

保険金受取人の変更は、保険契約者が生前の意思表示により行うのが通例である。保険

法上では、生前の意思表示による保険金受取人変更は、原則として保険者に対する一方的

意思表示によって行われる相手方のある単独行為であるとされている（43条 2項）。これ

に対し、遺言は相手のない単独行為であることから19、遺言による保険金受取人変更の意

思表示は、保険者への意思表示によらず、一方的意思表示によって行われる相手方のない

単独行為である。したがって、本条は 43条の例外規定であると解される20。 

また、本項により保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約についても、遺言によ

る保険金受取人の変更は許容される。 

 

2 遺言による保険金受取人変更の効力発生要件 

(1) 遺言自体が有効であること 

保険法では、保険金受取人の変更は、前述の理由により遺言の必要的記載事項として法

定されていないものの、遺言の方式、遺言の効力および遺言の撤回・抵触については、民

法の遺言の規定（民法 960条以下）が適用ないし準用されることになる21。そして、遺言

に関する民法の規定は強行規定であると解されているため、たとえ約款で遺言の記載事項

についてそれと異なる内容を定めたとしても、当該約款の定めの効力は否定される22。し

                                                   
19 四宮和夫=能見善久『民法総則〔第 8版〕』178頁（弘文堂・2010）。 
20 山下ほか・保険法 286頁[竹濱修]。 
21 補足説明 80頁以下、第 18回議事録 49頁、長谷川仁彦「保険金受取人の変更の意思表示と効力の発生」

中西喜寿・改正の論点 256頁、岡田豊基「保険法における遺言による保険金受取人の変更」保険学 608

号 177頁（2010）。 
22 萩本・一問一答 186頁(注 3)。 
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たがって、遺言は、以下の要件を満たさなければその有効性が認められない。 

ア 方式等を満たすこと 

遺言は厳格な要式行為であって、遺言者の真意確保のために民法で定める方式に従わな

ければならないとされている（民法960条）。遺言の方式は普通方式と特別方式の二つに大

別され、前者はさらに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つに分けられる。

また、後者には、危急時遺言と隔絶地遺言の二つの方式がある。遺言による保険金受取人

の変更において、保険実務上トラブルがもっとも多く発生するのは、自筆証書遺言である。 

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これ

に押印しなければならない。さらに、自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場

所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつ、その変更の場所に押印しなけれ

ば、その効力を生じないとされている（民法968条）。したがって、所定の方式によらない

保険金受取人の変更に関する保険契約者の念書やメモは、遺言としては認められない。 

イ 撤回・抵触のないこと 

複数の遺言が存在し、内容が抵触する場合には、抵触部分について、後の遺言で前の遺

言を撤回したものとみなされる（民法1022条・1023条1項）。したがって、保険契約者が受

取人変更をする旨の遺言をした後で、さらに別の者を保険金受取人とする旨の遺言をした

場合は、その部分について前の遺言が撤回されたことになる。 

また、遺言後に生前処分など遺言と抵触する法律行為がなされた場合も、遺言の抵触部

分が撤回されたものとみなされる（民法 1023条 2項）。したがって、保険契約者が受取人

変更をする旨の遺言をした後、生前さらに遺言とは別の者を保険金受取人に変更した場合

は、後者の保険金受取人の変更が有効であり、遺言によって保険金受取人とされた者は、

その遺言が撤回されたものとみなされるため、受取人ではなくなる。なお、改正前商法の

もとで、遺言による保険金受取人変更を行った後の、生前の意思表示による保険金受取人

変更の効力を認めた裁判例23があるが、保険法のもとでも変わらないと考えられる。 

保険金受取人変更を記載した遺言が民法所定の成立要件を欠き、遺言としての効力を認

められないときは、その中に含まれた保険金受取人変更の意思表示も効力を生じないとさ

れ24、その理論構成は、以下のように考えられる25。 

                                                   
23 仙台高判平成 20年 3月 27日保険レポ 235号 11頁・保険レポ 237号 1頁。 
24 補足説明 81頁、山下=米山・解説 316頁[山野嘉朗]、山下ほか・保険法 258頁・287頁[竹濱修]、潘・

概説 226頁等。 
25 山下=米山・解説 316頁[山野嘉朗]参照。 
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つまり、保険契約者が遺言の中で他の財産処分と合わせて保険金受取人変更を行うのが

通例であり、遺言内容の全体が遺言者の最終意思と考えられるので、遺言が無効であれば、

保険金受取人変更も無効になる方が自然である。受取人変更の遺言事項のみを認めると、

遺言者の最終意思が反映されない結果が生じることがありうることから、遺言書における

受取人変更だけが特別な扱いを受けるべきではない。したがって、遺言という厳格な要式

を用いた以上、遺言に瑕疵がある場合は、遺言自体が無効となり、ひいては受取人変更も

無効になるものと解さざるを得ないことになる。 

(2) 保険金受取人の変更の意思が認められること 

遺言の要件を満たしたとしても、それが保険金受取人の変更として認められるかは別の

問題である26。遺言書に「保険金受取人を変更する」旨が明確に記載された場合には、変

更の意思表示があったと容易に認められるが、問題となるのは不明確な遺言事項の解釈で

ある。遺言の解釈については、一般に表意者の内心が探究される必要があるとされ27、判

例も、遺言の文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、

遺言書作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探

究し、当該条項の趣旨を確定すべきものである28としている。以下は、保険実務上よくあ

る事例を取り上げて検討する。 

ア「遺贈する」旨の遺言（たとえば、遺言書に「生命保険金を遺贈する」、「全財産を遺

贈する」と記載された場合） 

保険契約者が、保険金受取人をＡとする生命保険契約について、「生命保険金をＢに遺

贈する」旨の遺言をした場合においては、遺言者の真意は保険金受取人変更にあると解す

ることができる29。しかし、「全財産をＢに遺贈する」旨の遺言をした場合においては、保

険金受取人変更の意思が含まれているか否かについて、判例・学説の見解が分かれている。

これは、解釈論でもっとも議論の多いところである。 

「全財産遺贈」という表示が記載されている遺言に保険金受取人変更の意思表示が全く

含まれていないと断言することもできないこと、かかる表示は新受取人に対する一種の遺

贈ないしは遺贈に準ずるものとして取り扱うべきであるとするのが、肯定する裁判例30・

                                                   
26 大串=日生・解説保険法 147頁[渡橋健]。 
27 内田貴『民法Ⅳ〔補訂版〕親族・相続』476頁（東京大学・2004）等。 
28 最判昭和 58年 3月 18日判時 1075号 115頁、最判平成 17年 7月 22日判時 1908号 128頁。 
29 大阪高判昭和 63年 12月 21日生判 5巻 388頁。 
30 神戸地判昭和 62年 10月 28日生判 5巻 159頁、控訴審・大阪高判昭和 63年 12月 12日生判 5巻 388

頁、京都地判平成 18年 7月 18日金判 1250号 43頁。 
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学説31の立場である。 

これに対し、保険金給付請求権は保険金受取人の固有の財産に属し、保険契約者の相続

財産に含まれないから、「全財産遺贈」という表示がなされていたとしても、これを遺言に

よる保険金受取人変更の意思表示と解すべきではないとするのが、否定する判例・裁判例

32・学説33の立場である。 

イ「相続させる」旨の遺言（たとえば、遺言に「生命保険契約を相続させる」 

「全財産を相続させる」と記載された場合） 

判例上、「相続させる」旨の遺言については、原則として、遺贈と解すべきでなく、遺

産の分割の方法（民法 908条）が定められた遺言とされる34。したがって、「生命保険契約

を相続させる」、「全財産を相続させる」旨の遺言について、それだけでは、一般的には、

遺言による保険金受取人変更の意思表示とは認められず、むしろ、保険契約者の変更と解

するのが適当であるとの見解がみられる35。 

ウ 対象の特定（たとえば、複数の生命保険契約が存在する場合） 

遺言中に保険金受取人の変更である旨が表示されていたとしても、複数の生命保険契約

が存在する場合に、どの生命保険契約についての保険金受取人の変更であるかを特定する

ことが必要である。裁判例には、そのような場合について、遺言者の合理的意思を推測し

て、各死亡保険金額に応じた按分額で、各保険契約の保険金受取人および受取額を変更す

るものと判示したものがある36。これに対し、学説の中で、その変更行為に「内容の確定

性」が欠けていることを理由として、無効と解すべきとの反対の見解がみられる37。 

(3) 被保険者の同意があること（保険契約者と被保険者が別人の場合） 

保険法は、モラル・リスクや賭博保険の防止および被保険者人格権の保護の観点から、

他人を被保険者とする死亡保険契約について遺言による受取人変更をする場合には、被保

                                                   
31 大森忠夫『保険契約法の研究』354-436頁（有斐閣・1970）、倉澤康一郎「死亡保険金の帰属」倉澤康

一郎『保険契約の法理』320-321頁（慶応通信・1975）、山下・保険法 501頁、蕪山・前掲注(10)247

頁[田中永司]、岡田・前掲注（21）177頁等。 
32 大判昭和 6年 2月 20日新聞 3244号 10頁、最判昭和 40年 2月 2日民集 19巻 1号 1頁、東京高判昭和

60年 9月 26日金法 1138号 37頁、名古屋高判平成 13年 7月 18日保険レポ 173号 8頁、東京高判平成

10年 3月 25日判タ 968号 129頁等。 
33 矢野慎治郎「遺言による受取人変更」落合=山下（典）・理論と実務 130頁、大串=日生・解説保険法 148

頁[渡橋健]、長谷川・前掲注（21）257頁、輿石進｢保険金受取人の変更｣金澤・新たな展開 261頁。 
34 最判平成 3年 4月 19日民集 45巻 4号 477頁。 
35 大串=日生・解説保険法 148頁[渡橋健]、若林雅満「遺言記載事項から保険金受取人変更の意思が認め

られるか」保険レポ 250号 6頁（2011）。 
36 神戸地判平成 15年 9月 4日判例集未登載。 
37 肥塚肇雄「不明確な遺言と保険金受取人の変更」判タ 1162号 108-116頁（2004）。 
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険者の同意が効力発生要件となっている。したがって、被保険者が同意せずに死亡した場

合、遺言による保険金受取人変更は無効となる（→第３章「被保険者の同意」参照）。 

 

3 遺言による保険金受取人変更の効力発生時期等 

民法 985条 1項は「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる」としている。こ

れにより、保険契約者と被保険者が同一の場合には、遺言による受取人変更は、遺言者（保

険契約者）の死亡時から効力が発生し、保険金受取人の権利が確定することになる38。し

かし、保険金受取人の変更は保険事故発生前に行わなければならないので（43条 1項）、

保険契約者と被保険者が別人の場合、すなわち、他人の生命の保険契約の場合には、保険

契約者である遺言者が死亡する前に被保険者が死亡した（保険事故が発生した）ときは、

保険金受取人の変更の効果が生じない。その意味では、遺言による保険金受取人変更の効

力の実効性は、被保険者の死亡時期に左右されることになる39。 

 

4 遺言による保険金受取人変更の対抗要件 

本条 2項は、「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契

約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することが

できない」と定めている。これは、遺言によって保険金受取人の変更がされた場合におけ

る保険者への対抗要件に関する規律である。 

(1) 対抗要件の意義 

生前の意思表示による保険金受取人変更の場合においては、意思表示の相手方が保険者

に限定され（43条 2項）、かつ、意思表示の通知が保険者に到達することを条件として、

意思表示の発信時にその効力が生じると規定されているので（同 3項）、対抗要件の問題は

生じない。しかし、遺言による保険金受取人変更の場合においては、遺言は相手方のない

単独行為であり、保険金受取人の変更は遺言の効力発生時、すなわち遺言者（保険契約者）

の死亡時に効力を生じる。そのため、通常、保険者は遺言による保険金受取人の変更があ

った事実を直ちには知り得ないので、旧受取人に保険給付を行ってしまい、その後、遺言

による変更後の保険金受取人から保険金を請求されるという二重弁済の危険にさらされる

おそれがある。  

                                                   
38 部会資料(11)24-26頁。 
39 同旨、山下=米山・解説 317頁[山野嘉朗]。 
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そこで、この危険を防止するために、本項は遺言の効力発生後、保険契約者の相続人に

よる保険者への通知を対抗要件としているのである40。 

(2) 保険者への通知主体 

ア 保険契約者の相続人  

本項は、「保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知」するとしている。これは遺言

による保険金受取人の変更の場合、遺言が保険契約者の死亡時から効力を生ずる（民法 985

条 1項）ため、一般原則からすれば、保険契約者ではなくその相続人が通知の主体とされ

るからである41。改正前商法のもとでも、保険契約者の死亡後は保険契約者の地位を承継

する相続人が通知をするしかないとの見解があった42。 

遺言者である保険契約者の相続人が複数存在する場合には、相続人全員による通知か、

あるいは相続人の一人で足りるかが問題となる。本項の文言上、「相続人全員が行う」とい

う解釈と「相続人の１人が行えば足りる」という解釈がありうる。しかし、前述のように

保険法部会の検討過程において相続人「全員で」が削除された理由、また、本項では単に

「相続人」という文言が使用され、46条の「相続人の全員」という文言と明らかに区別し

て規定されていること、加えて、保険者への通知の趣旨は二重弁済の防止であり、保険者

が遺言による受取人変更の事実を知ればよいことなどに鑑み、相続人全員が共同して通知

する必要はなく、相続人のうちの 1人が通知すれば足りるものと考えられる43。 

イ 遺言執行者 

保険法上、遺言執行者は通知の主体として規定されていないが、前述のように、遺言執

行者を選任して保険金受取人変更の通知を行うこともできるとされている。改正前商法の

もとでも、特にそれを論じることなく、遺言執行者により通知することを認めている裁判

例がある44。 

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために特に選任された者であり、相続人の代理

人とみなされる（民法１015条）。遺言執行者は、遺言によって指定することができるが（民

法 1006条 1項）、指定されていないとき、または遺言執行者が死亡した場合などは、家庭

裁判所は遺言執行者を選任することができる（民法 1010条）。申立権者は相続人、受遺者、

                                                   
40 第 5回議事録 36頁以下。 
41 第 5回議事録 36頁以下、大串=日生・解説保険法 150頁[渡橋健]。 
42 山下・保険法 502頁。 
43 部会資料(19)10頁、第 18回議事録 49-52頁、第 22回議事録 34頁参照。 
44 東京地判平成 9年 9月 30日金判 1029号 28頁、同控訴審東京高判平成 10年 3月 25日金判 1040号 6

頁。 
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その他遺言の執行につき法律上の利害関係を有する全ての者である45。 

遺言で保険金受取人が保険契約者の相続人以外の者に変更された場合等には、その相続

人と新受取人との間で感情的な対立等が生じうることから、保険者への通知がなされない

おそれがあると考えられる。このような場合には、新受取人は遺言執行者の選任申立をす

ることで対処が可能である。また、すでに選任された遺言執行者が保険者へ通知をしない

ような場合には、家庭裁判所に遺言執行者の解任を申し立てることもできる（民法 1019

条 1項）46。 

(3) 通知の時期および対抗要件の効果 

保険法上、通知の時期は、「遺言が効力を生じた後」（本条2項）とされている。したが

って、遺言による受取人変更をした場合に、保険者への通知は、保険契約者（遺言者）の

死亡後、すなわち遺言の効力発生後に行われる。仮に遺言の効力発生前にその旨が保険者

に通知されたとしても、それで対抗要件が具備されたことにはならない。 

相続人からの通知によって対抗要件が具備された場合は、保険者に対し遺言による保険

金受取人の変更を対抗することができる。他方で、対抗要件が具備されていない場合、保

険者は、新受取人に対して保険金を支払う義務はない。すなわち、保険者への対抗要件で

ある相続人からの通知が到達する前に、保険者が旧受取人に対して行った保険金給付は有

効となるので、保険者はさらに新受取人に対し保険金を支払う必要はない。後は遺言によ

る変更後の新受取人が、保険者からの支払を受けた旧受取人に対して、不当利得の返還請

求（民法703条・704条）を行うことによって解決を図ることとなる47。 

改正前商法下の保険金受取人の変更については、対抗要件が充足されていない限り、保

険金受取人の変更につき悪意であっても、保険者は旧受取人に支払えば免責されると解さ

れていた48。保険法のもとでも、従来の解釈論が妥当であるが、対抗要件が充足されてい

なくても、保険者自身が二重弁済のリスクを覚悟の上で新受取人に支払うことはできると

考えられる49。 

 

 

                                                   
45 中川善之助=加藤永一編『新版注釈民法（28）〔補訂版〕』324頁・319頁[泉久雄]（有斐閣・2002） 
46 甘利=山本・論点と展望 278頁[山本哲生]。 
47 第 22回議事録 35頁。 
48 山下・保険法 503-504頁、生保百選 43頁[上柳克郎]。 
49 同旨、甘利=山本・論点と展望 280頁[山本哲生]。 
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5 規定の性質 

本条 1項は任意規定である50。これは、生前の意思表示による保険金受取人の変更を定

めた 43条 1項と同じく、保険種類によっては、そもそも保険金受取人の変更を認めない旨

の約定も許容される。したがって、遺言による保険金受取人の変更を認めない約定や、遺

言による保険金受取人の変更を認めるとしつつ、保険金受取人の範囲を一定の者に限定す

る約款も、それが不合理でない限り有効である。 

本条 2項は、意思表示の相手方や効力発生時期、対抗要件等に関する規定であるため、

その性質上強行規定である51。したがって、前項の任意規定により遺言による保険金受取

人の変更を排除せず認めた場合には、同項に反する内容を約定することは許されない。た

とえば、遺言執行者によることはできず、常に保険契約者の相続人が通知しなければなら

ない旨を約定する約款は無効となる。 

 

第 5節 むすび 

 

1 生命保険実務との関係 

遺言は特殊な意思表示であるので、従来から、保険会社は利害関係者のトラブルに巻き

込まれ、二重弁済の危険にさらされることを回避するために、遺言による受取人の指定変

更を認めることには基本的に消極的であった。もっとも、保険金受取人を変更する保険契

約者の意思表示が外部（たとえば、確定判決、調停調書など）から明確に確認できる場合

に限って、遺言による変更を認めるものとして取り扱ってきた。 

保険法のもとでは、遺言自体が適法な方式であることが遺言による保険金受取人変更の

要件となっていることから、遺言の有効性や遺言による受取人変更がなされたことの確認

が必要となる。したがって、遺言による受取人変更においては、以下のように生前の保険

金受取人変更よりはるかに慎重な対応が保険者に求められている52。 

(1) 遺言による保険金受取人変更の手続 

本条の新設を受けて、保険会社は約款において以下の内容を明確に定めることとした53。 

①保険契約者は、災害死亡給付金、死亡保険給付金または死亡保険金の支払事由が発生

                                                   
50 部会資料(11)24頁、部会資料(25)6頁、補足説明 82頁、第 22回議事録 27頁、第 23 回議事録 19頁。 
51 部会資料(25)5頁、補足説明 82頁、第 22回議事録 27頁、第 23回議事録 19頁。 
52 輿石・前掲注（33）264頁、遠山優治「生命保険実務への影響」ひろば 61巻 8号 36頁（2008）。 
53 明治安田生命の約款参照。 
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するまで、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができること。 

②遺言による死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じ

ないこと。 

③遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続

人が保険会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができないこと。 

④保険契約者の相続人が上記③の通知をするときは、保険会社の定める書類を保険会社

に提出すること。 

ここにいう所定の書類とは、従来と変わらず、保険金受取人変更の請求書、戸籍謄本ま

たは除籍謄本（保険契約者の死亡確認のため）、遺言書謄本、検認済証明書、他人の生命の

保険の場合には被保険者の同意書などである。保険会社が遺言内容を確認する過程で不明

確さが認められた場合は、さらに利害関係者全員からの同意ある「通知」（念書）などの提

出を求めることもある。 

このような手続については、手続の明確化や支払の迅速化の観点から、過度の負担を課

すものでない限り、その正当性を肯定できると考えられる54。 

(2) 遺言の内容が不明確な場合の対応 

遺言の内容が不明確で死亡保険金を誰に対して支払うべきかの判断が困難な場合、また

は新旧保険金受取人の間で争いがある場合に、死亡保険金を支払うと保険者は二重払いの

危険にさらされる。 

保険会社は、債権者不確知として保険金を供託することができる（民法 494条）55が、「弁

済者が過失なく債権者を確知することができないとき」に限定される（民法 494条後段）

から、近時、供託所において、供託の要件を厳密に解釈し供託を拒絶することがある。ま

た、保険会社に過失があったとして供託無効を主張する訴訟もみられる56。したがって、

保険会社としては、正当な保険金受取人を知らないことに過失のないよう業務上の注意を

払うことが求められている。 

(3) 遺言の抵触や撤回の場合の対応 

遺言の抵触や撤回行為により、保険者が無効な遺言に従って保険金を支払った場合の保

険者の責任が問題となりうる。 

                                                   
54 同旨、大串=日生・解説保険法[渡橋健]152-153頁、長谷川・前掲注（21）259頁。 
55 第 18回議事録 50-51頁、部会資料(19)10頁以下、供託を認めた裁判例として、東京地判平成 10年 11

月 13日生判 10巻 447頁。 
56 大阪地判平成 2年 12月 14日生判 6巻 278頁。 
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保険会社は、遺言の抵触や撤回の事実を知らずに、提出された遺言に基づいて旧保険金

受取人に保険金を支払ってしまった場合に、債権の準占有者への弁済である（民法478条）

として、かかる保険金の支払が有効であることを主張することができる。もっとも、債権

の準占有者の制度は、保険者の善意無過失を要件とすることから、遺言の効力などの確認

に過失があると判断される場合には、保険会社は免責にならない。したがって、保険会社

としては、遺言の方式、遺言の日付、受取人変更の経緯、保険契約者の生前における保険

金受取人変更届出書の有無等の点検により、十分な注意を払う実務態勢の構築が求められ

ている。 

 

2 今後に残された課題 

保険法において遺言による保険金受取人の変更が新設されたことにより、これに関する

解釈論上の疑義のかなりの部分が解決されることになったが、依然として解釈に委ねられ

る部分が存在している。また遺言一般の法理との関連で検討すべき課題が多いと思われ、

特に以下の課題をめぐって今後議論が展開されるものと予測される。 

(1) 保険金請求権取得の固有権性との関係 

改正前商法のもとでは、判例・通説とも保険金受取人は、保険契約者の権利を承継取得

するのではなく、当初から自己固有の権利として原始的に保険金請求権を取得すると解し

ている。保険法のもとでは、保険金受取人の変更が遺言事項とされることにより、保険金

受取人が取得する保険金請求権の固有権性との関係に影響が生じないであろうか。  

学説上、保険法のもとにおいてもその解釈論は変わらないと解される57。しかし、他方

で、保険法のもとで保険金受取人の変更が遺言事項とされることから、遺言で他の遺産と

保険金請求権を合わせて遺産として処分するのがむしろ一般の遺言者の合理的な意思であ

り、他の遺産と保険金請求権は法的性質が異なり、同じ遺言の中で保険金だけが相続法の

ルールの適用を免れるということについて、一般の人にとっては理解しがたく、かえって

混乱を生じる。したがって、保険金請求権の固有権性をそのまま維持することがよいかに

疑問が呈されている58。 

(2) 遺言の解釈基準との関係 

遺言による保険金受取人変更の解釈と遺言自体の解釈基準について、改正前商法のもと

                                                   
57 輿石・前掲注（33）261頁。 
58 山下友信「保険法と判例法理への影響」自由と正義 60巻 1号 33頁（2009）、山下=米山・解説 319頁[山

野嘉朗]。 
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では、遺言者の真意を探究するという遺言の解釈基準に基づいた保険契約者の保険金受取

人変更の意思表示の探究と、不明な遺言内容から生じうる保険者の二重弁済の防止という

二つの観点から、対保険者関係については客観的解釈、新旧保険金受取人相互の関係につ

いては主観的解釈を行うという「相対的解釈」方法が提唱されてきた59。 

しかし、保険法のもとでは、遺言の解釈において、保険金受取人の変更については客観

的に解釈し、その他の事項については遺言者の真意を尊重する解釈をすると、遺言者が同

じにもかかわらず、解釈基準が遺言事項により異なることになるという問題があるとして、

遺言による保険金受取人変更の意思表示の解釈基準は、全体として遺言者の真意を尊重す

る統一した解釈基準が妥当であるとの見解がある60。 

このように、遺言による保険金受取人変更における遺言の解釈基準として、統一した遺

言の解釈基準を採用すべきか、それとも相対的解釈方法を採用すべきかについて、今後一

層の議論が展開されることになろう。特に「遺贈」に関する解釈は、その争点の一つであ

ると考えられる。 

(3) 「遺言の場を借りた意思表示説」、「無効行為の転換説」との関係 

改正前商法のもとでは、無効な遺言書中に記載されている「保険金受取人の変更の意思

表示」は、「遺言の場を借りた意思表示説」または「無効行為の転換説」により、有効とさ

れていたが、保険法のもとでは、これらの解釈論はなお認められるであろうか。 

遺言によっても保険金受取人の変更ができるとする保険法のもとでは、もはや「遺言の

場を借りた意思表示説」のような見解を持ち出す必要がなくなり、保険金受取人の変更が

民法の定める遺言の要件に依拠する以上、保険金受取人変更の意思表示の効力発生時期は

遺言作成時ではなく、遺言による保険金受取人変更の方式も民法の規定(民法 960条以下)

に定める方式に従ってはじめて有効となる。したがって、「遺言の場を借りた意思表示説」

という概念は保険法のもとでは適切でないこととなったと解される61。この点については、

異論はみられない。 

一方、「無効行為の転換説」については、他の財産処分も遺言で書かれており、保険金

受取人変更だけを認めることは全体として遺言者の真意に反するであろう場合には、無効

                                                   
59 山下・現代 38頁。 
60 甘利=山本・論点と展望 285頁[山本哲生]。 
61 萩本修ほか「保険法の解説(４）」91頁 NBL887号（2008）、竹濱修「生命保険契約および傷害疾病保険

契約特有の事項」ジュリ 1364号 45頁（2008）、甘利=山本・論点と展望 274頁[山本哲生]、矢野・前

掲注（33）127頁、長谷川・前掲注（21）258頁、村田敏一「新保険法における保険金受取人に関する

規律について」生保論集 166号 46頁（2009）。 
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行為の転換は認められないが、遺言では受取人変更だけが記載され、受取人変更の効力を

認めることが遺言者（保険契約者）の真意に沿うであろう場合には、無効行為の転換を認

めることができるという見解がある62。 

 

                                                   
62 甘利=山本・論点と展望 275-276頁[山本哲生]。 
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第 7章 保険金受取人先死亡の場合の保険金請求権の帰属 

 

 

第１節 総 説 

 

1 改正趣旨 

改正前商法 676条では、保険金受取人が被保険者以外の第三者である場合において、契

約締結時に指定された保険金受取人（改正前商法のもとでは「指定保険金受取人」または

「指定受取人」という）が被保険者よりも先に死亡した場合（いわゆる「保険金受取人先

死亡」）は、保険契約者は保険金受取人を別の者に変更することができるが（1 項）、その

変更権（改正前商法のもとでは「指定変更権」または「再指定権」という）を行使しない

で死亡した場合は、先に死亡した指定保険金受取人の相続人が保険金受取人になるとされ

ていた（2項）。 

これによれば、最終的な保険金受取人は保険契約者の死亡時に確定し、かつ、保険金請

求権は、保険金受取人の相続人に帰属することとなる。もっとも、保険金受取人死亡後、

保険契約者が新たな保険金受取人を指定するまでの間に保険事故が発生した場合において、

誰が保険金受取人となるのか、そして保険金受取人の相続人であった者も保険事故発生前

に死亡した場合などにおいて、改正前商法 676条 2項をどのように適用するかについて条

文上は必ずしも明らかではなかった。そのため、保険金受取人先死亡の場合における保険

金請求権の帰属をめぐって学説上は争いがあった。一方、これに関する約款の規定や最近

の判例によって明らかになってきたところを明文化することが必要とされていた。 

また、保険法の改正による介入権の規律の新設に伴い、保険金受取人先死亡の場合に誰

が新たな保険金受取人になるかという問題が介入権者の特定の問題として具体的に生じる

こととなったため、実質的にも「保険金受取人が存在しない状態を生じないこと」とする

ことが必要とされる1。 

そこで、保険法は改正前商法 676条を全面的に改正した。改正趣旨は、保険金受取人先

死亡により保険金受取人が誰か不明確になることを可能な限り回避するところにある。 

 

 

                                                   
1 村田敏一「新保険法における保険金受取人に関する規律について」生保論集 166号 49頁（2009）。 
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2 規定の概要 

46条（以下、本条）は、改正前商法 676条に対応する規律である。本条は、保険金受取

人先死亡の場合に誰が保険金受取人となるのかを規律するもので、任意規定である。同規

定より、生命保険契約においては、保険金受取人となっている者が保険事故の発生前に死

亡したときに、保険契約者の死亡を待つことなく、つまり、保険契約者が生存するか否か

を問わず、その保険金受取人の相続人全員が新たな保険金受取人となる。もっとも、保険

契約者は保険金受取人の変更権を有するので、保険事故が発生するまでは、保険金受取人

の変更が可能となっている（43条 1項）。 

75条は、生命保険契約に関する 46条に相当する規律であり、46条の「保険事故」が「給

付事由」と置き換えられている点のみ異なるが、全般的に同じ内容となっている。したが

って、本章では、特に断らない限り、生命保険契約における保険金受取人の死亡について

論じる。 

 

第 2節 立法沿革 

 

1 ロエスレル草案 

ロエスレル草案 743条 2項は「被保険者ノ死亡ニ由テ保険額支払ノ期ニ至リ之ヲ請取ル

可キ者ナキ時ハ保険額ハ死亡者遺産ノ一部トシテ之ヲ処分ス可シ」と定め、被保険者の死

亡により保険金を支払う場合において、保険金を受け取るべき者が存在しないときは、保

険金は、死亡者（被保険者）の遺産（相続財産）の一部としてこれを処分するものとして

いた。 

ロエスレルは、これについて、次のように解説していた。 

保険額ハ元金額ニシテ保険申込人ノ財産タルコト他ノ財産ニ異ナラスト雖モ被保険者

ノ死亡前ニハ未タ存セサルノ特質ヲ有スルモノタルコトヲ着眼セサルヘカラス夫レ此元

金額ヤ被保険者ノ死亡ノトキニ存スルモノニシテ此時ニ存スル状況ニ随ヒ処分セサルヲ

得スト雖モ其生存中ニ為シタル指図ハ之ヲ守ラサルヘカラス今此保険上ノ要求権ニシテ

他人ニ譲渡シタルトキハ其譲受人ニ之ヲ支払ハサルヘカラス若シ此譲渡ナキトキハ其保

険額タル通例ノ遺物ノ如ク相続法及遺物処分法ニ基キ被保険者ノ相続人若シクハ債主ニ

属スルモノトス」「例ヘハ寡婦孤児ノ為メニ自己ノ生命保険ヲ受ケタルニ其婦其児既ニ先

テ死シタラン歟其保険額ハ婦児ノ相続人ニ帰セスシテ被保険者ノ遺物に属ス2 

                                                   
2 ロレスレル 181－182頁。 
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この解説から、当時は保険事故が発生したとき、保険金を受取るべき者が存在しない場

合、または保険金受取人が先に死亡した場合には、保険金は相続財産として被保険者の相

続人または債権者に属するものとし、また、自己を被保険者、妻子を保険金受取人として

保険に付したところ、その妻子が被保険者より先に死亡した場合には、その保険金は、妻

子（保険金受取人）の相続人には帰属せず、被保険者の遺物（相続財産）に属すべきもの

であるとしていた。この点について、現行法とは全く異なる考えがとられていることは明

らかである。また、保険金受取人が被保険者よりも先に死亡した場合には、保険契約者が

さらに別の保険金受取人を指定できるか否かについては明文の規定を設けていなかった。 

 

2 明治 23年商法 

明治 23年商法 680条 2項は、「被保険者ノ死亡ニ因リ被保険額ヲ支払フ可キニ至リタル

場合ニ於テ其被保険額ヲ受ク可キ人カ其際存在セサルトキハ其被保険額ハ死亡者ノ遺産ノ

一部トシテ之ヲ処分スルコトヲ要ス」と定め、文言は修正したものの、内容はロエスレル

草案と全く同じである。 

当時の文献において、この条文について次のような解説がみられた。 

被保険者ノ遺産相続人ニツイテ、例ヘハ夫カ婦ノ為メニ自己ノ生命ヲ保険ニ付シタルモ

其婦ハ夫ニ先チテ死シタルカ如キ夫ノ死亡シタル時ニ於テ該被保険額ヲ受取ル可キ者ノ

存在セサル場合ニ在テハ該被保険額ハ其受取人タル可キ婦ノ遺産相続人ニ帰ス可キヤ又

ハ夫ノ遺産相続人ニ帰ス可キヤノ問題ヲ生ス可シ本条第二項ハ即チ此ノ如キ問題ヲ判決

シタルモノニシテ該被保険額ハ之ヲ夫ノ遺産中ニ算入ス可キモノトセリ何トナレハ婦ハ

未タ該被保険額ヲ得ルノ時期ニ至ラスシテ死亡シタルヲ以テ固ヨリ之ヲ其遺産中ニ加ヲ

可キモノニ非サルヲ以テナリ3 

この解説から、当時は保険金受取人が保険契約者よりも先に死亡した場合に、保険金請

求権は被保険者に帰属すべきか、それとも保険金受取人の相続人に帰属すべきかについて

争いがあったが、保険金受取人が死亡した時点で、保険事故がまだ発生していないため、

保険金を保険金受取人の相続財産に算入することはできず、被保険者の相続財産に組み入

れることとされていた4。 

以上より、明治 23 年商法もロエスレル草案と同様、保険金受取人が保険事故の発生す

る前に死亡した場合、保険契約者はさらに保険金受取人を指定することができるかどうか

                                                   
3 長谷川喬著述『商法〔明治 23年〕正義第 5巻』177-178頁（信山社・1995〔復刻版〕）。 
4 長谷川・前掲注(3)177頁以下。 
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について、明らかな定めを置くことはなかったが、指定受取人が不存在あるいは先に死亡

した場合については、改正前商法 676条と全く異なる原則に立ち、保険金請求権は、保険

金受取人の相続人に帰属するのではなく、被保険者自身に帰属することとした。 

因みに、当時のフランス保険契約法、ドイツ保険契約法とも、保険事故発生時に保険金

受取人が生存していることを条件に保険金受取人の受給権が与えられるのであり、保険事

故発生前に保険金受取人が死亡するとその権利が消滅し、保険金請求権が被保険者に帰属

するという被保険者中心主義を採用していた5。 

 

3 明治 32年商法 

明治 32 年商法 428 条においては、保険金受取人先死亡等における保険金請求権の帰属

に関し次のように詳細に定めている。「保険金額ヲ受取ルヘキ者カ死亡シタルトキ又ハ被保

険者ト保険金額ヲ受取ルヘキ者トノ親族関係カ止ミタルトキハ保険契約者ハ更ニ保険金額

ヲ受取ルヘキ者ヲ定メ又ハ被保険者ノ為メニ積立テタル金額ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得」

（3 項）、「保険契約者カ前項ニ定メタル権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ被保険者ヲ以

テ保険金額ヲ受取ルヘキ者トス」（4項）。 

 同規定より、明治 32年商法では、それまでの被保険者中心主義をそのまま忠実に承継し、

保険金受取人の範囲を被保険者、被保険者の相続人または親族に限定し、保険金受取人が

先に死亡したときは保険契約者がさらに別の者を受取人に再指定（変更）できることとし

たうえで、保険契約者がその指定変更権を行使しないで死亡したときは、被保険者が保険

金受取人となることを明確に定めた。この点につき、保険金受取人が先に死亡した場合に

保険金受取人の相続人が保険金受取人となるとしている現行法とは明らかに異なっている。 

また、保険金受取人が被保険者より先に死亡した場合に保険契約者がさらに別の保険金

受取人を指定できることにつき、はじめて明文の規定を設けている点がそれまでの立法と

の重要な相違として注目される。そして、この条文は、改正前商法 676条にそのまま承継

されている。この規律の趣旨は、保険金受取人の欠陥を補うために、保険契約者による保

険金受取人の再指定を認めたものと思われる。 

 

4 明治 44年商法 

明治 44 年の商法改正では、保険金受取人となる者の範囲が被保険者の親族に限定され

                                                   
5 西嶋・変容と考察8頁。 



199 

 

るという制限はなくなった（→第 3章「被保険者の同意」参照）とともに、改正前商法の

ような形で保険金受取人が被保険者よりも先に死亡した場合に保険契約者はさらに保険金

受取人を指定することができるが、保険契約者がその指定をなさずに死亡した場合に保険

金請求権は、保険金受取人の相続人に帰属することとした（明治 44年商法 428条の 3第 1

項・2項、改正前商法 676条 1項・2項）。なお、死亡した保険金受取人の相続人（新受取

人）に帰属する保険金請求権は、新受取人の固有財産であり、相続の効果ではないことが

注意的に説明されていた6。   

ここで留意すべきことは、明治 44 年商法以降においては、保険金受取人が保険事故前

に死亡した場合に保険金受取人の相続人が新たな保険金受取人となるところである。この

ように、明治 44年の商法改正により、保険金請求権の帰属に関し、被保険者中心主義から

受取人中心主義に変わった。 

 

5 保険金受取人主義に変わった経緯 

 前述のように、明治 32年商法に至るまでは、生命保険契約法は、被保険者中心主義を採

用していたが、明治 44年商法以降は、なぜ保険金受取人主義に変わったのか。そのように

根本的な考え方が変更されたのは、いったいいかなる理由があったからであろうか、以下

において、当時の立法過程およびその趣旨を明らかにしたい。 

(1) 生命保険業界の要望 

生命保険協会は、明治 44 年の商法改正の際、保険金受取人の指定・変更に関して、保

険業界の実体を反映するために、次の三つの要望を提出した7。つまり、①他人のためにす

る生命保険契約につき親族主義を改め同意主義を採用すべきこと、②第三者を保険金受取

人として指定した死亡保険契約を締結する場合には、保険金受取人の権利がいつ発生しい

つ確定するかを疑義が生じないように明確にすること、および③保険金受取人の先死亡ま

たは新保険金受取人につき被保険者の同意がないなど、受取人が不存在の場合には保険契

約者を新保険金受取人とする規定を設けるべきことであった。 

しかしながら、出来上がった法律を見ても明らかなように、他の内容を含む生命保険協

会の要望の大部分は明治 44年商法において実現されたが、保険契約者を新保険金受取人と

する旨を規定するようにとした要望は採用されなかった。 

                                                   
6 法律新聞社編纂『改正商法理由〔増補 4版〕』337頁以下（法律新聞社・1912）。 
7 明治大正保険史料第三巻第一編一般資料417頁(生保協会・1940)、西嶋・変容と考察13頁以下。 
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(2) 当時の学者の見解 

商法改正のために設立された法律取調委員会の主導的役割を果たした一人の学者であ

る梅健次郎博士8は、次のような見解を示した。 

生命保険金請求権も財産権の一種ではあるが、その権利の帰属を誰にさせてもいいとい

うわけにはいかない。「被保険者ノ同意ヲ要スルト云フ主義ヲ執リマシテ甲ナル者ナレバ宜

イ彼レハ自分ヲ殺スヤウナ者デナイカラ承諾ヲ与ヘタ、所ガソレノ相続人ニハドウモ鬼ノ

ヤウナ者ガ」いる恐れもあるから、「其相続人ニ権利ガ移ラヌト解スル方ガ穏当デアル」。

したがって、「第三者ガ死亡シタル場合ニハ誰ガ保険金受取人ニナルカト云フコトノ規定ヲ

ヤハリ設ル必要ガアラウカト思ヒマス」。「被保険者ノ死亡前ニ第三者ガ死亡致シマスト保

険契約者ハ代リノ受取人ヲ指定することが出来マス」が、「保険契約者ガ之ヲ定メズシテ死

亡シタ」場合について、「現行法ノ四ニ八条ノ末項ノ如キ規定ヲ入レタ方ガドウモ穏当ヂャ

アルマイカト思ヒマス」9。 

以上のように、梅謙次郎博士が、保険金受取人に生命保険金請求権を与えるためには被

保険者の同意が必要とされるという一般の財産権と異なる特質およびモラル・リスクの観

点から、指定受取人が死亡した場合には、その相続人が当然に保険金受取人になることに

反対し、被保険者の死亡前に指定受取人が死亡し、かつ保険契約者が新保険金受取人を指

定しないで死亡した場合には、明治 32年商法 428条 4項と同様に、被保険者をもって保険

金受取人とするのが妥当であるという見解を示していたことが明らかである。 

(3) 当時の立法の理由 

指定受取人が被保険者より先に死亡し、かつ保険契約者が新たな保険金受取人を指定し

ないままで死亡した場合の保険金請求権の帰属についてだけは、なぜ生命保険業界の要望

および学者の見解が無視されて、指定受取人の相続人を優先させるという世界でも稀な考

え方を採用したのか、その理由は、次のように説明されていた10。 

保険金額ヲ受取ルベキ者ガ被保険人デナイ第三者デアル場合ニ於テ其者ガ死亡スル、左

様ナ場合ニハ保険契約者ハ更ニ金額受取人ヲ指定スルコトガ出来ル、此金額受取人ノ権利

ト云フモノガ、受取人ノ相続人ニ当然セラルルモノデナイト云フ趣意ヲアキラカニシタ訳

デアリマス。詰リ保険契約者ガ更ニ保険金額受取人ヲ指定スルコトガ出来ルノデアリマ

                                                   
8 明治時代の代表的私法学者、日本の民法起草者（1860-1910）。 
9 法務大臣官房司法法制調査部監修『日本近代立法資料叢書21・商法中改正法律案議事速記録二』97頁

（商事法務研究会・1985）、西嶋・変容と考察27頁以下。 
10 法律新聞社・前掲注(6)380頁。 
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ス、サウシテ第二項ニ至リマシテ若シ保険契約者ガ更ニ保険金額受取人ヲ指定シマセヌデ

死亡シマシタトキニハ、此時ハモウ已ムヲ得マセンヌカラシテ保険金受取人ノ相続人ヲ以

テ保険金額受取人トスル、斯様ニ致シタノデアリマス。此主義ハ現行法ト異ツテ居ル点ガ

アルノデアリマスガ、現行法ハ 428条ノ 3項ニ於キマシテ、保険契約者ガ権利ヲ行ハヌデ

死亡シタルトキニハ被保険者ヲ以テ保険金額受取人トスル、斯様ニナツテ居リマスノデア

リマスルガ、是ハ保険契約者ノ意思ニ却ツテ副ハヌノデアラウ、又理屈ニ於キマシテモ被

保険者ガ受取人ニナルト云フコトハ、ドウモ理屈ニ合ハナイノデ、ソレデ保険契約者ノ意

思ニ合ヒ且ツ理屈ニ合ヒマス事柄ト致シマシテ、保険金額受取人ノ相続人ヲ以テ保険金額

受取人トスウル、是ハ先ヅ最終ノ受取人デアリマス。斯様ニ規定ヲ致シマシタ11 

以下において、上記内容を要約する。 

①保険金受取人が被保険者以外の第三者である場合において、その者が保険事故発生前

に死亡したときには、保険契約者がさらに別の保険金受取人を指定することができる

から、保険金受取人の相続人が当然にその権利を相続するわけではない。 

②もし、保険契約者が新たに保険金受取人を指定しないままで死亡したときは、やむを

得ず保険金受取人の相続人をもって新保険金受取人とする。 

③これは現行法と異なっているが、保険契約者が再指定権を行使せずに死亡したときに

は、被保険者をもって新保険金受取人とする現行規定は、保険契約者の意思に沿わな

いだけでなく、理屈においても被保険者が受取人になるということは、どうも理屈に

も合わない。それで保険契約者の意思に合い、かつ理屈に合うようにして、保険金受

取人の相続人をもって保険金受取人とするように規定した。なお、これは最終の受取

人である。 

 

6 改正前商法の規律 

改正前商法 676 条 1 項は、「保険金額ヲ受取ルヘキ者カ被保険者ニ非サル第三者ナル場

合ニ於テ其者カ死亡シタルトキハ保険契約者ハ更ニ保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定スルコ

トヲ得」と定め、保険契約者が保険金受取人の指定変更権を留保しているか否かを問わず、

保険金受取人が被保険者より先に死亡した場合においては、保険契約者はさらに別の保険

金受取人を指定することができるとしていた12。 

また、同条 2 項は、「保険契約者カ前項ニ定メタル権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ

保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人ヲ以テ保険金額ヲ受取ルヘキ者トス」と定め、保険金受

                                                   
11 西嶋・変容と考察 7・30頁以下。 
12 生保試案理由書 71頁、山下・保険法 519頁参照。 
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取人が被保険者よりも先に死亡した後に、保険契約者が同条 1項に定める指定変更権を行

使しないまま死亡した場合には、保険契約者の意思が明らかでないため、指定変更権（再

指定権）は消滅し、死亡した保険金受取人の相続人をもって確定的な保険金受取人として

いた13。 

保険契約者が保険金受取人の指定変更権を留保している場合において、被保険者が死亡

する時まで、保険契約者はいつでも指定変更権を行使して、新たな保険金受取人を指定す

ることができるのは勿論のことである。一方、保険契約者が指定変更権を留保しない（放

棄する）場合においても、保険契約者と保険金受取人との間の個人的事情により、受取人

先死亡のときに当然に死亡した指定保険金受取人の相続人に保険金受取人の地位が相続さ

れることが適切であるとは一概にはいえず、保険契約者に対して改めて指定の機会を与え

る方が適切であるからと考える。 

 

第 3節 外国立法例 

 

1 保険金受取人先死亡における保険金請求権の帰属に関する立法例 

保険金受取人先死亡の場合における保険金請求権について、保険契約者または保険契約

者の相続人に帰属させる立法例としては、ドイツ保険契約法 160条 3項（旧 168条）、フラ

ンス保険法典 L.132-11 条、スウェーデン保険契約法 106 条、デンマーク保険契約法 106

条、ベルギー保険契約法 111条、カナダオンタリオ州保険法 194条 1項、マカオ商法 1034

条 5項等があり、被保険者の相続人または被保険者の相続財産に帰属させる立法例として

は、中国保険法 42条 1項、台湾保険法 113条、ロシア民法 934条 2項などがある。保険金

受取人の相続人に帰属させる立法例は、日本の改正前商法をそのまま踏襲しているともい

える韓国商法（733条 3項）のみである。 

 

2 保険金受取人の生存条件に関する立法例 

フランス保険法典 L.132-9 条 4 項においては、「特定人に対する生命保険の利益の無償

譲与は、保障された一時金または年金を請求しうる時期に、保険金受取人の存在を条件と

してなされたものと推定する。ただし、これに反する事実がその約定の文言から推定され

る場合はこの限りでない。」と定められ、保険事故発生時に保険金受取人が生存しているこ

                                                   
13 法律新聞社・前掲注(6)377頁以下。 
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とを条件に保険金受取人を判定することが明らかである。 

ドイツ保険契約法 159 条 2 項（旧 166 条 2 項）においては、「撤回の可能性がある受取

人に指定された第三者は、保険事故発生によってはじめて、保険者に対する給付請求権を

取得する」旨が定められ、保険金請求権の取得は、保険金受取人が被保険者死亡時（保険

事故発生時）に生存していることを条件としていると解釈できる14。 

 

3 被保険者と保険金受取人の同時死亡に関する立法例 

同時死亡の場合における保険金請求権の帰属に関する立法例は多くはみられないが、ア

メリカで大半の州が採用している『同時死亡統一モデル法』（Uniform Simultaneous Death 

Act）15は、次の旨の規定を設けている。保険契約者兼被保険者と保険金受取人が同時に死

亡した場合、または両者が共に死亡したが、死亡順序を示す明白な証拠がない場合におい

て、その他の保険金受取人が存在するときは、その他の保険金受取人がその保険金請求権

を取得することになる。その他の保険金受取人が存在しないときは、保険金受取人が被保

険者よりも先に死亡したものと推定し、保険金請求権は保険契約者兼被保険者の相続財産

となる（5条）。ただし、当該保険契約が保険契約者とその配偶者の共有財産であり、また

他の保険金受取人がいないか、または保険契約者の相続人を除き代わりの保険金受取人が

いない場合には、その保険金請求権は、保険契約者兼被保険者とその配偶者に各々2分の 1

ずつ配分される（同但書、4条）。 

ドイツ保険契約法は、同時死亡における保険金請求権の帰属について明確な条文を置い

ていないが、同 159条（旧 166条）の規定により被保険者の死亡時（保険事故発生時）を

基準としてその時点に生存していることを条件として保険金請求権を取得するということ

である。他方、保険金受取人が保険事故発生前に死亡した場合には保険金請求権が保険契

約者に帰属するものとされるから（同 160条 3項／旧 168条）、保険金受取人の相続人がそ

れを取得する可能性がないのは明らかである16。 

                                                   
14 生保試案理由書 75頁、桜沢隆哉「同時死亡の推定と保険金請求権の行方」生保論集 167号 217頁（2009）。 
15 1940年制定、1993年に適用範囲を広げるために改正。1993年の改正により、被保険者と保険金受取人

が共通の災害から 120時間以内に死亡した場合に、保険金受取人が被保険者よりも長く生存したこと

につき明白かつ確信的な証拠を有しないときは、被保険者よりも先に死亡したものと推定される。

Jerry, supra note (39 ) at 368. 8B Uniform Laws Annotated 159 (2001)、Robert H. JerryⅡ, 

Understanding Insurance Law 3rd ed., at 368 (Matthew Bender, 2002)、同法に関する詳細な比較法

的研究として、甘利公人『生命保険契約法の基礎理論』27頁以下（有斐閣・2007）、桜沢・前掲注（14）

214-217頁参照。 
16 桜沢・前掲注（14）217頁以下。 



204 

 

4 保険金受取人複数存在の場合における保険金請求権の取得割合に関する立法例 

多くの国は、保険金受取人が複数存在するがその取得割合が契約などで事前に定められ

ていない場合における保険金請求権の取得割合について、平等割合とする立法例が多い。

たとえば、アメリカニューヨーク州保険法 3213条、ドイツ保険契約法 160条 1項、マカオ

商法 1037条 3項、中国保険法 40条 2項などがある。スイス保険契約法 84条では、複数の

保険金受取人が保険契約者の相続人である場合は、相続割合により保険金請求権を取得す

るが、保険契約者の相続人ではない場合は、平等割合により保険金請求権を取得する。複

数の保険金受取人のうち、一人が死亡等により欠けることとなった場合には、当該受取人

の保険金請求権の取得分は、平等割合をもって他の保険金受取人の取得分に帰属するとさ

れる。 

 

以上のとおり、指定保険金受取人が被保険者よりも先に死亡した場合の保険金請求権の

帰属に関する諸外国の立法例を概観すると、保険金受取人の確定時期は保険事故発生時で

あり、保険事故発生前に保険金受取人が死亡するとその権利が消滅し、保険契約者または

その相続人が保険金請求権を取得するという立法例が多く（いわゆる「保険契約者中心主

義」）、指定保険金受取人の相続人またはその順次の相続人を最終的な保険金受取人とする

改正前商法 676条 2項および本条のような解決（いわゆる「保険金受取人中心主義」）は他

に例がない。 

 

第 4節 改正前商法のもとでの学説 

 

改正前商法においては、次の場合における保険金請求権の帰属について直接定めていな

かった。つまり、①保険金受取人先死亡の場合、②保険金受取人の相続人も保険契約者よ

り先に死亡した場合、③被保険者と保険金受取人が同時死亡した場合、④保険金受取人の

相続人が存在しない場合、および⑤保険金受取人となる者が複数存在する場合における保

険金請求権の取得割合という問題が存在していた。 

以下において、上記問題点をめぐる従来の学説を整理する。 

 

1 保険金受取人先死亡の場合 

保険金受取人先死亡後、保険契約者が新たな保険金受取人を指定するまでの間に保険事
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故が発生（被保険者が死亡）した場合に誰が保険金受取人となるかという問題について、

従来の学説上は、以下のように対立していた。 

(1) 指定失効説 

指定失効説（「自己保険説」とも呼ばれる）は、保険金受取人の指定が保険契約者と保

険金受取人との間の特別な人的関係に基づいてなされるものであるとして、当初指定され

た保険金受取人が先に死亡した場合は、もはやその人に保険金請求権を享受させるべき実

質的な根拠がなくなることから、当初の指定効力が失われ、その保険契約は保険契約者の

自己のためにする保険契約となる、という理論構成であった17。 

もっとも、この説によれば、本来保険契約者が改正前商法 676条 1項の規定により再指

定権を行使せずに死亡した場合には、保険金請求権は保険契約者の相続財産になるはずで

あるが、同 2項はこれと異なり保険金受取人の相続人に保険金請求権が帰属するものとし

ている点に、指定失効説による 676条の説明の難しさがあるとの指摘もあった18。 

(2) 指定非失効説 

一方、指定非失効説（「指定存続説」とも呼ばれる）が多数説であり、第三者のために

する生命保険契約が指定保険金受取人またはその遺族の生計維持を目的とするものである

ことを重視し、指定保険金受取人が死亡した場合にも当初の指定の効力は失われず、不確

定ながらその指定保険金受取人の相続人が受取人の地位を承継し、保険契約者が改正前商

法 676条 1項により別人を保険金受取人として再指定せずに死亡したときは、その権利が

確定するという理論構成であった19。 

上記両説の理論構成において、保険契約者と保険金受取人が同一である自己のためにす

る保険契約では、指定失効説と指定非失効説のいずれの説であっても結論に差異はない。

具体的な結論に違いが生ずるのは、保険契約者と保険金受取人が別人である第三者のため

にする保険契約であって、かつ、保険契約者の死亡前に被保険者が死亡した場合に限られ

る。指定失効説によれば、保険金受取人は保険契約者自身となるのに対し、指定非失効説

によれば、保険金受取人は指定保険金受取人の相続人ということになる20。 

                                                   
17 水口吉蔵『保険法論』699頁（清水書店・1927）、岩瀬茂雄『保険法論』226頁（明治大学・1928）、青

谷和夫「商法第 676条について―保険金支払事由発生前における指定保険金受取人の死亡の効果と保

険金受取人の再指定がない場合における保険金請求権の帰属―」所報 24号 59頁（1973）等。 
18 岩瀬・前掲注(17)226頁。 
19 松本・保険法 248頁、伊沢・保険法 354頁、野津・法論 656頁、石井照久=鴻常夫増補『海商法・保険

法』252頁（勁草書房・1976）、大森・保険法 279頁、西島・保険法 332頁、石田・商法Ⅳ289頁、山

下友信「保険金受取人が死亡した場合の保険金請求権の帰属-1-」民商 100巻 2 号 191 頁（1989）等。 
20 同旨、竹濱修「保険金受取人の死亡と相続」金判 1135 号 84頁(2002)、甘利・前掲注(15)27頁以下、
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(3) 指定失効・受取人未定説 

上記両説の中間説ないし補完説として、「指定失効・受取人未定説」がみられる21。同説

は、指定受取人の死亡によって当初の保険金受取人指定の効力は失われるが、第三者を保

険金受取人とする契約を締結した保険契約者の趣旨を尊重すれば、直ちに保険契約者を保

険金受取人とする自己保険となると解すべきものではないから、保険金受取人は未定の状

態となり、保険契約者が改正前商法 676条 1項により、保険金受取人の再指定権を行使せ

ずに死亡したときは、指定受取人の相続人をもって保険金受取人の欠缺を補充するという

理論構成であった。 

 

2 保険金受取人の相続人も保険契約者より先に死亡した場合 

保険金受取人の相続人であった者も保険契約者より先に死亡した場合に改正前商法 676

条 2項がどのように適用されるかという点についても、従来の学説上、一回適用説と二段

階適用説に分かれていた。 

(1) 一回適用説 

一回適用説（「被保険者死亡時判定説」、「仮定的・暫定的適用説」とも呼ばれる）は、

保険契約者が保険金受取人を再指定しないまま被保険者が死亡した場合には、その時点で

一度だけ改正前商法 676条 2項を適用し、生存する相続人（または順次の相続人）を新受

取人として確定すると解していた22。つまり、同項が適用されるのは保険事故発生時（被

保険者死亡時）の一回に限り、それ以前の受取人資格は、仮定的・暫定的なものにすぎな

い、という考え方であった。 

たとえば、保険金受取人Ｂが死亡し、保険契約者兼被保険者Ａが新たに保険金受取人の

指定をせずに死亡したとき、Ａが死亡した時点で生存しているＢの相続人または順次の相

続人Ｃを受取人として確定するということである。したがって、それ以前の受取人の地位

は、仮定的・暫定的なものである23。 

(2) 二段階適用説 

これに対し、二段階適用説（「多段階適用説」とも呼ばれる）とは、指定受取人の死亡

                                                                                                                                                     
潘・概説 231頁以下。 

21 富越和厚「生命保険金受取人が死亡した場合における保険金受取人の変更に関する普通保険約款の解

釈」ジュリ 1004号 80頁（1992）。 
22 西島梅治「死亡保険金受給者の資格判定基準と判定基準時」文研 100号 24頁（1992）、山下典孝「指

定受取人の死亡による保険金請求権の帰属」生保経営 62巻 6号 221頁（1994）。 
23 西嶋・変容と考察 96頁以下。 



207 

 

時に当該受取人の相続人が新受取人の地位につき（一段階適用）、その相続人が保険事故発

生時までに死亡した場合には、その相続人がさらに新受取人となる（二段階適用）と解し

た24。つまり、受取人の相続人が死亡するたびに改正前商法 676 条 2 項が適用され、指定

受取人の相続人が保険契約者兼被保険者である場合も、同項の適用があり、保険事故発生

により保険契約者兼被保険者の相続人が受取人になるのである。 

たとえば、保険金受取人Ｂが死亡したとき、生存しているＢの相続人は保険契約者兼被

保険者ＡとＣの 2名であって、その時点で本条が適用され、ＡとＣの２名が保険金受取人

となり、その後Ａが死亡し保険事故が発生したとき、生存しているＡの相続人がＤとＥで

あって、その時点で再度本条が適用され、結局、Ｂの相続人ＣとＢの相続人Ａの相続人Ｄ

およびＥの３名が保険金受取人となる。 

「一回適用説」は「指定失効説」になじむものであり、「二段階適用説」は指定非失効

説になじむものであるとの見解があった25。 

 

3 被保険者と保険金受取人が同時死亡した場合 

同時死亡のケースとして、交通事故や飛行機事故あるいは一家心中等が考えられる。保

険契約者と保険金受取人が同時死亡し被保険者が生存する場合には、保険契約者の相続人

が保険金受取人を変更することができるから問題ない。 

同時死亡の問題として、被保険者と保険金受取人が同時死亡した場合、あるいは保険契

約者兼被保険者と保険金受取人が同時に死亡した場合26にも約款ないし改正前商法676条2

項は適用されるのかという問題と、保険金受取人とその相続人が同時に死亡した場合には、

相続法における同時存在の原則によりその相続人が受取人の相続人の範囲から排除される

のか、あるいは死亡した相続人が一度受取人の地位を取得したものとみて、その順次の相

続人が受取人となるものとするのかという問題に分けることができる。学説上、以下のよ

うに見解が対立していた。 

(1) 改正前商法 676条 2項の非適用説と準用（適用）説の対立 

非適用説によれば、同時死亡の場合においては、保険契約者が再指定権を行使する可能

性がないため、改正前商法 676条 2項を適用することなく、保険金受取人が存在しないも

                                                   
24 山下・現代 136頁等。 
25 山野嘉朗「保険金受取人の死亡」金判986号94頁（1996）。 
26 被保険者と保険金受取人が同時死亡した場合、および保険契約者兼被保険者と保険金受取人が同時死

亡した場合とは、日本の法的に基づく解釈論による差はあまりないと思われる。 
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のとして、保険金請求権は保険契約者に戻り、保険契約者自身を受取人とする契約となり、

保険契約者自身が死亡した場合には、保険金請求権は保険契約者の相続人に帰属すべきと

解されていた27。 

一方、準用説によれば、次の理由づけで保険金受取人が先に死亡したものとして、改正

前商法 676条 2項を準用し、保険金受取人の相続人が新たな保険金受取人となると解され

ていた28。 

①同時死亡の場合には指定受取人が保険金請求をする可能性がないこと。 

②生命保険契約が保険金受取人の生活保障を目的とした貯蓄的性格を有していること

に鑑み、債権者の干渉から保険金受取人の地位の保護を図るべきであること。 

③指定非失効説の立場から、保険金受取人の死亡後も指定の効力は存続しその相続人が

保険金受取人の地位にあること。 

④保険金受取人の死亡が保険契約者よりも先でも後でも保険金受取人の相続人が保険

金請求権をもつのに、その中間の同時死亡のときだけ、保険契約者のほうに全部また

は一部の権利が戻るのは合理性がなく、保険契約者の再指定の可能性を問題にするな

らば、保険金受取人の死亡後まもなく保険契約者が死亡した場合や、保険契約者が保

険金受取人の死亡を知らなかった場合にも、同じ問題が起こり、その適用の限界が不

明確になってしまうこと。 

 (2) 民法 32条の 229の適用説と非適用説の対立 

保険契約者兼被保険者と保険金受取人が同時に死亡した場合に、仮に改正前商法 676条

2 項の準用説（適用説）が肯定されるとしても、保険金受取人の相続人の範囲をどのよう

に決定するかという問題がある。 

民法 32 条の 2 の適用説によれば、そもそも死亡した者同士間に相続は生じない。つま

り、被相続人の財産が相続によって相続人へと移転されるためには、相続開始の時点で相

                                                   
27 加藤一郎「同時死亡の推定」法学協会雑誌75巻4号401頁（1958）。 
28 甘利公人「「死亡保険金請求権の帰属―保険契約者（被保険者）と保険金受取人が同時死亡した場合」

ジュリ 868号 92頁（1986）、石田満「保険契約者（被保険者）と死亡保険金受取人との同時死亡の場

合の保険金請求権」判時 1114号 193頁（1994）、中村・理論と実務 365頁、野村修也「死亡保険金受

取人をめぐる三つの最高裁判決」民商 114巻 4=5号 724頁（1996）、山下典孝「保険金受取人の死亡」

塩崎勤=山下丈編『新・裁判実務大系 19 保険関係訴訟法』305頁以下（青林書院・2005）、山下・保険

法 523頁等。 
29 民法 32条の２（同時死亡の推定）「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死

亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する」

により、同時死亡の場合には、相続が生じないと解されている（民法 882条）。四宮和夫=能見善久『民

法総則〔第 8版〕』27頁（弘文堂・2010）等。 
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続人が存在していなければならないとされており（いわゆる「同時存在の原則」、被相続人

と相続人とが同時に死亡した場合には、一方の死亡時に他方も存在していない以上、相続

はできないこととなる（民法 32条の 2・882条）。そのため、保険契約者兼被保険者は、受

取人の相続人の範囲に含めないものと解されていた30。 

一方、民法 32 条の 2 非適用説によれば、保険料を支払ってきた保険契約者兼被保険者

側の遺族が全く保険金を受け取ることができないのは妥当性を欠く結論となることを理由

に、民法 32 条の 2 の適用はないとして、保険金受取人先死亡に準じて（改正前商法 676

条 2項）、受取人の相続人の範囲を決定すると解されていた31。 

たとえば、保険契約者兼被保険者Ａが、妻Ｂを保険金受取人として、ＡＢ間には子Ｃが

いる。ＡＢ共に母が健在し、それぞれをＤ、Ｆとする。この場合、ＡＢＣが同時に死亡し

た場合、民法 32条の 2を適用する見解によれば、ＡＢＣ間で相続は発生しないため、妻Ｂ

の相続人Ｄのみが受取人となる。これに対して、民法32条の2を適用しない見解によれば、

ＢがＡよりも先に死亡したと考え、Ｂ死亡時の受取人を暫定的にＡＣと考えその後ＡＣが

死亡したことによって、順次の相続人としてＤＦが受取人となる。 

 

4 保険金受取人の相続人が存在しない場合 

死亡した保険金受取人の相続人またはその順次の相続人がいない場合には、保険金請求

権が誰に帰属すべきかが問題となる。たとえば、夫婦であるＡとＢがそれぞれ前の婚姻に

よる子を有し、Ａが保険契約者・被保険者となり、Ｂを保険金受取人としていた場合に、

この子が先に死亡し、その後、Ｂが死亡したときにＢに相続人がいなければ、この保険金

請求権は保険金受取人がいなくなるという問題がある。これに関して、学説上以下のよう

に激しく議論されてきた。 

(1) 自己のためにする保険契約に転化する見解 

この見解によれば、保険金受取人が不存在の場合には、一般に自己のためにする保険契

約となると解されていた（多数説）32。 

これに対し、現時の保険契約者の一般的意識を強調して、次のような理論構成により反

対する見解もあった。「自己のためにする保険契約」と「他人のためにする保険契約」は、

                                                   
30 内田貴『民法Ⅳ〔補訂版〕親族・相続』335頁（東京大学・2004）、桜沢・前掲注(14)212頁、中川善

之助=泉久雄『相続法〔第 4版〕』76頁（有斐閣・2000）。 
31 潘・概説 234頁。 
32 宮島司「他人のためにする生命保険契約」法研 66巻 12号 112頁（1993）、竹濱・前掲注（9）84頁。 
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本質的に異なるものであることから、締結時に他人を保険金受取人に指定した以上、保険

契約者自身は保険契約から受益する権利を放棄したものと解すべきであり、後日、保険契

約者自身を保険金受取人とする契約に変更する旨を保険契約者が積極的に意思表示した場

合を別として、その契約の全部または一部が自己のためにする保険契約に転化する余地は

ない。そして、それが日本人の国民性の根幹の一つである「いさぎよさ」から形成した意

識であると解していた33。この見解によれば、保険金請求権は行使されないまま、時効の

到来により消滅するか、国庫に帰属する結果になると考えられる。この理論は、後述の最

判平成 4年 3月 13日に採用されていた。 

(2) 指定受取人の第二順位の相続人への保険金受取人範囲を拡張する見解 

この見解によれば、被保険者の死亡時に生存する保険金受取人がいない場合には、民法

889 条により、保険金受取人の範囲をさらに拡張して指定受取人死亡時における相続順位

に従った第二順位の相続人またはその順次の相続人を保険金受取人とする考え方も理論的

に成り立ちうるというものである34。この拡張説の理由としては、相続財産管理人が保険

会社に保険金の請求をしなければ、保険会社は保険金の支払をする義務はないことになり、

また相続財産管理人の請求があって保険金が支払われた場合においても、保険契約者兼被

保険者の相続財産となるとの前提であれば、保険契約者兼被保険者の債権者や特別縁故者

（民法 958 条の 3）がいないときは、当該保険金額は国庫に帰属することが考えられる。

よって、保険金を次順位の相続人に支払う方が合理的である35。 

これに対し、保険金受取人の範囲を指定受取人の第二順位の法定相続人まで拡張するこ

とが、保険契約者の合理的な意思に合致すると考えることは困難なこと、法律の理論構成

においても問題があること、および保険金支払実務上も相続人の範囲をさらに拡張すると

混乱を生じるおそれがあることから、反対する見解もあった36。 

  

5 保険金受取人が複数存在する場合における保険金請求権の取得割合 

死亡した保険金受取人の相続人が保険事故発生前に死亡したときは、その相続人の順次

                                                   
33 西嶋・変容と考察 63頁以下。この理論は、最判平成 4年 3月 13日民集 46巻 3号 188頁に採用されて

いる。 
34 野村修也「『順次の相続人』の不存在と商法676条2項」保険レポ168号16頁（2002）。 
35 山下典孝「指定保険金受取人の相続人またはその順次の相続人が不存在の場合における商法676条2項

の適用が争われた事例」金判1110号67頁（2001）。 
36 山下（典）・前掲注（22）67頁、小川和之「保険金受取人が死亡したがその相続人またはその順次の相

続人が不存在の場合」保険レポ167号8頁（2002）。 



211 

 

の相続人が保険金受取人になる。その結果、保険金受取人が複数存在する場合の各受取人

の権利の取得割合が問題となる。学説上、以下のように均等割合説と相続割合説が対立し

ていた。 

(1) 均等割合説 

均等割合説では、保険事故発生時に生存している相続人の間で平等の割合で保険金請求

権を取得することになると解されていた。その理論構成としては、保険金受取人死亡時の

その相続人が複数人の場合、それらの者の間で、金銭債権として民法の分割債権の原則の

適用を受け（民法 427）37、平等の割合で保険金請求権を取得することになる38。また、遺

族保障および契約者の意思等の観点から、保険金受取人が保険金請求権を原始的に取得す

るということを重視し、原始取得である以上、民法の原則に従い、均等割合説を取ること

も可能であると解されていた39。 

(2) 相続割合説 

相続割合説では、以下の理由により、法定相続分の割合に応じて保険金を取得すると解

すべきとの見解が有力に主張されていた40。 

①保険契約者の意思を尊重し、不自然な受取割合を避けようとする見地から、指定受取

人死亡の場合には、法定相続分の割合に従って相続人が保険金請求権を原始的に取得

するのが合理的である。相続人が頭割りの均等割合で保険金請求権を取得するとした

場合の違和感を回避しようとするのがこの立場である。 

②保険金受取人が死亡してその相続人が保険金受取人になる以上、相続の効果ではない

としても、それと類推する解釈として、その相続人間の権利の取得割合は、法定相続

分の割合によって決定されるべきである。 

③契約当初、保険契約者がおよそ想定していなかった者まで平等の割合で保険金受取人

となり、保険金額が細分化されるなど、保険契約者の意思とは相当かけ離れる結果が

生じかねないこと等。 

                                                   
37 民法 427条（分割債権及び分割債務）「数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示

がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。」 
38 山下=米山・解説 334‐335 頁[竹濱修]参照。 
39 和田一雄「保険事故発生前に保険金受取人が死亡した場合」落合=山下（典）・理論と実務 140頁参照。 
40 山下孝之「保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の『相続人』と指定した場合において相続人

が保険金を受け取るべき権利の割合」民商 113巻 3号 419頁（1995）、野村・前掲注（15）729頁、山

下友信「商法 676条 2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」の意義および同項により保険金

受取人となる者が複数ある場合の各人の取得する権利の割合」法学協会雑誌 112巻 5号 711頁（東京

大学・1995）、竹濱・前掲注（9）83-85頁、山下・保険法 523頁。 
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第 5節 重要な判例・裁判例 

 

保険金受取人先死亡に関する以下の判例・裁判例は、学説上も実務上も注目を集めて

きた。 

 

1 保険金受取人およびその相続人とも先に死亡した事例 

その① ―大判大正 11年 2月 7日（大審院民集 1巻 19頁） 

(1) 事案の概要 

保険契約者Ａは、Ｙ保険会社（被告、控訴人、上告人）との間で、自己を被保険者とし、

妻Ｂを死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結した。ＢがＡよりも先に死亡したので、

ＡがＢの第一順位の遺産相続人となったが、そのＡも保険期間満了前に保険金受取人の再

指定をすることなく死亡した。Ｂには次順位の相続人Ｃ（実父）が保険事故発生時に生存

していた。他方、Ａには後妻との間の子であるＸ（原告、被控訴人、被上告人）がいた。 

Ｘは、Ｂの相続人はＡであり、Ａの相続人はＸであるから、商法 428条ノ 3第 2項（改

正前商法 676条 2項）にいう相続人にはＸが含まれる旨を主張して死亡保険金の支払を求

めた。これに対し、Ｙ保険会社は、保険金受取人の権利は一身に専属するものにするにし

て相続すべきものではないこと、また、商法 428条の 3条第 2項にいう保険金受取人の相

続人とは、受取人指定権者の死亡の当時を標準として第一相続順位にある者を指すものに

して、指定権者Ａの死亡時を標準とすれば、Ｂの相続人はＣであると主張した。 

【相関図】 

   

本件の主要な争点は、死亡保険金請求権がＸに帰属するのか、それともＣに帰属するの

かということであった。 

一審、二審ともＸの請求を認容。Ｙ保険会社は上告。大審院もＸの請求を認容し、上告

を棄却した。 

母（故人）

Bの相続人・死亡②後妻（故人）

A△ B（保険金受取人）

前妻・死亡①

X

Aの相続人

△C

父

（契約者兼被保険者）
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(2) 判旨 

「死亡シタル被相続人ノ相続人ハ被相続人死亡ノ時に於テ第一相続順位ニ在ル者ナル

ヘキハ相続法上ノ原則ナレハ商法第 428条ノ 3ノ第 2項ニ所謂保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ

相続人ハ被相続人タル保険金受取人死亡ノ時ニ於ケル相続順位ニ従ヒ相続人トナリタル者

ヲ謂ヘルコト論ヲ竢タス保険金受取人ノ相続人カ右第二項ニ従ヒ保険金受取人トナルハ原

始的ニ受取人タルノ権利ヲ取得スルモノナル」（判決理由 1） 

「保険金受取人死亡スルモ其権利ハ当然ニ相続人ニ移轉スルモノニ非スシテ受取人死

亡シタルトキハ保険金ヲ受取ルヘキ者ナキニ至ルヘシ是商法第 428条ノ 3第一項ニ於テ保

険金受取人死亡シタルトキハ保険契約者ハ更ニ受取人ヲ指定スルコトヲ得ル旨ヲ定メ其第

二項ニ於テ保険契約者カ受取人指定権ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ保険金受取人ノ相続

人ヲ以テ受取人ト為ス旨ヲ定メタル所以ナリ」、「受取人ノ相続人モ亦保険契約者カ指定権

ヲ行ハスシテ死亡シタル前ニ死亡シタルトキハ相続人ノ相続人若クハ順次ノ相続人ニシテ

保険契約者死亡ノ当時生存スル者ヲ以テ受取人ト為スの趣旨ナリト解セサル可カラス」。か

かる「根拠ヲ相続関係ニ置キタルト受取人ノ曠缺ヲ補ハントスル律意トニ鑑ミ斯ク解スル

ヲ正当トスベキ理由存スレハナリ」（判決理由 2）。つまり、 

①商法 428条の 3第 2項にいう保険金受取人の相続人とは、指定受取人の死亡時におけ

る法定相続の順位に従い相続人となった者をいい、同相続人は、原始的に受取人であ

る権利を取得すること。 

②指定受取人の権利は当然にその相続人に移転するのではなく、指定受取人が死亡した

とき、商法 428条の 3第 1項に基づいて、保険契約者は、さらに新受取人を指定する

ことができるとし、保険契約者が受取人指定権を行使せずに死亡した場合には、指定

受取人の相続人を保険金受取人とする旨を定めるという意味であること。 

③保険金受取人となるべき者は、保険金受取人の相続人その人に限るのではなく、保険

契約者が再指定権を行使せずに死亡し、それ以前に保険金受取人の相続人もまた死亡

した場合には、指定受取人の相続人の相続人もしくは順次の相続人であって保険契約

者死亡の当時に生存する者が受取人となると解すべきである。この解釈を行う理由は、

保険金受取人とすべき者を定める根拠を相続関係に置き、保険金受取人の欠缺を補お

うとした「律意」にあるということである。 

(3) 判決の意義および影響 

保険金受取人先死亡における保険金請求権の帰属に関する本判決の重要な意義として、
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次の三つが挙げられる。 

第一に、相続説を排除して原始取得説（受取人の権利の固有権）を採用した。すなわち、

改正前商法 676条 2項により指定受取人の相続人が新保険金受取人となるのは相続による

のではなくして原始取得であること、この場合の相続人の範囲や順位の判定時期は、保険

契約者の死亡時ではなく、相続法上の原則により保険金受取人の死亡時であること。 

第二に、「相続人」の範囲を相続人の相続人、順次の相続人も適格者であるという相続

人適格拡張論を採用した。すなわち、保険金受取人の欠缺を補充するという趣旨から、「相

続人」の範囲を指定受取人の直接の相続人という一代限りのものに限定せずに、保険金受

取人の適格要件が緩和されていた。 

第三に、被保険者死亡時にすでに死んでいた者には、保険金を渡さないという原理を確

立した41。すなわち、保険金受取人が無限に拡張することによる権利者の確定が困難であ

ることを回避するために、相続人のうち保険契約者死亡の当時生存する者をもって保険金

受取人とすることであった。 

本件最判は、改正前商法 676条 2項に対する解釈であり、その後の保険実務や学説に大

きな影響を与えた。指定受取人の相続人が保険事故発生前に指定変更権を行使せずに死亡

した場合は「相続人の相続人もしくは順次の相続人で保険契約者死亡当時生存する者を受

取人とする」という解釈はその後の最高裁判例、学説および保険実務に踏襲されてきた42。 

その② ―最判平成 4年 3月 13日（民集 46巻 3号 188頁） 

(1) 事案の概要 

保険契約者Ａは、Ｙ保険会社（被告、被控訴人、上告人）との間で、自己を被保険者、

妻Ｂを死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結した。ＢがＡより先に死亡した。Ａが

後に新たな保険金受取人を変更（指定）しないまま死亡した。Ａの第一順位の相続人は、

ＡＢ間の子であるＣとＤであり、Ａの第二順位の相続人は、Ａの兄弟らであったが、第一

順位および第二順位の相続人はいずれも相続の放棄をした。その結果、Ａには相続人とな

るべき者がいないためＡの相続財産は法人Ｘ（原告、控訴人、被上告人）とされ、相続財

産の管理人が選任された。 

Ｘは、民法 427条の規定により保険金請求権の三分の一は、Ａの相続財産に属するとし

て、Ｙ保険会社に対して、普通保険約款の条項に基づき、保険金の三分の一の支払を求め

                                                   
41 西嶋・変容と考察41頁以下。 
42 山野・前掲注(25)93頁。 
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た。この契約の普通保険約款には、「保険契約者またはその承継人は、保険金支払理由の発

生前に限り、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます」と規

定し、また、「死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人が変更されていないとき

は、死亡保険金受取人は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更さ

れたものとします。」との規定があった（以下、「本件条項」という）。 

本件の主要な争点は、約款に定められた条項の趣旨が上記規定に関する判例解釈と同様

なのかということであった。 

一審は、原告の請求を棄却したが、二審は、Ｘの請求を認容した。最高裁判決は、二審

の判断を是認することができないとして原判決を破棄した。 

【相関図】 

    

 (2) 判旨 

「本件条項の趣旨は、保険金受取人と指定された者（以下「指定受取人」という）の死

亡後、保険金受取人の変更のないまま保険金の支払理由が発生して、右変更をする余地が

なくなった場合には、その当時において指定受取人の法定相続人又は順次の法定相続人で

生存する者を保険金受取人とすることにあると解するのが相当である」。 

また、「本件条項は、保険金の支払理由の発生前に限り保険契約者又はその承継人が保

険金受取人を変更することができることを前提として、指定受取人の死亡後に右変更がさ

れていない時には、保険金受取人が指定受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものと

すると規定している」ので、「保険金受取人とされた保険契約者が死亡したときは、保険金

受取人はさらにその法定相続人に変更されたものとすることにあると解すべきであって、

死亡した保険契約者に保険金受取人としての地位が残ると解すべきではない」。 

そして、「第三者を保険金受取人とする生命保険契約を締結する者の現時の一般的意識

を前提とするときは、保険金受取人が指定受取人の法定相続人である保険契約者自身に変

更されたものとされる場合でも、保険の性質が保険契約者自身のためにするものに変わる

B（保険金受取人）

C D

Bの相続人 Bの相続人

死亡①

父 母

（契約者兼被保険者） A

Bの相続人・死亡②
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ものではないと解すべき」である。「結局、ＣＤ両名が民法 427条の規定により平等の割合

で保険請求権を取得する。」 

つまり、指定受取人の死亡後、保険金受取人の変更のないまま保険事故が発生して、当

該変更をする余地がなくなった場合には、その当時において指定受取人の法定相続人また

は順次の法定相続人で生存する者を保険金受取人とすることにあると解するのが相当であ

る。指定受取人であるＢの死亡によって、その法定相続人であるＡ、ＣおよびＤが保険金

受取人としての地位を取得すべきこととなり、さらに、保険契約者兼被保険者であるＡの

死亡により、ＣおよびＤが保険金受取人となりその地位が確定し、両名が平等の割合で保

険金請求権を取得するということになった。したがって、Ａの保険金請求権が同人の相続

財産に帰属することはないということである。 

(3) 判決の意義および影響 

保険金受取人先死亡における保険金請求権の帰属に関する本判決の重要な意義として、

次の四つが挙げられる。 

第一に、権利者判定基準時について被保険者死亡時判定基準時説を採用した。すなわち、

最終的に保険金受取人が確定するのは、指定受取人死亡時ではなく、また保険契約者死亡

時でもなく、保険金の支払事由の発生時であること。 

第二に、他人のためにする生命保険契約を締結する者の現時点の一般的意識の変化につ

いて第三者保険契約存続説を採用した。すなわち、他人のためにする生命保険は、最初か

ら最後まで他人のためにする生命保険の性質を維持するのであって、途中で自己のために

する生命保険に変わることはないこと43。 

第三に、保険契約者が保険金受取人となった後に死亡した場合、死亡した保険契約者に

保険金受取人としての地位が残ると解すべきではないとして生存条件説を採用した。すな

わち、保険金の支払事由の発生時に、すでに死亡している者は、一旦取得した保険金受取

人たる資格を失い、この時点で生存していることが確定的な保険金受取人となるための要

件であること。 

第四に、保険金受取人が複数存在する場合における均等割合説を採用した。すなわち、

保険契約者の相続人と保険契約者以外の共同相続人とが各自均等の割合で保険金受取人の

地位を原始取得すること。 

本件最判の影響は、「約款の規定に対する解釈やその整備および保険金支払実務の在り

                                                   
43 西嶋・変容と考察63頁以下。西嶋博士が本件のために執筆した意見書は全面的に採用された。 
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方についての指針として機能している」と評価され、本判決を受けて生命保険会社各社は、

平成 6年 4月に指定受取人が先死亡し変更がされない間に保険事故が発生した場合の取扱

いに関する約款の規定を大幅に改正した44。 

その③ ―最判平成 5年 9月 7日（民集 47巻 7号 4740頁）  

 (1) 事案の概要 

保険契約者Ａは、Ｙ保険会社（被告、被控訴人、被上告人）との間で、自己を被保険者、

母Ｂを保険金受取人とする生命保険契約を締結した。ＢがＡより先に死亡した。その後Ａ

も保険金受取人の再指定をすることなく死亡した。Ｂの法定相続人としてＡおよびＸ1、Ｘ

2、Ｘ3 の 3 名（原告、控訴人、上告人）の計 4 名、Ａの法定相続人としてＸら 3 名の他、

Ａの異母兄弟姉妹等であるＳ1からＳ3、Ｋ1からＫ8までの 11名がいた。 

Ｘら 3名は、Ａの死亡時に生存するＢの法定相続人はＸら 3名であるから、改正前商法

676 条 2 項によりＸら 3 名が本件保険契約上の保険金受取人として確定したと主張して、

Ｙ保険会社に対しそれぞれ死亡保険金の 3分の１ずつの支払を請求した。 

【相関図】 

   

※同相関図は実際より簡素化している。 

本件の主要な争点は、指定受取人の相続人が複数存在し、そのうちの一部の者が被保険

者死亡時以前に死亡している場合に、生存している相続人が独占的に保険金受取人になる

のか、それとも死亡した相続人の順次の相続人もまた保険金受取人になるのかということ

であった。 

第一審および第二審判決は指定受取人の死亡後に、保険契約者が保険金受取人の再指定

をしないで死亡する以前に、指定受取人の法定相続人が死亡した場合には、死亡した法定

相続人の法定相続人も保険金受取人となるのであるから、Ｘら 3名とＡの他の法定相続人

                                                   
44 西嶋・変容と考察80頁、山野・前掲注（25）95頁。 

母・死亡①

A X1

（契約者兼被保険者）

S1 S2 S3△ △

△

父（故人）

X1 X1

（故人）

△ B（保険金受取人）

（・・・Bの相続人・・・）

死亡②

（・・・・・・・・・・Aの相続人・・・・・・・・・・）

K1　　～　　K8

（代襲相続人）
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11名とともに保険金受取人となったと判断した。最高裁は、原審の判断を正当として、Ｘ

らの上告を棄却した。 

(2) 判旨 

改正前商法 676 条 2 項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは、「保険契約者

によって保険金受取人として指定された者の法定相続人又はその順次の法定相続人であっ

て被保険者の死亡時に生存する者をいう」としたうえ、同規定の趣旨は、「保険金受取人が

不在となる事態をできる限り避けるため」であり、保険契約者が死亡して保険金受取人を

再指定する余地がなくなったときは、「指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人

であって被保険者の死亡時に現に生存する者が保険金受取人として確定する」と解すべき

でる。「この理は、指定受取人の法定相続人が複数存在し、保険契約者兼被保険者が右法定

相続人の一人である場合においても同様である」。 

さらに、相続人が複数いる場合において「各保険金受取人の権利の割合は、民法 427条

の規定の適用により、平等の割合になるものと解すべきである」と明確に判示し、Ｘら 3

名の他、Ａの 11名の異母兄弟姉妹等の「合計 14名が保険金受取人となったものというべ

きであるから、右死亡保険金額の各14分の1について上告人らの請求を認容」するとした。 

(3) 判決の意義および影響 

本判決は、上記事例①および事例②で示された相続人拡張および生存条件を基本的に踏

襲しているとともに、②において明らかにされていなかった点、すなわち、指定受取人の

相続人が複数存在し、そのうちの一部の者が被保険者死亡時以前に死亡している場合、あ

るいは、指定受取人死亡時の法定相続人の一人に保険契約者兼被保険者が含まれている場

合において、生存している相続人が独占的に保険金受取人になるのか、それとも死亡した

相続人の順次の相続人もまた保険金受取人になるのかという点について、後者の立場を取

ることを明らかにした45。それは、たまたま相続人のうちのある者が保険事故発生以前に

死亡したことによりその順次の相続人を権利から排除するのは公平でないという考え方に

よるもので、代襲相続の考え方に類似すると解される46。 

本判決は、議論された一部分の問題に関して、保険金請求権の帰属、および複数の保険

金受取人の受取割合に関する規則を明確にしたものとして意味がある判決であり、保険実

務上および後述の保険法の改正にも大きな影響を与えていた。 

                                                   
45 山野・前掲注（25）93頁。 
46 山下・保険法 520頁以下。 
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上記三つの判例は、いずれも保険契約者（兼被保険者）によって指定された保険金受取

人の死亡後に、指定受取人の法定相続人の一人である保険契約者が受取人の再指定をしな

いまま死亡した場合に誰が保険金受取人となるかについて判断を示したものである。①は、

保険契約者兼被保険者以外に指定受取人の法定相続人が存在しなかった点において、他の

二つの判例と異なる。また、②は、保険金受取人が保険事故発生前に死亡した場合につい

ての約款規定が設けられていた事件であり、この点で約款規定が設けられていなかった他

の判例とは異なる。 

 

2 保険金受取人不存在の事例 

―名古屋地判平成 12年 12月 1日（判タ 1070号 287頁） 

 (1) 事案の概要 

保険契約者Ａは、Ｙ保険会社（被告）との間で、自己を被保険者、父Ｂを死亡保険金受

取人とする生命保険契約を締結したところ、ＢがＡより先に死亡し、その第一順位の唯一

の相続人はＢの子であるＡであった。Ａもその後保険金受取人を再指定しないまま死亡し

た。Ａには相続人または順次の相続人で生存する者はいなかった。 

そこで、Ｙ保険会社は、Ａの相続財産管理人に対して死亡保険金請求権の支払いを案内

した。しかし、Ｂの第二順位の相続人またはその順次の相続人となる兄弟姉妹およびその

子や孫であるＸら（原告）は、自己が改正前商法 676条 2項の適用ないし準用により保険

金受取人になると主張し、Ｙ保険会社に対し保険金の支払を求めた。裁判所は、Ｘらの請

求を棄却した。 

【相関図】 

   

本件の主要な争点は、保険金受取人が先死亡したが、その相続人またはその順次の相続

人が不存在の場合、改正前商法 676条 2項の適用ないし準用により、保険金請求権が保険

金受取人の第二順位の相続人に帰属するかということであった。 

 

父

死亡①

（保険金受取人） B △

Bの相続人・死亡②

X

母（故人）

A （契約者兼被保険者）
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(2) 判旨 

保険金受取人が不存在の場合には、「保険金受取人の唯一の法定相続人である保険契約

者が保険金受取人の再指定の権利を行使せずに死亡したからといって、相続放棄の意思を

当然に推定できるものではなく、相続放棄があったとみなすこともできないこと」、また、

「保険金受取人死亡時における相続順位とは異にする保険金受取人の第二順位の相続人又

はその順次の法定相続人に保険金を取得させるのが、保険契約者の通常の意思であるとま

ではいえないこと、その他保険契約者の債権者の利益なども考慮すると、保険金受取人の

死亡時に第二順位の相続人又はその順次の相続人に対しても、商法 676条 2項を適用ない

し準用すべき」ではない。 

そうすると「本件保険契約の死亡保険金請求権を取得したものとは認めることはできず、

その余りの争点を判断するまでもなく、原告らの本訴請求は理由がないことになる。」 

(3) 判決の意義および影響 

本判決は、保険事故発生時に指定受取人の相続人およびその順次の相続人とも存在して

いない場合における保険金請求権の帰属について判示したものである。本判決は、大判大

正 11年 2月 7日と最判平成 5年 9月 7日の両判例を前提としつつ、保険金受取人が不存在

となる場合には、指定受取人の欠缺を補うために、指定受取人の死亡時における指定受取

人の第二順位の相続人またはその相続人にまでは拡張できうる拡張説を明確に否定した点、

および明言ではないものの、結論から保険契約者自身を保険金受取人とする自己のために

する生命保険契約となる旨を示唆した。  

これは、これまでの判例の結論と異なっており、新しい判例理論の構成と学説の新たな

展開に繋がる可能性を持つものと評価しうる。実務上も理論上も重要な影響を及ぼす裁判

例と評価できる。なお、学説も当該判決の結論を支持している47。 

 

3 保険契約者兼被保険者と指定受取人が同時死亡した事例 

―最判平成 21年 6月 2日（民集 63巻 5号 953頁）48 

 (1) 事案の概要 

保険契約者Ａは、Ｙ保険会社（被告、控訴人、上告人）との間で、自己を被保険者、妻

Ｂを死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結した。その後、ＡとＢが事故により同時

                                                   
47 山下典孝「保険金受取人の権利」中西喜寿・改正の論点 271頁、野村・前掲注（保険レポ）10頁、山

下典孝・前掲注（35）64頁。 
48 同日に同じ事例のもう一つの最判（判例タイムズ 1302 号 108頁）もある。 
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に死亡した。ＡとＢの間には子はなく、両者の両親もいずれもすでに亡くなっており、Ａ

の弟ＣとＢの兄Ｘ（原告、被控訴人、被上告人）以外に兄弟姉妹はいなかった。 

Ｘは改正前商法 676条 2項の適用により、保険金受取人の相続人で生存している自分の

みが保険金受取人になると主張して、保険会社に対し保険金全額の支払を求めた。これに

対し、Ｙ保険会社は、保険契約者兼被保険者と指定受取人が同時に死亡した場合には、改

正前商法 676条 2項の規定により保険金受取人を確定すべきであるが、同項の規定を適用

するに当たっては、指定受取人が保険契約者兼被保険者よりも先に死亡したものと扱うべ

きであるから、ＸとＡの順次の法定相続人であるＣの 2名が保険金受取人となり、Ｘは保

険金の 2分の 1を取得するにとどまるなどと主張した。 

【相関図】 

   

本件の主要な争点は本件保険金受取人はＸのみか、ＸとＣの 2名かということであった。 

一審、二審とも、Ｙ保険会社の主張を採用せず、Ｘの請求を容認した。最高裁もＸの請

求を容認し、Ｙ保険会社の上告を棄却した。 

(2) 判旨 

改正前「商法 676 条 2 項の規定は、保険契約者49と指定受取人とが同時に死亡した場合

にも類推適用されるべきものであるところ、同項にいう『保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続

人』とは、指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時

に現に生存する者をいい」、「ここでいう法定相続人は民法の規定に従って確定されるべき

ものであって、指定受取人の死亡の時点で生存していなかった者はその法定相続人になる

余地はない（民法 882条）」。 

したがって、「指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となる

べきものとが同時に死亡した場合において、その者又はその相続人は、同項にいう『保険

金ヲ受取ルヘキ者ノ相続人』には当たらないと解すべきである。」そして、「指定受取人と

当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者との死亡の前後が明らか

                                                   
49 ここにいう「保険契約者」は厳格に「保険契約者兼被保険者」と表記すべきであると考える。 

△ △
母（故人）父（故人）

△

C X

（契約者兼被保険者） （保険金受取人） Bの相続人Aの相続人

△
父（故人） 母（故人）

A B

（同時死亡）
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でない場合に、その者が保険契約者兼被保険者であったとしても、民法 32条の 2の規定の

適用を排除して、指定受取人がその者より先に死亡したものとみなすべき理由はない。」 

そうすると、ＡとＢは同時に死亡したものと推定され、ＡはＢの法定相続人にはならな

いから、Ａの相続人であるＣが保険金受取人となることはなく、本件契約における保険金

受取人は、改正前商法 676条 2項の規定により、Ｘのみとなる。 

(3) 判決の意義および影響 

保険契約者兼被保険者が指定受取人の相続人であり、両者が同時死亡の推定を受けた場

合、死亡保険金の帰属について、改正前商法に規定はなく、また生命保険の約款にも明示

の規定がないことから、どのような処理をするのか明確ではなかった。 

それまでには、保険契約者兼被保険者と指定受取人が同時に死亡した場合における保険

金受取人の確定方法が問題となった下級審裁判例があるが、いずれも、保険契約者兼被保

険者は保険金受取人の相続人とならないことを前提にして保険金受取人の判断をしている

ものである50。本判決は、保険契約者兼被保険者と保険金受取人が同時に死亡した場合に

おける保険金受取人の確定方法につき、最高裁としてはじめての判断を示したものであり

51、生命保険等の実務に与える影響は少なくないと思われる。 

しかし、この判例の立場によると、保険料を出捐していた保険契約者の法定相続人には

保険金請求権が認められず、保険金受取人の法定相続人のみが保険金請求権を独占すると

いう不合理な結果が生じることがある。これは、保険契約者の合理的意思に合致するとは

言い難いとして、学説の批判が多い52。 

                                                   
50 改正前商法 676条 2項ないし約款規定の類似適用（準用）を認めるものとして、東京高裁昭和 58年 3

月 25日生例 3巻 311頁、東京高判昭和 58年 11月 15日判時 1101号 112頁、広島地福山支判平成 2年

9月 8日生判 6巻 236頁、東京高判平 5年 5月 13日生判 7巻 238頁、札幌高判平成 19年 5月 18日金

融商事判例 1271号 57頁がある。 
51 同日に最高裁平成 19（受）第 1349号第三小法廷判決・判例タイムズ 1302号 108頁がある。判例評釈

として、岡田豊基「指定受取人とその者の相続人となるべき者とが同時に死亡した場合における『保

険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人』および「給付金受取人の確定方法を定める共済約款の規定にいう『相

続人』の意義」判例評論 615号 202-206頁（2010）、中西正明「生命保険の指定受取人とその法定相続

人の同時死亡」民商 142巻 1号 83-90頁（2010）、竹濱修「保険金受取人の死亡と相続」『平成 21年度

重要判例解説』ジュリスト臨時増刊 1398号 133-134頁（2010）、石丸将利「生命保険の指定受取人と

当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,

その者又はその相続人は,商法 676条 2項にいう『保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人』に当たるか」ジ

ュリスト 1427号 146-148頁（2011）、山下典孝「保険契約者兼被保険者が保険金受取人と同時死亡し

た場合における保険金請求権の帰属」『続報判例解説〔6〕』法セ増刊 139-142頁（2010）、同「判批」

金判 1271号 63頁、桜沢隆哉「同時死亡の推定と保険金請求権の帰属」ひろば 62巻 3号 66頁（2009）

等ある。 
52 山下典孝「共済契約者兼被共済者と死亡共済受取人および両名の子が同時死亡した場合において、こ

の 3者間での相続の問題が生じないことから死亡共済受取人の死亡に関してその者の母のみが給付金

を受け取れるとされた事例」金判 1271号 66-67頁、清水耕一「保険金受取人と保険契約者兼被保険者
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筆者も保険契約の特質から民法 32 条の 2 の適用を排除し、指定受取人が先死亡した場

合と同様に扱い、保険料を出損した保険契約者の相続人も保険金受取人となる法定相続人

の範囲に含まれるという見解が妥当であると考える。 

 

第 6節 規定改正の経緯 

 

1 生保試案 

生保試案は、677条において保険金受取人先死亡に関する規定を設けていた。 

677条 1項は、「保険金受取人が被保険者以外の者である場合において、保険金受取人が

死亡したときは、保険契約者が第 675条の 2第 1項ただし書の規定により別段の意思を表

示していても、保険契約者はさらに保険金受取人を指定することができる。」と定めていた

（任意規定）。同項は、改正前商法 676 条 1 項を受け継ぐこととしていたが、改正前商法

676 条 1 項では文言上保険契約者が保険金受取人の指定変更権を留保していない場合に関

する規定であるということが必ずしも明確でないので、同項では、保険契約者が保険者に

対して「別段の意思を表示していても」という文言を追加して、それを明確化していたの

である53。なお、保険契約者が指定変更権を留保している通常の場合には、保険契約者が

保険金受取人を新たに指定することができることは当然のことである。 

677 条 2 項は、被保険者以外の者である保険契約者が同条 1 項により被保険者の死亡に

関する保険金受取人を再指定するに際して、被保険者の書面による同意を要するとするも

ので、生保試案 675条の 2（保険金受取人の指定または変更）第 2項と同趣旨であった54。 

677条 3項は、「保険契約者が第 675条の 2第 1項ただし書きの規定により別段の意思を

表示していたか否かを問わず、保険金受取人が死亡した後、保険契約者が新たな保険金受

取人を指定しない間に保険事故が発生したときは、保険事故発生の時に生存している保険

金受取人の相続人または順次の相続人をもって保険金受取人とする。」と定めていた（任意

規定）。これは、改正前商法 676条 2項のもとにおける前述のような問題を踏まえて、これ

に関する約款の規定および明らかになった判例の立場を明文化したものである。すなわち、

指定保険金受取人の相続人の保険金受取人としての地位が最終的に確定するのは保険契約

                                                                                                                                                     
の同時死亡の場合の保険金の帰属について」海上保安大学校研究報告 53巻 1号 57頁（2008）、桜沢・

前掲注（14）201頁。 
53 生保試案理由書 72頁。 
54 生保試案理由書 72頁。 
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者の死亡時ではなく、保険事故発生の時であること55、指定保険金受取人の相続人が保険

契約者兼被保険者を含む複数の者である場合には、保険事故の発生により、生存している

指定保険金受取人の相続人（その者が死亡していればその順次の相続人）および保険契約

者兼被保険者の順次の相続人が最終的な保険金受取人となることとしていた56。  

保険金受取人の複数の相続人または順次の相続人が最終的な保険金受取人となる場合

におけるそれらの者の間の権利取得の割合については、生保試案でも規定を設けず解釈に

委ねることとした57。 

 

2 傷害試案・疾病試案 

傷害試案および疾病試案の各 12条 3項は、傷害保険契約と疾病保険契約についても、

生保試案 677条 3項と同じく、生命保険契約の場合に関する判例（最判平成 5年 9月 7日

民集 47条 7号 4740頁）の判旨に従って、給付事由発生時に生存している保険金受取人の

相続人または順次の相続人が保険金受取人となるものと規定していた。当該条文の規定振

りも趣旨も生保試案 677条 3項と同じである58。 

 

3 法制審議会保険法部会の検討 

保険法部会において、学説、保険実務の現状および最近の判例の判示を踏まえ、前述の

問題点について議論がなされ、保険金受取人先死亡に関する立法案としては、以下のよう

な推移があった。 

(1)「保険金受取人が被保険者でない場合」の前提について 

要綱案の直前までの立法案では、保険金受取人先死亡における保険金請求権の帰属につ

いて、「保険金受取人が被保険者でない場合」を前提としていた。その理由は明らかではな

いが、おそらく被保険者と保険金受取人が同一である場合においては、保険金請求権はど

ちらの相続人に帰属しても結果は同じであるから、あるいは、保険金請求権は保険金受取

人兼被保険者の相続財産となるとする通説59が意識されていたからと思われる。 

                                                   
55 なぜなら、保険契約者と被保険者が別人である場合において、保険契約者が死亡しても、保険契約者

の相続人が保険契約者の地位を相続し、その者による保険金受取人の指定変更が可能であるから、保

険金受取人の指定変更権行使の可能性がなくなる保険事故発生の時にはじめて最終的な保険金受取人

が確定することが明らかにされている。 
56 生保試案理由書 73頁以下。 
57 生保試案理由書 76頁。 
58 疾病試案理由書 217頁以下、傷害試案理由書附-59頁以下。 
59 遠山優治「保険金受取人の死亡について」生保論集 169号 201頁（2009）。 
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(2)「相続人」または「その順次の相続人」の表現について 

当初の検討段階においては、立法案は、平成 5年最高裁判決（前掲・最判平成 5年 9月

7日）の結論部分とほぼ同内容の「保険金受取人の相続人のうち保険事故発生時に生存し

ている者、その相続人が保険事故発生時までに死亡しているときはその相続人（その相続

人が死亡しているときはさらにその順次の相続人）を保険金受取人とする」60ものとし、

判例で示された解釈を明文化しようとしたことが窺われる。しかし、紆余曲折を経た結果、

要綱案の段階から、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全

員が保険金受取人となる。」との規定になった。その趣旨は、これにより、保険金受取人が

死亡してから保険事故が発生するまでの間に誰が保険金受取人であるかが明確になるから

であると説明されている61。 

(3) 生存条件について 

保険法部会では、保険金受取人の相続人となる者が従来の学説や最高裁判所の判決およ

び約款の規定で示している「生存している者」という条件について検討すべきとの意見が

あった。しかし、最終的に次の視点から生存条件を条文から外すこととされた62。つまり、

多くの場合は保険金受取人が途中で死亡したときにはその相続人に承継されることから、

「生存している者」という条件が働く可能性はほとんどないこと、また、保険事故発生時

において相続人をもたない者が先に死亡していた場合の保険金受取人の請求権、未必的保

険金請求権の帰属というのが、「生存している者」という要件によって排除されるというロ

ジックになっている可能性があること、などである。 

(4) 保険金受取人の変更を留保しない場合の取扱いについて 

中間試案の段階までは、保険金受取人先死亡の場合には，「保険契約者は，保険金受取

人の変更をしない旨の意思を表示していたときであっても，保険金受取人の変更をするこ

とができるものとする」旨が記載されていたが、これは、43条 1項の保険金受取人の変更

に関する通則に委ねることとして削除された63。 

(5) 相続人複数存在の場合における保険金請求権の取得割合が法定されない理 

由について 

保険金受取人が死亡したときはその相続人が「保険金受取人」となり、当該相続人が死

                                                   
60 部会資料(6)7頁、部会資料(11)27頁以下。 
61 補足説明 83頁。 
62 第 5回議事録 45頁参照。 
63 部会資料(25)6頁(注 2)。 
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亡したときはさらにその相続人が「保険金受取人」となるため、その結果、保険金受取人

が複数人存在することが考えられる。保険法部会では、保険金受取人が複数人存在する場

合、その取得割合を分割債権に関する民法 427条の原則どおり平等割合（均等割合）にす

るのか、それとも民法 427条の特則を設けて相続割合にするのかについて議論されていた64。 

当初の検討段階においては、平等割合に対する反対意見が多数であった。保険契約者の

意思を尊重することや相続分で決まることが一番普通の人の理解に合っているという観点

から、民法 427条の規定の特則として、たとえば保険金受取人の相続人が相続割合によっ

て権利を取得するという定めを設けるべきと強く主張された。特に学者委員から、相続割

合によるべきとして最判平成 5年 9月 7日をむしろ修正すべきとの意見さえあった。 

しかし、最終的に保険金請求権の取得割合に関する民法の特則（権利取得割合を相続分

の割合とする規定）を設けることが見送られ、個々の契約の定めに委ねることとされた。

その理由としては、次のようなことが挙げられていた65。 

①保険事故の発生前に保険金受取人が死亡した場合には、保険契約者はいつでも保険金

受取人を変更できるにもかかわらず、保険契約者が保険金受取人を変更しなかった場

合に、相続人全員が民法の規律に従い平等割合で保険金請求権を取得することが保険

契約者の意思に反するとまでは言い難いこと。 

②仮に権利の取得割合を相続分によって定めるとすると、保険者において具体的相続分

を知ることは困難な場合66も想定されるから、結局保険契約者の意思を尊重しようと

いう趣旨を徹底することはできないこと。 

③相続ではない場面（相続による取得でなく、法律の規定による固有の権利の取得であ

るにかかわらず）において相続分の考え方を借用する形になるため、保険金受取人の

相続人が相続人なく死亡した場合について複雑な規定を設けなければならなくなる

こと67。 

                                                   
64 第 5回議事録 47頁以下、第 11回議事録 6頁以下、部会資料(11)27頁、中間試案 23頁、補足説明 83

頁以下、第 14回議事録 31頁以下。 
65 部会資料(25)6頁エ(注１)、萩本・一問一答 189頁（注 1）、山下=米山・解説 337頁[竹濱修]。 
66 たとえば、被相続人（兼保険契約者）が遺言による相続分の指定（民法 902条）をしていたときや特

別受益（民法 903条・904条）や寄与分（民法 904条の 2）を考慮する必要があるときには、それを前

提に「相続分」を計算する必要がある場合。部会資料(11)27頁以下。 
67 保険事故が発生した時に保険金受取人の相続人が全員生存していれば、その相続分によって権利の割

合を決することで問題ないと考えられるが、相続人のうち一部の者が死亡していた場合等には、その

者を含めた相続分によって計算することはできないから、便宜上その相続人は相続人ではなかったと

仮定して民法 900条以下の規定に従って「相続分」の計算をし直すこと等が必要となる。部会資料(11)27

頁以下。 
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④最高裁平成 5年 9月 7日判決の平等割合による取扱いは実務上定着しており、多くの

保険会社が平等割合で支払う旨の約款を定めているのに、法律でこれと異なる取得割

合を定めるのは誤認を招きかねないこと、など。 

 

第７節 保険金受取人先死亡の場合の保険金請求権の帰属 

 

46 条は、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保

険金受取人となる。」と定めている。これは、保険金受取人が死亡した場合全般に適用され

る規律である。 

 

1 受取人先死亡の場合の通則 

 (1)「その相続人の全員」の範囲 

ここにいう「その相続人」とは、保険金受取人の死亡時の法定相続人、またはその法定

相続人の死亡時の法定相続人を指すものと解され68、ここにいう「その相続人の全員」と

は、死亡した保険金受取人の法定相続人またはその順次の法定相続人であって、被保険者

の死亡時に現に生存する者の全員を指すものと解される69。これにより、保険金受取人先

死亡の場合であっても、保険金受取人が誰か不明確になることを回避することを図る。 

この規定によれば、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した」場合が対象である

から、受取人死亡後、契約者が受取人を変更する前に給付事由が発生した場合は常に保険

金受取人の法定相続人が保険金受取人となる。また、本条に規定する「保険事故の発生前

に死亡したとき」に何らの制限もされていないことから、保険法は従来の学説にいう「指

定失効説」と「指定非失効説」のうち、「指定非失効説」が採用されているものと解釈され

ている70。これについてはおおむね異論はみられない。しかし、従来の学説にいう「一回

適用説」と「二段階適用説」のどちらが採用されているかについては議論がある。 

多くは、「二段階適用説」が採用されているものと解釈している71。たとえば、保険金受

                                                   
68 遠山・前掲注（59）208頁。「法定相続人」と「相続人」とは、法的に意味が異なる。前者は民法上の

規定による相続人をいう（相続税法 19条の 3）。これに対し、後者は、法定相続人のうち相続を放棄し

た者および相続権を失った者を除いた者をいう（相続税法 3条）。 
69 潘・概説 232頁、甘利=山本・論点と展望 291頁[山本哲生]。 
70 大串=日生・解説保険法 159頁[中澤正樹]、潘・概説 232頁。 

71 村田・前掲注(1)50頁、遠山・前掲注（59）208頁、潘・概説 232頁、和田・前掲注(26)140頁、山下

典孝「保険金受取人の権利」中西喜寿・改正の論点 272頁、萩本修ほか「保険法の解説(4)」NBL887号

92頁（2008）。 
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取人Ａが死亡しその相続人がＢ、Ｃの 2名で、その後Ｃが死亡してその相続人がＤ、Ｅで

あった場合には、Ａが死亡した時点で本条が適用され、その時点ではＢとＣの 2名が保険

金受取人となり、その後にＣが死亡した時点で再度本条が適用され、その時点で新たにＤ、

Ｅの 2名が保険金受取人となり、その後に保険事故が発生したときは、Ｂ、Ｄ、Ｅの 3名

が保険金を受け取ることになる（この場合の取得割合に関する解釈は後述参照）。 

これに対し、保険法では平成 5 年最判の法理が維持されていることは明らかである72こ

とから、本論点に関する判例の解釈を変更する必要はないという見地に立てば、平成 5年

最判で採用された「一回適用説」的な解釈が妥当であるという見解もみられる73。この見

解によれば、前述の設例では、保険事故が発生した時点のみ本条が適用され、Ｂの 1名だ

け保険金を受け取ることになる。 

(2) 保険契約者の生存との関係 

保険金受取人が死亡した時点で保険契約者が生存する場合においては、そもそも保険契

約者は保険金受取人の変更権を有するので、保険事故が発生するまでは、保険金受取人を

いつでも他の者に変更することができるとされている（43 条 1 項）。仮に契約締結の当初

は保険契約者が保険金受取人変更を留保しない（放棄する）意思表示をしていても、保険

金受取人が被保険者より先に死亡した場合には、事情が変わったから、保険契約者は保険

金受取人の相続人に受取人の地位を相続させる意思がないのであれば、保険金受取人を他

の者に変更することができる74。また、これを変更せずに保険契約者が死亡した場合にお

いても、その地位を承継した保険契約者の相続人が保険金受取人を変更することができる。 

したがって、受取人先死亡の場合における新たな保険金受取人の決定については、保険

金受取人の死亡時に保険契約者が生存しているか否かを問わないこととされる。 

 (3) 保険金受取人の確定時 

保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、その相続人の全員が保険金受取

人となるものの、当該受取人の地位はまだ暫定的で一時的なものにすぎない。保険契約者

が保険金受取人を変更しない間に保険事故が発生したか、あるいは保険契約者が保険金受

取人を変更せずに死亡しその相続人も変更しない間に保険事故が発生した場合に、はじめ

て当該受取人が保険金受取人に確定する75。 

                                                   
72 補足説明 83頁。 
73 大串=日生・解説保険法 161頁[中澤正樹]、甘利=山本・論点と展望 292頁[山本哲生]。 
74 中間試案 22頁。 
75 同旨、潘・概説 228頁。 
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したがって、保険金受取人の確定時は、保険事故発生時である。 

(4) 取得する保険金請求権の性質 

保険金受取人の死亡に関する規定が適用される場合に、保険金請求権が固有財産となる

か、相続財産となるかという点について、保険法部会の検討によれば、立法者は保険金請

求権の固有財産という性質を特に変更する意図がなかったと窺われる76。これにより、保

険金受取人の死亡によりその相続人全員が新たな保険金受取人となる場合において、その

取得する保険金請求権は相続による効果ではなく、それぞれの相続人の固有財産として原

始的に取得するものと解すべきである。 

したがって、保険金請求権は死亡した保険金受取人の相続財産に属しないから、死亡し

た保険金受取人の債権者は、新たな保険金受取人として固有に取得した保険金請求権を死

亡した保険金受取人に対する債権の引当てにすることができない。反対に、保険金受取人

の死亡後、その相続人が新たな保険金受取人になった段階では、その相続人（新保険金受

取人）の債権者が保険金請求権を差し押さえることが可能になると解される77。 

 

2 規定の性質 

保険契約者が保険金受取人の死亡後に「相続人の全員」と異なる者への保険金受取人の

変更をしたり、約款等で本条と異なる規定を設けたりしている場合には、その変更または

規定が優先すべきという理由から、本条規定の性質は、任意規定とされている78。 

したがって、約款等において、保険金受取人が死亡した場合に誰が保険金受取人となる

か、保険金受取人が複数の場合にそれぞれの権利の割合をどのように決めるのかについて、

あらかじめ合理的な範囲で定めることも許容される。 

 

3 改正前商法 676条との異同 

第一に、本条は、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したとき」とされていると

おり、改正前商法と同様、直接的には被保険者と保険金受取人が異なる場合で、かつ保険

金受取人が被保険者よりも先に死亡した場合に適用されているが、改正前商法 676条と異

なり、その適用場面を保険契約者の死亡時に限定せず、およそ保険金受取人が死亡した場

                                                   
76 同旨、遠山・前掲注（59）206頁。 
77 山下=米山・解説 334頁[竹濱修]。 
78 第 5回議事録 45頁、部会資料(11)27頁、中間試案 23頁、補足説明 84頁以下、部会資料(25)6頁等。 
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合に適用されることとされ79、保険金受取人が死亡してから保険事故が発生するまでの間

に誰が保険金受取人であるかを明確にしようとしている点に特色がある。 

第二に、改正前商法による相続人の権利は、被相続人である保険金受取人からの相続に

よる取得ではなく、法律の効果として、原始的に取得されるものであった。つまり、保険

金受取人の権利は、相続の対象にならないというのが改正前商法の趣旨である80。保険法

もそれと変わらない。 

第三に、改正前商法 676条 1項では、保険事故発生前に保険金受取人が死亡した場合に

つき、保険金受取人の変更権が留保されていない場合でも保険契約者はさらに保険金受取

人を指定変更することができるとされていた。これに対し、保険法では、保険金受取人が

変更できるのが原則とされているから（43 条 1 項）、約款に特に変更を認めない旨の規定

がない限り、保険事故発生前に保険金受取人が死亡した場合に保険金受取人の変更ができ

るのは当然のことであることから、改正前商法のような規定は設けていない81。 

第四に、保険金受取人の地位の確定時期について、改正前商法 676条 2項は、保険契約

者が死亡したときは保険金受取人の権利が確定する旨を規定していたが、保険法は、保険

事故発生時までの間は保険契約者の相続人が保険金受取人を変更できるということを前提

としているので、43条 1項により、保険金受取人の相続人の保険金受取人としての地位が、

保険契約者の死亡時ではなく、保険事故の発生時にはじめて確定することになると解する

ことができる。 

第五に、改正前商法 676 条 2 項の趣旨は、「指定受取人が死亡した後、保険契約者が受

取人の再指定をしないうちに死亡した場合に、保険金受取人が不存在となることをできる

限り避けるために、保険金受取人についての指定を補充するもの」82と解されていた。保

険法もその考え方を踏襲している。 

第六に、改正前商法においては、同時死亡の場合、保険金受取人が不存在の場合および

保険金受取人の複数の相続人が保険金受取人となる場合における保険金請求権の取得割合

について明文の規定は設けられていなかった。保険法においても、それに関して明文化さ

れていない。 

第七に、改正前商法 676条は任意規定と解されており、従来より約款において保険契約

                                                   
79 補足説明 82頁。 
80 山下・保険法 519頁。 
81 萩本・一問一答 188頁、甘利=山本・論点と展望 285頁[山本哲生]。 
82 最高裁平成 5年 9月 7日判旨。 
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者の相続人に指定変更権を認めるなど、改正前商法とは異なる規律を設けてきた83。本条

についても、任意規定という性質には変更はない。 

 

4 未定事項に関する解釈 

(1) 被保険者と保険金受取人の同時死亡の場合 

被保険者と保険金受取人の同時死亡の場合に誰が保険金受取人になるかについて、保険

法では明文の規定は設けられていない。民法 32条の 2を適用し、それによる相続関係に従

うと結果として公平妥当な結論が導かれないことが多い（前述の最判平成 21年 6月 2日参

照）。そのため、46条の適用が認められるか否かについて、見解が分かれている。 

同時死亡の場合も、保険金受取人先死亡と同様に、新たな保険金受取人の指定がなされ

ない間に被保険者が死亡した場合の一類型として 46 条を適用することは理論的にも成り

立つものであるとの見解がある84。 

これに対し、46条の法文上、「保険事故の発生前」（下線筆者。以下同様）とされている

ことから、被保険者（または保険契約者兼被保険者）と保険金受取人が同時死亡した場合

は含まれていない。したがって、この場合には、46条が直接適用されることはなく、約款

で別段の定めがなければ、保険金請求権は保険金受取人の相続財産を構成することとなる

との見解もある85。 

(2) 保険金受取人の法定相続人が不存在の場合 

46条の趣旨によれば、保険金受取人が死亡した場合であっても、保険金受取人が存在し

ない状態は生じない。つまり、保険金受取人は常にいると解される86。しかしながら、46

条の適用に関して保険金受取人の相続人が不存在の場合として次のケースが考えられる。 

①保険金受取人死亡時にその法定相続人がすでに不存在であった場合 

②保険金受取人の死亡時にはその法定相続人が存在したが、その後その法定相続人が死

亡した時にその死亡した法定相続人の法定相続人が不存在であった場合 

③保険金受取人死亡時の法定相続人が複数存在し、その一部の者が保険事故発生前に死

亡し、その者に法定相続人が存在しない場合 

                                                   
83 大串=日生・解説保険法 163頁[中澤正樹]。 
84 山下（典）・前掲注（48）278頁。 
85 遠山・前掲注（59）207頁。 
86 萩本ほか・前掲注(71)92頁、萩本修「新保険法―立案者の立場から」生保論集165号23頁（2008）。同

氏は、本条の適用により自己のためにする契約に一旦復帰するというようなことも考えなくてよいと

している。 
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上記の場合について、解釈論として、次のような考え方がみられる。 

①と②の場合については、同じく保険金受取人が不存在となるため、通説87に従い、特

段の事情のない限り、当該契約は自己のためにする保険契約となり、保険契約者自身を保

険金受取人に変更したものと解され、保険契約者と被保険者が同一人であれば、保険金請

求権は保険契約者の相続財産となる88。③の場合については、当該法定相続人が保険金受

取人である部分は、原則に戻り、保険契約者自身を保険金受取人に変更したものとして、

その分の保険金請求権を保険契約者またはその相続財産に帰属する考え方と、本来当該法

定相続人に帰属される予定の保険金請求権を残りの受取人に再配賦させる考え方がある。  

【設例】 

保険契約者兼被保険者Ａが、妻Ｂを死亡保険金受取人とした生命保険契約を締結した。

ＡとＢの間には子がいない（他にも法定相続人はいない）が、Ｂと前夫の間には子Ｃ１と

Ｃ２がいる。ＢがＡより先に死亡した場合には 46条が適用され、Ａ、Ｃ１、Ｃ２が保険金受

取人に変更される。次にＣ１が死亡し、Ｃ１には子Ｄがいるがその他の法定相続人はいない。

その場合には再度保険法 46条が適用され、Ａ、Ｄ、Ｃ２が保険金受取人に変更される。そ

の後Ｄも死亡して（Ｄには法定相続人はいない）、Ａが死亡した場合には、Ｄが受取る予定

の保険金請求権の割合は一体、どこに帰属するかが問題である。 

【相関図】 

   

 

前者の考え方によれば、保険金請求権はＡの相続財産になるため、国庫に帰属すること

となるが、後者の考え方によれば、Ｃ２に再配賦されるということになる。前者の考え方

は、法文の文言を忠実に解釈する結果だが、保険契約者の意思を考慮すると適切でないの

                                                   
87 大森・保険法 273頁、倉澤康一郎『保険契約の法理』316頁（慶応通信・1975）、宮島・前掲注（32）

93頁、山下・保険法 518頁。 
88 遠山・前掲注（59）209頁以下、山下（典）・前掲注（48）274頁。 

Ｃ２

Ｂ

（保険金受取人）

死亡①

前夫（故人）
△

Ｃ１

死亡④

（契約者兼被保険者）

A

Ｄ

死亡②△

死亡③
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に対し、後者の考え方は、保険契約者の意思に沿うものと考えられている89。また、後者

の理論構成として、保険事故発生時に生存している相続人が保険金受取人になると解する

ことができるのであれば、それを条件として、相続人が全くいない例を除いては、相続人

が死亡する度に当該相続人について本条を適用して、生存相続人に保険金請求権を取得さ

せるということである90。 

(3) 保険金受取人の相続人が複数存在する場合における保険金請求権の取得割合 

本条は、保険金受取人が死亡した場合に相続人の全員が保険金受取人になることだけを

定めているが、保険金受取人の相続人が複数存在する場合における保険金給付請求権の取

得割合については何ら規定していない。そのため、解釈に委ねられることになる。 

解釈論として相続分割合説のほうが素直であるとの見解がなお強い91が、多くは、約款

等で別段の定めがない限り、民法の一般原則（民法 427条）が適用されて、各相続人は平

等割合で保険金給付請求権を取得することとなると解している92。これは、最判平成 5年 9

月 7日の趣旨に合致するからである。もっとも、本条は任意規定であるので、個々の約款

で相続分によるという定めをすることも妨げられないと考えられている。 

しかし、平等割合による取得とする場合においては、保険金受取人が死亡するたびに 46

条により保険金受取人の変更が生じ、その保険金給付請求権の取得割合も人数に応じてそ

の都度全体として均等となるように変更が生じると解するべきか、それとも一旦保険金受

取人となった相続人がさらに先死亡したときは、その相続人が取得していた部分について

のみ保険金受取人変更が生じてその順次の相続人に応じて均等となると解するべきか、と

いう問題が生じうると思われる。 

【設例】 

保険契約者兼被保険者Ａが、後妻甲を死亡保険金受取人とし、死亡保険金額 6000 万円

の生命保険契約を締結した。Ａは後妻甲との間には子ＢＣがおり、前妻乙との間には子Ｄ

Ｅがいる。甲がＡより先に死亡した場合、46 条が適用されＡＢＣが保険金受取人になる。

次にＡが死亡。この場合も 46条が適用され、Ｄ・Ｅも保険金受取人の一部に変更されるこ

とになる。 

                                                   
89 保険法部会では、その場合の保険金請求権が国庫に帰属することはありえないので、他の方々のとこ

ろに応分な形で分配されていくことになるとの意見があった。第 5回議事録 45頁。 
90 山下=米山・解説・解説 336‐337頁[竹濱修]、村田・前掲注(1)50頁。 
91 山下友信「保険法制定の総括と重要解釈問題（生保版）--成立過程の回顧と今後に残された課題」生

保論集 167号 30頁（2009）。 
92 第 22回議事録 2頁・27頁、遠山・前掲注（59）209頁。 
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【相関図】       

    

前者の解釈によれば、ＢＣＤＥが各 1500 万円を自己固有の権利として取得する。後者

の解釈によれば、当初の相続人のうち、生存しているＢＣの権利は何ら影響を受けず、そ

れぞれ 2000 万円の保険金請求権を維持することとなり、Ａが取得する予定であった 2000

万円の保険金請求権はＡの相続人ＢＣＤＥに 500万円ずつ均等に配賦され、ＢＣの保険金

請求権は、それを加えそれぞれ 2500万円となる。前者の解釈は、最高裁平成 5年判決の結

論から導かれたものと考えられるが、後者の解釈のほうが、同じく民法 427条を適用する

としても、条文の文言からは自然であり、多くの場合は保険金受取人に親等の近い者に保

険金が厚く配分されることになると考えられる93。 

 

5 受取人中心主義の立法に関する疑問      

以上より、明治 44 年商法を境目にして、改正前商法は諸外国の立法例と異なり、受取

人中心主義を採用することとした。保険法もそれを承継し、保険金受取人が被保険者より

も先に死亡した場合は、いかなる事情があるとしても、保険金請求権が一律にその相続人

の全員に帰属することとしている。その立法趣旨は必ずしも明確とはいえないが、①保険

契約者の意思の尊重と、②保険金受取人系列の遺族の保護を強化するという政策的な見地

によるものと解され、③諸外国の立法主義とは正反対の立法になるものの、日本国の風土

に合致するものと、肯定的に理解されている94。しかしながら、立法沿革の考察で分かる

ように、当時の立法者の説明に照らせば、必ずしもそのような趣旨があるとはいいがたい。

また、仮に保険契約者の意思の尊重、保険金受取人系列の遺族保護の強化、日本の風土へ

の合致という観点からみても、十分な説得力をもつものとはいえないと考える。以下にお

いて、疑問を述べる。 

                                                   
93 同旨、山下=米山・解説 336頁以下[竹濱修]。 
94 西嶋・変容と考察 34頁、山下(友)・前掲注(19)183頁、同（二）民商 100巻 3号 339頁（1989）。 

Ｂ Ｃ

（契約者兼被保険者）

死亡②

Ｄ Ｅ

A

死亡①
甲（保険金受取人）乙
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(1) 立法者の真意について 

当時の立法理由からみると、立法者は、むしろ指定受取人の法定相続人を当然に新受取

人とすることに強く反対していた。それは、保険金受取人の法定相続人が当然に新受取人

にならないために保険契約者に再指定権を与えたことから伺い知ることができる。 

ところが、保険契約者は必ずしも再指定権を行使するわけではないから、立法者は保険

金受取人の欠缺を補う必要があると配慮した。すると、保険契約者が同時に被保険者であ

る場合に死亡保険金を与えるべき者を指定するとき、保険契約者自身が死亡保険金を享受

することは「保険契約者の意思に沿わない」、また、被保険者が死亡保険契約における保険

金受取人となることは「理屈に合わない」と考え、「やむを得ず」指定受取人の相続人を受

取人とし、かつそれが最終受取人であることを前提として立法したものと思われる。 

上記の立法経緯から、これが保険契約者兼被保険者である場合に適用されるのには、一

理あると考えられるが、保険契約者と被保険者が別人である他人の生命の保険契約につい

ては、契約の締結、保険金の変更などには被保険者の同意が必要とされるから、被保険者

の同意なしに保険金受取人の相続人をもって受取人の欠缺を埋めるという立法は合理的で

はないと考え、かつての学者からも厳しく批判されていた95。 

(2) 保険契約者の意思の尊重について 

保険契約者と被保険者が同一であり、保険金受取人が保険契約者兼被保険者の配偶者で

あるという典型的な例において、保険契約者と保険金受取人との親密性ないし信頼関係と、

保険契約者と保険金受取人の相続人との親密性ないしは信頼関係とを常に同一視できるわ

けではない。既述の梅博士の議論もそのような例を具体的に示していた。また、保険金受

取人の相続人と保険契約者の相続人とが重なる場合には（たとえば、両方の子）、保険金請

求権が保険金受取人の相続人に帰属する取扱いは、保険契約者の意思に沿うものといえる

が、そうでない場合には（たとえば、配偶者の兄弟）、保険契約者の意思を尊重するどころ

か、却って保険契約者の意思に沿わない結果になる可能性が高い。血の繋がっていない保

険金受取人の相続人より、むしろ保険契約者自身の法定相続人（たとえば、親、後妻との

間の子）に保険金請求権を与えたいと思うのが通常であると考えられるからである。 

(3) 保険金受取人系列の遺族保護の強化について 

保険契約者と被保険者が同一であり、保険契約者兼被保険者の遺族と保険金受取人の遺

族とが重なりのある場合には、両者の遺族相互間で利害が対立することは相対的少ないの

                                                   
95 青谷・前掲注（17）75頁。 
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で、保険金受取人系列の相続人を優先させてもまず問題にならないと考えられるが、保険

契約者兼被保険者の遺族と保険金受取人の遺族とが相互に全く別の独立した生活圏にある

場合には、保険契約者兼被保険者の遺族より保険金受取人の遺族を優先させるとトラブル

が生じやすいのは容易に分かるのが、なぜそのように立法しているかは理解できない。 

これについて、保険金受取人系列の遺族を保険金受取人とすれば、保険契約者ないし被

保険者の相続債権者の引当にさらされることなく、遺族が生命保険金をフルに享受するこ

とが保障されるからと解されている96。しかしながら、死亡保険金請求権を保険金受取人

とする相続人の固有の権利であり原始的に取得するという理論は、保険金受取人の相続人

のみでなく、保険契約者の相続人または被保険者の相続人の場合においても、同じく適用

されるはずであるのに、なぜ保険金受取人の相続人の保護を特に厚くすべきか、その合理

的な理由はどこにも見当たらない。 

(4) 日本の風土に合致するとの判断について 

大正 5 年（1916 年）10 月に国営の独占事業として創設された簡易生命保険は、保険種

類および商品の仕組みには民間の保険会社と大差がないが、保険金額に上限があることや

保険料が低廉、無診査による加入が特徴であり、民間生命保険を補完する形で、約 100年

近く大衆の間に広く普及されていた。保有件数は平成 19年（2007年）10月民営化時点で

落ち込んだとはいえ、5,518万件もあった97。 

簡易生命保険の準拠法としては、簡易生命保険法（昭和 24実施、平成 17年廃止）があ

った。同法においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき（保険契約者の指定

した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。）は、死亡保険金に

関しては、被保険者の遺族を保険金受取人とする（55条 1項）と定められていた。ここに

いう被保険者の遺族とは、被保険者の配偶者（届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。）、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに被保険者の死亡当時

被保険者の扶助によって生計を維持していた者および被保険者の生計を維持していた者と

する（同 2項）。 

このような規定を置いた理由を、簡易生命保険法案の起草者である松本丞治博士（当時

東京帝国大学教授）は、最も多数の場合において当事者の意思に適合するものとして、保

                                                   
96 西嶋・変容と考察 33頁以下。 
97 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 2008年 10月 8日付「郵政民営化委員会ヒアリング資

料」6頁。 
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険契約者が保険金受取人を再指定しないときは、被保険者をもって保険金受取人とするも

のとしたのであると説明していた98。 

このような点を考えれば、保険金受取人の相続人が新受取人となるのが日本の風土に合

致するとの解釈も説得力に欠けていると考える。  

 

6 保険契約者の一般的意識に関する調査 

(1) 実施の概要  

本調査は、第三者のためにする生命保険契約において保険金受取人先死亡の場合の保険金

請求権が誰に帰属すれば、通常保険者の意思に最も沿うものかという保険契約者の一般的

意識、および保険金受取人中心主義が日本の風土に合致するものかを検証することを目的

としている。便宜上、いずれも被保険者と保険金受取人が同時に死亡した例としている。

調査対象国および標本回収数（回答人数）として、日本 655 人、欧米（アメリカ、カナダ、

オーストリア、イギリス、スウェーデン等合わせて）213 人、中国 431 人。調査対象者は、

調査の実施時点で、15 歳から 60 歳までの男女。調査時期は、日本では 2012 年 5 月、そ

の他の国では、2012 年 3 月～5 月。調査方法として、日本においては、主としてインター

ネットにより、その他の国においては、アンケート（附録 1 参照）を用いた個別面談によ

って実施した。なお、欧米、中国の回答者の半分以上は大学生であった。 

 (2) 調査結果 

結果 1、保険契約者、被保険者、保険金受取人が異なり、三人とも同時に死亡した場合

は、保険金請求権が、Ａ.保険契約者の相続人、Ｂ.被保険者の相続人、Ｃ.保険金受取人の

相続人のうち誰に帰属すべきかについて、日本、欧米、中国とも、4割以上ないし 5割近

くはＡ、約 3割はＣ、2割はＢである。 

   

 

 

                                                   
98 青谷・前掲注(17)70頁。 
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結果 2、保険契約者、被保険者、保険金受取人が異なり、被保険者と保険金受取人が同

時に死亡した場合は、保険金請求権が、Ａ.保険契約者、Ｂ.被保険者の相続人、Ｃ.保険金

受取人の相続人のうち誰に帰属すべきかについて、日本では約 7割はＡ、2割未満はＣ、1

割強はＢ、欧米ではＡとＣは同様に約 4割、Ｂは 2割、中国では半分以上Ａで、ＢとＣは

ほぼ同じく 2割程度である。 

 

 

 

結果 3、保険契約者と被保険者が同一で保険金受取人が異なり、保険契約者兼被保険者

と保険金受取人が同時に死亡した場合において、保険金請求権が、Ａ.保険契約者兼被保険

者の相続人、Ｂ.保険金受取人の相続人のどちらに帰属すべきかについて、日本では 6割以

上はＡ、4割未満はＢ、欧米ではこれと逆に 6割はＢ，4割はＡ、中国では 7割はＡ、3割

はＢである。 

 

  

結果 4、保険契約者と被保険者が同一で保険金受取人が異なり、保険契約者兼被保険者

と保険金受取人が同時に死亡したが、二人の間に第一順位の法定相続人がいない場合にお

いて、保険金請求権が、Ａ.保険契約者兼被保険者の相続人、Ｂ.保険契約者兼被保険者の

債権者、Ｃ.保険金受取人の相続人のうち誰に帰属すべきかについて、日本では 4割以上は

Ａ、3割余りはＢ、3割未満はＣである。なお、本事項については、日本以外の国では調査

は実施していない。 
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(3) 調査結果から得た示唆 

本調査は、十分とはいえないものの、以下の示唆を得ることができた。 

第一に、保険金受取人先死亡の場合の保険金請求権が誰に帰属すべきかについて、国に

はかかわらず、保険契約者ないし保険契約者側の相続人が保険契約者の意思に最も合致す

るとしている人が最も多いこと。 

第二に、保険金受取人中心主義を採用している日本の立法政策と、被保険者中心主義を

採用している中国の立法政策（第 10章参照）とも、保険契約者の一般的意識とはいえない

が、保険契約者と被保険者が同一の保険契約者の形態が多い現状では、どちらの相続人に

帰属しても結果は同じであるので、被保険者中心主義では、理論構成はともかくとして、

大半は保険契約者の意思に沿うことになるのに対し、保険金受取人中心主義では、保険契

約者の意思とはかけはなれる可能性が大きいこと。 

第三に、日本では、保険金受取人先死亡の場合において、保険金を保険契約者の債権者

などに支払われるのに抵抗感があるわけではなく、むしろ保険金受取人の相続人より保険

契約者の債権者に支払う方がより保険契約者の意思に沿うものと考える人が少なくないこ

と。 

 

第 8節 むすび 

 

1 生命保険実務との関係 

(1) 改正前商法下の生命保険実務 

保険金受取人先死亡の場合の取扱いについて、最高裁平成 5年 9月 7日判決に至るまで

は、保険会社の約款規定は統一されていなかった。しかし、平成 4年と平成 5年の最高裁

判決に平仄を合せて、平成 6年 4月に生命保険会社全体で約款の改定を行った。約款の文
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言は会社によって若干の表現上の差はあるものの、ほとんど全ての会社において、以下の

ような内容となっていた。 

「死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人の変更が行われていない間に保険

金または給付金の支払事由が発生したときは、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人（法

定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続人）

で保険金または給付金の支払事由の発生時に生存している者を保険金受取人とします。」。

ここにいう「死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人の変更が行われていない

間に保険金または給付金の支払事由が発生したとき」とは、その時点で保険契約者が生存

している場合とすでに死亡している場合の両方を含むものと解されていた。 

保険金受取人の相続人が不存在の場合について、１社のみ次順位の相続人に支払を認め

るが、ほとんどの生命保険会社は、保険事故発生時に先死亡保険金受取人の唯一の相続人

が保険契約者兼被保険者の場合には、この者を最終保険金受取人として保険金請求権をこ

の者の相続財産に帰属させ、相続財産管理人に保険金を支払うこととしていた99。理論構

成はともかくとして、学者もこのような取扱いを支持していた100。しかし、保険契約者、

被保険者、保険金受取人が異なる場合においては、どのように取り扱うべきかについて、

明らかではなかった。 

そして、被保険者と保険金受取人が同時死亡した場合について、約款では明確な規定は

設けられていないが、保険金受取人先死亡の場合に準じる取扱いをするのが通例であった。 

また、保険金受取人が先死亡で、その法定相続人または順次の法定相続人で被保険者死

亡時に生存している者が複数人いる場合の取得割合について、約款で多くの保険会社は受

取人の取得割合を均等（平等）とする規定を設けているのに対し、数社は法定相続割合と

する規定を設けていた。 

(2) 保険法改正後の生命保険実務 

本条は任意規定であるので、約款等で別段の定めを置くことが許されていることから、

保険法の改正により実務に与える影響はさほど大きくないものと考えられる101。もっとも、

改正前商法のもとの約款規定は、必ずしも明確ではないところがある。そのため、保険法

改正後、生命保険各社は保険法の趣旨に沿って約款を整備し、以下の旨の規定を明文化し

                                                   
99 野村・前掲注（21）11頁。 
100 西嶋・変容と考察69頁、野村・前掲注（21）17 頁、山下（典）・前掲注（22）66頁。 
101 同旨、桜沢隆哉「保険金受取人先死亡事例の再検討―最高裁判例が示した準則の適用方法・範囲をめ

ぐって」金澤・新たな展開 271-272頁、大串=日生・解説保険法 164頁[中澤正樹]。 
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ている102。 

第一に、死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡し、死亡保険金受

取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金

受取人103とする。 

第二に、死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいない

ときは、死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保

険金受取人とする。 

第三に、死亡保険金受取人となった者が 2人以上いる場合、その受取割合は均等とする。 

被保険者と保険金受取人が同時に死亡した場合の取扱いについて、約款上なお明確な規

定を設けていないが、留意すべきと思うのは、多くの保険会社の約款で法文の「保険事故

の発生前」と異なり、支払事由の「発生以前」または「発生時以前」とされていることで

ある。これは、被保険者と保険金受取人の同時死亡の場合にも適用されることを意味する

もので、従来通りの取扱いをしていると解釈することができる。 

なお、保険金受取人の法定相続人が存在しない場合の取扱いについて、保険契約者を保

険金受取人とする旨を約款で明確に定めている会社がある104。 

 

2 今後に残された課題 

46条は、保険事故の発生前に保険金受取人が死亡した場合の保険金受取人の決定の在り

方（いわゆる受取人先死亡の問題）について、デフォルトルールとして、簡潔・明瞭な規

定を置いたと、立法論的に高く評価されている105。とはいえ、解釈論の余地が全く生じな

いわけではない。特に前述のように、①本条の適用回数、②被保険者と保険金受取人の同

時死亡の場合の新たな保険金受取人の決定、③保険金受取人の相続人が不存在の場合の取

扱い、および、④保険金受取人の相続人複数存在の場合における保険金請求権の取得割合

については、今後も引き続き議論されると考えられる。 

 

 

                                                   
102 日本生命、第一生命、明治安田生命、住友生命等の約款による。 
103 住友生命の約款では、それを「承継受取人」と定義する。 
104 住友生命の約款。 
105 村田・前掲注(1)49頁では「保険金受取人の不存在状態の回避・一義的な確定の必要性と、保険契約

者意思の尊重、任意規定としての合理的な範囲での柔軟性の確保の要請を、全て同時に満たした、保

険法の当該規律は、傑作の名に値するもの」と評価されている。 
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3 拙見 

以上見てきたように、保険金受取人の死亡と保険金請求権の帰属をめぐる日本の立法に

関する考察を通じて、以下のような結論を得ることができた。 

(1) 時代の変化に対応して法的な取扱も変えるべきであること 

明治 44 年商法改正当時の多子でかつ三世代同居という典型的な家族形態においては、

保険金受取人先死亡で保険事故発生時に保険金受取人の相続人が不存在であるというよう

な現象は考えられなかったかもしれない。これに対し、少子化、核家族化、未婚・晩婚化

となった今日の社会においては、そのような事例はもはや珍しくはない。 

また、明治 44 年商法改正当時、多くの場合においては、保険契約者兼被保険者の相続

人と保険金受取人の相続人とが重なり合い、両者間に利害対立が生じるおそれがなかった

かもしれない。これに対し、今日の社会においては、価値観の変化に伴い、離婚・再婚率

が高くなり、法的な形態にとらわれないパートナー式の生活を好む人も増えている。この

ような現象により、家族の構造が複雑になってきたため、保険契約者兼被保険者の相続人

と保険金受取人の相続人は必ずしも同一ではなく、両者間の利害関係が対立しているケー

スがしばしばある。 

さらに、明治 44年商法改正当時、第三者のためにする生命保険契約を締結する動機は、

もっぱら保険契約者の遺族の生活保障を図るためのみであった。これに対し、今日の社会

においては、それだけではなく、一種の債権担保として保険契約者ないし被保険者の債権

者等を保険金受取人に指定することもあり、他人のためにする生命保険契約の締結の動機

は多様になってきた。  

このように時代の変化による社会的背景の大きな変化がある以上、複雑に錯綜した保険

金請求権の帰属に関する立法政策（法的な取扱）も変えるべきであると考える。 

(2) 日本の立法論に限界があること 

保険金受取人先死亡の場合における保険金請求権の帰属について、日本の立法では保険

金受取人中心主義を採用している。他の諸外国の立法に比べ、これは決して優れた立法政

策だとは思われない。しかし、このような立法政策のもとで長年にわたって数多くの判例

や学説が積み重ねられ、保険実務もそれにしたがって形成されてきたので、その実態を容

易に変えられるものではない。その点を考慮するとしても、以下の二つの点において、日

本の立法政策にはやはり見逃せない限界があると思われる。 

一つは、第三者のためにする生命保険契約と自己のためにする生命保険契約との間での、
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相互転換の不可能という伝統的な観念に拘りすぎることである。個人により考え方は千様

万別であり、時代の推移に伴い人間の価値観も変わるはずである。また、前提条件が変わ

ると当然意識も変わりうる。したがって、自己のためにする生命保険契約と第三者のため

にする生命保険契約とが絶対的に相互転換しえないという断定は、今日の保険契約者の一

般的意識として支持しうる十分な妥当性を持つか疑問なしとしない。 

そもそも、第三者のためにする生命保険契約は、保険金受取人に期待的利益を与えると

いう特殊性から、本質的に保険契約者の自己のためにする契約である。第三者のためにす

る生命保険契約において、保険契約者による保険金受取人の指定がなければならない。指

定がなければ、それは自然に自己のためにする生命保険契約の本質に立ち返ることとなる。

保険金受取人が死亡し、保険法や約款の規定によっても補充することができず、保険金受

取人が不存在に至るときは、保険金受取人無指定として保険契約者自身を保険金受取人と

する保険金請求権帰属の理論に従うべきであると考える。 

そうすれば当該保険契約は自己のためにする契約と解され、保険金請求権は保険契約者

またはその法定相続人に帰属することとなる。その結果、保険契約者の意思からかけ離れ

る懸念が少なくて済むと思われる。ただ、前述したように、自己のためにする生命保険契

約と第三者のために生命保険契約に関する根本的な保険契約論の検討が不可欠であろう。 

いま一つの問題は、保険金受取人の欠缺を補充することに拘りすぎることである。保険

金受取人の指定・変更は、保険金受取人の個性に着目してされることが多い。保険契約者

は通常この人なら保険金を与えたいと保険金受取人の指定・変更行為を行うのであり、必

ずしもこの者の相続人またはその順次の相続人までも考えて指定するとは限らない。あま

り保険金受取人の欠缺補充に拘りすぎると、保険金受取人の範囲は無限に拡張し、保険金

請求権は保険料を負担する保険契約者とは普段全く付き合いのない相続人に帰属すること

になり、結局、保険契約者の意思に合致しない結果をまねくおそれがある。 

(3) 保険金受取人不存在の問題に関する解決案 

本条の規定が任意規定である以上、契約当事者間でこれと異なる合意をなすことは妨げ

られないものである。したがって、保険契約者の意思を最大限可及的に尊重するために、

保険契約締結時に、保険契約者は第一順位、第二順位などの保険金受取人をあらかじめ指

定することができるようにすべきであろう。すなわち、約款にその旨の規定を設け、生命

保険契約申込書に保険金受取人選択肢のあるフォームを追加、それに対応できるシステム

を開発することを提案する。 
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より具体的にいえば、第一順位の保険金受取人が二人以上指定された場合には、保険金

請求権は、被保険者死亡時に生存している第一順位の保険金受取人に帰属することとし、

生存している第一順位の保険金受取人はいない場合には、保険金請求権は、被保険者死亡

時に生存している第二順位の保険金受取人に帰属することとすべきである。被保険者死亡

時に生存している保険金受取人が誰もいない場合には、契約の一般原則に戻り、保険金請

求権は、保険契約者または保険契約者の相続財産に帰属することとすべきである。 
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第 8章 保険金受取人の介入権 

 

 

第 1節 総 説 

 

1 制度導入の趣旨 

「保険金受取人の介入権」とは、保険契約者以外の者が解約返戻金を求めて保険契約を

解除しようとした場合に、保険契約の直接の当事者ではない保険金受取人が、保険契約を

存続させるために契約関係に介入し、解除の効力の発生を阻止する権利をいう1。保険法上

は「契約当事者以外の者による解除の効力等」として規律されているが、講学上は「保険

金受取人の介入権」または「介入権」と呼ぶのが一般的である。 

生命保険契約に基づいて、保険金請求権、解約返戻金請求権、積立金払戻請求権、保険

契約者配当請求権その他の権利が発生するが、それらの権利のうち、保険金請求権以外の

権利は、保険契約者に帰属するのが原則である2。しかし、債権回収等を図るために、保険

契約者の差押債権者や破産管財人（以下「差押債権者等」という）が解除権（解約権）3を

行使して生命保険契約を終了させて解約返戻金の支払を受けることがある。 

第三者のためにする生命保険契約における保険金受取人の指定は、保険事故発生後の保

険金受取人の生活保障を目的としていることが一般であるが、保険契約が差押債権者等に

よる解約権の行使により消滅させられると、保険金受取人の生活保障という目的が達成さ

れなくなるため、保険金受取人の受ける不利益は甚だ大きいという問題がある。 

差押債権者等による解約返戻金請求権の差押えを禁止する（これにより保険契約者の権

利は破産財団にも属さないことになる。破産法 34条 3項 2号参照）ことが立法論としては

考えられるが、日本では、欧米諸国のように差押債権者等による生命保険契約の解約権行

使の禁止または制限を法定することには社会的支持を得ることも技術的にも甚だ困難であ

るといわれている4。 

                                                   
1 大森・保険法 305頁(注 2）、髙山崇彦「保険金受取人の介入権」甘利=山本・論点と展望 295頁、山下=

米山・解説 612頁[萩本修=嶋寺基]参照。 
2 大森・保険法 298頁、石田満編『保険と担保』254頁（文眞堂・1996）、生保試案理由書 78頁。 
3 ここにいわゆる「解除」は、契約締結時に遡って契約を消滅させる遡及的効力を有する真の意味の契約

の解除ではなく、将来に向かってのみその効力を生じるものであるとされている。保険実務上は通常「解

約」という。 
4 生保試案理由書 79頁。 



246 

 

他方、生命保険契約上の権利である解約権は差押債権者等により無制限に行使されるわ

けではない。立法論として立法的な手当てが必要であり、特に保険金受取人の生活保障を

目的とする生命保険契約については、差押債権者等からなされる差押えや代位請求を何ら

かの形で制限することが望ましいとの指摘があった5。そこで、保険法は保険金受取人の介

入権制度を創設した。 

生命保険契約の介入権制度に関する立法の趣旨は、利害関係者間の利益を調整しつつ、

死亡保険契約を可能な限り存続させることにより、保険契約者または被保険者の遺族等で

ある保険金受取人に対する死亡保険契約の生活保障的機能を維持することにある6。 

 

2 制度の概要 

60～62条は、生命保険契約に関する保険金受取人の介入権を定める規律である。 

60条においては、保険契約者の差押債権者・破産管財人等（解除権者）が保険料積立金

のある死亡保険契約を解除しようとしたときは、その解除の効力は保険者が解除の通知を

受けた時から１か月を経過した日に発生する（1項）。その間に、保険契約者を除く保険金

受取人のうち、保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者である者（介入権者）

が、保険契約者の同意を得て、解除通知日に保険者が解除権者に対して支払うべき金額を

支払い、その旨を保険者に通知することによって、解除の効力を生じないものとし、保険

契約を存続させることができる（2項）。そして、介入権者が介入権を行使し、介入権に係

る所定の手続を履行したときは、かかる差押手続、破産手続、再生手続または更生手続と

の関係においては、保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものとみなされ

る（3項）。 

61条は介入権者による権利供託（1項）および義務供託（2項）を規律する規定であり、

62条は解除効力が生じる前に保険事故が発生した場合の取扱いを規律する規定である。 

傷害疾病定額保険に関する 89～91条は、生命保険契約に関する 60～62条にそれぞれ相

当する規律であり、解釈論上特に異なることはない。したがって、本章では、特に断らな

い限り生命保険契約について述べ、傷害疾病定額保険契約については特有の問題のみを論

じることとする。 

 

                                                   
5 大森忠夫「生命保険契約にもとづく権利に対する強制執行」大森=三宅・諸問題 105頁、青谷・法論Ⅰ

493頁注（1）、山下・現代 158頁、同保険法 661頁等。 
6 部会資料(12)3頁、補足説明 85頁。 
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第 2節 外国立法例 

 

1 解約権行使禁止または制限の立法例 

欧米諸国においては、契約当事者以外の者による解約返戻金請求権につき、保険契約者

と保険金受取人の関係など細かい要件は一様ではないが、差押禁止債権もしくは一身専属

的なものとして禁止する立法例として、スイス保険契約法 80条、フランス保険法典

L.132-14 条、イタリア民法典 1923条 1項、スウェーデン保険契約法 116条、カナダのオ

ンタリオ州保険法 196条などがあり、制限する立法例として、アメリカ合衆国のほとんど

の州（たとえば、米国のニューヨーク州保険法 3212条 2項）および 1978年連邦破産法 522

条等がある。 

 

2 介入権の立法例 

ドイツでは、保険契約者の解約権の一身専属性を否定するのが通説である7。ドイツ保険

契約法も、保険契約者の差押債権者等による解約権の行使を禁止していない。同 170条（旧

177条）においては、保険金受取人（または保険契約者の配偶者および子）による介入権

を法定している。かかる規定は、表現および内容が若干異なるが、おおむねオーストリア

保険契約法 150条の介入権規定を踏襲したものであるといわれている8。なお、その他、ス

イス保険契約法 81条、86条も類似の介入権規定を設けている。 

 ドイツの介入権制度は、遺族等である保険金受取人の生活保障を目的とする立法措置を

講ずるにあたっては、保険金受取人の利益のみならず、保険契約者の債権者の立場にも適

切に配慮し、「理論的にはもっとも調和的に双方の利益の保護をはかっているものといい得

る」9と、従来から有力説としてその導入が唱えられてきた。 

 

第 3節 改正前商法のもとでの議論 

 

１ 問題の所在 

解約返戻金請求権について、改正前商法では差押禁止債権とする規定が存在せず、私人

間の合意で差押禁止財産を作出することができないことからすれば、保険契約者の債権者

                                                   
7 大森忠夫「保険金受取人の法的地位」大森=三宅・諸問題 21頁注⑮。 
8 大森忠夫「保険契約者の破産と受取人の介入権」大森=三宅・諸問題 144頁以下。 
9 大森・前掲注（8）160頁。 
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はそれを差し押さえることができると解されていた10。またこれ自体については、学説上

古くからおおむね異論がない11。 

問題は、解約返戻金請求権が条件付権利であるから、保険契約者が解約権を行使しない

限り差押債権者等が自ら解約権を行使することができないか、また仮に差押債権者等によ

る解約権の行使が可能であるとしても契約者側の生活保障や遺族保障の観点からすれば、

それは果たして許されるべきかというところにある。そして前者に関しては、①債権執行

として保険契約者の有する解約返戻金請求権を差し押さえ、取立権（民事執行法 155条）

に基づき解約権を行使する方法、②債権者代位権（民法 423条）に基づき保険契約者に代

位して解約権を行使し、保険者に対し解約返戻金の支払を請求する方法、および③解約返

戻金払戻請求権を差し押さえ、譲渡命令（民事執行法 161条）を得た上で自らの権利とし

て解約権を行使する方法、の三つの方法が考えられている12。 

上記③の方法について、譲渡命令の対象となるのは、解約権のみでなく保険契約者とし

ての地位も含むものになるため、被保険者の同意を得ることが必要とされることと、譲渡

命令を発しうるとの根拠が乏しいことから、学説上、否定されている13。なお、これを肯

定する判例も見当たらない。 

上記①の方法について、差押債権者が第三債務者である保険者に対して取立権に基づき

取立をするためには解約権の行使が必要である。しかし、取立の対象が債務者の一身専属

的権利でないこと、および取立の目的・範囲を超える権利行使でないことが取立権の前提

条件である14。それゆえに、解約権は契約者の一身専属の権利に属するかどうかが問題と

なった。 

上記②の方法について、債権者代位権は、①と③の場合と異なり債務名義がなくとも行

使することができる。もっとも、債権者代位権を行使するには、㋐代位の対象となる権利

が債務者の一身専属でないこと（民法 423条 1項但書）、㋑債務者が無資力であること、㋒

                                                   
10 大森・保険法 307頁、中野・民事執行法 652頁以下、岡田豊基『現代保険法』315頁（中央経済社・2010）

等。 
11 宮島司「債権者代位による傷害保険契約の解約権の行使が認められた事例」法学研究 64巻 11号 80頁

（1991）、生保試案理由書 79頁。 
12 山下・現代 152頁、伊藤眞「解約返戻金請求権の差押えと解約権の代位行使」金法 1446号 22頁(注 1)

（1996）、髙部眞規子｢生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約

権を行使することの可否｣ジュリ 1174号 88頁等（2000）。 
13 山下・現代 152頁、久保井一匡「生命保険契約の解約返戻金請求権に対する差押と債権者代位請求権

について」『保険法の現代的課題 : 三宅一夫先生追悼論文集』363頁（法律文化社・1993）、糸川厚生

「保険金受取人の権利の差押」金判 986号 99頁（1996）。 
14 香川保一監修『注釈民事執行法（6）』456頁[富越和厚]（金融財政事情研究会・1995）。 
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債務者が自らその権利を行使しないことの三つの要件が必要とされている。このうち、保

険契約の解約権の代位行使に関しては、問題となるのは主として㋐と㋑である15。 

以上より、核心問題としては、①解約権の一身専属性、②差押債権者の取立権または債

権者代位権に基づく解約権行使の可否、③差押債権者による解約権行使の当否の三つに絞

ることができると考えられる。そして、学説や判例もこれらの核心問題をめぐって論じて

いたのである。 

 

2 従来の学説 

学説では、差押債権者の取立権または債権者代位権に基づく解約権行使の可否および差

押債権者による解約権行使の当否について、以下のように見解が分かれていた。 

(1) 肯定説（多数説） 

解約権の一身専属性について、肯定説は、生命保険契約の解約権はその行使によってい

わば条件的な解約返戻金請求権を具体化・現実化せしめる機能を有し、その意味において

財産的価値を有するのみならず、この権利は他人に行使されることによってその本質的内

容に何らの変化を生ずるものではないから、この権利を当然に契約者の一身専属的権利と

解すべき根拠はないとしている16。 

また、差押債権者の取立権に基づく解約権行使について、解約権は解約返戻金請求権と

結合してのみ財産的価値を有し、解約返戻金請求権と一体となって初めて債権者を満足さ

せることができる（すなわち「一体不可分」）という観点から、解約返戻金請求権の差押え

には解約権の差押えも当然に含まれると解される17。一方、債権者代位権に基づく解約権

行使について、差押えがなされる債務者は無資力要件が充たされるのが通常であるという

理由で、差押債権者は、契約者の解約権を代位行使することができると解されている18。 

そして、差押債権者による解約権行使の当否について、肯定説は次の角度から妥当と主

張する。すなわち、①契約者の保険加入の意図も必ずしも被養者の将来の生活資金の確保

                                                   
15 同旨、大高満範編『生命保険の法律相談』155頁（青林書院・2011）。 
16 大森忠夫『保険契約法の研究』338頁（有斐閣・1970）、大森・前掲注（5）113頁。山下・保険法 657

頁等同旨。 
17 大森・前掲注（5）113頁、出口正義「生命保険契約の解約返戻金請求権の差押えと解約権の行使」法

学教室 111頁（2000）、中野・民事執行法 652頁以下、坂口光男『保険法〔補訂版〕』346 頁（文眞堂・

2012）、平井宣雄「債権者代位権の理論的位置」星野=森島編『現代社会と民法学の動向（下）』232頁

（有斐閣・1992）以下。 
18 大森・前掲注（7）17頁、大森・前掲注（16）337-338頁、山下・現代 152頁、平井・前掲注（17）232

頁等。 
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の手段というような程度に止まらず、単なる通常の貯蓄または投資としての手段にほかな

らない場合も少なくないこと19、②現行法上保険契約による生活保障のみが債権者の利益

に優先して保護されてよいという判断を導くだけの根拠はないこと20、③解約返戻金請求

権は、保険事故により「雲散霧消してしまう権利」（つまり、保険金請求権の発生によりそ

の権利が失われる可能性がある）という特殊性から、差押債権者による解約権行使を認め

ないと解約返戻金請求権の差押えを認める実質的意味がほとんどなくなることである21。 

(2) 否定説（有力説） 

解約権の一身専属性について、否定説も「生命保険契約者の解約権は、社会保障給付を

受ける権利のような意味での一身専属たる性質を固有にもつものではない」として、肯定

説と同様な見解を示している22。 

また、差押債権者の取立権または債権者代位権に基づく解約権行使の可否について、否

定説は、以下の理由により否定している。 

①解約権は形成権であって、それ自体が財産的価値を内包するものではなく、債権者が

差し押さえたものは条件付解約返戻金請求権という期待権であって、決して解約後の

具体的な解約返戻金請求権ではないこと23。 

②差押債権者の取立権は、執行債務者に対して差押命令が送達されてから 1週間の経過

により当然に発生し、執行開始申立てから取立権の行使できるまでの間に執行債務者

には手続関与の機会がないことに鑑み、保険契約の解消という重大な効果を発生させ

る解約権行使が何らの手続も経由せずに許されることは相当ではないこと24。 

③差押債権者による取立権行使には執行債務者の無資力要件は必要でないが、執行債務

者が無資力でない場合にまで、条件付権利の差押債権者に解約権行使を許すことは無

条件の権利を差し押さえたと同じ結果を認め、取立の範囲を逸脱することになる25。 

そして、差押債権者による解約権行使の当否について、否定説は、解約返戻金請求権は

                                                   
19 大森・前掲注（5）105-106頁。 
20 山下・現代 146頁。 
21 山下・現代 149頁以下、伊藤眞=山下孝之=山下友信「生命保険契約の解約返戻金請求権の差押と差押

債権者による解約権の行使（上）」NBL677号 13頁（1999）、久保・前掲注（13）363頁。 
22 倉澤康一郎「保険契約解約返戻金請求権の法的性質とその差押え」法学研究 66巻 1 号 71頁（1993）、

伊藤・前掲注（12）26頁同旨。 
23 倉澤・前掲注（22）71頁、72頁。大澤康孝「積立金に対する保険契約者の権利」ジュリ 753号 109頁

（1981）同旨。 
24 山下孝之「解約返戻金請求権」前掲注（三宅一夫先生追悼論文集）386頁以下。 
25 山下（孝）・前掲注（24）384頁、伊藤・前掲注（12）22頁以下、伊藤眞「解約返戻金請求権の差押え

と解約権の行使」損保判例百選 第 2版〔No.138〕195頁（1996）。 
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生命保険契約の目的からすれば付随的ないし特殊な効果であり、これを保険契約者の債権

者がその債権確保のために利用することによって、保険金請求権等（生活保障）という契

約の主たる効果を排除することは、合理的ではなく行き過ぎであると批判している26。 

(3) 二分説（少数説） 

保険契約を加入の目的によって貯蓄型（貯蓄、資産運用、節税などを目的とするもの）

と生活保障型（被保険者または保険金受取人の生活保障、社会保障の補完を主な目的とす

るもの）に分けた上で、前者に限って解約権を行使できるが、後者については、その解約

権が一身専属権であることを認め、差押債権者による解約権行使を否定する、という主張

も導きうると解される27。 

 

3 重要な判例・裁判例 

差押債権者等による解約権行使に関する問題をめぐって、以下の判例・裁判例が重要で

ある。 

(1) 大阪地判昭和 59年 5月 18日（判例時報 1136号 146頁）28 

本判決は、保険契約者の差押債権者による解約権行使の可否の問題に関し初めて判断を

示したものである。同判決は、解約権は保険契約者の「一身専属的なものとして格別に尊

重することを要するもの」と認められないこと、生命保険制度は保険契約者の資産の運用

のために利用される場合も多いから、それを「専ら保険契約者及びその被養者の保護の面

からのみ考えるのは相当でない」ことを理由として、解約返戻金請求権を差し押さえた債

権者の取立権に基づく解約権の行使を認めた。その影響で、後述のように、その後の下級

審判決も保険契約者の差押債権者による解約権の行使を認めるようになった29。 

 

                                                   
26 倉澤・前掲注（22）70頁・73頁。ただ保険契約者貸付請求権を担保に供することが考えられると提案

した（74頁）、同「傷害保険契約における解約返戻金請求権の差押えと差押債権者による解約」法研

65巻 8号 138頁（1992）、伊藤・前掲注（25）195頁、伊藤・前掲注（12）22頁等。 
27 糸川・前掲注（13）99頁以下、山本克己「生命保険解約返戻金を差し押さえた債権者による解約権行

使」金法 1581号 217頁（2000）。 
28 判例評釈として、倉澤康一郎「傷害保険契約における解約返戻金請求権の差押えと差押債権者による

解約」法学研究 65巻 8号 134-138頁（1992）、同・下級審商事判例評釈〔昭和 55年～59年〕〔慶応義

塾大学法学研究会叢書 59〕385-391頁（1995）、山野嘉朗「解約返戻金請求権の差押と差押債権者によ

る解約権行使」商法（保険・海商）判例百選 130-131頁、伊藤・前掲注（22）194-195頁等ある。  
29 ただ、同じ立場に立ったことを判示した裁判例は、その後、しばらく見られなかった。福岡地判平成 7

年 7月 28日判タ 901号 242頁、その控訴審である福岡高判平成 8年 2月 15日金法 1466号 41頁は、

解約返戻金請求権を差し押さえた税務当局が取立権に基づいて解約権を行使することはできるとした

が、通常の民事債権による差押の事例で取立権に基づく解約を認めたものはない状態が続いていた。

伊藤=山下（孝）=山下（友）・前掲注（21）8頁。 
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(2) 東京地判昭和 59年 9月 17日（判例時報 1161号 142頁）30 

本判決は、初めて差押債権者が債権者代位権に基づいて解約権を行使することを認めた

ものである。同判決は、生命保険契約の解約権の一身専属権について、一律に論ずべきで

はなく、生命保険を保障型と貯蓄型に区分して、前者に限って一身専属権を認め、後者に

ついては一身専属権を否定すべきであるという二分説論を提唱しており注目される。この

判決は、その後に続く多数の下級審の判断に大きな影響を与え、かかる下級審判決はいず

れも、その二分説論を踏襲し、しばしば生命保険の生活保障機能と貯蓄機能という観点か

ら論じられていた31。 

(3) 最判平成 11年 9月 9日（民集 53巻 7号 1173頁）32 

本判決は、保険契約の解約権の一身専属性を否定した上で、差押債権者が取立権に基づ

いて解約権を行使することを認めた。また、保険金債権については預貯金と異なる扱いを

するものではないとして、生命保険にあっては保険契約者や被養者保護の面のみから判断

することは相当ではないとした。その代わり、権利濫用または民事執行法 153条による差

押命令の取消など、解除権行使の際の債権者・債務者間の諸事情が考慮されるべき余地が

ある旨も示唆した。ただ、学説上、権利濫用の法理による救済の実効性については疑問視

されている33。 

本判決は、債権者代位による解約権行使の可否について直接言及していないものの、解

約権の一身専属性を否定した以上、差押債権者の取立権に基づく解約権行使と並列的に認

めると解されている34。また、本判決は下級審裁判例が統一されておらず、学説上の争い

もある生命保険契約の解約返戻金の差押債権者による解約権行使の可否と当否の問題につ

いて、最高裁判所として初めての判断を示したものであり、解釈論および後述の保険法の

                                                   
30 判例評釈として、宮島司「債権者代位による傷害保険契約の解約権の行使が認められた事例」法学研

究 64巻 11号 77-83頁（1991）、同下級審商事判例評釈〔昭和 55年～59年〕〔慶応義塾大学法学研究会

叢書 59〕440-449頁（1995）等ある。 
31 大阪地判平成 5年 7月 16日（保険契約者の破産管財人による解約権代位の行使が認められた事例）判

時 1506号 126頁、東京地判平成 6年 2月 28日（保険契約者の質権者による解約権の代位行使が認め

られた事例）金判 973号 34頁、東京地判平成 10年 7月 28日（貯蓄型の生命保険に限っては、民事執

行法上の取立権による解約権の行使が可能であるとし、債務者が無資力となった場合には、全て債権

者は解約権代位に基づいて解約権を行使することができるとされた事例）金判 1059号 50頁。 
32 判例評釈として、伊藤=山下（孝）=山下（友）・前掲注（21）6-14頁）、倉澤康一郎「生命保険契約の

解約返戻金請求権の差押えと解約権行使の可否」法律時報別冊 21号 106-109頁（2000年）、竹濱修「解

約返戻金請求権を差し押さえた債権者による解約権の行使」保険法判例百選 188-189頁ある。 
33 つまり、保険会社にとって、債権者による解約権行使が権利濫用に当たるか否かの判断は相当困難な

ものと考えられる。伊藤眞=山下孝之=山下友信「生命保険契約の解約返戻金請求権の差押と差押債権

者による解約権の行使（下）」NBL678号 45頁（1999）。 
34 吉田徹「生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約権を行使する

ことの可否について判断した最高裁判決」ひろば 53巻 2号 267頁（2000）。 
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立法には極めて大きな影響を与えている。そして、本判決は実務に与えた影響も極めて大

きい。従来この問題に対し否定的に考える多くの保険会社は、その後、差押えがされてそ

れに基づく取立が行われるという事案については、そのまま判決の結論に従って取立てに

応じる取扱いになった。 

 

第 4節 規定新設の経緯 

 

１ 生保試案 

生保試案 677条の 2では、保険金受取人の利益を保護することを目的として、ドイツ旧

保険契約法 177条を参考としながら、介入権制度の立法を試みた。その法律構成は、以下

のとおりである35。 

保険契約者の債権者が生命保険契約に基づく権利を仮差し押さえまたは差し押さえた

ときは、第三者である保険金受取人は介入権者として、保険契約者の同意を得て、債権額

または仮差押命令もしくは差押命令の送達の時に解約がなされたならば、保険者から支払

われるべき解約返戻金のいずれか少ない額を債権者に支払うことにより、保険契約者に代

わって自ら保険契約者となることができる（1項前段）。保険契約者が破産手続開始の決定

を受けた場合、および保険契約者の債権者が民法 423条（債権者代位権）の規定により保

険契約者に代位して保険者に対し保険契約を解約してこれにより支払われるべき金額の支

払を請求する場合においても、同様である（2項前段・5項）。 

また、介入権は、保険金受取人が仮差押命令もしくは差押命令の送達の時または破産手

続開始の決定の時から 1か月以内に行使しなければ消滅する。この期間が経過するまでは、

保険契約の解約はできない（3項）。そして、保険金受取人による保険契約者の地位の取得

は、介入権を行使した保険金受取人が保険者に対して通知しなければ、介入をもって保険

者に対抗することができない（4項）。 

なお、介入権行使の要件としての保険契約者の同意および対抗要件としての保険者への

通知は書面によるべきことを約定することを妨げない（1項・2項・4項後段）。 

本条は、半面的（片面的）強行規定とされている（生保試案 683条 2項）。 

 

 

                                                   
35 生保試案理由書 79-85頁。 
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2 傷害試案・疾病試案 

外国の立法例において、介入権を法定しているドイツ保険契約法などでは、介入権は生

命保険契約についてのみ規定されており、傷害保険契約については規定がない。しかし、

傷害保険契約についても保険契約者の債権者による差押えが行われ、保険契約者破産の場

合に破産管財人が傷害保険契約を解約する実例のある日本の事情に鑑みれば傷害・疾病保

険契約についても介入権を認めるのが望ましいという趣旨から、傷害試案 13条と疾病試案

13条においても、生保試案 677条の 2の規定と同趣旨、かつほぼ同一内容で傷害・疾病保

険契約における保険金受取人等の介入権に関する規定が置かれている。もっとも、傷害・

疾病保険契約の性質上必要となる以下の相違がある36。 

まず、介入権者について、傷害試案 13条と疾病試案 13条は生保試案 677条の 2と異な

り、保険金受取人のみならず被保険者も介入権者としている。これは、後遺障害や医療費

用にかかる給付金については、傷害・疾病保険契約上、被保険者自身が保険金受取人とさ

れているのが通例であるが、常にそうであるわけではないので、被保険者を介入権者とし

て加えておくことが必要とされるからである。 

次に、規定の性質について、生保試案 677条の 2は半面的（片面的）強行規定とされて

いるのに対して、傷害試案 13条と疾病試案 13条は任意規定とされている。これは、傷害・

疾病保険契約には短期の掛捨型の契約とされ解約返戻金がないか極めて少額のものがある

ことなどから、傷害・疾病保険契約では保険金受取人等の介入権を認めない特約をするこ

とにも合理的な理由があると考えられるためである。 

 

3 法制審議会保険法部会の検討 

 保険法部会においては、主に介入権に関する立法的措置の必要性、保険者から介入権者

への通知義務の要否、介入権行使後の保険契約者の地位の移転等をめぐって議論された。 

(1) 介入権に関する立法的措置の必要性について 

介入権に関する立法的措置を行う必要性については、保険法部会の初期段階において、

以下の観点から法律上の制度として介入権をあえて盛り込む必要はないとする反対意見が

多かった37。 

①実効性がないこと―保険金受取人も無資力のケースがほとんどであり、また受取人が

                                                   
36 疾病試案理由書 220-222頁、傷害試案理由書附-62-64頁。 
37 第 6回議事録 19頁以下、部会資料(18)1頁。 
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契約解除された事実および制度の存在を確認できない場合が多い。 

②保険金受取人の地位が上がる合理的な説明はできないこと―保険事故発生時に至る

までの保険金受取人の地位が確定していない。 

③保険実務上問題が多すぎること―解約返戻金や保険金の二重払のリスク、制度の複雑

さで保険者にもたらす事務的、経済的負担が大きい。 

④破産管財人との和解などほかの解決方法があること―たとえば、解約返戻金相当額が

20万円を下回る場合には財団を構成しないという取扱いや、20万円以上の解約返戻

金相当額が一旦は財団に組み入れられた場合でも管財人は契約の解除をせずに解約

返戻金請求権を財団から放棄する取扱いがある38。また、現行の破産法下でも自由財

産の範囲拡張の裁判等により、保険契約の存続を認めることも可能である。 

上述の反対見解を踏まえ、保険法部会では、以下のように他の解決方法も検討してみた

が、いずれも契約解除を回避するには十分ではないことが明らかになった39。 

まず、権利濫用による排除方法を検討した。しかしながら、解約権の行使が権利濫用に

あたるかどうかについて、保険者では判断が難しく裁判で争うしかない。 

次に、差押禁止債権の範囲の変更方法（民事執行法 153条）も検討した。しかしながら、

その方法では、保険金受取人にはその申立権がなく、また差押命令が全部取り消されない

限り契約の解約を防ぐことはできない。 

さらに、破産管財人との和解などその他の解決方法を探ってみた。しかしながら、破産

実務では対応できるとしても、差押債権者や債権者代位権によって解約が行われた場合に

保険金受取人の権利を守る手立ては現行法上ない。また、利益関係者による和解という方

法もあるが、常に和解が成立するとは限らない。 

最終的に以下の理由により、契約を存続させる方法として介入権制度の導入に関する立

法的措置をとるほかないとの結論に至った40。 

第一に、立法的措置を講じなければ、保険契約者の差押債権者が生命保険契約を解除し

た場合には直ちに解除の効力が発生することになり、たとえ保険金受取人が保険契約を存

続させたいと考えたとしても、もはや一旦生じた解除の効力を覆滅させることはできない。 

第二に、解除の効力が生じた場合に差押債権者等において支払を受けることができる金

額（解約返戻金等の額）と、保険事故が発生した場合に保険金受取人が取得することがで

                                                   
38 伊藤眞『破産法・民事再生法〔第 2版〕』292 頁（有斐閣・2009）、第 6回議事録 11-24頁。 
39 部会資料(12)3-4頁、補足説明 85頁。 
40 部会資料(7)1頁以下、部会資料(12)3頁、補足説明 85頁、第 6回議事録 11頁。 



256 

 

きる金額（保険金額）との間には差があることが多く、一般には前者よりも後者の方が大

きい。保険契約が解除されると、保険金額をも当然に喪失させてしまうことになる。これ

によって、遺族等の生活保障等を目的とする生命保険の機能を大きく損なうことになりか

ねない。 

第三に、生命保険契約は長期契約であることが一般的であり、一旦解除されると、被保

険者の健康状態や年齢等によっては、従前と同様の条件で再度保険契約を締結することが

できなくなり、仮に同様の条件で保険契約を締結することができたとしても、保険料が従

前に比して高額となるなどの事態がありうる。 

(2) 保険者から介入権者に対する解除通知義務の要否について 

実務上、解除権者が差押債権者または破産管財人の場合には、保険契約者は解除権が行

使されたことを知りうることから、保険契約者を通じて介入権者も当該事実を知ることが

できる。しかし、質権や債権者代位権により解除権の行使がされた場合には、解除権者は

契約の解除を保険契約者または保険金受取人に知らせないこともあるので、当事者である

保険契約者は当然には解除の事実を知りえない。それが果たして妥当かという疑問があっ

た。また、そもそも介入権者が解除権者による解除の事実を知らず、またはその事実を知

っていたとしても、介入権の存在やその行使方法を知らなかった場合には、介入権の行使

が充分期待できないのではないかという疑問もあった。 

そこで、保険法部会では、解除の通知を受けた保険者に、その旨を保険契約者および介

入権者に対し通知する義務を課すことが検討されていた41。 

しかし、最終的には通知を義務化することまでは採用されなかった。その理由は、保険

契約者は解約返戻金の差押えや破産手続開始決定の事実を認識しており、かつ、介入権者

が保険契約者の親族に限られるため、保険契約者と介入権者とは密接な関係にあるのが通

常であることからすれば、介入権者は保険契約者を通じて解除の事実や介入権の存在を知

ることが期待できること、保険者は保険金受取人の連絡先まで常に把握しているわけでは

ないこと、義務違反の効果も不明確であることなどから、保険者に対して一律にこのよう

な法的な義務を課すことは相当でないということであった42。 

(3) 保険契約者の地位の移転等について 

介入権者が差押債権者等に一定の金額を支払って契約解除が回避できたとしても、保険

                                                   
41 部会資料(7)3頁、第 18回議事録 49頁以下。 
42 第 18回議事録 46頁以下、山下=米山・解説 626頁[萩本修=嶋寺基] 
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契約者が解約返戻金請求権、受取人変更権などの権利義務を有するから、次の事態が生じ、

介入権の意義が失われてしまう懸念がある。すなわち、①解約返戻金等相当額が被担保債

権額に満たない場合、または保険契約者が再び債務不履行もしくは破産状態に陥った場合

に、解約返戻金請求権が再度差し押さえられ、同じ状況が繰り返される。②保険契約者の

意思によって任意解除権を行使したり、保険金受取人を介入権者から別人に変更したりす

ることによって、結局「一定の金額」を支払ったその介入権者が保険金を取得することが

できなくなる。③介入権行使後、保険契約者が保険料の払込みを遅滞することによって保

険契約が失効してしまう等。 

そこで、以上の事態を防ぐために、保険法部会中間試案の段階までの審議過程において、

介入権の行使の効果として、以下の行使効果を認めるものとする方向で検討されていた43。 

ア 保険契約者の地位移転 

これは、ドイツ法におけるいわゆる介入権を参考にして、保険金受取人が債権者または

破産管財人に対して解約返戻金相当額を支払った場合には、保険契約者の地位を移転し保

険契約者の権利義務を承継させるという考え方である。 

その法理は、次のように説明された44。つまり、一定の金銭を支払った者（介入権行使

者）は、基本的には、その時に保険契約者としての権利義務を保険契約者から承継するも

のとし、これによって、解約返戻金請求権等の保険契約者の権利を介入権行使者に帰属さ

せるとともに、保険料支払義務もその者に課すことになる。ただし、保険契約者の同意を

要件とし、また保険者がそのことを知った後遅滞なく反対の意思を表示したときはこの限

りでないものとする。なぜなら、民法の一般法理により、契約上の地位の移転には原則と

して契約当事者の同意（承諾）が必要であることから、保険契約者の意思を尊重するとと

もに、保険者に反対の意思を表示する機会を与える必要があるからである。 

イ 保険金受取人の変更 

これは、所定の金銭を支払った以上、その者を当然に保険金受取人とするのが素直であ

るという観点から、仮にその者が実体法上その時点で保険金受取人でなかったとしても、

その者が通知日における支払相当額を支払った場合には、保険契約者がその者だけを新た

な保険金受取人に変更したものとみなされ、その者以外の受取人は保険金受取人ではなく

                                                   
43 部会資料(7)1頁・(19)14頁、第 6回議事録 13-24頁、中間試案 23頁。 
44 補足説明 86-88頁、部会資料(12)4頁。 
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なるという考え方である45。 

ウ 保険契約者の保険金受取人変更または契約解除の禁止 

これは、介入権が行使された後、保険契約者は保険金受取人の変更をしたり保険契約の

解除をしたりすることができないものとし、これによって保険契約者の権利を制限する。

ただし、保険金受取人が承諾したときはこの限りでないという考え方である46。 

しかし、最終的に政策判断で上述の考え方に関する規定は設けないこととされた。その

理由は以下のとおりであった47。すなわち、①制度がいたずらに複雑になると同時に分か

りにくくなること。②これまで保険金受取人の指定変更権を持っていなかった人が保険契

約者になることによって、自由に保険利益の帰属先を決めることができ、あるいは使われ

方によっては受取人として相応しくない人が受取人になったというようなモラル・ハザー

ドの問題があること。③これらはあくまでも介入権を行使する受取人と保険契約者との両

者間の合意に委ねるのが相当であり、あえて介入権を行使するための要件を重くしてまで

介入権の効果として保険契約者の地位の移転を認める必要性は乏しいこと。 

 

第 5節 保険金受取人の介入権の法理 

 

60条（本条）は、一定の要件を満たせば保険金受取人が契約当事者以外の者による契約

解除に対し介入権を行使することができる旨を定めた規律である。第 1項は主に契約当事

者以外の者による解除、第 2項は主に保険金受取人による介入権の行使、第 3項は主に介

入権行使の効果について、それぞれ定めている。 

 

1 解除権者 

本条 1項前段は、「差押債権者、破産管財人その他の死亡保険契約の当事者以外の者で

当該死亡保険契約の解除をすることができるもの」を「解除権者」と定義している。条文

上、解除権者の典型例として差押債権者と破産管財人が掲げられているが、「その他」を含

め、一般に以下に掲げる者が解除権者に該当するものと解される48。 

                                                   
45 部会資料(12)5頁、補足説明 87頁。 
46 部会資料(7)3頁、第 6回議事録 13-14頁、部会資料(19)11頁。 
47 第 6回議事録 11頁以下、第 23回議事録 34-35頁。 
48 第 6回議事録 11頁・24頁、部会資料(12)2-3頁、部会資料(19)12-13頁、補足説明 85頁、髙山・前掲

注（1）300頁等。 
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(1) 差押債権者 

保険契約者の債権者は、解約返戻金請求権を差し押さえたうえ、取立権に基づき保険契

約を解除することができる。具体的には、債権者が裁判所に差押命令の申立てを行い（民

事執行法 144条）、裁判所が発令した差押命令が第三債務者である保険者に送達された場合

には（民事執行法 145条・146条）、その後 1週間を経過した時点で、当該債権者は取立権

を取得することになる（民事執行法 155条 1項本文）。取立権を取得した債権者は、契約解

除に伴い保険契約者が取得する解約返戻金請求権等を現金化させるために当該保険契約の

解除を行うことができる。 

実務上は、国税局、税務署、年金事務所49、市役所等の税徴収機関が解除権者として滞

納国税・地方税および滞納処分費を徴収するために国税徴収法第五章（滞納処分）または

その例による処分の規定（地方税法 331条 6項等）に基づき保険契約の解除権を行使する

事案が極めて多い（第 8節参照）。 

(2) 破産管財人・再生管財人・更生管財人 

保険契約者が破産手続開始または再生手続開始（ただし、管理命令が発令された場合に

限る―民事再生法 64条）もしくは更生手続開始の決定を受けた場合には、保険契約者の権

利（たとえば、保険契約の任意解除権など）は破産財団等に属し、保険契約者の財産管理

処分権は破産管財人または再生管財人もしくは更生管財人（以下、あわせて「破産管財人

等」という）に専属することとなる（破産法 78条 1項、民事再生法 66条、会社更生法 72

条 1項）。このため、これらの者は、解約返戻金請求権等を換価して破産財団の財産増加ま

たは保険契約者の経済生活・事業の再生・維持更生をするために、保険契約を解除するこ

とができる。 

(3) その他 

保険契約者が解約返戻金請求権を質権の目的とした場合には、保険契約者から質権の設

定を受けた質権者は、質権の実行としての取立権（民法 366条 1項）に基づき、保険契約

を解除することができる。 

また、保険契約者の債権者は、債権者代位権（民法 423条）に基づき、保険契約者の任

意解除権（54条）を代位行使して、保険契約を解除することもできる。もっとも、後述の

ように、保険実務上はまずみられない。 

 

                                                   
49 2009年までは社会保険事務所。社会保険庁廃止・日本年金機構発足により年金事務所に転換。 
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2 介入権の対象となる保険契約 

本条１項前段は、介入権の対象となる保険契約が「死亡保険契約」であって、「保険料

積立金があるものに限る」としている。その理由は、次のとおりである。 

(1) 死亡保険契約とされる理由 

死亡保険契約は、保険期間が長期に及ぶことがあり、一旦解約されると、被保険者の年

齢や健康状態によっては新たに保険契約を締結することができない場合があることから、

従前の契約を継続する必要性が高い50。また、これらの保険契約の保険金受取人である遺

族等の生活保障的機能を維持するという介入権の趣旨からすれば、生命保険契約のうち、

死亡保険契約についてのみ介入権の制度の利用を認めれば足りるとされた51。 

(2) 生存保険契約が対象外とされる理由 

これは、生存保険契約は一般に貯蓄的性格を有し遺族保障等の保障性が希薄であること

やいわゆる解約返戻金の額と保険金額との間に大きな差がないことから、制度の趣旨が妥

当しないことによるとされる。もっとも、生存保険契約にも死亡保険金が含まれることが

あるから（たとえば、養老保険契約のような生死混合保険契約）、保険金受取人の生活保障

の機能もあることは否定できないが、生存保険契約は一定の時点における被保険者の生存

を保険事故とするものであり、必ずしも被保険者の死亡に備えて締結されるわけではなく、

生活保障の役割が期待されているとまではいえない52。 

また、介入権制度によって解除権者の早期債権回収に制約を課せられることになるから、

介入権行使の対象となる保険契約は必要最小限度のものとすべきという観点から、生活保

障的機能が弱い純粋な生存保険契約は介入権行使の対象とされていない53。 

 (3) 保険料積立金のある保険契約に限定される理由 

保険料積立金があるのは保険料の計算方法として平準保険料方式を採用した保険契約

であり、平準保険料方式を採用した保険契約は一般に保険期間が長期の契約である。その

ため、一旦解約されると再加入が困難な場合があることから、保険契約を継続することに

よる保険金受取人の生活保障が強く必要とされる54。 

また、死亡保険契約であっても、保険料積立金のないものがある。通常、解除権者が保

                                                   
50 部会資料(12)3頁。 
51 部会資料(19)11-14頁。 
52 部会資料(19)13頁、補足説明 85頁。 
53 部会資料(19)13頁。 
54 部会資料(19)12頁。 



261 

 

険契約を解除する目的は、解約返戻金を取得して債権回収を図るためである。しかし、保

険料積立金のない保険契約には解約返戻金もないのが通例である。そのため、これがない

死亡保険契約は解除権者が解除しても弁済を受けられず、解除する意味がないことに鑑み、

介入権を認める理由がないと解される55。 

したがって、立法趣旨から、本条以下 62条までにおける生命保険契約は 63条に規定す

る保険料積立金があるものに限られ、保険料積立金が存在しない団体定期保険契約および

団体信用生命保険契約は介入権の対象外とされている56。 

 

3 解除の効力発生日 

本条 1項後段は、解除権者がする「当該解除は、保険者がその通知を受けた時から一箇

月を経過した日に、その効力を生ずる」としている。保険契約の解除は、民法の到達主義

の原則（民法 97条 1項）によれば、解除の通知が保険者に到達した時からその効力を生じ

ることになる。しかし、保険法はそれとは異なり、民法の特則として債権者による解除の

効力発生日を一律に 1か月遅らせ、かつ将来に向かってその効力を生ずるものとしている57。

これは、後述のように介入権者が一定の金額の支払をして解除の効力が発生するのを防ぐ

機会を確保するための合理的な期間と解除権者に及ぼす不利益とを総合的に考慮したもの

である58。 

したがって、仮に明らかに介入権者に当たる者が存在しない場合や（たとえば、後述の

ように保険金受取人が保険契約者や法人である場合等）、介入権者が介入権を放棄したよう

な場合であっても、解除権者は解除の効力発生日までに保険事故が発生した場合を除き、

債権を回収することができない。これは「介入権者としての要件を満たすかどうかといっ

た判断を経ることなく画一的な取扱いを可能にするという観点からこのような規律にされ

たもの」と解されている59。 

保険実務上、解除の効力発生日は、解除の通知が保険会社に到達した日の翌日から起算

して、その起算日の 1か月後に応当する日である（民法 140条・143条）。たとえば、解除

の通知が 2013年 6月 24日（月）に保険会社に到達した場合は、同年 7月 25日（木）に解

                                                   
55 山下ほか・保険法 324頁[竹濱修]。 
56 保険法部会の検討過程では、団体保険契約については、介入権に関する規律の対象外とすることが明

示されていた。部会資料(19)12頁。 
57 実務上、その期間を「解約停止期間」と称する約款もある。 
58 補足説明 86頁、部会資料(12)4頁、第 18回議事録 47頁、山下=米山・解説 620頁[萩本修=嶋寺基]。 
59 髙山・前掲注（1）304頁。 
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除の効力が生ずる。 

また、1か月後の応当日の前日（期間の末日）が、休日等に当たるときは、1か月の期

間は、その翌日に満了するため、解除の効力はさらにその翌日に生ずることとなる（民法

142条）。たとえば、解除の通知が 2013年 6月 28日（金）に保険会社に到達した場合は、

同年 7月 28日（日）が１か月後の応当日の前日であるため、同月 30日（火）に解除の効

力が生ずる。 

 

4 介入権者 

本条 2項前段は、介入権者の定義として「保険金受取人（前項に規定する通知の時にお

いて、保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者であ

る者に限る）」を規定している。すなわち、解除の「通知の時」を基準時として、以下の

要件を全て満たす者が介入権者となるのである。 

(1) 保険金受取人であること 

保険金受取人に限ったのは、保険契約が解除されることにより不利益を被るのは保険金

受取人であり、保険契約が解除されずに存続した場合に保険金等を取得しうる者は保険金

受取人であることから、介入権の行使主体を保険金受取人とすることは自然であると考え

られている。 

もっとも、保険法部会では、制度の実効性を重視する観点および遺族の生活保障を重視

する制度の趣旨から、保険金受取人であるか否かを問わず保険契約者または被保険者の相

続人もしくは親族であれば介入権者としてよいとの意見等もあったが60、保険金受取人で

ない者はそもそも保険事故が発生したときに保険金等を受け取ることができるとの期待権

さえも有していないことから、これを介入権者として認めることは妥当ではないとして61、

最終的にはその意見は採用されなかった。 

(2) 保険契約者でないこと 

保険契約者本人が保険金受取人である場合に介入権の行使を認めるべきかについても

保険法部会で議論がなされたが62、最終的には、次のように政策的な判断により保険契約

者が介入権者から除かれたものと考えられる63。すなわち、①保険契約者自身が介入権者

                                                   
60 部会資料(7)2頁、第 6回議事録 12-13頁、中間試案 23頁・89頁、補足説明 89頁、部会資料(19)11頁。 
61 補足説明 89頁。 
62 部会資料(7)2頁・(12)2頁、中間試案 23頁、部会資料(19)11頁。 
63 第 23回議事録 35-36頁、山下=米山・解説 624頁[萩本修=嶋寺基]。 
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になるような場合の技術的な手当てが極めて困難である。②自ら債務の履行を怠った結果

として解約返戻金の差押えや破産手続開始の決定等を受けたような保険契約者を介入権に

よって保護する必要性は乏しい。これを認めると、本来の制度趣旨とは異なる結果を招く

懸念がある。③なお、保険契約者以外の保険金受取人は一般的に保険契約者の親族が多い。

保険契約者としては、親族である保険金受取人に依頼して介入権を行使してもらうことも

可能である。したがって、保険契約者自身が介入権者に含まれないことによって特に不合

理な事態が生じることになるわけではない。 

(3) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者であること 

これは、全ての保険金受取人が介入権を行使できるわけではなく、生活保障的機能を維

持するという介入権制度の趣旨からすれば、保険金受取人のうち、その生活保障に特に配

慮する必要がある保険契約者または被保険者の親族である者に介入権の行使を認めれば足

りるからであるとされる。ここにいう「親族」の範囲は、原則として民法 725条により、

①6親等内の血族、②配偶者、③3親等の姻族であるとされる64。また、本項は親族の場合

に限らず、保険契約者と非同一人の被保険者本人が保険金受取人である場合にも、その被

保険者本人に介入権の行使を認めることとしている。これは、遺族の生活保障のために保

険契約の存続を図ることができるからである65。 

以上より、介入権者は保険金受取人のうち自然人に限るものとされ66、仮に事業保険や

法人保険のように法人が契約上の保険金受取人であっても介入権者にはなれないのである。 

 

5 介入権行使の方法 

本条 2項後段は、介入権行使の方法について、介入権者は「保険契約者の同意を得て、

前項の期間が経過するまでの間に、当該通知の日に当該死亡保険契約の解除の効力が生じ

たとすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、

保険者に対してその旨の通知を」することとしている。具体的に以下の要領にて介入権を

行使することとされる。 

(1) 保険契約者の同意を得ること 

保険契約者は、保険契約の直接の当事者であり、保険料の支払義務を負い（2条 3号）、

保険金受取人の変更権（43条 1項）や保険契約の任意解除権を有すること（54条）から、

                                                   
64 中間試案 23頁(注 2）。 
65 山下=米山・解説 624頁[萩本修=嶋寺基]。 
66 第 6回議事録 12頁。 
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契約の存続について最も利害関係を有する者といった特質がある。これに鑑み、介入権に

よる保険契約の存続を認めるかどうかについては、保険契約者の意思を尊重すべきであり

67、契約の継続を希望しない場合の保険契約者の意思に反してまで介入権の行使による保

険契約の存続を認めるのは、保険契約者等の遺族の生活保障のために介入権の制度を設け

た趣旨からしても相当ではない68。 

介入権の行使にあたって、被保険者の同意は要件とされていない理由について、契約内

容を変更する制度ではないこと、介入権者を親族である保険金受取人に限定すること、お

よび介入権の行使が直ちに被保険者による解除請求の事由（モラル・リスク等。第 3章参

照）に該当することはないからである69。 

(2) 解除権者に対して一定の金額を支払うこと 

本条 2項後段にいう「保険者が解除権者に対して支払うべき金額」とは、解除権者によ

る解除の通知が保険者に到達した日を基準にして算出された解約返戻金相当額に配当金等

（未経過保険料や前納保険料の保険料精算額、祝金などの給付金未払額等がある場合には

それらも含まれる）を加えた額から、保険料自動振替貸付や契約者貸付が行われた場合に

それらの残高を控除した額になるのである（以下「通知日における支払金相当額」という）

70。もっとも、その通知日における支払金相当額は、後述のように必ずしもその全額では

なく差押え等のなされた範囲に限られる71。これは、解除の効力が生じないことにより解

除権者に経済的損失を負わせないようにするために、解除通知の時点で解除権者が受取を

期待することができた金額の全部を介入権者に支払わせれば足りることと、保険契約を存

続させるのに過不足のない金額である必要があることを踏まえて設けた方策である72。 

(3) 保険者に対して支払済の旨を通知すること 

これは、介入権者がすでに解除権者に対して通知日金額の支払をしたことを保険者に知

らせることによって、保険者が二重弁済の危険にさらされることを防止する趣旨である。

                                                   
67 補足説明 86頁。 
68 山下=米山・解説 625頁[萩本修=嶋寺基]。 
69 遠山優治「契約当事者以外の者による解除の効力等（介入権）について」生保論集 165号 177頁（2008）。 
70 岡野谷知広「保険契約者の破産と介入権」落合=山下（典）・理論と実務 235頁、山崎哲央「債権者に

よる債権保全・回収と介入権」『事業再生と債権管理』122号 94頁（金融財政事情研究会・2008）。「保

険料自動振替貸付」とは、保険料が払い込まれないままで猶予期間が経過した場合に、保険会社が解

約返戻金の額を超えない範囲内で自動的に保険料を貸付という形で立て替え、保険契約を有効に継続

させる制度のことをいう。「契約者貸付」とは、保険契約者が解約返戻金の範囲内で、保険会社の定め

る利率で貸付を受けることができる制度のことをいう。 
71 生保試案 677条の 2第 1項・第 2項は、債権額か差押時の解約返戻金額のいずれか少ない額、または

破産債権額か破産手続開始決定時の解約返戻金のいずれか少ない額とした。 
72 中間試案 24頁、補足説明 86頁。 
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つまり、介入権者は介入権を行使するために、解除権者に対し解約返戻金等の相当額を支

払わなければならないが、実際に支払があったかどうかについては、通常、保険者はそれ

を知ることができない。そのため、保険者は介入権者から解除権者へ支払がされた事実を

知らずに、解除通知の日から 1か月が経過した時点で解除の効力が発生したものと誤解し

て解約返戻金等を解除権者に支払ってしまうという事態が生ずる可能性がある。保険者に

対してその旨の通知を要求するのは、そのような事態の発生を防ぐためである73。 

通知の方法については、保険法上は特段の規定が設けられていないが、実務上、保険会

社は、事後の関係者間の紛争および保険会社がその紛争に巻き込まれることの防止等の観

点から、介入権者に対し「解約の効力発生日」の前日までに、保険会社宛に次の書類の提

出を求めている。すなわち、①保険契約存続通知書、②債権者への支払の事実が確認でき

るもの（領収書等）の写し（上記①に債権者の署名・押印があれば不要）、③介入権者が保

険契約者、被保険者の親族である事実が確認できるもの（戸籍謄本等。ただし、介入権者

が被保険者自身である場合は不要）、④介入権者の印鑑証明書、⑤保険契約者の印鑑証明書、

および⑥債権者等の押印がある場合の印鑑証明書（債権者等が公印を使用する場合は不要）

である。 

(4) 1か月以内に行使すること 

これは、1か月が経過した時、本条 1項により解除権者による保険契約の解除効力が発

生し、保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払うことになるか

らである。保険法部会では、保険者が解除権者からの解除通知を受けてから、介入権者に

よる保険契約者の同意の取り付け、解約返戻金等相当額の資金調達、解除権者に対する支

払、保険者への通知までの一連の行為を行うために要する期間は 1か月が相当であるとし

た74。 

もっとも、保険法では、差押債権者等から保険契約の解除通知（実務上、所定の解約請

求書）が保険会社に到達した場合において、保険会社が介入権者に介入権制度を知らせる

手続について特に定められておらず、実務の運用に委ねられている。保険実務上、介入権

制度の趣旨を踏まえ、解除の効力発生日前までに介入権者が迅速に介入権を行使できるよ

うに、保険会社は、通常差押債権者等から解除通知を受領した日の翌営業日に保険契約者

を通じて（保険会社は、保険金受取人の住所まで管理していない場合が多いため）、保険金

                                                   
73 部会資料(19)14頁。 
74 部会資料(12)4頁、第 18回議事録 47頁以下参照。 



266 

 

受取人に対し差押債権者等からの解約請求書受領についての案内状を送付するような体制

をとっている。かかる案内状には、解約請求書受付日、解約返戻金額（受付日現在）、解約

の効力発生日等を明記するとともに、介入権制度の説明、介入権行使の可能期間およびそ

の手続方法も記載されている。 

 

6 介入権行使の効果 

まず、介入権が所定の方法により行使された場合には、解除権者がした保険契約の解除

はその効力を生じないこととなり（2項後段）、当該保険契約は従前と同様の内容で存続す

る。これが介入権の本来的効果である。ここで留意すべきは、保険法が規定するのは、保

険契約解除の効力が発生する前における介入権行使による保険契約の存続のみであり、解

除の効力が発生した後に介入権行使により契約が解除されなかったとみなすものではない

ということである。 

次に、解除権者による解除権の行使が差押手続または破産手続、再生手続または更生手

続でなされた場合には、第三債務者である保険者が債務の支払を行う必要があるはずであ

るところ、介入権の行使がなされたときは、当該差押手続、破産手続、再生手続または更

生手続との関係においては「保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものと

みなされる」（3項）とされ、それぞれの手続が終えられることになる。すなわち、差押手

続との関係であれば、保険契約が解除されたのと同様の状態で第三債務者である保険者が

差し押さえられた債務を差押債権者に弁済したもの（民事執行法 155条 2項）とみなして、

仮に解約返戻金相当額が執行債権および執行費用の合計額に不足していたとしても当該差

押手続は終了することとなる。 

また、破産手続との関係であれば、介入権者が支払った金額は、破産管財人が保険契約

等を解除して保険者から解約返戻金等の相当額の支払を受けたものとみなして破産財団の

財産に組み入れることとなる。 

その他、再生手続や更生手続との関係においても、同様な法理により取り扱われるもの

と考えられている。 

 

7 規定の性質 

保険法は、介入権規定の法的性質については明確に定めていない。保険法部会の審議過
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程において、中間試案までは片面的強行規定として検討されていたが75、その後、保険契

約の解除の効力発生時期、介入権の行使期間、介入権の行使における効力要件・対抗要件、

民事執行法等の他の法令に基づく手続との調整などについて規定するものであることから、

契約当事者が合意でその内容を変更しうることは不適当であり、いずれも（絶対的）強行

規定であるとの説明がなされている76。 

したがって、本条も強行規定である。介入権を排除する約定、介入権の行使における効

力要件を緩和または加重する約定、解除権者がした解除の効力発生時期、たとえば、保険

者が解除の通知を受けた時から3週間を経過した日に効力が生じる旨の約定が約款に織り

込まれていても、無効とされる。 

 

8 ドイツの介入権制度との比較 

保険法の介入権は、ドイツ保険契約法を参考にしたものである77。以下において、両国

の介入権制度を比較してみたい。 

 (1) 規律の仕組みに関する相違 

ドイツ保険契約法においては、介入権に関する規律は 170条の１か条のみであり、主に

介入権者の要件と介入権の行使について定められている。介入権の対象となる契約につい

ては明確に定められていないが、学説上、適用されるのは「保険料積立金の存しうる保険

契約であって、被扶養者の経済生活に対する配慮を目的とする保険に限られる。故に、死

亡保険金及び生死混合保険については介入制度が適用されるが、純然たる生存保険にはそ

の適用はない」と解釈されている78。 

これに対し、日本の保険法においては、介入権に関する規律は生命保険契約と傷害疾病

定額保険契約を分けてそれぞれ 3か条が設けられている。内容は解除権者、解除効力の発

生時期、介入権の対象となる契約、介入権者の要件、介入権の行使方法・行使期間・行使

効果、利害関係者間の調整等について詳細にわたって定められている。 

(2) 介入権者の要件に関する相違 

ドイツ保険契約法においては、介入権者は保険金受取人が指定されている場合には、そ

の保険金受取人となり（170条 1項後段）、保険金受取人が指定されていない場合には、保

                                                   
75 中間試案 24頁、部会資料(19)11頁。 
76 部会資料(26)18頁、第 23回議事録 19頁以下。 
77 部会資料(7)1頁。 
78 Laun,S.19; Ehrenzweig, R.-O., S.438等、大森・前掲注（8）148頁。 
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険契約者の配偶者または内縁の配偶者および保険契約者の子であるとしている（同 2項）。 

 これに対し、日本の保険法においては、介入権者となる者は、①保険金受取人であるこ

と、②保険契約者ではないこと、③保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者で

あることの三つの要件を全て満たさなければならないとされており、ドイツ保険契約法よ

りも厳しく限定されている。また、日本の保険法においては、ドイツ保険契約法のように

受取人が指定されない場合の手当てはされていないが、無指定の場合と同じ理論で解釈さ

れることになると考えられる。保険金受取人が無指定の場合は、従来の通説によれば、か

かる保険契約は自己のためにする保険契約となり、保険金受取人は保険契約者自身である

と解される79。そうすると、保険契約者は介入権者になれないことから、介入権の行使が

認められないと考えられる。 

(3) 介入権の行使に関する相違 

 ドイツ保険契約法においては、介入権の行使は、①保険契約者の同意を得ること、②保

険金受取人が一定の金額を債権者等に支払うこと、③保険者に対し通知すること、④行使

期間が 1か月以内であることが必要とされている（170条 1項前段・3項）。日本の保険法

においても、ほぼこれと同じように規定されている。 

しかし、行使期間の起算点には相違がある。ドイツ保険契約法の起算点は、介入権者が

その差押えを知った時またはその倒産手続が開始された時とされている。すなわち、介入

権者が差押えを知らなければ所定の行使期間が進行しないことを意味する80。これに対し、

日本の保険法の起算点は、保険者が差押債権者等からの解除通知を受けた時とされている。

すなわち、介入権者が解除権者による保険契約の解除通知を知っても知らなくても関係な

く、所定の行使期間が進行することを意味する。これは、介入権者の主観的事情を基準と

して期間を定めると、介入権の行使期限がかなり長くなることがあり、その間、差押債権

者や破産管財人による解約権の行使ができるかという問題を生じると考えられたためであ

る81。 

ドイツ保険契約法のもとでは、債権者にとっては地位が不安定であるのに対し、日本の

保険法のもとでは、債権者の地位がより強く考慮されている一方、介入権制度の実効性は、

                                                   
79 大森・保険法 273頁、西島・保険法 327頁、山下・保険法 490頁、宮島司「他人のためにする生命保

険契約」」法学研究 66巻 12号 93頁（1993）、李鳴「第三者のためにする生命保険契約に関する考察」

法学政治学論究 83号 87頁（2009）。 
80 岡野谷・前掲注（70）236頁。 
81 生保試案理由書 83頁参照。 
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ドイツ保険契約法より弱いと思われる。 

また、ドイツ保険契約法のもとでは、介入権者の介入権と差押債権者・破産管財人の解

除権の優劣について学説上争いがあるといわれているが82、日本の保険法のもとでは、解

除の効力発生日までに介入権が行使される限り、介入権が優先することは明らかである。 

(4) 介入権行使の効果に関する相違 

 ドイツ保険契約法においては、介入権を行使した者は自ら保険契約の地位に立つことが

できる権利を有することとされている（170条 1項前段）。日本の保険法においては、介入

権者が保険契約者の地位を承継するような立法は採用されなかった。その理由は前述のと

おりである。 

ドイツ保険契約法のもとでは、介入権を行使した者が保険契約者の地位を承継すること

で、再び保険契約解除等による保険金受取人の不利益を回避することができると考えられ

る。「ドイツ法の特徴として、保険金受取人の権利は原則として被保険者死亡時まで生じな

いことを考慮すれば、このような考え方はある意味で説得的である」と評価されている83。 

改正前商法から保険金受取人の権利はドイツ保険契約法と同様に被保険者死亡時まで

生じないとされていた。したがって、日本の保険法のもとでは、差押債権者等による解除

の効力の発生を介入権の行使によって一旦阻止することができたとしても、その後に同一

解除権者または別の解除権者から再び解約返戻金等を求めるために保険契約を差し押えら

れることが考えられ、その場合には再度の介入が必要となる。また、保険金受取人が介入

しても、その後に保険契約者が保険契約を解除したり保険金受取人を変更したりする可能

性も考えられる。その結果、介入権者がせっかく契約を存続させた意味が失われてしまう

懸念がある。その意味から、日本の保険法における介入権者の地位はドイツに比べ脆弱で

あると思われる。 

 

第 6節 介入権者による供託 

 

1 規定の趣旨 

供託とは、「法令の規定により、金銭や物品を供託所又は一定の者に寄託することをい

う。供託には債権者の受領拒絶・受領不能などの場合に債務者が債権者の協力なしに債務

                                                   
82 岡野谷・前掲注（70）236頁。 
83 今井薫「保険契約者以外の者による解除」金澤・新たな展開 330頁。 
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を免れるためにする弁済供託や民事執行の目的たる金銭を当事者に交付するために行う執

行供託などがある」と解されている84。 

61条にいう供託は「金銭債権を差し押さえた債権者」が取立てのために解除通知をした

場合の供託であることから執行供託である。執行供託には、供託をする権利を有する場合

（権利供託）と供託する義務を負う場合（義務供託）がある85。本条 1項では権利供託、2

項では義務供託に関してそれぞれ定められている。 

解除権者が債権を回収するために保険契約を解除した場合における介入権者は、第三債

務者である保険者と類似の地位にある86。介入権を行使するに際し、保険者と同様の取扱

いとしなければ介入権の行使に不都合を生じるおそれがある。そこで、保険法では介入権

者による供託を定めている。これによって、介入権者は解除権者との関係において、第三

債務者である保険者が供託をしたのと同じ法律関係が生ずるようにしている87。 

 

2 介入権者による供託の法理 

(1) 権利供託 

61条（本条）1項は、差押債権者が取立権に基づいて保険契約の解除通知をした場合に

おいて、通知日における金額の支払の時に、「保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払を

するとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託をすることができるときは、介入

権者は、当該供託の方法により」解除権者に対する「支払をすることができる」としてい

る。  

ここにいう「民事執行法その他の法令」とは、民事執行法、滞納処分と強制執行等との

手続の調整に関する法律（以下「滞納強制調整法」という）など、債権執行にかかる法令

を指すものと解される88。 

保険者は第三債務者として、解約返戻金請求権に対し差押えがあった場合（民事執行法

156条 1項）や、滞納処分による差押えがされている解約返戻金請求権に強制執行による

差押えがあった場合（滞納強制調整法 20条の 6第 1項）等に供託をすることができる。こ

れがいわゆる権利供託である。差押えられた債権の合計額が解約返戻金の額を超えない場

                                                   
84 福田=古笛・逐条解説 187頁。 
85 中野・民事執行法 705-708頁参照。 
86 髙山・前掲注（1）310頁参照。 
87 萩本修ほか「保険法の解説（5・完）」NBL888号 42頁(注 51)（2008）。 
88 大串=日生・解説保険法 183頁[遠山優治]。 
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合であっても解約返戻金相当額の全額を供託できるが、差押えられた部分に対応する金銭

だけを供託することもできる89。 

介入権者は、保険者が供託するときと同様の方法により解除権者に対して支払うべき金

銭を供託すればよいと考えられる。これによって、仮に解除権者が弁済の受領を拒んだ場

合であっても、介入権者は介入権の行使の効果を発生させることができる。 

(2) 義務供託 

本条 2項は、差押債権者が取立権に基づいて保険契約の解除通知をした場合において、

「保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規

定による供託の義務を負うときは、介入権者は、当該供託の方法により」解除権者に対す

る「支払をしなければならない」としている。 

保険者は第三債務者として、差押えが競合した場合（差押えと仮差押えを含む）、複数

の差押えの合計額が通知日における支払金相当額を超えた場合（民事執行法 156条 2項）

や、強制執行による差押えと滞納処分による差押えが競合した場合（滞調 36条の 6第 1

項）等に供託をする義務を負う。これがいわゆる義務供託である。 

介入権者も、保険者が供託の義務を負う場合には供託が義務付けられることになり、保

険者が供託するときと同様の方法により解除権者に対する支払をしなければならない。し

たがって、介入権者が供託をしないで、特定の差押債権者にのみ通知日における支払金相

当額を支払ったとしても、他の差押債権者にはその介入権の行使の効果を対抗できないた

め、保険契約は解除の効力の発生日に解除されることとなる。 

(3) 供託の効果 

本条 3項は、介入権者が所定の規定により供託の方法による支払をしたときは、差押手

続との関係においては、「保険者が当該差押えにかかる金銭債権につき当該供託の方法によ

る支払をしたものとみなす」としている。 

これは、介入権者が権利供託または義務供託の方法により通知日における支払金額相当

額を解除権者に支払った場合は、保険者による供託が行われた場合と同様、供託した金銭

について「配当等の手続（民事執行法 166条 1項 1号）を行なうことができるようにする

など、第三債務者である保険者が当該供託の方法による支払をした場合と同様の処理を可

能とするための手当てである」と解されている90。 

                                                   
89 福田=古笛・逐条解説 187頁。 
90 山下=米山・解説 631頁[萩本修=嶋寺基]。 
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一方、介入権者の供託による支払は第三債務者である保険者の供託による支払とみなさ

れることから、保険者は解除権者への債務は免れることになると考えられる。 

(4) 届出義務 

本条 4項は、介入権者は、所定の規定による供託を行ったときは、「民事執行法その他

の法令の規定により第三債務者が執行裁判所その他の官庁又は公署に対してすべき届出を

しなければならない」としている。 

ここにいう「届出」は「事情届出」と呼ばれており、差押事件の表示、差押債権者およ

び債務者の氏名または名称、供託の事由および供託した金額を記載した書面で行い、供託

書の正本を添付することを要する（民事執行規則 138条）。 

保険者が第三債務者として供託をしたときは、執行裁判所や徴収職員等に対して事情届

出をしなければならないとされている（民事執行法 156条 3項、滞納強制調整法 20条の 6

第 2項・36条の 6第 2項、民事保全法 50条 5項）ことから、介入権者も供託をしたとき

は、同様に事情届の提出義務を負うこととなっている。 

(5) 規定の性質 

本条は、民事執行法等の他の法令に基づく手続との調整などについて規定するものであ

るので、性質上は、60条と同様、絶対的強行規定であると考えられる。 

 

第 7節 解除効力発生前の保険事故の取扱い 

 

1 規定の趣旨 

60条 1項により、介入権者が存在するか否かにかかわらず、また、存在する場合に介入

権者が介入権を行使するか否かにかかわらず、解除権者がする解除は、一律にその通知が

されてから 1か月が経過しなければその効力が生じないこととしている。それゆえ、その

間に保険事故が発生した場合には、保険給付請求権が具体化するため、解除権者は解約返

戻金等の支払を受けることができなくなってしまい、介入権の規律を設ける前にはなかっ

た不利益を被ることになる。 

すなわち、保険事故発生時に当該保険契約は存続しているので、保険金受取人は自己の

固有の権利として保険金請求権を取得することとなり、保険者が保険金受取人に保険金を

支払ったことにより、保険契約が終了し解約返戻金請求権等の保険契約者の権利が消滅す

る。そのため、解除権者による契約解除の効力がもはや発生する余地はなくなるからであ
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る。 

しかし、本来解除の効力はその通知が到達した時点で直ちに生ずるのが原則であるとこ

ろ、それを 1か月間遅らせたのは介入権者が解約返戻金相当額の支払をして解除の効力が

発生するのを防ぐ機会を確保するためであるから、これに伴って解除権者に不利益が及ぶ

のは、これにより利益を受ける保険金受取人との関係で公平性を欠き相当ではない。 

そこで、保険法はこのような事態を回避し、解除権者の利益を保護するために 62条を

設けることとした91。 

 

2 保険者の支払方法 

62条（本条）１項は、解除権者から解除の通知がされた後、解除の効力が生ずるか、ま

たは介入権の行使がされるまでの間に、保険事故が発生した場合の取扱いについて規定し

ている。具体的には以下のとおりである。 

(1) 解除権者に対する支払 

本条 1項前段においては、①解除権者による解除の通知が到達した時から介入権が行使

されないまま 1か月を経過して解除の効力が生じるまでの間（60条 1項）、または、②解

除権者による解除の通知が到達した時から 1か月が経過する前に介入権が行使され、解除

の効力が生じないこととなるまでの間（同 2項）に「保険事故が発生したことにより保険

者が保険給付を行うべきときは、当該保険者は、当該保険給付を行うべき額の限度で、解

除権者に対し」、保険者が受けた解除通知の日に解除の効力が生じたとすれば、保険者が解

除権者に対して支払うべき金額を「支払わなければならない」とされている。これによっ

て、解除効力の発生が解除通知から 1か月間遅れることによる不利益が解消されることと

なる。 

ここに「当該保険給付を行うべき額の限度」と規定する趣旨は、保険給付が行われる場

合に保険金受取人の権利と解除権者の権利を調整するものであり、保険者に対し当該保険

給付を超えた支払義務を負わせるものではない。したがって、保険者の解除権者に対して

支払うべき金額は、本条により当該保険給付で支払われる金額を限度としている92。 

(2) 保険金受取人に対する支払 

本条 1項後段においては、保険者は、解除権者に対し解除通知日における支払金相当額

                                                   
91 第 23回議事録 33頁、部会資料(12)4頁、部会資料(19)13頁、補足説明 86頁、保険法の見直しに関す

る要綱 16頁。 
92 福田=古笛・逐条解説 191頁。 
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を支払った場合において、「保険金受取人に対しては、当該保険給付を行うべき額から当該

解除権者に支払った金額を控除した残額について保険給付を行えば足りる」とされている。  

すなわち、解除通知がなされた後、その効力が生じまたは介入権者の支払により解除の

効力が失われる前に保険事故が発生した場合には、保険者は、保険金額のうち解約返戻金

相当額を解除権者に対して支払い、その残額を保険金受取人に対して支払うものとされて

いる。これは、保険金受取人に対して本来の保険給付以上の金額を解除権者に支払わせる

ことは妥当でないと考えられているからである93。 

(3) 供託の方法による支払規定の準用 

本条 2項は、保険者が解除権者に対し通知日における支払金相当額を支払うに当たり、

61条の供託の方法による支払の規定が準用されることとしている。 

(4) 規定の性質 

本条は保険契約の解除の効力発生時期、介入権の行使期間、介入権の行使における効力

要件等にかかわる規定であるので、性質上は、60条および61条と同様、絶対的強行規定で

あると考えられる。 

 

3 傷害疾病定額保険契約の特有事項 

91条 1項の傷害疾病定額保険契約は、基本的には 62条 1項と同様に規定されているが、

「当該保険給付を行うことにより傷害疾病定額保険契約が終了することとなるとき」に限

定されているところが 62条 1項と異なる。これは、傷害疾病定額保険契約は給付事由が生

じた場合であっても被保険者が生存している限り当然には終了せず、介入権が行使されな

ければ、解除権者は後日解除の効力が発生することにより支払われるべき金額を受けるこ

とができることから、保険給付の全部または一部を解除権者に支払うこととして解除権者

の利益を保護する必要はないからである94。 

 

第 8節 保険金受取人の介入権の規律をめぐる解釈論 

 

保険法は、介入権制度の基本的な仕組みに関する規律を設けるにとどまり、不透明な部

                                                   
93 福田=古笛・逐条解説 188頁参照。 
94 第 23回議事録 33頁、萩本・一問一答 208頁。 
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分が少なくないため、これらの解釈問題をめぐって議論がなされている95。以下において、

これらの論点を整理するとともに、保険実務の状況を紹介する。 

 

1 解除権者の実態 

(1) 税徴収機関 

国税局、税務署、年金事務所、市役所等の税徴収機関が解除権者として、滞納国税・地

方消費税および滞納処分費を徴収するために国税徴収法第 5 章（滞納処分）またはその例

による処分の規定（地方税法 331 条 6 項等）に基づき保険契約の解除権を行使する事案が

極めて多い（全体の約 7 割）。この滞納処分による差押えの通知は「差押通知書」または

「債権差押通知書」という形で保険会社（第三債務者）に直接送達される。滞納者である

保険契約者に対しては、別途差押調書の謄本を交付される。 

 差押えの対象は、解約返戻金請求権のみでなく、生命保険にかかわる各種支払請求権を

差押える（このような差押えを「包括的差押え」という）。「財産目録」または「差押債権」

欄において、保険契約者（滞納者、債権者）が保険会社（第三債務者）に対して有する特

定の生命保険に基づく保険金（満期保険金、配当金、祝金を含む）の支払請求権、解約返

戻金などの請求内容が明記される。 

 また、保険契約者の滞納税金額等が差押え対象となる支払請求金額を下回るかどうかを

問わず、保険会社から保険契約者または保険金受取人に支払うべき金額は一旦税徴収機関

に全額支払われ（国税徴収法 63 条・67 条 1 項）、税徴収機関はそこから滞納税等を控除

した後、残額がある場合には、保険契約者または保険金受取人に返還するという取扱いを

行っている。 

(2) 民間の債権者 

 民間の債権者が解除権者として、債権の回収をするために解除権を行使することがある。

この差押えは、裁判所経由で「債権差押命令」または「仮差押決定」という形で債務者で

ある保険契約者および第三債務者である保険会社に送達される（民事執行法 145 条 3 項）。

「債権差押命令」は強制執行力を有するのに対し、「仮差押決定」は将来の強制執行を保全

する目的で実施され、強制執行力はないものである。 

 差押えの対象は、解約返戻金支払請求権と明確に指定されるが、保険実務上、解約返戻

金以外の精算額もそれに含まれる。差押債権者の有する債権額が解約返戻金額等より少な

                                                   
95 李鳴「保険金受取人の介入権に関する一考察」法学政治学論究 88号 37－72頁（2011）。 
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い場合がある。法では差押債権者がその債権および執行費用の額を超えて支払を受けるこ

とができないとされているから（民事執行法 155 条 2 項）、「差押債権目録」の但書におい

て、債務者（保険契約者）が第三債務者（保険会社）に対して有する、生命保険契約の解

約返戻金支払請求額にして頭書金額に満つるまでとしている。したがって、保険会社は、

解除権者に支払う場合において、解約返戻金等から請求された金額を控除して保険契約者

の債権者に支払い、その残額があるときは保険契約者に支払うという取扱いを行っている。 

(3) 破産管財人等 

保険契約者が経済的に窮境に陥って支払不能などの原因により破産または再生もしく

は更生手続開始決定を受けた場合において、裁判所または破産管財人等から、保険会社に

「破産手続開始決定通知書」等が送付される。保険会社はそれを受けると、保険契約者の

保有する全ての契約について保全することとする。破産管財人等は、解約返戻金請求権等

を換価して破産財団の財産増加または保険契約者の経済生活の再生、事業の再生・事業の

維持更生のために解除権者として保険契約を解約することがある。この場合には、解約返

戻金等は、保険会社から全額保険管財人等に支払われることとなる。 

(4) 質権者 

質権は、保険契約者（債務者）、保険契約者の債権者、被保険者および死亡保険金受取

人が保険契約者の債務を担保する目的で、解約返戻金請求権を含む保険契約に基づく一切

の請求権（ただし、被保険者が受取人として有する請求権等を除く）に、債権者を質権者

とする第一順位の質権を設定し、保険会社がそれを承諾のうえ、保険証券に質権設定承諾

の旨を裏書するものである。かかる手続きは、一般に保険会社へ所定の質権設定契約書・

質権設定承認請求書・保険契約解約権の代理権付与通知書、または質権設定承諾依頼書・

質権設定約定書を送付することによって行われる。 

 保険契約者の債務不履行などにより、質権者は解除権者として、質権を実行（保険契約

を解約）することがある。この場合には、質権者は被担保債務の残額にかかわらず、保険

会社に対し解約返戻金等全額を請求することができる。質権者は保険会社から支払われた

金額を限度として債務の弁済に充当し、充当してなお残額があるときは、その残額を保険

契約者等に支払うという取扱いを行っている。 

質権者が解除権者として質権を実行（保険契約を解約）する場合、かかる請求手続は裁

判外であるため、トラブルを回避するために、保険会社はなるべく保険契約者から解約手

続がなされるように誘導している。 
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(5) 債権者代位権を行使する者 

債権者代位権に基づく解除権者による解約返戻金請求権の行使はまずみられない。第三

債務者である保険会社の立場で考えると、裁判外の債権者代位等の請求に応じるには、要

件とされる代位債権（債権者の保険契約者に対する債権）の存在と当該債権が履行期にあ

ること（民法 423条 2項）および債務者の無資力を自らの判断で見極めなければならず、

この判断を誤ると二重払いのリスクを負うことになる。このため、保険会社は、仮に債権

者から代位権に基づく請求があったとしても、裁判外での代位請求に対しては支払を拒み

（保険契約者からの同意書がある場合を除く）、訴訟の提起を待って、その結果に従い処理

するとの対応をとっている96。 

 

2 介入権の対象となる保険契約 

(1) 生死混合保険契約の場合 

ア 問題の所在 

保険法は、介入権の対象となる保険契約を「死亡保険契約」としている（60条 1項前段）。

しかし、保険商品は、死亡保険と生存保険とが一体となり両者の性質を有するように設計

されている、いわゆる生死混合保険契約がほとんどである。しかし、保険法は生死混合保

険契約が介入権の対象と認められるかどうかについて何も定めていない。そのため、一つ

の契約で介入権の規律の対象となる死亡保険契約とその対象外である生存保険契約の性質

を併せ持つ生死混合保険契約について、介入権の規律の適用の可否が問題となりうる。 

たとえば、62 条に関して、養老保険において、保険契約者の差押債権者等による解除の

効力発生日までに満期が到来した場合に、通知日における支払金相当額を差押債権者等に

支払う必要があるかどうかという問題である。立法趣旨に従えば、確かにこの場合の保険

事故は「満期における被保険者の生存」で、死亡保険契約の保険事故には当たらないから、

62 条は適用されないと解釈される可能性がある。 

イ 学説上の議論 

学説上、以下に示すような観点から、生死混合保険契約は死亡保険契約の性質を有する

以上、それぞれ独立しては存在しえず、契約全体が介入権の規律の適用対象となると解さ

れるのがほとんどである97。 

                                                   
96 大高・前掲注（15）157頁。 
97 山崎・前掲注（70）92頁、遠山・前掲注（69）188頁以下、潘・概説 281頁以下等。 
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①解除権の効力の発生を停止しない限りは、死亡保険契約の保険金受取人に対する生活

保障的機能を維持しようとする介入権制度の趣旨が図れない。 

②生死混合保険における死亡保険と生存保険とが不可分一体のものであって、それぞれ

独立しては存在しえないこと。養老保険の例で言えば、解約返戻金請求権と満期保険

金請求権は両方とも差し押さえられることがあるが、両方とも取り立てることができ

ない。どちらか一方が実現すればもう一方は消滅してしまう。 

③介入権の行使対象とされなければ、解除の効力発生日までに保険事故が発生したこと

によって解除権者が不利益を被ることを防止し、解除権者と保険金受取人との利害調

整を図るという 62 条の趣旨に反する。養老保険の例で言えば、解除権者が解約返戻

金等の請求権を失う一方で、満期保険金受取人が保険金を受領するのは公平性を欠く

ことになってしまう。 

ウ 保険実務上の取扱い 

保険実務上も、生死混合商品を介入権の適用対象契約としている。設例のような養老保

険で解除権者が解除の通知をした後、解除の効力発生日までに保険事故（満期の到来）が

発生した場合、解除権者に対して満期保険金の額の限度で、通知日における支払金相当額

を支払い、残りの保険給付を満期保険金受取人（通常、保険契約者）に対して行なう取扱

いを行っている。 

(2) 無解約返戻金型の死亡保険契約の場合 

ア 問題の所在 

保険法は、介入権の対象となる保険契約を「死亡保険契約」で、かつ「保険料積立金が

あるものに限る」としている（60 条 1 項前段）。保険料積立金がある場合には、通常解約

返戻金がある。近年、保険会社の中では、保険料を引き下げるために解約返戻金のない商

品が設計されている98。したがって、例外的に保険料積立金があっても解約返戻金が生じ

ない死亡保険契約等（特約を含む）もある。保険法では、無解約返戻金型の死亡保険につ

いて特に除外されていない。そこで、無解約返戻金型の死亡保険契約が介入権の対象とな

る保険契約に該当すべきかが問題となりうる。 

イ 学説上の議論 

学説上は、次のように肯定的な見解と否定的な見解が分かれている。 

肯定的な見解は、無解約返戻金型の死亡保険契約について、解除権者が積極的に解除す

                                                   
98 日本アクチュアリー会テキスト『保険 1（生命保険）第 2章』36頁(2009)、遠山・前掲注（69）184頁。 
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ることは想定できないが、保険料積立金がある以上、介入権の対象となると解すべきであ

るとしている99。 

これに対し、否定的な見解は、解除権者が死亡保険契約等を解除するのは、解約返戻金

請求権による債権回収を目的としているから、解除返戻金からの回収が期待できる場合で

あり、解約返戻金がない死亡保険契約は、解除権者が解除しても弁済を受けられず、解除

する意味がないので介入権を認める理由はない100。また。そのような契約を差押債権者等

が解除することは、権利の濫用と解釈される余地があるとしている101。 

ウ 保険実務上の取扱い 

保険実務上は、解約返戻金がなくても他の精算額があるから、無解約返戻金型の死亡保

険契約も介入権適用の対象契約として取り扱っている。 

エ 私見 

私見としては、無解約返戻金型を介入権の対象外とすることは妥当ではないと考える。

その理由は以下のように整理しうる。 

解除権者等は通常、無解約返戻金型商品かどうかについての知識がない。そして、解約

返戻金がないからといって、必ずしも保険料積立金がないとは言い切れない。むしろ無解

約返戻金型であっても保険料積立金は存在するのが一般的である102。また、保険法で定め

られる「保険者が解除権者に対して支払うべき金額」には、通知日に算出された解約返戻

金相当額のみでなく、配当金、特別配当金、保険料精算額、転換価格残額、預り金、祝金

未支払額等も含まれる。さらに、解除の効力を阻止するために解除権者に通知日における

支払金相当額を支払うから、解除権者に何の不利益も及ぼさなく、逆に解除権者の債権の

回収に有利になる。以上から、無解約返戻金型の死亡保険契約も介入権の規律の対象とな

ると解すことが相当であると考える。 

(3) 傷害疾病定額保険契約の場合 

ア 問題の所在 

保険法は、傷害疾病定額保険契約について、「当該保険給付を行なうことにより傷害疾

病定額保険契約が終了することとなるとき」に限定している（91 条 1 項前段）。しかし、

解除の効力発生日までに給付事由の発生に伴って保険金が給付金受取人に支払われること

                                                   
99 髙山・前掲注（1）298頁(注 3)、潘・概説 276頁等。 
100 山下ほか・保険法 324頁。 
101 遠山・前掲注（69）185頁。 
102 山下=米山・解説 617頁[萩本修=嶋寺基]。 
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により、解除権者は後日解除の効力発生日において通知日における支払金相当額全額を受

領することができなくなることなどがある。ここに問題が生じうる。 

イ 学説上の議論 

学説上において、傷害疾病定額保険契約については、解除の効力発生日までに給付金受

取人に対する給付金の支払により解除権に経済的不利益が生ずることとなる（すなわち、

かかる支払によって解約返戻金額が減少してしまう）ため、例外的に立法の趣旨が妥当し

ないこととし、たとえ保険給付を行なうことにより保険契約が終了しない場合であっても、

91 条 1 項の規定の趣旨が及ぶことから、同規定が適用されるものと解すべきであるという

見解がある103。 

具体的な取扱方法としては、たとえば、祝金の支払事由が解除の効力発生前に生じた場

合において、祝金の額が通知時の解約返戻金等を上回るときは、その支払によって解除の

目的は達成されるため、仮にその後に解除の効力発生日が到来したとしても、もはや解除

の効力は発生せず、保険契約は存続する。これに対し、祝金の額が通知時の解約返戻金等

の金額に満たない場合には、解除権者に対して祝金相当額が支払われた後、介入権が行使

されていなければ、解除の効力発生日に保険契約は終了するため、その時点での解約返戻

金等の金額からさらに解除権者に対する支払がされることとなる。 

ウ 保険実務上の取扱い 

実務上は、まだ明らかではない部分があるが、死亡保険契約か傷害疾病定額保険契約を

問わず、また、給付金等の支払により保険契約が終了するか否かを問わず、解除の効力発

生日までに支払事由が発生した場合において、一律に通知日における支払金相当額の限度

で、かかる給付金等を解除権者に支払っている。保険給付を行なうことにより終了しない

保険契約については、後日解除効力発生日に支払うべき金額の残額があれば、さらにそれ

を解除権者に支払うという二重事務の取扱いをとる保険会社が多い。 

エ 私見 

私見としては、解除の効力発生日までにおける給付金の支払により、必ずしも解除権者

に経済的不利益が生じるわけではないと考える。たとえば、医療保険における入院給付金、

手術給付金の支払は、解約返戻金額等の精算とは全く関係がない。よって、このような場

合には、かかる給付金を給付金受取人に支払ってもよい。仮に解除の効力発生日までに給

付金受取人に給付金が支払われなくても、解除効力が生じた場合に、それが通知日におけ

                                                   
103 山下=米山・解説 634頁以下[萩本修=嶋寺基]。 
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る解約返戻金等精算額に含まれないことから、解除権者には支払われないものと考える。 

また、祝金のような給付金について、その支払によって通知日における解約返戻金等に影

響を及ぼすことになるから、解除の効力発生日までに給付金受取人に支払うべきではない

との見解に賛成する。しかし、支払によって終了しない保険契約に対する二重の事務処理

は、保険実務の観点からみれば必ずしも合理的ではない。そもそも通知日における支払金

相当額には、将来に向けて発生する祝金のような給付金も含まれていることから、解除の

効力発生日までにそれを支払う必要がなく、介入権が行使されずに解除効力が生じた場合

に、ほかの金額と合わせて解除権者に支払えば足りるものと考える。 

(4) 主契約・特約の組合せ契約の場合 

ア 問題の所在 

通常の保険商品は、主契約と特約の組合せ保険として設計されている104。主契約が死亡

保険で特約が生存保険である場合もあれば（たとえば、生存給付金特約付定期保険、お祝

金特約付子供保険）、主契約が生存保険で特約が傷害保険疾病定額保険の場合もあり（たと

えば、災害保険給付金特約付年金）、また、主契約が死亡保険で特約が傷害保険疾病定額保

険という組合せ契約（たとえば、高度障害保険特約、傷害特約、入院給付金特約付など終

身保険）が一般的である。 

保険法により生存保険が介入権の対象保険に該当しないから、主契約が生存保険契約で

特約が傷害疾病定額保険契約のような組合せ契約について、傷害疾病定額保険特約だけ残

し、また主契約が死亡保険で特約が傷害疾病定額特約のような組合せ契約について、主契

約の保険金受取人に介入権行使の意思がない場合にせめて傷害疾病定額特約だけ残したい

といったケースが考えられる。保険法は、特約のみに対し介入権の行使を認めるような定

めを設けていない。そこで、介入権の規律の特約への適用可否に問題が生じうる。 

理論的には、主契約と特約を分割してそれぞれ介入権の行使を認めることも考えられな

いことではないが105、一般には、約款で特約のみの存続は認められない。主契約が生存保

険契約で、特約が傷害疾病定額保険契約であるような場合、主契約に対する解除権者の解

除は直ちに効力を生じ、その結果、特約は 89 条 1 項の適用の余地なく消滅することとな

る。また、主契約が死亡保険契約で 60 条 1 項の適用があるとしても、主契約の保険金受

                                                   
104 生命保険会社の取り扱う傷害疾病定額保険契約は、歴史的経緯もあり、その多くが特約として行われ

ている。田中淳三=福地誠=御田村卓司『生保商品の変遷: アクチュアリーの果たした役割』 113頁（保

険毎日新聞社・1995）。 
105 萩本修「新保険法―立案者の立場から」生保論集 165号 32頁（2008）。 
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取人に介入権行使の意思がなければ、仮に特約部分のみ介入権を行使しても、解除通知の

日から 1か月経過後には主契約は消滅し、特約もそれに伴い消滅することとなる106。 

イ 学説上の議論 

学説上は、主契約が生存保険で特約が傷害疾病定額保険の組合せ契約について「主契約

が生存保険である以上、条文上、解除権の効力の発生は停止されず、介入権を行使する余

地はないというほかない。」という見解107、また「特約の保険金受取人に主契約への介入

権行使を認めることは、解除の効力発生に関して差押債権者等に想定外の不利益を強いる

ことにもなりかねず、60 条の強行規定性に反する」懸念があるという見解がある108。 

ウ 保険実務上の取扱い 

実務上は、特約と主契約を併せた保険契約について、全体を介入権の適用対象として取

り扱い、主契約と特約を分割してそれぞれ介入権を行使することは認めない。 

エ 私見 

介入権制度の趣旨を踏まえれば、死亡保険または傷害疾病定額保険が存在する以上、主

契約か特約かを問わず、介入権者としての要件を満たした傷害疾病定額保険特約の保険金

受取人も保護する必要性は否定できないと考える。したがって、傷害疾病定額保険の特約

が付加されている場合には、主契約が死亡保険契約であるときはもちろんのこと、主契約

が生存保険契約のときにも、特約と主契約を併せた保険契約全体について 60 条の適用が

許されるものであり、「このように考えても、主契約に対する解除の効力発生が 1 か月経

過後であり、主契約部分の支払金相当額が保険契約者の差押債権者等に支払われる点に変

わりはなく、差押債権者等に特段の不利益を与えることはない」と考えられる109。 

(5) 年金支払開始を迎える保険契約の場合 

個人年金保険契約について、年金開始前に被保険者が死亡したときは死亡保険金が支払

われるので、生死混合保険として介入権の対象とされているが、解除の効力発生日までに

年金支払の開始日を迎える契約については、介入権に関する規定が適用されないものとさ

れる。これは被保険者の死期が近づいている保険契約者が、期待される年金支払総額より

も高額となる解約返戻金の請求をすることを防止し、予定していた保険事故発生率（生存

率）を維持するためで、一般的に約款で年金開始後に保険契約を解約できない旨の規定が

                                                   
106 遠山・前掲注（69）189頁以下。 
107 髙山・前掲注（1）316頁。 
108 遠山・前掲注（69）190頁。 
109 遠山・前掲注（69）190頁・192頁(注 51)同旨。 
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設けられているからである110。この場合は解約の通知が保険会社に到達した時に保険契約

の解除の効力が生じることになり、解約返戻金が直ちに解除権者に支払われる。 

学説としては、解除の効力発生日までに年金開始日が到来し、年金開始後には保険契約

者の解除権が認められていない契約であっても、生死混合保険契約と同様に、年金開始日

に年金原資（保険者が年金受取人に給付すべき年金総額の現価価格）をもとに解除権者に

対する支払を行なうことによって保険契約が終了することも、保険法の趣旨に反しない限

り可能であろうとされる見解もある111。 

しかしながら、解除権者が契約解除できるのは、まずかかる保険契約者が解約返戻金請

求権を有することを前提としなければならない。上述の理由により、約款には保険契約者

に対する解約の制限がある以上、そもそも解約返戻金請求権が存在しない。解除権者に対

し年金原資をもとにする金額が支払われることは、理論的に成り立たないのみでなく、ほ

かの保険契約者との間で公平性を欠くという観点からも認めがたいと考える。 

(6) 失効中の保険契約の場合 

ア 問題の所在 

失効とは、保険料が払い込まれないままで猶予期間（約款上、保険料の払込期月の翌月

1 日から末日までとされているのが通例である）が経過し、保険契約の効力が失われるこ

とをいい、この場合には、保険契約者は、失効返戻金を請求することができる。保険契約

者は、失効した保険契約について、失効返戻金を請求したことがないのであれば、所定の

手続に従い、保険契約の復活を請求することができるものとされている112。 

復活とは「失効した生命保険契約について、失効してから一定期間内（約款上、失効日

から 3 年以内とされているのが通例である―筆者注）において、保険契約者が未払保険料

を支払うことによって、その効力を失効前の状態に戻すことをいう。」113 

失効、復活とも「保険法上の制度ではなく約款によって認められているものであり、介

入権との関係でどのような取扱いがされるかは、解釈に委ねられている」114。そこで、解

除されようとする死亡保険契約等が解除の通知を受けた時点ですでに失効しているか、ま

                                                   
110 山下・保険法 640頁(注 6）、第 2回議事録 46頁。年金制度の場合、死亡保険とは逆に長生きしたもの

に対する給付を早期に死亡した者のファンドで支える形で商品の設計が行われているので、年金受取

開始後の解約を認めると、長生きの被保険者の契約だけ残り、保険料の計算上、制度運営に支障を来

たしかねないことになる。山下=米山・解説 526(注 25）[沖野眞已]参照。 
111 萩本・一問一答 202頁。 
112 明治安田生命約款。 
113 髙山・前掲注（1）316頁。 
114 髙山・前掲注（1）316頁。 
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たは解除の効力発生日までに失効となったときは、介入権の対象契約となるかどうかが問

題となりうる。 

イ 学説 

学説上は「死亡保険契約等は失効により消滅しているため、介入権の行使により存続さ

せるべき保険契約が存在せず、理論的には介入権の行使は認められないもの」であるが、

「介入権者としては、保険契約者に代わって未払保険料を支払うなどして死亡保険契約等

を復活させた上で、介入権を行使するほかない」という見解がある115。 

ウ 保険実務上の取扱い 

実務上は、解約請求の到着日において契約状態が失効中の契約および解除の効力発生日

までにおいて失効となった契約について、介入権の対象契約とする会社もあれば、介入権

の対象契約としない会社もある。 

失効返戻金は、解約返戻金と同様に保険契約者の支払った保険料の一部を原資とし、保

険契約が中途で効力が消滅したときに保険者から保険契約者に対して支払われる金銭であ

り、実務上行われている包括的差押えの効力は、失効返還金請求権にも及んでいるため、

保険者は保険契約者の差押債権者等に失効返還金を支払う現状にある。 

エ 私見 

しかし、解除の効力発生日までに失効となった保険契約について、介入権者が介入権を

行使してその効果が認められない場合に契約解除の効力が発生することから問題が生ずる。

保険会社は、解除権者に対し通知日における支払金相当額を支払わなければならない。し

かるに、解除権者が介入権者からその金額がすでに支払われたにもかかわらず、さらに同

額の金額が支払われると不当利得となるため、介入権者にそれを返還しなければならない。

場合によっては、関係者間で不当利得返還請求権を巡る新たなトラブルが生じてしまうお

それがある。 

また、実務上、保険料は口座振替により支払われることが多い。システム上失効状態が

確認できるのは、失効して数日後になるのが通常である。そのため、解除通知の日から 1

か月が経過した後に、はじめてかかる保険契約が失効したことが判明することがありうる。

これにより、保険会社は一旦行使された介入権を無効として、解除権者に失効返戻金等を

支払わなければならず、さらに失効日から支払う日までの遅延利息も負担することになる。 

加えて、解除の効力発生日までに失効中の契約を復活させた上で、介入権の行使が認め

                                                   
115 髙山・前掲注（1）317頁。 
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られるという見解の実効性に疑問がある。なぜなら、未払保険料を払ったからといって、

必ずしも復活できるわけではなく「復活の請求においては、保険契約者は改めて危険選択

のための告知を求められ、保険者は復活を承諾するか否かの自由な判断を留保している」

116からである。また、被保険者に対する再診査を要する場合などにより、解除の効力発生

日までに、復活の手続が完了できない場合も考えられる。死亡保険契約等を復活させた上

での介入権が行使されないうちに、解除通知の日から 1か月が経過した場合には、死亡保

険契約等は確定的に消滅し、介入権の行使ができないことはもちろん、復活手続きもでき

なくなると考えられる。 

さらに、介入権の規律の立法過程において、死亡保険契約等を可能な限り存続させると

いう趣旨から、解除効力発生後の規律の設置案（保険契約の解除がされた後であっても、

保険金受取人であった者は、一定の要件のもとに契約の復活を求めることによって契約の

解除がされなかったものとみなす案）が検討されていた117。その経緯に鑑み、保険法は死

亡保険契約等が失効していない場合も失効している場合も、等しく解除の効力発生日まで

の 1 か月の間を介入権の行使可能な期間とする解釈ができないだろうか。 

以上より、復活可能性のある失効中の保険契約について、約款上一定の期間内における

復活が認められている以上、保険金受取人に介入権者の介入権行使の機会を与える方がよ

り合理的であると思われ、再考の余地があると考える。 

 

3 介入権者が複数存在する場合 

保険法は、介入権者を保険契約者である者を除き、保険契約者もしくは被保険者の親族

または被保険者である保険金受取人に限定している（60 条・89 条 2 項本文前段）。しか

し、介入権者の要件を満たす保険金受取人が複数存在する以下のような場合の取扱いにつ

いて、保険法は特に定めていない。 

(1) 同一の保険給付請求権に対し保険金受取人が複数存在する場合 

ア 学説 

                                                   
116 山下（孝）・前掲注（24）351頁。 
117 中間試案前の段階までは、解除効力発生後の規律の設置案をセットで設けることが検討されていた（第

6回議事録 11頁以下、部会資料(7)12頁。しかし、その後、①そもそも解除の効力が生ずる前と後に

ついて、それぞれ異なる規律を設けることは複雑にすぎること、②解除の効力が生じた後に解除がさ

れなかったものとみなすことは契約法上異例であること、③保険実務上混乱を生じさせやすく、かつ、

膨大なコスト増を保険者にもたらすことになりかねることから、最終的に解除の効力発生前の方策の

みを設けることとなった。第 18回議事録 46頁以下。 
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学説上は、同一の保険給付請求権に対し保険金受取人が複数存在する場合について、保

険金受取人全員が共同で介入権を行使しなければならないと定めると、介入権を行使する

にあたって制限された期間内に全員が所定の手続を済ますことが困難な場合に、保険金受

取人の生活保障等という介入権の趣旨を十分に達成できない可能性があり、介入権の趣旨

を生かすためには、保険金受取人のうち一部の者が単独で保険契約全体について介入権を

行使できると解することが相当であるとされている。 

また、複数の介入権者が別々に介入権を行使することも考えられるが、この場合におい

て、最初に介入権の適格要件を満たした者の介入権行使が有効になると解される118。これ

に対する異論はみられない。かかる法的根拠は必ずしも明らかではないが、民法 428条（不

可分債権）を類推適用して介入権者全員の共同行使が必要でないと解釈することができる

と考えられる。 

さらに、複数の保険金受取人のうち一部の者が介入権を行使した場合において、保険契

約者が保険金受取人をその者のみに変更したときを除き、ほかの保険金受取人もそれによ

り受取人としての地位が存続する。この場合は、介入権を行使した保険金受取人から介入

権を行使しなかった保険金受取人に対し、受取割合に応じた支払金相当額の負担を求める

ことができる。さもなければ、存続した保険契約につき「保険事故が発生し、介入権を行

使しなかった保険金受取人に保険給付が行われた場合には、少なくともその受取割合に応

じた支払金相当額について、不当利得となるもの」と考えられている119。 

因みに、ドイツ保険契約法の介入権制度においては、「複数の介入権者が介入したとき

は連帯して権利義務を有する」と解されている120。 

イ 保険実務上の取扱い 

保険実務上も、保険金受取人が複数存在する場合には、解除の効力発生日までに介入権

者の要件を満たした者から、保険実務上も、介入権を行使した旨の通知を受領すれば、先

着者を介入権者として認識して手続を受理するという取扱いを行っている。 

(2) 死亡保険金の受取人と傷害疾病定額保険金の受取人が別人である場合 

個人保険の死亡保障商品では、通常、生命保険と傷害疾病定額保険を組み合わせて設計

されている。これにより、死亡保険金請求権と傷害疾病定額保険金請求権が競合し、それ

ぞれの保険金受取人が異なることがありうる。たとえば、終身保険においては、死亡保険

                                                   
118 遠山・前掲注（69）187頁。 
119 遠山・前掲注（69）192頁(注 44)。 
120 Laun, S.72; Hagemann, S. 35等、大森・前掲注（8）159頁。 
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金受取人と高度障害保険金受取人は別々であり、高度障害保険金受取人は約款上被保険者

とされることが通例である。 

ア 学説 

学説上は、次の理由により、死亡保険金受取人および傷害疾病定額保険金受取人のいず

れも介入権者となることができ、最初に法定の介入権の要件を満たした者の介入権が有効

となるものと考えるべきであるとする121。 

死亡保険金受取人と傷害疾病定額保険金受取人に平等に介入権行使の機会を与えなけ

れば、死亡保険契約に係る介入権者が介入権を行使しなかった場合には、傷害疾病定額保

険金受取人が不利益を被ることとなり、介入権制度の趣旨が図れなくなる。 

また、解除権者としても、どちらの保険金受取人が行使するかに関係なく解除権の効力

発生が停止され、介入権制度の適用があることになるから、通知日における支払金相当額

の支払を受けることができるのであれば、特段の不利益を被ることはないといえる。 

イ 保険実務上の取扱い 

個人保険の死亡保障商品では、通常、生命保険と傷害疾病定額保険を組み合わせて設計

されている。これにより、死亡保険金請求権と傷害疾病定額保険金請求権が競合し、それ

ぞれの保険金受取人は異なることがありうる。たとえば、終身保険では、死亡保険金受取

人と高度障害保険金受取人は別々であり、高度障害保険金受取人は、約款上被保険者とさ

れることが通例である。かつ、傷害疾病定額保険は、前述のように特約として設計されて

いるのがほとんどである。 

そこで、主契約である死亡保険金受取人が介入権を行使しないことにより死亡保険金請

求権が具体化されると、傷害疾病定額保険金請求権が実現しないまま保険契約は消滅して

しまうという問題が生じうる。 

保険実務上も、死亡保険金の受取人と傷害疾病定額保険金の受取人かを問わず、上述(1)

の場合の実務と同様に取り扱い、解除の効力発生日までに介入権者の適格要件および介入

権の行使要件を満たした者から、その者を介入権者として認識して手続を受理するという

取扱いを行っている。 

(3) 死亡保険金の受取人と生存保険金の受取人が異なる場合 

ア 学説 

生死混合保険契約（たとえば、養老保険）における死亡保険金受取人と生存保険金受取

                                                   
121 遠山・前掲注（69）188頁。 
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人（たとえば、満期保険金受取人）が異なる場合における生存保険金受取人による介入権

行使の可否について、学説上は、否定的見解と肯定的見解が分かれている。 

否定的見解は、生存保険契約を対象外とした趣旨から生存保険契約を対象外とした立法

趣旨から、満期保険金受取人に介入権行使を認める必要性は乏しいことを理由に、死亡保

険金受取人のみが介入権者になるとし、満期保険金受取人に介入権行使を認めるべきでは

ないとしている122。 

これに対し、肯定的見解は、次の理由により、満期保険金受取人による介入権の行使を

認めても差し支えないとしている123。つまり、まず養老保険において、死亡保険金と満期

保険金の両方が不可分一体であり、死亡保険金受取人のみが介入権者となる場合には、死

亡給付に係る部分だけを存続させることはできないこと。次に満期保険金受取人に介入権

を与えたとしても、解除権者にとってみれば、介入権が行使されるか否かに関係なく、解

除通知の日から 1か月が経過するまでは保険者から支払を受けることができない点に変わ

りはないから、特段の不利益を被ることはないこと。さらに、満期保険金受取人に介入権

を認めれば、介入権を行使しうる者が増え、その者による介入権の行使によって早期に支

払を受ける可能性が生じ、メリットがあることである。 

イ 保険実務上の取扱い 

保険実務上は、満期保険金受取人を介入権者として認めず、介入権者は必ず死亡保険金

受取人であることとし、かつ生存給付に係る部分も含めた保険契約全体の解約返戻金等の

範囲で解除権者に金額を支払わなければならないという取扱いを行っている。 

ウ 私見 

肯定的見解は、利害関係者間の調整という角度からみ一理がある。しかし、満期保険金

受取人についても、介入権者の要件を満たす必要があることは言うまでもなく、実際には

保険契約者が満期保険金受取人になっていることが多いことから、このような議論には実

益が少ないと思われる。 

 

4 受取人が内縁の配偶者である場合 

(1) 問題の所在 

保険法は、介入権者になる者は保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者であ

                                                   
122 萩本・一問一答 202頁、遠山・前掲注（69）189頁。 
123 萩本・一問一答 202頁、潘・概説 278頁。 
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る者に限るとしている（60条 2項前段）。ここには、いわゆる内縁関係にある者も親族に

含まれるかという問題が生じうる。 

(2) 学説 

学説上は、介入権制度の趣旨は、保険契約者の親族等に対する死亡保険契約等の生活保

障的機能を維持することにある。このような趣旨からすれば、内縁関係に止まる者であっ

たとしても、保険契約者または被保険者の親族と実質的に同様の生活実態にある者につい

ては、介入権制度の趣旨を及ぼすべきであると考えられることに鑑み、実質的に親族関係

と同視できる生活実態を有する内縁関係にある者は、解釈上、「親族」に含まれると解して

よいという見解がある124。しかし、その内縁関係にある受取人が保険契約者と生活実態を

有するか否かについて保険者が判断するのは難しいことから、保険実務上相当数の保険会

社では、内縁の配偶者は介入権者として認められない取扱いを行っている。 

(3) 私見 

私見としては、上記学説に賛成する。昨今では、個性的なライフスタイルを重視し、事

実上の結婚生活に入っていても、婚姻の届出をしていない、いわゆる事実婚の内縁関係を

維持しているカップルが社会的に広がりつつある。これに対し社会からも一般的に理解が

示されており、学説上125も立法上（たとえば、民法 958条の 3等）も内縁の保護を重視す

る傾向がある。加えて、保険実務上、現に契約締結時に保険金受取人を内縁の配偶者と指

定された場合は、総合的に審査したうえ認める取扱いをしている。したがって、内縁が明

らかに公序良俗に反した不倫関係ではなく、また、保険金受取人指定時にすでに総合的に

審査して認められた以上、内縁関係にある者も 60 条 2 項 2 項の「親族」に含まれると解

されることが相当であると考える。 

 

5 解除の効力発生日までに保険金受取人が変更された場合 

(1) 問題の所在 

保険法では、介入権者の適格を判断する基準時は前述のとおり解除の「通知の時」であ

るとされている（60条 2項）。しかし、解除の通知後から解除の効力発生日までに保険金

受取人が変更された場合、変更後の保険金受取人が介入権者となりうるかどうかについて、

条文上は必ずしも明らかではない。解除の効力発生日までに保険金受取人が変更されるの

                                                   
124 髙山・前掲注（1）302頁、山下=米山・解説 624頁[萩本修=嶋寺基]。 
125 我妻栄『親族法』207頁以下（有斐閣・1961）、中川高男『親族・相続法講義〔新版〕』95頁（ミネル

ヴァ書房・1995）、二宮周平『事実婚の現代的課題』11頁（日本評論社・1990）等 。 
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は以下のケースが考えられる。学説上は、ⅰとⅱに関しては特段の議論はないが、ⅲに関

しては対立の見解がみられる。 

ⅰ 保険金受取人が解除の効力発生日までに死亡したが、変更されなかったとき 

保険契約者が死亡し、または生存しているが新たに保険金受取人を変更しない場合には、

死亡した保険金受取人の相続人が新たな保険金受取人となるから（46 条）、その相続人が

介入権者になるものと解するのが相当であると考えられる126。もっとも、その相続人が生

存している保険契約者自身である場合は、この限りではない。 

ⅱ 保険金受取人が解除の効力発生日までに死亡したが、変更されたとき 

保険契約者が生存し、かつ保険金受取人を変更した場合には、通知時の保険金受取人が

もはや介入権を行使することができない以上、新たな保険金受取人が法定の要件を満たし

ているのであれば、介入権者になることを認めることが相当であると考えられる127。 

ⅲ 保険金受取人が解除の効力発生日までに生存しているものの、変更されたとき 

この場合に変更された者が介入権者になりうるか否かについて、学説上は、以下のよう

に肯定的な見解と否定的な見解が対立している。 

(2) 肯定説 

肯定的見解の理論構成は、次のとおりである。まず、保険法では、解除通知時における

介入権者の有無に関係なく、解除の効力発生日を一律に 1か月遅らせ、その間の介入権の

行使を認められている。また、介入権制度の趣旨は保険金を生活原資とする保険金受取人

を保護し、死亡保険契約等の生活保障機能を維持するところにある。さらに、解除権者に

とっても、解除通知の日から 1か月経過後でなければ支払を受けられなかったものが、新

たな受取人に介入権の行使を認めることによって早期に支払を受けられる可能性が生じる

ことから不利益を被るものではない。 

以上を総合的に勘案し、解除の通知時には所定の要件を満たしていた保険金受取人から

解除の効力発生日までに当該要件を満たしている保険金受取人に変更された場合、または

解除の通知時には所定の要件を満たしていなかった保険金受取人が解除の効力発生日まで

に当該要件を満たした場合には、それぞれ変更後の保険金受取人に介入権の行使を認める

のが相当であるとする。逆に「解除通知時には所定の要件を満たしていたが、解除の効力

発生日までに離婚するなどして親族要件を欠いた場合には、その後は介入権を行使できな

                                                   
126 山下=米山・解説 624頁(注 13) [萩本修=嶋寺基]。 
127 山崎・前掲注（70）92頁、遠山・前掲注（69）188頁。 
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い」としている128。 

イ 否定説 

これに対し、否定的見解の理論構成は次のとおりである129。まず、条文上は「前項に規

定する通知の時において」と明確に規定されていることから、介入権者は解除通知がされ

た時において、法定要件を全て満たしている保険金受取人に限定されると解釈するのが素

直である。また、本条の趣旨が保険金受取人の生活保障等を担う保険契約を存続させるこ

とにあることから、介入権行使のために保険金受取人を変更することまで認める必要はな

く、解除通知の時の保険金受取人を介入権者とすべきである。さらに、解除の通知後に新

たに保険金受取人となった者を含むとした場合、結局法的に介入権の行使が可能とされて

いる 1か月が経過するまでは、保険金受取人の変更手続の未完了などにより介入権者が特

定されない可能性があり、場合によっては介入権行使の期間がいたずらに失われるおそれ

も生じうる。 

 (3) 保険実務上の取扱い 

保険実務上は、解除の効力発生日までに送付された介入権行使の通知により、介入権を

行使した者が保険契約者でなく、かつ保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者

である保険金受取人と確認できれば足りるとしている。 

 (4) 私見 

介入権制度の趣旨に照らせば、肯定説の方がより説得力があり合理的であると考える。

一方で、条文上、解除通知時を基準として法定要件を全て満たしている保険金受取人が介

入権者であることは明らかである。介入権の規律は全体的に絶対的強行規定と整理される

のであれば、肯定説は強行規定に抵触することになる。ここには、規律の性質に由来する

限界があると考える130。 

 

 

                                                   
128 髙山・前掲注（1）303頁。 
129 山下=米山・解説 624頁[萩本修=嶋寺基]、遠山・前掲注（69）175頁以下。 
130 保険法は、介入権規定の性質については明確に定めていないが、保険契約の解除の効力発生時期、介

入権の行使期間、介入権の行使における効力要件・対抗要件、民事執行法等のほかの法令に基づく手

続との調整などについて規定するものであることから、いずれも（絶対的）強行規定（保険法の規定

を一切変更できない条項）であると整理するとの説明がなされている。部会資料(26)18頁、第 23回

議事録 19頁以下。学説上もこのように解され。萩本修ほか「保険法の解説(5・完)NBL#N0.888・42頁、

福田=古笛・逐条解説 191頁、山崎・前掲注（70）94頁、髙山・前掲注（1）322頁等。逆にこれに反

対する意見はみられない。しかし、介入権に関する規定が全て絶対的な強行規定とされると、解釈問

題は柔軟に解決できなくなるから、絶対的強行規定説には若干の疑問も感じられる。 
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第 9節 むすび 

 

1 生命保険実務との関係 

介入権に関する規定が法定されたことに伴い、保険会社は、債権者等により保険契約が

解約される場合の取扱いの規定を新設した。介入権に関する保険法の規定は強行規定であ

るからこれと異なる約定をする余地はないことから、新約款では保険法の規定の重要部分

を改めて定めるとともに、権利行使のための保険者所定の書類の提出に関する条項を置い

ている。 

(1) 介入権者が解除通知を知る機会の確保 

保険法上は、解除権者から解除通知を受領した保険者がその事実を保険契約者または保

険金受取人に通知すべきような義務を課す規定はない。しかし、受取人においては、保険

契約が解除された（またはされようとしている）事実および制度の存在を知らない場合が

多いことから、介入権制度の趣旨を図り、介入権制度の実効性を確保するためには、可能

な限り、解除権者が解除の通知をしたことおよび解除の効力発生日を介入権者が知るため

の方策を用意することが望ましいという声があった131。 

これを踏まえ、保険会社は、解除の効力発生日までに保険金受取人が迅速に介入権を行

使できるように、解除権者から解除通知（実務上、所定の解約請求書）を受領した場合、

以下のように、保険契約者を通じて（保険者は、保険金受取人の住所まで管理していない

場合が多いため）、保険金受取人に対し解除通知を受領したこと、解除権者に支払うべき金

額、介入権行使の制度などを通知するような体制をとっている。 

①（保険契約者宛）解権者等からの解約請求書受領についてのお知らせ（解除権者、解約

されようとする保険契約、解約請求書受付日、解約請求書受付日現在における解約返戻

金額等、解約の効力発生日等を記載） 

②（保険金受取人宛）保険金等受取人による保険契約存続（介入権）についてのお知らせ

（介入権者の要件、介入権の行使方法、介入権の行使期限、必要書類等を記載） 

③（介入権者用）保険契約存続通知書用紙（保険金等受取人の署名・押印欄、保険契約者

の同意欄、債権者の解約返戻金相当額受領の証明欄等あり）。 

(2) 介入権者から保険者に対する通知方式 

保険法では、介入権者は介入権の行使に当たって、保険者に対し、保険契約者の同意を

                                                   
131 部会資料(18)14頁、岡野・前掲注（70）236頁等。 
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得たこと、および解除権者に支払うべき金額を支払った旨を通知しなければならないとさ

れている（60 条 2 項）。しかし、その通知の方法については、保険法上は制限が設けられ

ていない。実務上、保険会社は、介入権者に対し書面による通知を求めている。 

事後の関係者間の紛争および保険会社がその紛争に巻き込まれることの防止等の観点

から、通知の形式が書面によるべき旨を約定することは、その内容が合理的であれば許さ

れるものと考える132。 

(3) 介入権行使の確認 

実務上、保険会社は、介入権に関するほかの要件（保険契約者の同意の有無、介入権者

の適格性、解除権者の介入権者からの支払うべき金額の受領状況等）が充足されているか

どうかについて、介入権者に以下の書類提出を求め、書類によって確認を行なっている。 

①保険契約存続通知書 

②保険金等受取人が保険契約者、被保険者の親族である事実が確認できるもの（たとえ

ば、戸籍謄本等） 

③保険金等受取人の印鑑証明書 

④保険契約者の印鑑証明書 

⑤債権者等の印鑑証明書（ただし、債権者等が公印使用の場合を除く） 

上記①において、保険契約者、解除権者の署名・押印により、保険契約者の同意の有無、

通知者が保険金等受取人であること、および介入権者から解除権者への支払事実を確認す

る。解除権者の署名・押印がない場合には、支払事実が確認できるもの（たとえば、領収

書等）の写しの提出を求めることとなっている。以上により、介入権が行使された事実を

確認できれば、保険契約の存続を認めることとしている。 

解除の効力発生日までに介入権が行使されなかった場合には、解約（解除）効力が発生

する。保険会社は解約手続きを行ない、解除権者に通知日における支払金相当額を支払う

こととなる。 

  

2 制度の評価 

50 年前に大森博士は「生命保険契約における受取人そのほか契約者の被扶養者の利益と

契約者の債権者の利益との衝突を、いかにして調和的に解決するかは、実に生命保険契約

法上の“Schicksalsfrage”（宿命的課題―筆者注）と称せられてき来たところの困難な課

                                                   
132 髙山・前掲注（1）306頁同旨。 
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題である。」と述べていた133。まさしくそのとおり、介入権の行使には多くの利害関係者

の利益が複雑に絡むため、簡明な制度を仕組むことは決して容易ではない。 

保険法はその長年にわたる課題を解決した。創設された介入権制度は、遺族等である保

険金受取人の生活保護の必要性を重視しつつ、以下に列挙するようにほぼ全ての関係者の

利害を巧みに調整したものであり、全体としてはバランスの取れた立法的措置として高く

評価されている134。 

① 介入権者と解除権者との利害関係―解除権者に対して一定の金額を支払うこと（60

条 2 項・89 条 2 項）。 

② 介入権者と保険契約者との利害関係―保険契約者の同意を得ること（60 条 2 項・89

条 2 項）。 

③ 介入権者と保険者との利害関係―保険会社に対する通知をすること（60 条 2 項・89

条 2 項）。 

④ 解除権者同士の利害関係―差押競合による供託（61 条・90 条）。 

⑤ 保険者と解除権者との利害関係―解除効力の発生前に保険事故・給付事由が発生し

た場合の取扱い（62 条・91 条）。 

⑥ さらに、解除の効力発生時期、介入権の行使要件などについて、民事執行法等の他

の法制度との平仄も考慮している。 

因みに、保険実務の担当者の話によると、2010 年 4 月より保険法施行してから、保険

契約者側の債務返済による債権者から差押えの取下げの件数が著しく増えているようであ

る。これにより、介入権制度が債権の迅速回収等を促すことも期待されうることがわかる。 

 

3 今後に残された課題 

もとより、以下のように保険法が創設した介入権制度には残された課題も多数内在して

いる。今後更なる議論が展開されていくと考えられる。 

①介入権の実効性―介入権者の資金調達の困難性、介入権者が解除通知を知る機会の確

保の限界 

②規律上の不透明な部分―生死混合契約、主契約・特約の組合せの契約の取扱いおよび

規定の性質 

                                                   
133 大森・前掲注（8）159頁。 
134 同旨、岡野・前掲注（70）239頁。 
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③権利濫用等の一般法理の適用可否―少額の債権の回収、またはわずかな解約返戻金請

求権からの回収を企図して解除権を行使した場合における権利濫用等の一般法理に

よって否定されることができなくなる可能性 

④解除が繰り返される懸念―保険契約者の地位が承継されないため、解除権者により

次々と差押がかかるおそれ 

⑤介入権者の求償権の有無―介入権者が債務者である保険契約者の代わりに解除権者

に支払った金額についての保険契約者に対する求償権の有無、および介入権を行使し

なかった他の保険金受取人に対するその受取割合に応じた求償権の有無、またその理

論構成である。 

本章では、主にその中の保険会社と関係する②の問題について考察してきたにすぎない。

今後、介入権制度の利用を巡る判例の動向、学説の展開、保険実務上の運営整備などに留

意しつつ、残されたほかの課題を含め、引き続き考察していきたいと考える。 
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第 9章 保険料積立金の払戻し 

 

 

第１節 総 説 

 

１ 諸用語の概念 

(1) 保険料積立金 

生命保険契約では、保険者が将来支払う保険給付金と保険契約者が支払う保険料の間に

収支相当の関係が成り立つ必要がある。特に死亡保険契約では、保険期間を長くした場合

は、本来、被保険者の到達年齢が上がるにつれて死亡率が上昇するため、毎年の保険料が

高くなっていくはずである。これを自然保険料という。しかし、実務上は、被保険者の到

達年齢にかかわらず契約時と同額の保険料を支払い続ける、いわゆる平準保険料式を採用

するのが一般的である。この平準保険料式により、将来の保険給付の支払に充当するため

に積み立てられている金額が「保険料積立金」である。 

(2) 責任準備金 

保険料積立金と密接に関連する概念として、「責任準備金」がある。また、責任準備金

には、「保険契約上の責任準備金」と「企業会計上の責任準備金」の二つの意味がある。前

者は、保険業法施行規則（以下「規則」という）10条 3号に規定される契約者価額（個々

の保険契約ごとに保険契約者の権利に係る金額）の一種といわれる。これに対し、後者は、

保険業法 116条に規定されるものであり、生命保険会社の貸借対照表に計上される負債性

の引当金に該当し、保険料積立金（個々の保険契約ごとに保険数理に基づいて計算された

保険料積立金の総計額）を中心として、未経過保険料、払戻積立金、危険準備金で構成さ

れている（規則 69条 1項各号）1。以下にいう責任準備金は、保険契約上の責任準備金で

ある。 

(3) 解約返戻金 

保険料積立金と密接に関連するもう一つの概念として、「解約返戻金」がある。解約返

戻金とは、保険者の責任開始後に保険契約者が任意解除を行った場合（実務上、「解約」と

呼んでいる）の他、所定の事由（保険料の不払いによる契約の失効、告知義務違反による

                                                   
1 山下・保険法 653頁、西島・保険法 396頁、竹濱=高山・Q&A新保険法 280頁[井上享]、大串=日生・解

説保険法 192頁[坂井明]。 
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契約の解除、重大な事由による解除等）により保険契約が終了した場合に、保険契約者に

支払われる金額をいい、これも契約者価額の一種といわれる。伝統的かつ一般的な定額の

生命保険の解約返戻金額は、保険料積立金額から一定の控除をした金額（新契約費を基準

とした一定率の額、「解約控除金」という）となっている2。 

上記諸概念の関係を公式で示すとすれば、以下のとおりである。 

保険料積立金＝保険契約上の責任準備金 

解約返戻金＝保険料積立金－解約控除 

保険会社の約款では、保険料積立金については、「責任準備金」または「積立金」と表

記され3、「解約返戻金」については、「返戻金」、「解約払戻金」、「解約返還金」等と表記さ

れることもある。 

 

2 改正の趣旨 

63条（本条）は、改正前商法 680条 2項および 683条 2項の規律に対応する規定である。

保険契約が保険事故の発生または保険期間の満了という目的到達による終了の前に中途消

滅した場合には、保険契約者は保険者に対して、保険者のもとに積み立てられていた保険

料積立金の返還を請求する権利を有するのが原則となっている4。 

本条の趣旨は、改正前商法の規律を基本的に維持しつつ、その保険料積立金の算出方法

を明確化し、さらにこの規律を片面的強行規定とすることにより、契約当事者間の衡平性

の確保とその適切な利益の調整という保険法の重要な規範目的を具現化するというところ

にあると解されている5。 

 

3 規定の概要 

本条では、所定の事由により生命保険契約が中途で消滅した場合に「保険料積立金」を

保険契約者に対し払い戻すべきことが保険者の法律上の義務として規定するとともに、「保

険料積立金」について、「受領した保険料の総額のうち、当該生命保険契約に係る保険給付

に充てるべきものとして、保険料又は保険給付の額を定めるための予定死亡率、予定利率

                                                   
2 井上享「保険契約終了時の保険料積立金の支払と解約返戻金」落合=山下（典）・理論と実務 243頁。 
3 責任準備金中の保険料積立金とは切り離された現行保険業法下では、もはや約款で「責任準備金」とい

う用語を使用すべきではないとの批判がある。山下・保険法 653頁。 
4 山下・保険法 647頁。 
5 山下=米山・解説 642頁以下[金岡京子]。 
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その他の計算の基礎を用いて算出される金額に相当する部分をいう」とされ、保険料積立

金の計算方法が明確化された。 

また、保険料積立金の払戻所定事由については、①保険者の免責事由の発生、②被保険

者の解除請求に基づくことを含む保険者の責任開始前における保険契約者による解除、③

危険増加による解除、および④保険者の破産による解除または失効の場合であると定めら

れた。 

なお、本条は保険契約者が不利益を被るように変更できない片面的強行規定とされる。 

傷害疾病定額保険契約に関する 92条は、本条に相当するものであり、内容は本条とほ

ぼ同じである。したがって、本章では、本条に即して考察するが、傷害疾病定額保険契約

特有の事項については、最後に補足する。 

 

第 2節 立法沿革 

 

１ ロエスレル草案 

ロエスレル草案 746条は「渾テ保険ノ無効トナル場合ニ於テハ保険契約中ニ定メタル金

額若クハ被保険者ノ為ニ既ニ積立テタル儲金額ノ半額以上ヲ被保険者ニ償還スヘシ但保険

者詐偽若クハ悪意ヲ以自ラ無効ヲ速キタル時ハ此限ニ在ラス」と定めていた。すなわち、

保険契約が無効となる場合においては、（保険者は）保険契約中に定めた金額または被保険

者のためにすでに積み立てた貯金額の半額以上を被保険者に払い戻さなければならないと

されていた。 

 ロエスレル氏の解説6によれば、本条にいう「被保険者ノ為ニ既ニ積立テタル儲金額」と

は、被保険者（兼保険契約者）から払い込まれた保険料に複利を加えた保険料積立金であ

るということである。 

 

2 明治 23年商法 

明治 23年商法 683条は、ロエスレル商法草案 746条を承継したうえ、「総テ保険無効ノ

場合ニ於テハ保険契約ヲ以テ此場合ノ為メニ約定シタル額若シ約定ナキトキハ少ナクトモ

被保険者ノ為メニ既ニ積立テタル貯金ノ半額ヲ被保険者ニ償還スルコトヲ要ス但被保険者

カ詐欺若クハ悪意ニ因リテ自ヲ無効ニ至ラシメタルトキハ此限ニ在ラス」に改めた。すな

                                                   
6 ロエスレル 190-194頁。 
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わち、保険契約が無効となる場合においては、（保険者は）保険契約で約定した金額、もし

約定しなかったときは、少なくとも被保険者のためにすでに積み立てた貯金額の半額を被

保険者に払い戻すことを要する。ただし、被保険者が詐欺もしくは悪意によって自ら無効

に至らしめたときはこの限りではないとしていた。 

本条にいう「保険無効ノ場合」とは、同 682条に掲げられる①保険契約締結の際に死亡

または疾病・傷害がすでに発生していた場合、②被保険者の自殺または保険契約者・保険

金受取人による故殺もしくは健康毀損の場合、③被保険者の決闘、犯罪および有罪判決執

行中における死亡または疾病・傷害発生等の場合の他に、637条（無断重複加入）、653条

（告知義務違反）、654条（危険の増加または変更）に定める事由を総称するものであり、

本条にいう「被保険者ノ為メニ既ニ積立テタル貯金」とは、保険料積立金およびその複利

を合算した金額であると解説されていた7。しかし、なぜ少なくともその半額なのかは、必

ずしも明らかではない。 

 

3 明治 32年商法  

明治 32年商法は 431条 2項および 433条 2項において、次の場合には、保険者は保険

金を支払う責任はないものの、「保険者ハ被保険者ノ為メニ積立テタル金額ヲ払戻スコトヲ

要ス」とされている。すなわち、①保険者の免責事由に該当する場合、すなわち、ⅰ．被

保険者が自殺、決闘その他の犯罪または死刑の執行により死亡した場合（ただし、保険金

受取人の故意による被保険者の死亡の場合は除かれている。明治 32商法 431条 2項）、ⅱ．

戦争その他の変乱により被保険者が死亡した場合（同 395条）、②保険者の破産による契約

の解除または失効の場合（同 405条）、③保険者の責任開始前における保険契約者による任

意解除の場合（同 407条）、④危険の変更または増加による契約の失効または解除の場合（同

410条・411条）。 

以上のように、明治 32年商法は、保険者が「被保険者ノ為メニ積立テタル金額」を支

払わなければならない事由を明確化している。支払義務の理由としては、それが払い戻さ

れなければ、保険者の「不当ノ利得ヲナス」からと解説されていた8。もっとも、誰に払い

戻すべきかは明らかではない。 

なお、ここで留意されたいのは、明治 32年商法では、ロエスレル商法草案 746条およ

                                                   
7 長谷川喬著述『商法〔明治 23年〕正義第 5巻』190-192頁（信山社・1995〔復刻版〕）。 
8 西川一男参助;丸山長渡著述『改正商法〔明治 32年〕要義上巻』660頁（信山社・2005〔復刻版〕）。 
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び明治 23年商法 683条と異なって、払戻金額については「被保険者ノ為ニ既ニ積立テタル

儲金額ノ半額以上」または「少ナクトモ被保険者ノ為メニ既ニ積立テタル貯金ノ半額」の

ように具体的な金額が定められていなかったことである。 

 

4 明治 44年商法 

明治 44年商法では、明治 32年商法 431条 2項および 433条 2項の条文がほぼそのまま

引き継がれ、それぞれ改正前商法の次の条文に当たる。明治 44年商法 431条 2項／改正前

商法 680条 2項、同 433条 2項／683条 2項、同 395条／640条、同 405条／651条、同 407

条／653条、同 410条・411条／656条・657条。 

 

5 改正前商法の規律 

改正前商法 680条 2項および 683条 2項では、保険契約が中途で消滅した場合には、保

険者は保険契約者に対して「被保険者ノ為メニ積立テタル金額」を払い戻すべきことが定

められていた。また、保険者が「被保険者ノ為メニ積立テタル金額」を支払わなければな

らない事由として、明治 32年商法の法定事由に照らして保険金受取人の故意による被保険

者の死亡の場合が追加された。ただし、明治 44年商法改正により新設された保険者の免責

事由である「保険契約者カ故意ニテ被保険者ヲ死ニ致シタルトキ」（改正前商法 680条 1

項 3号）は含まれないものとしている。また、同改正により明治 32年商法で定める「保険

者ハ被保険者ノ為メニ積立テタル金額ヲ払戻スコトヲ要ス」から、「保険者ハ被保険者ノ為

メニ積立テタル金額ヲ保険契約者ニ払戻スコトヲ要ス」に改められ、払い戻す相手は保険

契約者と明確化された。もっとも、改正前商法では、「被保険者ノ為メニ積立テタル金額」

の定義、「積立テタル金額」の基準およびその具体的計算方法については特段に定められて

いなかった。 

なお、改正前商法 680条 2項、683条 2項は任意規定であると解されていた9。 

 

第 3節 外国立法例 

 

1 ドイツ保険契約法 

ドイツ改正保険契約法 169条（旧契約法 176条）10は、解約返戻金に関する規律として、

                                                   
9 山下・保険法 651頁。 
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主に次のように定めている。 

①保険契約者の解約または保険者の解除もしくは取消により、保険契約が消滅したとき

は、保険者は解約返戻金を支払わなければならない（同 1項）。 

②解約返戻金は、解約時に保険事故時の給付を上回らない限度において支払われること、

支払われなかった部分については、保険料払済保険に充当されること。解除および取

消の場合には、解約返戻金の全額が支払われなければならない（同 2項）。 

③解約返戻金は、承認された保険数学の算式に従い、保険料算出の計算基礎に基づき、

保険料期間の終了時に計算された、その保険契約の責任準備金である。保険契約の解

約時には、解約返戻金は、契約締結費用および販売費用を当初の契約年度から 5年間

にわたり均等に分割償却した場合に積み立てられる責任準備金の金額になる（同 3項）。 

④上記③の算出方法にあてはまらない変額保険等の生命保険契約の解約返戻金の算出

方法については、承認された保険数学の算式に基づき、その保険の時価額として計算

されなければならない。なお、計算原則は、契約において示されなければならない（同

4項）。 

⑤解約控除については、その金額を保険契約者に数字で示して合意しかつ適切である場

合に限り可能であるが、未償却の新契約費および販売費用を控除する合意は無効であ

る（同 5項）。 

法改正により、旧契約法 176条 2項に定められた保険契約者または受取人の被保険者の

殺害による保険者免責に該当する場合には「保険者は解約返戻金支払義務を負わない」と

いう規定が削除された。 

 

2 フランス保険法典  

フランス保険法典は、責任準備金に関する規律として次のように定めている。 

①保険契約者・被保険者の告知義務違反もしくは所定期間内の被保険者の自殺などによ

る保険契約の無効の場合、または保険者の免責の場合には、保険者は、保険金受取人

に対して、契約の責任準備金に相当する金額を支払う（L.132-18条）。 

②保険金受取人による被保険者の故殺の場合には、保険者は、保険契約者またはその相

続人に対し、契約の責任準備金に相当する金額を支払わなければならない。ただし、

その者が被保険者故殺の主犯または共犯として有罪判決を受けた場合はこの限りで

                                                                                                                                                     
10 同条はドイツ改正前保険契約法 176条（解約返戻金）の規定とは相当異なっている。 
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はない（L.132-24条）。 

 

3 アメリカ標準不没収価格法 

アメリカにおいては、多くの州で採用されている「標準不没収価格法」（standard 

nonforfeiture law）がある（たとえば、ニューヨーク州法 4221条）。アメリカでは解約返

戻金をキャッシュ・サレンダー・バリュー（Cash surrender value）と呼ぶが、不没収価

格（Non-forfeiture value）とは、すなわち最低解約返戻金で、将来支出現価から許容さ

れる費用の額を差し引いて得られる金額のことをいう。解約返戻金の最低水準を定める「標

準不没収価格法」では、保険料および積立金返戻金を計算する場合と、企業会計上の責任

準備金の計算をする場合を切り離して、異なる基礎率を使用することとされている。これ

は、日本の保険業法が採用する考え方に近いものといわれている11。 

その他、解約返戻金を定める立法例として、ノルウェー保険契約法 12-3条、12-5条な

どある12。 

以上のように、諸外国においては、日本のように保険料積立金（責任準備金）の支払と

解約返戻金の支払を分けて定める立法例はあまり見られず、解約返戻金＝責任準備金（保

険料積立金）とされるのが通例のようである。詳細は異なるが、保険契約者の解約か保険

者の解除かを問わず、保険契約が中途消滅した場合には、保険者は、保険契約者側に対し

解約返戻金または責任準備金の払戻しを義務付けられている。また、ドイツ保険契約法で

は責任準備金の算出と付加保険料との関係を詳細に明示的に定めているのが特色である。 

 

第 4節 規定改正の経緯 

 

1 従来の学説 

従来の学説は、改正前商法の「被保険者ノ為メニ積立テタル金額」の定義、「積立テタ

ル金額」の基準およびその具体的計算方法に関する解釈について、以下のように変遷して

きた。 

古くには、「被保険者ノ為メニ積立テタル金額」とは、「責任準備金ニシテ被保険者死亡

                                                   
11 井上・前掲注（2）249頁、田口城「被保険者のために積み立てた金額と解約返戻金」生保論集第 162

号 301頁以下（2008）、金融審議会「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」。第 51回議事録

（2009年 4月 24日）参照。 
12 生保試案理由書 135頁。 
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ノ場合ニ支払フヘキ資金ニ充ツル為メ保険料ノ一部ヲ積立テタルモノ」との解説があった

13。 

平成 7（1995）年改正前保険業法のもとでは、保険料の計算基礎と保険料積立金の計算

基礎は同一のものであり、かつ、保険契約者に払い戻すべき金額も保険料積立金と同一の

ものを使用するのが通例であった。したがって、改正前商法にいう「被保険者ノ為メニ積

立テタル金額」とは、保険者が決算期ごとに保険業法に基づき積み立てる責任準備金中の

保険料積立金のうち、当該被保険者のために積み立てた保険料積立金に対応する部分であ

るという見解が学説上は一般的であった14。 

その後、平成 7年の保険業法の改正によって、保険料の計算基礎と保険料積立金の計算

基礎とは概念上区別された。これに伴い、保険契約者が保険料積立金に対して有する権利

も、責任準備金中の保険料積立金とは切り離された。したがって、その後改正前商法にい

う「被保険者ノ為メニ積立テタル金額」とは、保険契約者価額を意味するものであり、そ

の具体的計算方法は、保険業法に基づき保険料および責任準備金の算出方法書の記載事項

とされている「被保険者のために積み立てるべき額」を基礎として計算した金額（規則 10

条 3号）であると説明された15。 

 

2 従来の保険実務 

実務では、「契約者価額責任準備金」または「保険契約上の責任準備金」は保険料積立

金を意味する。具体的計算方法については、付加保険料が保険料払込期間にわたって一定

額であることを前提として算出される純保険料式、初年度のみ付加保険料を多くし、事業

費（新契約費）を初年度に多く出せるようにしているチルメル式、純保険料ベースの保険

料積立金に付加保険料部分の累計収支を反映した営業保険料ベースの保険料積立金算出方

法、または、その他の様々な算出方法があり、それらにより、算出されるといわれている16。

生命保険会社は、保険業法に則り、「保険料及び責任準備金の算出方法書」のなかで、①保

険料の計算の方法に関する事項、②責任準備金の計算の方法に関する事項、③契約者価額

                                                   
13 柳川勝二『改正商法〔明治 44年〕正解〔第 4版〕』563頁（信山社・2002〔復刻版〕）。 
14 大森・保険法 297頁、山下・保険法 652頁、倉澤康一郎「保険契約解約返戻金請求権の法的性質とそ

の差押え」法学研究 66巻 1号 69頁（1993）、志田惣一「解約返戻金」倉澤康一郎編『生命保険の法律

問題』金判 986号 136頁（1996）、大澤康孝「積立金に対する保険契約者の権利」ジュリ 753号 98頁

（1981）、田中淳三「責任準備金と不没収価格」生保経営 67巻 2号 3頁（1999）、石田・商法Ⅳ323頁。 
15 山下・保険法 652-653頁。 
16 山下=米山・解説 646頁[金岡京子]。 
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の計算の方法およびその基礎に関する事項を定めている。そして、前述の「企業会計上の

責任準備金」は②で定められ、前述の「保険契約上の責任準備金」は③で定められている17。 

 

3 保険法制定前試案 

 (1) 生保試案 

ア 保険料積立金の払戻しに関して 

生保試案では、保険契約の中途消滅の場合の保険者の保険契約者に対する支払義務につ

いては、基本的に改正前商法の規律を維持していた。 

もっとも、法定事由については、中途消滅事由ごとに個別に規定することとしていた。

また、改正前商法 680条 2項に定める被保険者が決闘その他の犯罪または死刑の執行によ

り死亡の場合（同 1項 1号）における保険者の免責事由が削除された。そして、改正前商

法 683条 2項に定める保険者の責任開始前における保険契約者による任意解除の場合（同

653条）の事由に対応する規定は設けられていなかった。 

払い戻すべき金額については、改正前商法で用いている「被保険者ノ為メニ積立テタル

金額」は、保険者の破産による解除または失効の場合を除き、「保険契約で定める金額」に

改められた。その理由として、改正前商法の用語が厳密にはいかなる意味であるのかは議

論のあるところであり、これを基礎にして生保試案の規定を作成することが適当かについ

て疑問の余地があるからとしていた18。そして、保険者の破産による保険契約の解除また

は失効の場合（同 682条の 3第 2項）に関しては、保険会社が破産した場合に清算手続に

おいて払い戻すべき金額について規定している保険業法 177条 3項と平仄を合わせるため

に「被保険者のために積み立てた金額および未経過期間に対応する保険料」に改められた19。 

 なお、682条の 3第 2項は破産手続上の要請が強い問題であるから強行規定とされたが、

その他は任意規定とされていた20。 

イ 解約返戻金に関して 

生保試案は、生命保険の実務や諸外国の立法例にならって、681条の 4において、任意

規定として、保険契約者の保険契約を解約する権利と、保険契約の解約がなされた場合の

保険者の保険契約者に対する解約返戻金の支払義務を法定化することを試みた。もっとも、

                                                   
17 竹濱=高山・Q&A新保険法 281頁[井上享]。 
18 生保試案理由書 137頁。 
19 生保試案理由書 149頁。 
20 生保試案理由書 99頁・120頁・123頁・150頁。 
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保険契約の解約の場合に保険者が保険契約者に対して支払うべき金額については、保険監

督法上解約返戻金の支払が義務付けられること、および私法規定としての保険契約法にお

いて算出方法を含めて規定することは不可能であることから、特に内容を特定せず、「この

場合について保険契約で定める金額」と規定し、保険契約上の約定に委ねることにとどめ

ていた21。 

(2) 傷害試案・疾病試案 

疾病・傷害試案では、改正前商法 680条 2項および 683条 2項に規定するような事由に

よる保険契約の中途消滅の場合における保険者の保険契約者に対する支払義務について、

生保試案と同様、中途消滅事由ごとに個別に規定されていた。また、生保試案と同様、保

険契約者は、保険契約を解約する場合に保険者に対して保険契約で定める金額（解約返戻

金）の支払いを請求することができる旨の規定が新設された（疾病・傷害試案 34条）。そ

の趣旨および規律の内容は、生保試案 681条の 4と全く同一であった22。 

 

4 法制審議会保険法部会の検討 

保険法部会において、保険料積立金の払戻しに関して、以下のとおり主に保険料積立金

の定義およびその具体的内容について検討が重ねられた。 

(1) 最初の段階 

保険法部会の最初の検討段階では、解約返戻金を含む保険料積立金等に関する規律とし

て、次の四つの考え方が提示された23。すなわち、Ａ案：特段の規定は設けない。Ｂ案：

保険者が保険契約者に対し被保険者のために積み立てた金額を支払わなければならない旨

の規定を設ける。Ｃ案：Ｂ案の内容に加え、保険者が保険契約者に対し解除等によって生

じた費用等の償還を請求できる旨の規定を設ける。Ｄ案：保険者が保険契約者に対し、公

正な保険数理等に照らし、合理的かつ妥当な方法で算出された金額を支払わなければなら

ない旨の規定を設ける。 

その後の検討を経て、たたき台として、「生命保険契約が終了した場合には、保険者が

保険契約者に対し〔一定の金額〕を支払わなければならないものとする」内容に変更され

た。そして、その「生命保険契約が終了した場合」とは、契約が解除され、または失効し

た場合と例示され、その「一定の金額」とは、具体的には、①保険契約の終了までに保険

                                                   
21 生保試案理由書 137頁。 
22 疾病試案理由書 281頁、傷害試案理由書附-126頁。 
23 部会資料(3)10頁。 
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契約者が支払った保険料の総額のうち、②将来の保険金の支払に充てるべきものとして相

当な金額から、③保険事故発生率、予定利率その他の当該保険契約において保険料の計算

の基礎とされるべきものを維持するために必要な金額を除いた金額であるとされた24。 

(2) 中間試案 

中間試案の検討段階では、「保険料積立金等の支払」として「保険期間満了前に保険契

約が終了した場合には、保険者は、保険契約者に対し、将来の保険金の支払に充てるべき

保険料をもとに算定した〔一定の金額〕を支払わなければならないものとする」という形

で提案された25。その注によると、ここにいう〔一定の金額〕の具体的内容については、

契約の終了事由ごとに検討すべきであり、たとえば、保険者の破産の場合には、保険契約

の終了までに保険契約者が支払った保険料の総額のうち将来の保険金の支払に充てるべき

保険料として相当な金額とすることが考えられ、また、保険契約者による任意解除の場合

には、保険契約において保険料の計算の基礎とされるべきものを維持するために必要な金

額（保険契約者が契約の解除をしたこと等によって保険料の計算の前提が維持されない場

合におけるその維持のために必要な金額）を考慮した規律を設けることが考えられるが、

改正前商法の規律との関係やその実効性を含め、なお検討することとされた。 

(3) 審議会要綱案（第 1次案） 

審議会要綱案（第 1次案）の検討段階では、「保険料積立金及び解約返戻金の支払」と

する条文 1項において、保険料積立金については、「当該保険契約者から受領した保険料の

総額のうち、予定死亡率、予定利率その他の生命保険契約において保険料の金額を算出す

る際に用いた計算の基礎により、当該生命保険契約の終了の時において当該生命保険契約

に基づく将来における保険者の債務の履行に備えるために積み立てていた金額に相当する

金額」とされ、また、保険料積立金の払戻しの法定事由については、「①保険者の破産によ

る契約の解除又は失効、②保険事故の発生による契約の終了（被保険者の自殺、保険金受

取人の故意による保険事故招致、戦争その他の変乱を理由として保険者が保険金を支払う

責任を負わない場合に限る）、③危険の増加による契約の解除（保険者が保険金を支払う責

任を負わない場合に限る。）」とされた26。 

これにより、保険料積立金の払戻しの法定事由は、改正前商法の定めを基本的に承継し

ているものの、生保試案と同様、被保険者が「決闘その他の犯罪または死刑の執行により

                                                   
24 部会資料(12)25頁。 
25 部会資料(15)26頁。 
26 部会資料(25)10頁。 
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死亡」したことによる保険者の免責事由（改正前商法 680条 2項・同 1項 1号）および保

険者の責任開始前における保険契約者による任意解除（改正前商法 683条 2項・653条）

が削除された。 

(4) 審議会要綱案（第 2次案） 

審議会要綱案（第 2次案）の検討段階では、保険料積立金について、「保険料の金額を

算出する際に用いた計算の基礎」以外の基礎をも用いて算出される商品があること、契約

法である保険法において規定を設ける以上は、裁判規範として一義的な金額が導かれ、か

つ用いる概念も明確なものである必要があるとの指摘27を踏まえ、「保険契約の終了の時ま

でに保険契約者から受領した保険料の総額のうち、当該終了の時において当該保険契約に

係る保険給付に充てるべきものとして、保険料又は保険給付の額を定めるための予定死亡

率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出される金額に相当する部分をいう」ものと

改められた。なお、その段階では、解約返戻金に関する規律については、設けないことと

された28。 

その後、文言上の修正が加えられ、最終的に保険法の見直しに関する審議会要綱で本条

の規律が確定した。 

(5) 解約返戻金の法制化の検討およびそれに至らなかった経緯 

改正前商法では、保険者の責任開始後の保険契約者による任意解除、告知義務違反また

は重大な事由による契約の解除、保険料未払による契約の失効等の場合については、「被保

険者ノ為メニ積立テタル金額」を払い戻す旨の規律は設けられていない。実務上は、これ

らの場合には解約返戻金を支払うこととされるのが通例である。裁判例もそれを認め、解

約返戻金は約款によって定まることを前提にしているものと解されている29。しかし、保

険契約者保護の観点から、契約法上も何らかの規律を設けることが必要であるとの指摘が

あった30。 

そこで、保険法部会において、保険料積立金の払戻しの法改正とともに、解約返戻金に

ついても法律で明記すべきであるか否かが重要な論点の一つとして取り上げられ、民法の

                                                   
27 部会資料(25)11頁。 
28 部会資料(26)20頁。 
29 東京地判昭和 56年 4月 30日判時 1004号 115頁。解約返戻金の法的根拠として、解約返戻金の合意内

容をなす保険約款の規定に加えて、解約返戻金の算定の基礎およびその計算方法については、保険業

法上の種々の内容規制および開示規制を受けていることが挙げられる。長谷川宅司「解約返戻金」中

西喜寿・改正の論点 324頁。 
30 部会資料(12)26頁、補足説明 93頁。 
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不当利得（民 703条以下）、消費者契約法（特に同法 9条 1号）および保険業法との関係に

ついても慎重に検討が繰り返された。保険法部会第 22回会議までは、解約返戻金に関する

規律を設ける方向で検討が進められていた。 

審議会要綱案（第 1次案）の検討段階では、保険料積立金の払戻しに関する規律ととも

に、解約返戻金に関する規律も提案された。具体的には、「保険料積立金及び解約返戻金の

支払」とする条文 2項（解約返戻金）において、片面的強行規定として、解約返戻金につ

いては、保険料積立金のうち、「当該生命保険契約と同一の計算の基礎を用いて保険料の金

額を算出している他の生命保険契約に基づく将来における保険者の債務の履行に備えるた

めに必要な金額として当該計算の基礎により算出される金額を超える部分に相当する金額」

とされ、その支払う法定事由については、「①保険者の責任開始後の保険契約者による契約

の任意解除、②告知義務違反又は重大事由による契約の解除（保険者が保険金を支払う責

任を負わない場合に限る）」の場合には、保険者が保険契約者に対し支払わなければならな

いとされた31。 

しかしながら、最後の検討過程において、立法技術上困難であることから、結局法制化

は見送られた。それは、次の問題意識や指摘を踏まえたものであると考える32。①「保険

料の金額を算出する際に用いた計算の基礎」以外の基礎をも用いて算出される解約返戻金

もあること、②解約返戻金は、個々の契約ごとの商品設計とも密接不可分であり、実務上

は複数の仕組みを基に算出されることとされているから、これを一つの規律で定めること

は非常に困難であること33、③契約法である保険法において規定を設ける以上は、裁判規

範として一義的な金額が導かれる規律である必要があるところ、そこで用いる概念も明確

なものである必要があることである。 

 

第 5節 保険料積立金の払戻しの法理 

 

本条は、保険期間満了前に保険契約が終了した場合の保険料積立金の払戻しに関する一

般的な規律である。 

 

                                                   
31 部会資料(25)10-11頁。 
32 部会資料(25)11頁、部会資料(26)20頁、第 22回議事録 21頁、第 23回議事録 20頁。 
33 伝統的には、保険料積立金からいわゆる解約控除を差し引いた金額として算出するのが一般的であっ

たが、現在では、いわゆる無解約返戻金型商品や低解約返戻金型商品もある。 
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1 保険料積立金の定義 

本条柱書の括弧書においては、保険料積立金の定義とは、次のように定めている。すな

わち、「受領した保険料の総額のうち、当該生命保険契約に係る保険給付に充てるべきもの

として、保険料又は保険給付の額を定めるための予定死亡率、予定利率その他の計算の基

礎を用いて算出される金額に相当する部分」をいう。これは、改正前商法 680条 2項およ

び同 683条 2項の「被保険者ノ為メニ積立テタル金額」と同義であると説明されているが34、

改正前商法では「被保険者ノ為メニ積立テタル金額」の内容については特段の規定がされ

ていないのに対し、保険法においては、「保険料積立金」の内容について、詳細に規定され

た。 

本条で定めている保険料積立金は、実質的に、従来と同様、保険業法施行規則第 10条 3

号が保険料および責任準備金の算出方法書の記載事項としている契約者価額に該当すると

解されている35。もっとも、保険料積立金が存在しない商品（保険期間が 1年未満の短期

の死亡保険等）もあることに留意されたい。 

保険料積立金の算出例36として、たとえば、保険金額 5000万円の定期保険契約を締結し、

月々3万円の保険料を支払うという場合において、その月々支払うべき 3万円の保険料に

ついては、まずその中から営業費（新契約費・維持費 1万円）を引き去り、さらに年々死

亡する者に支払うべき保険金の割合（危険保険料 1万円。他の者に対する保険金の支払に

充てられる部分）を引き去り、その残額（貯蓄保険料 1万円）を保険者において被保険者

のために積み立てたものが保険料積立金である。 

 

2 保険料積立金の払戻義務と算出基準日 

本条柱書では、保険者は、所定の事由により「生命保険契約が終了した場合には、保険

契約者に対し、当該終了の時における保険料積立金」を払い戻さなければならないとして

いる。これは保険者の法的義務である。 

その理由としては、平準保険料式を採用している場合には、契約者は実質的に将来の保

険金の支払に充てる部分の保険料をあらかじめ支払っていることになるため、保険料積立

金は契約者に帰属すると考えられるからである。したがって、一定の事由により保険契約

が保険期間の途中で消滅した場合には、保険者が保険料積立金を保有する理由がなく、こ

                                                   
34 部会資料(12)26頁、部会資料(22)2頁。 
35 萩本・一問一答 209頁、長谷川・前掲注（29）332頁。 
36 補足説明 92頁参照。 
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れを保険契約者に返還しないと保険者の不当利得となるという見解37や積立の必要がなく

なった保険者が利益として取得することは衡平ではないという見解がある38。 

保険料積立金の算出基準日は「当該終了の時」とされ、すなわち、①保険者の法定免責

事由の発生、②保険契約者による解除、③危険増加による解除、④保険者の破産による解

除または失効により生命保険契約が終了した時である39。 

ただし、いずれの場合においても、「保険者が保険給付を行う責任を負うときは、この

限りではない」（本文柱書但書）とされている。なぜなら、保険給付を行うことによって保

険料積立金が存在しなくなるからである。 

なお、保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年の時効によって消滅するとされて

いる（95条 1項）。 

 

3 保険料積立金払戻の法定事由（1号～4号） 

本条では、保険料積立金を払い戻すべき法定事由として、以下のとおり定めており、改

正前商法のそれとほぼ同じである。 

 (1) 保険者の免責事由への該当（１号） 

本号は、保険事故（被保険者の死亡）が発生したが、保険者の保険金支払義務が免責さ

れる（51条各号）事由に該当した場合に関する事由である。 

具体的には、①被保険者が自殺したとき（51条 1号）。②保険金受取人が被保険者を故

殺したとき（51条 3号）。③戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき（51条 4

号）である。 

ただし、保険契約者が被保険者を故殺したとき（51条 2号）には、保険者はその保険料

積立金を保険契約者に払い戻す義務を負わない（本号括弧書）。保険契約者の故意による保

険事故の招致の場合が除外される趣旨は、改正前商法の立場を維持し、信義則に違反した

保険契約者に対する制裁にあるものと解される40。もっとも、実務上、保険契約者による

被保険者の殺害があった場合にも、保険者が利得する理由もないという観点から、保険契

                                                   
37 西島・保険法 369頁。なお、保険料積立金に対応する資産も法的には保険者の所有に属するものであ

るから、これを返還しないで保険者が保有することが法律上の不当利得とまではいえないとの見解も

ある。山下・保険法 651-652頁、大澤・前掲注（14）100頁、萩本・一問一答 209頁。 
38 山下・保険法 652頁。 
39 同旨、山下=米山・解説 655頁[金岡京子]。 
40 山下・478頁、潘阿憲「保険金支払義務と免責事由」金判 1135号 111頁（2002）、大串=日生・解説保

険法 190頁[坂井明]。 
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約者に対して解約返戻金相当額を支払う旨を約款に規定している会社もある41。このよう

な約定は法的に否定されないと考えられている42。 

また、被保険者が自殺した場合であっても、その自殺が責任開始時の属する日から、所

定の年数（通常 3年）経過後であって、保険者が約款に基づき保険給付を行う責任を負う

場合には、保険契約者に対し保険料積立金を払い戻す義務を負わない。同様に、保険者は、

戦争その他の変乱による死亡であっても、その事由によって死亡した被保険者の数の増加

が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認められ、死亡保険金の全額を支払う

場合には、保険契約者に対し保険料積立金を払い戻すことを要しない43。 

改正前商法では、被保険者が決闘その他の犯罪または死刑の執行により死亡した場合も

保険者の免責事由に該当するとされていたが（改正前商 680条 1項 1号）、保険法では、そ

れを免責事由として定めていない。この理由は、先進諸国の立法例には見当たらないこと、

犯罪に対する制裁は犯罪者本人に科されるべきであり、遺族等は何らの不利益をも受ける

べき立場にはなく、遺族等の保険金受取人に保険金を支払うことが公序良俗に反するとは

考えられないこと、および保険実務上、これらを免責としない約款が多いことから、削除

されたものと考える44。 

(2) 保険者の責任開始前における保険契約者による解除（2号） 

本号は、保険者の責任が開始する前に保険契約者が保険契約を任意解除し（54条）、ま

たは被保険者の解除請求に基づき保険者の責任が開始する前に保険契約者が保険契約を解

除した場合（58条 2項）に関する事由である。 

本号では、保険者の責任開始前の任意解除による生命保険契約終了の場合の保険料積立

金払戻しの規定は改正前商法 683条 2項と同様であるが、保険法では被保険者による解除

請求に基づき保険契約者が保険契約を解除する規定が新設されたことに伴い（第 3章参照）、

かかる場合も保険料積立金の払戻しの対象とすべきであるため、本号に加えられた。なお、

これは法定事由として唯一追加されたものである。 

 (3) 危険増加による解除（3号） 

本号は、危険増加により保険者が保険契約を解除した（56条 1項）場合に関する事由で

ある。 

                                                   
41 たとえば、日本生命。 
42 大森・保険法 293頁、山下・保険法 478頁、補足説明 96頁。 
43 明治安田生命等の約款、山下=米山・解説 656頁参照[金岡京子]。 
44 生保試案理由書 118-119頁参照。 



312 

 

改正前商法 683条 2項（改正前商法 656条・657条の準用）では、危険増加に対応する

法的処理は、保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由による危険の変更または増

加に伴う保険契約の失効の場合と、保険契約者または被保険者の責めに帰すべからざる事

由による危険の変更または増加に伴う保険者の解除の場合とで区別されていたが、保険法

では、そのような区別をせずに、危険増加による解除（56条 1項）の規律に一本化された。 

(4) 保険者の破産による解除または失効（4号） 

本号は、改正前商法と同様に、保険者が破産手続開始の決定を受けたときに保険契約者

が保険契約を解除した場合、または保険者が破産手続開始の決定を受けたときから 3か月

以内に保険契約者が保険契約を解除しなかったことにより保険契約が失効した場合（96条

1項・2項）に関する事由である。 

もっとも、保険者は破産手続開始の決定の日から 3か月を経過するまでに、保険給付を

行う責任を負った場合には、保険契約者に対し保険料積立金を払い戻すことを要しない45。 

 

4 法定外の事由 

本条に掲げられた以外の事由について、たとえば、保険者の責任開始後の保険契約者に

よる任意解除（54条）、告知義務違反による解除（55条）、重大事由による解除（57条）、

保険者の責任開始後の被保険者の解除請求による解除（58条）、保険料未払による契約の

失効等により生命保険契約が終了した場合には、本条は適用されず、保険者は保険契約者

に対し保険料積立金を払い戻す義務を負わないものと考えられる。これは改正前商法と同

様である。もっとも、保険実務上は従来どおり、解約返戻金がある場合にはそれを保険契

約者に支払うこととされている。 

本条が適用される場合と適用されない場合の基準は、必ずしも明らかではないが、保険

契約者側には落ち度がない場合、または保険者側の都合による生命保険契約終了時は本条

に適用されるのに対し、告知義務違反または重大事由による解除のように、保険契約者側

に何らかの落ち度がある、または保険契約者側の都合による生命保険契約終了時には、同

条は適用されないというように解釈できると考えられる46。 

 

 

                                                   
45 同旨、山下=米山・解説 658頁[金岡京子]。 
46 同旨、山下=米山・解説 658頁〔金岡京子〕。 
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5 規定の性質 

保険法では、契約者保護の観点から本条の規定は片面的強行規定とされている（65条 3

号）。したがって、これに反する約定で保険契約者に不利なものを約款で定めても無効とな

る。たとえば、所定の事由により保険契約が終了した場合において、終了の時に保険料積

立金が存在した場合に、その金額を保険契約者に払い戻さない、または一部しか払い戻さ

ない旨の約款の規定は認められないと考えられる47。 

 

6 傷害疾病定額保険契約特有の事項 

92条では、傷害疾病定額保険契約終了時の保険料積立金の算出定義に関しては、63条

の生命保険契約の「予定死亡率」に該当する部分が、「給付事由の発生率」となっている。

これは、傷害疾病定額保険契約において、傷害または疾病を医学的に治療するための手術

または入院もしくは通院を要することが医師の診断により確定されたこと等をもって、そ

の給付事由に該当することが通例であるため、生命保険契約とは異なり、多種多様な給付

事由の発生率に関する計算基礎が使用されているからである。したがって、このような給

付事由の発生率が一般に承認された保険数理の客観的基準に照らし、公正かつ妥当なもの

であることが、傷害疾病定額保険の場合には特に要請されている48。 

 

第 6節 むすび 

 

1 生命保険実務との関係 

保険料積立金の払戻しについて、保険法は、改正前商法の規律を基本的に維持している

ことから、保険実務上、特段に与える影響はないものと考える49。 

(1) 約款等の規定 

保険料積立金の定義については、「将来の保険金等をお支払するために、当社の定める

方法により計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。この保険の主契約

の積立金は予定利率で運用されますが、不慮の事故による死亡保障のための費用、契約の

維持管理や資産運用のための諸経費などが差し引かれるため、積立金の実際の利回りは予

定利率を下回ります。」と説明されている50。 

                                                   
47 萩本・一問一答 209頁、萩本・保険法 121頁、山下=米山・解説 642頁[金岡京子]、潘・概説 260頁等。 
48 山下=米山・解説 660頁[金岡京子]。 
49 同旨、大串=日生・解説保険法 192頁[坂井明]、長谷川・前掲注（29）332頁等。 
50 明治安田生命の 2012年「ご契約のおしおり」。 
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そして、保険料積立金の払戻しの所定事由については、会社によっては文言が異なるも

のの、おおむね以下のように定められている51。すなわち、次のいずれかの事由によって

死亡保険金または死亡給付金を支払わない場合には、保険会社は、保険契約の積立金を保

険契約者に支払います。①責任開始時の属する日から、3年以内における被保険者の自殺、

②死亡保険金受取人の故意、③戦争その他の変乱とされ、保険料積立金の請求時効は、保

険法の規定と同様、3年間とされている。 

(2) 保険法の規律との相違点 

改正前商法のもとの約款では、一定期間内における被保険者の犯罪行為による保険給付

金支払の免責事由も保険料積立金の払戻しの所定事由とされたが、保険法改正後の約款で

は、当該事由が削除された。これは、本条の規定と平仄を合わせたものと思われる。 

また、約款では、本条 2号～4号の所定事由に対応する規定は設けられていない。これ

は、改正前商法のもとでの約款でも同様である。理由は明らかではないが、以下のように

考えられる。 

第一に、保険者の責任開始前における保険契約者による解除（2号）に関して、生命保

険実務上、保険者の責任開始52前は、保険料の受領がないか、あったとしても保険契約者

が保険契約を解除した場合には、保険会社は受領した保険料を全額保険契約者に返還する

こととなっている。またクーリングオフ制度もあることから、保険者の責任開始前の保険

契約者による解除が問題となることはほとんどない53。 

 第二に、危険増加による解除（3号）に関して、生命保険実務上、保険契約の締結後の

健康状態の悪化が契約締結時の危険測定の中（保険料）に織り込まれているため、危険増

加が問題となることはない54。また、就業不能保障保険や団体定期保険などの一部を除き、

保険契約期間中に被保険者の職業変更や転居があっても、保険会社は、保険契約の解除を

せず、特別保険料の請求をしないで保険契約上の責任を負うとするのが通例である55。 

 第三に、保険者の破産による解除または失効（4号）に関して、約款で保険者の破産処

理に関する規定を設けることは適当ではないと思われること、かつて経営危機に陥る保険

会社は見られなかったこと、そして、近時、生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、

                                                   
51 明治安田生命、日本生命、第一生命、住友生命の各 2012年約款。 
52 責任開始は、告知と第 1回保険料相当額の払込みがともに完了した時である。 
53 大串=日生・解説保険法 190頁[坂井明]、山下=米山・解説 657頁[金岡京子]。 
54 部会資料(25)6頁。 
55 遠山優治「生命保険実務への影響」ひろば 61巻 8号 37頁（2008）同旨。 
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生命保険契約者保護機構56が保険契約を「救済保険会社」または「承継保険会社」に引き

継がせることになることから、保険者の破産による保険契約の解除または失効は想定され

ていないと考えられる。 

 

2 今後に残された課題 

保険法の改正で、保険料積立金の定義およびその算出方法を明確化したことにより、変

額年金や市場金利連動型商品等、新規開発された保険商品の保険料積立金算出にも適用可

能となったことに加え、さらに今後開発される商品の自由な設計を妨げることのない規範

となったことは高く評価される57。 

他方で、保険料積立金の払戻しの法定事由に関しては、前述のように実務上想定されて

おらず、あるいはきわめて例外的な場面について規定されているが、保険料積立金と密接

な関係にあり、実務上一般的に取り扱われている解約返戻金については、保険法の改正に

おける法制化が見送られた。しかし、その必要性がなお存在することは否定できないと考

える。 

今後立法論の課題として、主に裁判規範としての一義性、解約返戻金の計算方法、ペナ

ルティを理由とする解約控除を禁じる趣旨の明確化、無・低解約返戻金型保険や、解約返

戻金額が市場金利に連動する保険のような新しいタイプの保険商品の在り方等の立法技術

上の課題について、専門的・実務的視点も含めた更なる検討が行われるであろう58。 

 

 

                                                   
56 1997年日産生命の経営が破綻したことを契機に 1998年に生命保険会社全社が参加して生命保険契約者

保護機構を設立した。会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保険契約を引き継ぐ「救済

保険会社」あるいは「承継保険会社」への資金援助等を行うことで保険契約を維持させ、契約者の保

護措置が図る。ただし、保険金額等が削減されることがある。 
57 山下=米山・解説 639-640頁[金岡京子〕。 
58 平成 20年 1月 31日「金融審議会金融分科会第二部会（第 46回）および保険の基本問題に関するワー

キング・グループ（第 44回）合同会議」資料１・5頁以下、山下友信「保険法制定の総括と重要解釈

問題（生保版）--成立過程の回顧と今後に残された課題」生保論集 167号 22-24頁（2009）、田口・前

掲注（11）315頁以下。 
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第 10章 中国保険法における保険金受取人の地位 

 

 

第１節 総 説 

 

中国の保険契約の基本類型は人保険（中国語では「人身保険」）契約と損害保険（中国

語では「財産保険」）契約に大別され、立法や理論が体系化されている。人保険契約におい

ては、保険金受取人（中国語では「受益人」）および保険金請求権をめぐる問題が、中国の

保険実務においても最も紛争が起きやすい問題の一つであり、かねてから中国の学者、司

法界（法曹界）、保険業界の注目を集めている。中国保険法の人保険契約に関する条文の

17か条のうち、保険金受取人に関する直接的な条文は 39条～43条の 5か条がある。 

本章では、中国保険契約法の人保険契約における保険金受取人をめぐる諸問題として、

①保険金受取人の指定・変更権者、②保険契約者が被保険者の雇用主である場合における

保険金受取人指定の制限、③保険金受取人変更の方式、④遺言による保険金受取人の変更、

⑤保険金受取人不存在の場合における死亡保険金の帰属に関する立法の経緯、裁判例の動

向および学説を考察する。最後に、保険金受取人に関する中国保険法の法理には、①保険

金受取人の地位の低さ、②被保険者中心主義、③原則的、手続的な立法手法という三つの

特徴があると結論付けるとともに、中国保険法の今後の課題にも言及する。 

 

第 2節 保険金受取人の法的地位 

 

1 保険金受取人の取得権利 

(1) 取得権利の表記 

中国保険法においては、保険金受取人の取得権利として「保険金請求権」と「受益権」

の両方が表記されている。しかし、「保険金請求権」と「受益権」の相違は、必ずしも明ら

かではない。 

学説上、「受益権」の範囲は「保険金請求権」より広く、保険金請求権、知る権利、協

議権、プライバシーの権利および提訴権から構成され、なかでも保険金請求権が核心的な

権利であり、その他の権利は保険金請求権に附属される権利、または保険金請求権から派
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生された権利であるという解釈1がある。しかし、中国保険法 18 条 3項では、保険金受取

人とは「保険金請求権を享受する者」2と明確に定められていることに鑑み、「受益権」は、

実質的に「保険金請求権」のみであると考える。 

(2) 取得権利の性質 

 保険金受取人取得権利の性質は、学説上、期待権と固有権と解される3。その理論構成は、

以下のように日本のそれと概ね同じである。 

 期待権については、中国保険法で保険金受取人を変更することができるとされているこ

とから（法 41条）、指定権者は、保険金受取人の取得権利につき変更または撤回を含む任

意処分権を有する。したがって、保険事故発生までに保険金受取人が有するのは期待権に

すぎず、かかる期待権は、保険事故発生後にはじめて現実的な既得権に変わる。 

 そして、固有権については、保険金受取人は保険契約に基づいて原始的に保険金請求権

を取得するのであって、相続によって被保険者（中国語では「被保険人）または保険契約

者（中国語では「投保人」）から承継的に取得するのではない。したがって、保険金受取人

に支払われた保険金はその個人の固有財産に属し、被保険者または保険契約者の相続財産

には属しないので、相続税の納付も被保険者または保険契約者の債務充当も必要ない。 

(3) 保険金受取人の資格  

保険金受取人の資格について、中国保険法では全く定められていない。保険金受取人が

被保険者に対し被保険利益を有しなければならないという見解がある4。しかし多数説は、

原則として保険金受取人の資格に関する制限がなく、自然人でも法人またはその他組織、

団体でもよいとしている5。保険金受取人の資格に関する唯一の制限は、すでに死亡した者

が保険金受取人にはならないということである。保険権請求権の行使は、保険事故発生時

に保険金受取人の生存を前提条件とすることから、保険金受取人が保険事故発生時にすで

                                                   
1 陈耀东=静远「保险受益权若干法律问题探讨」李劲夫主编『保险法评论』（中国法律出版社・2008）66-67

頁、张民安主编『保险法案例与评析』（中山大学出版社・2005）152頁。 
2 本章に引用している中国保険法の和訳は、主にニッセイ基礎研究所沙銀華、片山ゆきの和訳を参照した

もの。 
3 李玉泉主编『保险法学案例教程』（知识产权出版社・2005）94頁。陈耀东=静远・前掲注(1)78頁以下、

许崇苗=李利『最新保险法适用与案例精解』（法律出版社・2009）184頁、应世昌编著『中外精选保险案

例评析』（上海财经大学出版社・2005）206頁、孙祁祥主编『保险法』（中国发展出版社・2009）、奚晓明

主编『新保险法热点与疑难问题解答』（人民法院出版社・2010）169頁、吴庆宝主编『保险诉讼原理与判

例』（人民法院出版社・2005）361頁以下等。 
4 林刚『保险疑题法律解析』（上海人民出版社・2009）65頁以下。 
5 许崇苗=李利・前掲注(3)185頁以下。 
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に死亡していた場合には、保険金受取人の資格を喪失すると解されている6。 

 

2 保険金受取人の指定・変更権者 

(1) 中国保険法の規定 

中国保険法は、「保険金受取人は被保険者または保険契約者が指定する」こと（法 39条

1項）、「被保険者または保険契約者は保険金受取人を変更」することができること（法 41

条 1項前段）、「保険契約者が保険金受取人を指定」または「変更する場合は、被保険者の

同意を得なければならない」こと（法 39条 2項前段、41条 2項）を規定している。これ

により、保険金受取人の指定・変更権者は、被保険者または保険契約者であることが明ら

かである。 

 (2) 規定の解釈論 

ここで留意されたいのは、「被保険者または保険契約者」の文言上の並べ方である。両

者が同一人ではない場合には、被保険者は独自に保険金受取人の指定または変更をするこ

とができるのに対し、保険契約者は被保険者の同意を得なければその指定・変更ができな

い。したがって、保険金受取人の指定・変更の最終決定権は被保険者にある。保険契約者

は保険契約の当事者の一方であり、また保険料の支払義務を負うにもかかわらず、その有

する保険金受取人の指定・変更権は、「提案権」にすぎず、保険金受取人の指定・変更権は

実質的に被保険者に帰属する。被保険者が指定・変更に同意しなければ、保険契約者は保

険契約の締結を取り止めまたは解約するしかないと解される7。 

(3) 被保険者が指定・変更権を有する理由 

他人を被保険者とする生命保険契約について、保険金受取人の指定または変更がなされ

る場合は、モラル・ハザード回避の措置として原則的に被保険者の同意を必要とする立法

が通例である8。しかし、被保険者と保険契約者の両方とも保険金受取人の指定・変更権を

有する立法例はあまりみられない。これについて、中国の学説は以下の観点から、ほぼ一

致してそれを支持している9。 

                                                   
6 陈晴主编『保险法学』（武汉大学出版社・2010）91頁、罗忠敏主编『新保险法案例精析』（中国法制出版

社・2009）169頁、许崇苗=李利・前掲注(3)184頁、奚晓明・前掲注(3)171頁、应世昌・前掲注(3)204

頁以下等。 
7 奚晓明・前掲注(3)174頁。 
8 日本の保険法 43条・72条 1項、ドイツ保険契約法 159条 1項、フランス保険法典 L.132-8条 6項、ス

イス保険契約法 76条 1項等。 
9 奚晓明・前掲注(3)172頁、吴庆宝・前掲注(3)363頁、秦道夫主编『保险法论』（机械工业出版社・2000）

260頁、李平安编著『保险事故赔偿实务』（中国检察出版社・2008）151頁以下、应世昌・前掲注(3)207
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ア 本来被保険者が保険金請求権者である観点から 

中国保険法では、被保険者は保険金請求の権利を有する者としている（法 12 条 5 項）。

しかも、被保険者は誰かに指定されることもなく、原始的な保険金請求権者であるとなっ

ている。被保険者が享受する最も重要な権利は保険金請求権であるが、死亡保険金につい

て、保険事故発生後、被保険者が自身で保険金請求権を行使することはできないため、保

険金受取人に保険金請求権を受け取らせるのである。要するに、保険金受取人の保険金請

求権は、被保険者からあらかじめ譲渡されるものであり、被保険者が享受する保険金請求

権の実現にすぎない。 

イ 被保険者の利益をより保護すべき観点から 

人保険契約は、被保険者の生命または身体を保険事故の対象とするので、被保険者が保

険契約による保障を受ける真の主体であり、被保険者が自己の生命や健康にもっとも関心

をもっている。したがって、被保険者が自分の生命により発生する経済的利益、すなわち

死亡保険金を誰に取得させるべきかについて、当然に決定権を有する。これに対し、保険

契約者は、保険契約の一方当事者であり、保険料の支払義務を負うので、保険金受取人の

指定・変更権を付与されるが、これによって必然的に指定・変更の決定権を有するわけで

はない。 

ウ モラル・ハザードを根絶する観点から 

死亡保険金請求権は、被保険者の生命にかかわるものである。それ故、保険契約者と被

保険者が同一人ではない保険契約において、保険契約者のみに保険金受取人を指定させる

場合には、保険契約者が自分の利益から任意に保険金受取人を選択したり、または、保険

契約者や保険金受取人が保険金詐取を目的として被保険者の身体または生命に危害を加え

たりするモラル・ハザードを完全に根絶することはできない。 

 

3 保険金受取人とその他の関係者との相互関係 

(1) 保険金受取人と保険契約者との関係 

 保険金受取人は、保険契約者に指定されてなされる場合がある。保険契約者も保険金受

取人となることができる（法 18条 3項）。保険金受取人と保険契約者が異なる場合の相互

関係についての理論構成は、日本のそれと変らないと考える。つまり、人保険契約におい

て、保険契約者と保険金受取人との間には、当該第三者に保険契約の利益を享受させる何

                                                                                                                                                     
頁、林刚・前掲注(4)65頁以下、黎建飞『保险法的理论与实践』（中国法制出版社・2005）110頁等。 



320 

 

らかの特別の関係が存在することが一般的に考えられる。しかし、この関係はあくまでも

保険契約者と保険金受取人の両者の内部関係にすぎず、保険契約上の法律関係そのものに

は直接何らの影響を及ぼすものではない。第三者は保険契約者から保険金受取人と指定さ

れたとき、それを承諾する意思表示は必要とされず、すなわち、当該第三者が保険金受取

人と指定されたことの知不知を問わない。もっとも、取得後の利益を放棄することは妨げ

ない10。 

(2) 保険金受取人と被保険者との関係 

 保険金受取人は、被保険者に指定されなされる場合もあり、しかも保険金受取人になる

最終決定権は被保険者にある。被保険者も保険金受取人となることができる（法 18 条 3

項）。保険金受取人と被保険者が異なる場合の相互関係について、上述の保険金受取人と保

険契約者との関係と同様に解釈することができる。 

それに加え、中国保険法は、「被保険者とは、その財産又は人身が保険契約によって保

障され、保険金請求権を有する人をいう」（法 12条 5項）とし、また、「保険金受取人とは、

人保険契約において、被保険者又は保険契約者によって指定された保険金請求権を有する

人をいう。」（法 18条 3項）と定めている。これにより、保険金受取人と被保険者とも保険

金受請求権を有する。ただ、保険金受取人は被保険者または保険契約者の指定が必要とさ

れるのに対し、被保険者は誰からも指定されることなく、原始的な保険金請求権者である

ところが異なる。 

これに関して、中国の学者は、次のように説明している。被保険者が享受する最も重要

な権利は保険金請求権である。死亡保険金について、保険事故発生後、被保険者が本人で

保険金請求権を行使することができないため、保険金受取人に保険金請求権を受け取らせ

るのである。すなわち、保険金受取人が享受する保険金請求権は、被保険者から譲渡され

るものであり、あくまでも被保険者が享受する保険金請求権の実現にすぎない11。 

(3) 保険金受取人と保険者との関係 

 保険金受取人は、保険者（中国語では「保険人」）に対し保険金請求権を享受するが、保

険金を取得する前に、その保険金請求権を他人に譲渡するなどいかなる処分権も有せず、

唯一行使できるのは、保険金請求権を放棄する権利のみである12。 

                                                   
10 大森・保険法 275頁、李鳴「第三者のためにする生命保険契約に関する考察」論究（慶應義塾大学・

2009）87-88頁参照。 
11 黎建飞・前掲注(9)110頁。 
12 应世昌・前掲注(3)205頁。 
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保険金受取人は、保険契約の関係者であり当事者ではないから、保険者に対し保険料の

支払義務を負うことはない。ただ、保険金受取人は、保険事故が発生したことを知ったと

き、遅滞なく保険者に通知する義務（法 21条）、および保険契約に基づいて保険金を請求

するときに、保険事故の性質、原因などを確認できる証明書および資料を可能な限り保険

者に提出する義務（法 22条）を負う。 

一方、保険者は保険金受取人に対し、①遅滞なく査定する義務（法 23条 1項）、②査定

結果を通知する義務（法 23条 1項、同 24条）、③支払決定後所定期間内に保険金を支払う

義務（法 23条 1項、同 25条）、④査定義務、通知義務、支払義務を適時に履行しなかった

場合の損害賠償義務等を負う（法 23条 2項）。ただ、虚偽の保険事故発生通知、保険事故

証明・資料の偽造作成などがある場合、保険者は保険金支払を抗弁することができる（法

27条 1項・3項）。また、保険者は、保険契約者との契約そのものに基づく各種の抗弁、た

とえば、保険料の支払がないまたは不足する場合の抗弁、告知義務違反、保険事故の故意

招致等に基づく抗弁などをもって保険金受取人にも対抗することができる（法 36 条、同

16条 4項・5項）。 

 

第 3節 保険金受取人の指定 

 

1 中国保険法の規定 

中国保険法は、保険金受取人の指定方式について、次のように定めている。保険契約上

の受取人に関する記載事項として、「保険金受取人の氏名又は名称、住所」を含まなければ

ならない（法 18条 1項 2号）。「被保険者又は保険契約者は、一名又は複数の保険金受取人

を指定することができる。」（法 40条 1項）。「保険金受取人が複数の場合は、被保険者又は

保険契約者は、保険金受取の順序および保険金受取の割合を確定することができる。保険

金受取の割合が確定していない場合は、保険金受取人が同等の割合で受益権を有する。」（同

2項）。上記規定の性質について、中国では特に議論はないが、規定の趣旨が指定方式を規

範化するところにあることから、原則として任意規定と考えられる。 

 

2 保険金受取人指定の表示に関する解釈 

(1)「法定」のみと表示された場合 



322 

 

中国の保険実務上、保険金受取人欄に「法定」のみと記入されることがよくみられる13。

これが保険金受取人の指定解釈をめぐる紛争の典型的、代表的な例の一つである。 

学説上、被保険者の法定相続人を受取人として指定されたものとする見解14（少数説）

と、中国保険法には「法定受取人」という概念はなく、不明瞭で確定できないから、無指

定とみなすとの見解（多数説）15がある。 

司法解釈16上、最高人民法院は無指定説を採用し、『保険訴訟案件の審理に関する若干の

問題解釈（意見募集試案）』（2003 年 12 月 8 日公布。以下「保険紛争の若干問題の解釈」）

48 条 1 項において、「人身保険契約の受取人欄に「法定」のみと記入された場合は、受取

人は無指定とみなす」と定めている。「法定」と指定された訴訟において、無指定とみなし

死亡保険金を被保険者の相続財産とした裁判例が多い17。 

「法定」と指定された場合に「法定相続人」と解釈するか、無指定とみなすかについて

は、後述のように中国保険法体系のもとで、どちらに解釈しても保険金は、結果として被

保険者の法定相続人に支払われる。しかし、前者の場合には、支払われる保険金は、被保

険者の法定相続人の固有財産に帰属するのに対し、後者の場合には、支払われる保険金は、

被保険者の相続財産に帰属することになる。 

相続税法が導入されるとき18に、相続財産相続税の納付が必要とされる可能性があり、

また、被保険者の生前に債務がある場合は、保険金をもってその弁済に充当しなければな

らない。そのような可能性を考慮すると、「法定」と記入された以上、無指定と同視すべき

ではなく、被保険者の法定相続人を保険金受取人とするための有効な指定であると解釈す

る方がより指定権者の真意に近いし、被保険者の遺族に有利であると、一般的に考えられ

ている。 

 

                                                   
13 その理由について、中国のある保険会社の実務担当者からの聞き取りによると、指定する受取人の情

報は全部覚えられないことやいちいち記入することは面倒だと思われるのが主な原因とのことである。 
14 李玉泉・前掲注(3)94頁。 
15 许崇苗=李利・前掲注(3)186頁、陈耀东=静远・前掲注(1)74頁、吴庆宝・前掲注(3)365頁、黄再再『案

说新保险法』（法律出版社・2009）145頁、李平安・前掲注(9) 160頁、奚晓明・前掲注(3)173頁等。 
16 司法解釈は、最高人民法院が公布するもので、法的効力を有し（『最高人民法院の司法解釈業務に関す

る規定』5条）、中国の保険法体系となる一つの法源である。中国の保険法の法源は①法律、②行政法

規（国務院が制定）、③部門規則（中国保険監督委員会（以下「中国保監会」という。）が制定、④国

際条約、⑤司法解釈（最高人民法院が制定）の五つの部分からなっている。中国は成文法の国であり、

判例・裁判例（中国語では「案例」）の拘束力に関する明文の規定はなく、事実上の拘束力を有してい

ない。 
17 陈耀东=静远・前掲注(1)74頁、周玉华『最新保险法条文释义与案例判解』（法律出版社・2008）226頁。 
18 中国には現在相続税（中国語では「遺産税」）は存在しないが、導入を検討中。 
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(2) 氏名と続柄が併記された場合 

中国の保険実務上、保険金受取人欄に氏名と続柄を併記するのが通例である。その続柄

を失ったときには、当該指定保険金受取人は受取人としての地位も喪失するのかという解

釈問題が生じうる。この問題に関して、学説はほぼ一致して、保険契約に保険金受取人の

氏名または名称を明確に表示すれば、被保険者との関係にどのような変化が生じたとして

も、保険金請求権を喪失さえしなければ、氏名または名称を表記された保険金受取人が保

険金請求権を有すると解している。その理由は以下のように説明されている。 

氏名の属性からみれば、氏名は社会性、専有性、排他性、独立性および永久性を有する。

一定の社会関係においては、氏名は人の法律属性と自然属性の統一である。指定権者が指

定する保険金受取人の身分または続柄を記載したとしても、単なる補足説明にすぎない。

それをもって契約の担保とみなしてはならない。ただし、指定権者は、保険金受取人の身

分または続柄が権利取得の前提とすることを明確に説明し、あるいは保険者との間に特別

な約定がある場合は、この限りではない19。 

(3) 続柄のみ表示された場合 

保険金受取人欄に被保険者との続柄のみ表示された場合には、契約締結時の続柄なのか

それとも保険事故発生時の続柄なのかという解釈問題が生じうる。学説上、契約締結時を

基準とする見解（少数説）と保険事故発生時を基準とする見解（多数説）が分かれている。 

契約締結時を基準とする理由については、次のように説明されている20。保険法では、

被保険者または保険契約者が保険期間中に保険金受取人の変更権を付与されたにもかかわ

らず、その権利を行使しなければ、保険契約締結時に指定された者が保険金受取人である

ものと推定するべきである。仮にそれは指定変更権者の真意に反したとしても、指定変更

権者は自分が保険金受取人変更権の行使を怠った結果を受け入れなければならない。 

一方、保険事故発生時を基準とする理由については、指定権者が被保険者との続柄のみ

を示すことによって保険金受取人を指定したことは、保険事故発生時にその続柄に該当す

る者に保険金請求権をもたせるという意図があるからと説明されている21。   

裁判例には、保険金受取人を保険契約締結時の「妻」と判断された事例がある22。判旨

は、保険契約締結時に保険金受取人を指定したとき、通常保険契約者または被保険者は、

                                                   
19 李平安・前掲注(9)159頁、李玉泉・前掲注(3)245頁。 
20 奚晓明・前掲注(3)174頁。 
21 许崇苗=李利・前掲注(3)186頁、李平安・前掲注(9)159頁以下等。 
22 刘建勋『新保险法经典、疑难案例判解』（法律出版社・2010）260頁。 
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将来離婚すること、離婚して再婚することは予見もしなかったし、考えもしなかったはず

である。したがって、指定権者の本意は契約締結当時の妻を保険金受取人と指定したもの

と解するべきであるとしている。 

筆者も、通念上、保険事故発生時を基準とする方が指定権者の意図に合致するものと考

える。指定権者は、保険契約締結時に続柄のみによって指定したことに何か事情がある。

また契約締結後続柄に変動が生じたにもかかわらず、保険金受取人を明確に変更しなかっ

たことにまた何か事情がある。それを「指定変更権者は自分が保険金受取人変更権の行使

を怠った」として指定権者の真意に反した取扱いは適切ではない。 

 (4) 保険実務の取扱い 

中国の保険実務上は、一般的に保険申込書の保険金受取人欄において、氏名、性別、生

年月日、住所、被保険者との続柄、身分証明書番号、保険金受取人が複数の場合の保険金

受取方法（受取順位と割合）の記載事項が設けてある。保険金受取順位について、順位数

に制限なく設定することができる。第一順位の受取人が被保険者より先に死亡した場合は、

保険金受取人を変更する手続きが必要なく、第二順位の保険金受取人は自動的に保険金請

求権を取得することとなる。受取順位が先にある受取人は、保険契約に基づいて全ての受

益権を享受する。後順位の受取人は、先順位の受取人が死亡など保険金請求権を喪失する

ときにはじめて受益権を享受することができる23。以下、同様である。 

保険金受取人欄に「法定」のみと表記された場合には、通常保険金請求時に被保険者の

法定相続人の身分証明書および被保険者との関係を証する公的証書の提出を求め、相続法

に定める相続の規則に基づき、被保険者死亡時の被保険者の法定相続人に保険金を支払う

取扱いをしている。 

保険金受取人欄に「氏名と続柄」が併記された場合には、保険金請求時に通常保険金受

取人の身分証明書の提出は求められるが、被保険者との関係を証する公的証書の提出は不

要となっている。 

保険金受取人欄に被保険者との続柄のみが表示された場合には、保険金請求時に請求者

である保険金受取人の身分証明書および被保険者との関係を証する公的証書の提出を求め、

保険事故発生時を基準として記載された続柄にある者を保険金受取人とする取扱いをして

いる。 

 

                                                   
23 许崇苗=李利・前掲注(3)185頁以下。 
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3 保険契約者が被保険者の雇用主である場合の制限 

 (1) 中国保険法の規定 

保険金受取人の資格については、前述のように、原則として制限がなく、自然人でも法

人またはその他組織、団体でもよいと解するのが一般的である。しかし、中国保険法にお

いては、保険契約者が被保険者の雇用主である場合における保険金受取人の指定について、

以下のように制限が設けられている。中国保険法 39条 2項後段は、「保険契約者が労働関

係のある労働者のために人保険契約を締結する場合は、被保険者及びその近親者24以外の

者を保険金受取人として指定してはならない」としている。同規定は、2009年改正で追加

されたものであり、同じく追加された、保険契約者が労使関係のある労働者に対し被保険

利益を有するとした 31条 1項4号の規定を補充するものと説明されている25。これにより、

企業は従業員を被保険者とする団体保険契約を締結することができるが、自己を保険金受

取人として指定することはできないこととなっている（以下「本制限」という）。 

(2) 立法の背景と趣旨 

 中国保険法 2009年改正前（以下、「改正前中国保険法」という）においては、企業が保

険会社との間で従業員を被保険者とする団体保険契約を締結する場合は、原則として従業

員の同意があることを前提に自己を保険金受取人に指定することが認められていた26。と

ころが、従業員の同意がないまま、あるいは同意があったが、契約の仕組みへの理解が不

十分のまま保険契約が締結された事例、従業員死亡時に企業は相当の保険金を受けたが、

何らかの口実で従業員の遺族への支払を拒んだ事例、また、仮に弔慰金や賠償金として支

払ったとしても、その金額が保険会社より支払われた金額をはるかに下回った事例等がし

ばしばあった。 

それに納得できず、企業を被告とする訴訟が提起されたなど、企業と従業員の遺族の間

で従業員の同意の有無や死亡保険金の帰属をめぐるトラブルが頻発していた。裁判例の大

半は、従業員の遺族に全部支払うべきであるという立場を採ってきた27。社会一般も、そ

                                                   
24 「近親者」（中国語では「近親属」という。）とは、配偶者、父母、子供、兄弟姉妹、祖父母、外祖父

母、孫、外孫を含む者をいう（最高人民法院『中華人民共和国民法通則の徹底執行における若干問題

に関する意見（試行）12条』）。 
25 袁杰ほか『中华人民共和国保险法解读』（中国法制出版社・2009）85頁以下。中国保険法では、保険契

約者が人保険契約を締結する際に被保険利益が必要とされている。 
26 最高人民法院の保険紛争若干問題解釈 49条 2項、3項。 
27 江蘇省揚州市中級人民法院 1992年 5月 15日判決（1992）法民上字第 91号、四川省成都市中級人民法

院 1993年 5月 7日判決（1993）中民終字第 206号、上海市第一中級人民法院 1995年 10月 19日判決

（1995）沪―中民終字第 217号等。 
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れが従業員の身体や生命を代価として不当な利得を得ようとする行為と捉え、企業への批

判の声が多かった。 

このような状況が背景となって、中国保険法は同規定を追加したものと思われる。同規

定の趣旨は、労働者の利益をより適切に保護し、雇用主が優越的地位を利用して労働者の

身体または生命から非道徳的な利益を貪ることを防止するためであると説明されている28。 

(3) 規定の解釈論 

 同規定は強行規定であり、たとえば企業が従業員を被保険者とする団体保険契約を締結

するとき、仮に従業員が同意したとしても、自己を保険金受取人として指定することは無

効となる点についての異論はみられない。しかし、被保険者も保険金受取人指定権を有す

るので、被保険者である従業員本人が自ら雇用主を受取人として指定することができるか

どうかについては、中国保険法は明確に定めていない。中国保監会の規定、通達などの政

策法規にも見当たらない。学説上は、以下のように否定説と肯定説が対立している。 

否定説では、次の理由により、これは立法上の欠陥であると解されている29。つまり、

保険契約者が労使関係のある労働者を被保険者とする人保険契約を締結する場合は、被保

険者と保険契約者とも被保険者および被保険者の近親者以外の者を保険金受取人として指

定してはならないと規律すべきであり、仮に被保険者本人が自ら雇用主を保険金受取人と

して指定する場合であっても、かかる指定は無効と解すべきである。 

一方、肯定説では、同規定は、雇用主である保険契約者の指定権のみを制限しているが、

被保険者の指定権を制限していない。被保険者が自ら雇用主を保険金受取人として指定す

る場合はこの限りではない。つまり、団体保険契約において、保険契約者である企業では

なく、被保険者である労働者が企業を保険金受取人と指定した場合は、同規定の条文に拘

束されないと解釈される30。 

(4) 拙見 

第一に、学説の解釈について、本制限が被保険者の指定権に適用されないのであれば、

保険契約者が雇用主の優越的地位を利用して被保険者である労働者に自己を保険金受取人

として指定させることは難しいことではないから、結局同規定の立法趣旨に反することに

                                                   
28 袁杰ほか・前掲注(25)86頁、周玉华・前掲注(17)217頁、刘建勋・前掲注(22)261頁。 
29 刘建勋・前掲注(22)261頁。 
30 吴巾帼「新保険法对団体保険的影响」（中国保監会のウェブサイトに中国保険新聞より転載・2009）、

陆新峰「团体人身保险中受益人指定权限制的思考」（北大法律网・法学在线 2009 

<http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleID=49701>2010/10/10アクセス）。 

http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleID=49701
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なる。したがって、本制限が妥当かどうかは別として、肯定説には、解釈論としての難点

があると考える。 

第二に、規整緩和の余地について、人保険契約の賭博的利用や死亡保険金額が企業等に

生ずる経済的損失とあまりに乖離する悪質な企業等は確かに存在する。しかしながら、企

業等が自己を保険金受取人とする動機は、一概に不当な利得を取得するためと断言するの

は適切ではない。むしろ経済的損失の補てん（育成のための費用支出など）、労災などへの

対応（損害賠償金、弔慰金などの支払）、経営リスクの回避（特に個人経営者またはパート

ナー式企業）などが主な動機である。契約締結の動機の確認、被保険者同意の徹底、保険

商品の内容の合理的整備ができれば、規制を緩和して企業等が自己を保険金受取人に指定

しまたは指定されることを認めてもよいと考えられる31。 

第三に、中国の保険実務への影響について、本制限によって団体保険などを締結する企

業の動機が限定されるため、中国の団体保険市場の発展に大きな影響を与え、団体保険業

務の委縮に繋がることが懸念される32。同規定の解釈が明らかではないため、多くの保険

会社は指定者が保険契約者か被保険者本人かを問わず、企業を保険金受取人とする団体保

険契約を取り止めている模様である。ただ約款上、それを禁止する明確な条文を置いてい

ない会社が多い。 

この問題に関しては、日本の団体定期保険、事業保険において被保険者の同意や保険金

の帰属をめぐるかつての紛争を含め、積み重ねられた経験および日本の現行制度の仕組み

に学ぶところが多いと思われる。 

 

第 4節 保険金受取人の変更 

 

1 中国保険法の規定 

保険金受取人変更の方式について、中国保険法は、次のように定めている。「被保険者

又は保険契約者は保険金受取人を変更し、かつ書面にて保険者に通知することができる。

保険者は、保険金受取人変更の書面通知を受理した後に、保険証券若しくはその他保険に

係る証書に裏書し、又は裏書事項の文書を貼り付けなければならない」（法 41条１項）。 

同規定は、2009 年改正で若干の文言を追加した以外、1995 年制定時からほぼ変ってい

                                                   
31 孙祁祥・前掲注(3)152頁同旨。 
32 陆新峰・前掲注(30)同旨。 
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ない。同規定は、保険金受取人の変更方式について、変更権者による書面通知と保険者に

よる裏書を定めるだけで、かかる変更方式が保険金受取人変更の効力発生要件かどうかに

関しては、それ以上に明確な規定を設けていない。そこで、以下のように学説に異なる解

釈がみられる。 

 

2 規定の解釈論 

(1) 書面通知の法的性質について 

書面通知の法的性質をめぐって、効力要件説と対抗要件説が対立している。 

ア 効力要件説 

効力要件説を主張する学者は、次の理由により同規定に定める書面通知の法的性質が保

険金受取人変更の効力発生要件であると解している33。 

保険金受取人の変更は保険契約の内容変更に該当するから、契約当事者の一方が知らな

い場合には、変更の効力を認めることはできない。したがって、変更権者が保険金受取人

を変更する場合は、保険者に通知しなければならない。かかる通知の方式は、必ず書面に

よらなければならず、口頭による通知は認められない。すなわち要式行為である。また、

通知の相手方は保険者で、効力の発生時期は、保険金受取人変更の書面通知が保険者に到

達した時である。 

イ 対抗要件説 

一方、対抗要件説を主張する学者は、次の理由により同規定に定める書面通知の法的性

質が対抗要件にすぎないと解している34。 

保険金受取人の変更は、一般の保険契約の変更とは異なり、双方の合意が必要とされな

い。すなわち、変更権者が一方的に意思表示を行なえば、直ちに効力を生じる単独行為で

ある。意思表示の相手方は、保険者、新・旧受取人のいずれでもよい。ただし、書面によ

る通知が保険者に行なわれない場合は、保険金受取人の変更は、変更権者と新・旧保険金

受取人間において効力を生じるが、保険者には対抗できない。保険者は通知を受ける前に

旧保険金受取人に保険金を支払った場合において、さらに新受取人に対し保険金を支払う

                                                   
33 黄再再・前掲注(15)154頁、奚晓明・前掲注(3)174頁、方志平「保险合同受益人变更之探讨」黎宗剑

主编『保险案例汇编』（中国时代经济出版社・2007）164頁、袁杰ほか・前掲注(25)89頁、孙祁祥・前

掲注(3)154頁等。 
34 许崇苗=李利・前掲注(3)189頁以下、刘峰=王倩「论人身保险合同中保险受益人的遗嘱变更」李劲夫・

前掲注(1)182頁以下、李玉泉・前掲注(3)249頁等。 
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義務を負わない。もちろん、その前提は保険者が善意であることである。保険者が保険金

受取人の変更事実を知っていながら、旧保険金受取人に保険金を支払った場合には、新受

取人に対して支払義務を負う。 

(2) 裏書等の法的性質について 

また、裏書等の法的性質をめぐっても、効力要件説と法的義務説が対立している。 

ア 効力要件説 

一部の学者は、保険者による裏書の法的性質が保険金受取人変更の効力発生要件である

と解している35。その理由は、保険金受取人の変更は中国保険法で要式行為に該当するか

ら、変更権者の意思表示だけでは不十分で、一定の手続が必要とされるからである。申込

と承諾は各種の契約締結の二つの法定手続である（中国契約法 13条）。これは保険金受取

人の変更を含む保険契約の変更にも適用される。保険金受取人の変更における申込とは、

保険者に対する書面通知である。そしてその承諾とは、保険者による保険証券等の裏書で

ある。その二つの手続を終えてはじめて保険金受取人変更の効力を生じる。 

イ 法的義務説 

多くの学者は、保険者による裏書の法的性質は受取人変更効力発生後における保険者の

法的義務であると解している36。その理由として、保険者は、変更権者の意思に従い保険

証券等に裏書などをするだけであって、保険金受取人変更の書面通知を審査・否定する権

利を有しない。したがって、裏書などがされるか否かは保険金受取人変更の効力に影響を

与えない。たとえば、書面通知が保険者に到達した後、保険者の裏書等が行なわれる前に

保険事故が発生した場合には、新受取人が承認されるべきである。保険者による保険証券

等の裏書の趣旨は、保険金受取人変更の意思表示を確定し保険金受取人の変更をめぐる不

必要な紛争を回避するところにある。 

 

3 拙見 

(1) 書面通知の法的性質について 

中国保険法の条文上明確に定められない以上、効力要件説と対抗要件説のいずれも論理

的には成立しうるものと考えられる。保険者にとってはどちらの説に立ったとしても法的

に保護されるが、以下のように新・旧受取人にとっては法的効果が異なる。 

                                                   
35 李栗燕主编『保险法教程』（对外经济贸易大学出版社・2007）170頁以下等。 
36 奚晓明・前掲注(3)174頁、孙祁祥・前掲注(3)154頁、袁杰ほか・前掲注(25)89頁、周玉华・前掲注(17)231

頁等。 
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効力要件説をとれば、書面通知が保険者に到達しない限り変更の効力は発生しないから、

旧保険金受取人は依然として保険金請求権を有する。一方、対抗要件説をとれば、変更効

力は変更権者が保険金受取人の変更行為を行なった時から生じるので、書面通知が保険者

に到達しなくても、保険金受取人の変更効力に影響を与えない。仮に保険者から旧保険金

受取人に保険金が支払われたとしても、保険金は新受取人に帰属するから、新受取人は旧

受取人に対し不当利得返還請求権を行使することができる。 

また、効力要件説をとれば、保険金受取人が変更された事実を知っていながら、書面通

知という要件が具備しないことを理由に保険金を旧保険金受取人に帰属させ、かつ新受取

人に取り戻される余地がないことになる懸念がある。これに比べ、対抗要件説をとれば、

より変更権者の真意を尊重することができる。その観点から、対抗要件説の方が妥当であ

ると思われる。 

(2) 裏書等の法的性質について 

保険金受取人の変更は、変更権者が一方的になしうるものであり、その権利は形成権で

あって、保険者の承諾は必要とされないことから、保険者による保険証券等の裏書の法的

性質は、効力要件ではなく、法的義務とする解釈を支持したい。なお、書面通知や保険証

券等の裏書は、保険金受取人変更の効力要件ではないとした裁判例もある37。 

 

第 5節 遺言による保険金受取人の変更 

 

中国保険法は、遺言による保険金受取人変更の可否について明確な規定を設けていない。

実務上、遺言方式によって保険金受取人を変更する事例がしばしば発生する。このような

変更に法的効力があるかどうかについて、学説上、否定説と肯定説が分かれている。裁判

所の判決の結果もまちまちである。 

 

1 否定説  

否定説は以下の視点から遺言による受取人変更が相当でないとしている38。 

(1) 保険金請求権の法的性質から 

保険金請求権は期待権であり、その確定は被保険者の死亡を要件とする。すなわち、被

                                                   
37 河南省高級人民法院 2009年 4月 25日判決（2008）豫法民再字第 00034号。 
38 应世昌・前掲注(3)215頁以下、奚晓明・前掲注(3)174頁以下、陈会平「遗嘱变更受益人的法律效力探

讨」黎宗剑・前掲注(33)217頁以下。 
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保険者が死亡してはじめて期待権から現実に占有できる既得権になる。変更権者はそもそ

も存在しない保険金請求権を相続財産として処分することはできない。また、被保険者死

亡後には、保険金請求権は保険証券に記載される保険金受取人の既得権となるから、もは

や変更権者の遺言による変更は実現できない。したがって、変更権者の遺言による保険金

受取人の変更は無効である。 

(2) 保険契約の変更手続から 

保険金受取人の変更権を行使するには、法に定める手続に従わなければならない。中国

保険法は、保険金受取人の変更を要式の法律行為としている。変更権者は保険者に対し書

面による通知をし、かつ保険者は保険証券等に裏書をしてはじめてその効力を生じる。変

更権者の遺言による保険金受取人変更は、所定の手続に合致していないので、当然その効

力は生じない。 

(3) 契約の締結から効力の発生までの過程から 

保険金受取人の変更と遺言による相続財産の配分とは全く異なる法律関係である。遺言

による相続財産の配分は一方的な民事行為であり、特定の者に対する意思表示も必要とさ

れなければ、遺言者以外のいかなる者からの承諾も必要とされない。一方、保険金受取人

の変更は、契約内容の変更に該当する。変更権者は、契約の相手方である保険者に対し新

たに申込を行ない、保険者はそれを新たに承諾することによって、保険金受取人変更の効

力を生じる。 

 

2 肯定説 

肯定説は、以下の視点から遺言による保険金受取人の変更を認めるべきであると提唱し

ている39。 

(1) 変更権者の真意を最大限に尊重する見地から 

保険金受取人の変更は、変更権者が自己の自由な意思によってなすものであり、私的自

治の領域に該当する。法律に抵触せず、公序良俗に反しない限り、変更権者の意思を可能

な限り尊重すべきであって、過度な制限を設けることは相当ではない。 

(2) 立法の実質的な趣旨から 

書面通知に関する立法の実質的な趣旨は、書面という形式自体にあるのでなく、変更権

者の真意を正しく理解し、紛争やトラブルを回避するところにある。したがって、変更権

                                                   
39 刘峰=王倩・前掲注（34）185頁、孙祁祥・前掲注(3)155頁、罗忠敏・前掲注(6)171頁。 
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者の遺言形式が法律に定める真実性に合致しかつ保険金受取人変更の意思表示を記載する

文書が保険者に送達されるのであれば、書面通知の効果を生じるものとみなすべきである。 

(3) 変更権者の遺言による変更の背景から 

遺言による変更は、通常、変更権者が危篤状態など緊迫の場合、あるいはその他の事情

でやむを得ず遺言の方式により保険金受取人を変更するために行われる。そのため、書面

通知を保険金受取人変更の効力要件として厳格に求め、遺言による保険金受取人の変更効

力を否定することは、変更権者にとって酷である。なお、変更権者死亡後に生前に遺言を

残したことが発見されることが多い。 

(4) 保険金受取人の変更行為の法的性質から 

保険金受取人の変更権は、変更権者の一方的意思表示によって法的効果が発生するとい

う典型的な形成権である。したがって、新保険金受取人が遺言をもって保険者に保険金を

請求することは、保険者に対する変更通知を構成するに足りるものである。 

(5) 立法傾向から 

各国の立法状況からすれば、保険金受取人の変更について、書面通知の効力のみ認める

立法例と遺言変更の効力を認める立法例の両者とも存在する。前者は保険者の利益保護に

有利であるのに対し、後者は変更権者の利益保護に有利である。近年、遺言変更の効力を

認める立法傾向がある（たとえば、日本の保険法）。したがって、遺言による保険金受取人

変更を法的に認めることは、立法傾向にも合致する。 

 

3 拙見 

中国保険法 2009 年改正において、なぜ遺言による保険金受取人の変更が明文化されな

かったのか、その理由は明らかではない。しかし、保険金受取人の変更権者の意思を最大

限に尊重する観点から、遺言による保険金受取人の変更を認めてもよいと考える。また現

にそれを認めた裁判例がある40。もっとも、保険者にとっては、遺言の有効性の判別、不

明な遺言の解釈について限界があるため、トラブル回避のために、実務上の取扱いとして、

利害関係者間で異議がないことを前提とすべきである。さもなければ、法的措置を利用す

る（たとえば、保険金を人民法院に供託することや、裁判の結果を待って処理するなど）

ことが望ましいと考える。 

 

                                                   
40 雲南省昆明市中級人民法院 2007年 7月 9日判決（2007）昆民三終字第 627号等。 
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第 6節 保険金受取人不存在の場合における死亡保険金の帰属 

 

中国保険法 42 条は、保険事故発生時に保険金受取人が不存在の場合は、死亡保険金を

どのように取り扱い、誰に帰属するかについて、以下のように定めている。 

 

1 保険金受取人不存在のケース 

(1)「保険金受取人を指定していない場合、または保険金受取人の指定が不明 

瞭で確定することができない場合」（法 42条 1項 1号） 

「保険金受取人の指定をしていない場合」には、保険金受取人が指定されたものの、法

に抵触して無効となった場合も含まれる。たとえば、被保険者でない保険契約者が被保険

者の同意なしに保険金受取人を指定した場合、公序良俗に反して不倫の相手を保険金受取

人に指定した場合がそれに該当する。 

「保険金受取人の指定が不明瞭で確定することができない場合」は、2009年の保険法改

正で追加されたものであり、前述のように司法解釈や学説を踏まえ、「法定」と指定された

場合などに対応する趣旨であると思われる。 

(2)「保険金受取人が被保険者より先に死亡し、その他に保険金受取人がいな 

い場合」（法 42条 1項 2号） 

中国保険法のもとでの保険金請求権の行使は、保険事故発生時に保険金受取人が生存す

ることが前提とされている。保険金受取人が被保険者より先に死亡した場合に、保険金受

取人本人は保険契約で定められた利益を享受できないため、その保険金請求権は保険金受

取人の死亡に伴い消滅してしまう。 

「その他に保険金受取人がいない場合」とは、指定された保険金受取人が被保険者より

先に死亡したが、保険事故の発生前に新たな保険金受取人の指定がなされなかった場合、

または指定された複数の受取人の中で保険事故の発生時に生存していた他の受取人がいな

い場合をいう。 

(3)「保険金受取人が法により受益権を喪失又は放棄し、その他に保険金受取 

人がいない場合」（法 42条 1項 3号） 

ア 受益権の喪失について 

保険金受取人がどのような場合に受益権を喪失するかについて、中国保険法 43 条（保

険者の免責）2項は、次のように定めている。「保険金受取人が故意に被保険者の死亡、傷
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害・障害、疾病をもたらした場合、又は故意に被保険者を殺害しようとして未遂に終わっ

た場合において、当該保険金受取人は受益権を喪失する」。同規定により、保険金受取人が

受益権を喪失する法定事由は、次の二つの要件から構成される。 

一つは、保険金受取人が客観的に被保険者の身体または生命に危害を加え、かつその結

果、被保険者の①死亡、②傷害・障害、③疾病、④殺害未遂のうちのいずれかの一つに該

当したという客観的要件であり、もう一つは、保険金受取人が被保険者に行なった加害行

為は、主観的に必ず故意であるという主観的要件である。過失行為または正当防衛、緊急

避難などは、主観的要件に該当しないから、保険金受取人は受益権を喪失しないものと解

される41。 

そして、「故意」といっても、故意に被保険者を死亡に至らしめたことと、故意に被保

険者を殺害したこととは、法的効果が異なり、故殺の方がより厳しく取り扱われる。保険

金受取人が消極的な方法などにより被保険者を死亡させようとして未遂に終わった場合は、

中国保険法により、受益権の喪失に該当しない。これは、消極的な方法などで故意に被保

険者を死亡させて未遂した事件について、客観的に認定することが難しいことと、被保険

者がなお生存することから、自分の意思により保険金受取人を変更し、撤回することによ

りその受益権を喪失させることができるからであると解される42。 

しかしこれに対し、保険金受取人が、故意に被保険者を殺害しようとして未遂に終わっ

た場合、仮に被保険者が保険金受取人を撤回、変更しなかったとしても、当該保険金受取

人は保険金受取権利を喪失することとなるとの反対の見解もある43。 

イ 受益権の放棄について 

保険金受取人は、民事的権利とする受益権を放棄することができる。保険金受取人が受

益権を取得することは消極的な行為であるのに対し、保険金受取人が受益権を放棄するこ

とは積極的な行為である。前者については、被保険者または保険契約者は、本人の同意を

得ることなく保険金受取人を指定・変更することができる。すなわち、受動的に保険金受

取人になるのである。後者は、保険金受取人が自分の意思により主体的に受益権を放棄す

るのである44。 

                                                   
41 孙祁祥・前掲注(3)158頁。 
42 孙祁祥・前掲注(3)158頁。 
43 秦道夫・前掲注(9)264頁、孙祁祥・前掲注(3)158頁。 
44 陈耀东=静远・前掲注(1)84頁。 
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受益権の放棄は、明示または黙示であるのどちらでもよい45。ここにいう明示的方式と

は、保険金受取人が、書面により受益権の放棄を声明することをいう。当該声明書が保険

者に到達する時から受益権放棄は法的効力を生ずる。ここにいう黙示的方式とは、保険金

受取人が所定時効46以内に保険金請求権を行使しなかった場合で、保険金受取人が自ら受

益権を放棄する者とみなされることをいう。これにより、保険金受取人が法定の時効期限

内に保険金請求権を行使しなかった場合は、保険金受取人が自ら保険金受取権利を放棄す

ることとみなされる47。 

保険金受取人が受益権を喪失または放棄した場合は、最初からその者を保険金受取人と

して指定しなかったものとみなされる48。 

なお、「その他に保険金受取人がいない場合」については、前述(2)の解釈と同様である。 

 

2 保険金受取人不存在の場合における死亡保険金の帰属 

中国保険法は、被保険者が死亡した際に保険金受取人が不存在の場合において、「保険

金は被保険者の遺産として、保険者が『中華人民共和国相続法』の規定に基づいて保険金

支払の義務を履行しなければならない」としている（法 42条 1項本文）。保険金を「被保

険者の遺産」とするのは、被保険者の相続人または法定相続人が受取人として保険金が支

払われるという意味ではない。保険金受取人が存在しない場合は、死亡保険金は本来被保

険者本人に帰属する。しかし、被保険者がすでに死亡したため、被保険者の相続財産に帰

属することになると解されている49。 

改正前中国保険法では、「保険金は被保険者の遺産とし、保険者が被保険者の相続人に

保険金支払の義務を履行しなければならない。」（下線は筆者注）と定められていた（改正

前中国保険法 64条 1項本文）。改正後中国保険法では、下線の部分が「『中華人民共和国相

続法』の規定に基づいて」に修正された。被保険者の相続財産は、必ずしも被保険者の相

続人に帰属するわけではない。被保険者の遺言により、債権者への債務弁済に充当すると

か、社会に寄付するとか縁故者に遺贈することなども考えられる。したがって、この修正

                                                   
45 陈耀东=静远・前掲注(1)179頁同旨。 
46 中国保険法 26条は、「生命保険の被保険者又は保険金受取人が保険者に対し保険金支払を請求する訴

訟の時効期間は 5年間とし、それらが保険事故の発生を知った日又は知り得るべき日より起算する。」

と規定している。 
47 陈耀东=静远・前掲注(1)84頁、奚晓明・前掲注(3)179頁。 
48 孙祁祥・前掲注(3)158頁同旨。 
49 张民安・前掲注(1)54頁。 
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趣旨は保険金を相続法に基づいて処理すべきことを一層明確にするためである。相続人の

順位や保険金の配分は、全て相続法に基づいて処理されることとなる。 

 

3 他に受取人が存在する場合における死亡保険金の帰属 

保険金受取人が複数の場合には、そのうち、一人が被保険者より先に死亡したとき、ま

たは受益権を喪失もしくは放棄したとき、当該保険金受取人の分の保険金は、他の生存す

る保険金受取人が受領すべきか、それとも被保険者の相続財産として処理すべきかについ

て、若干の議論がみられる。 

ある学者は、次のような見解を示している。指定権者が複数の保険金受取人を指定し、

かつ保険金受取の割合を明確にした場合は、うち、一人の保険金受取人が被保険者より先

に死亡したとき、または保険金受取権利を喪失もしくは放棄したとき、その者の分の保険

金は、他の保険金受取人に移転するのではなく、被保険者の相続財産として処理すべきで

ある。なぜなら、指定権者の真意は、保険金受取の割合にあるからである
50
。 

これに対し、次のような反対の見解も存在する。中国保険法 42 条の立法趣旨からみれ

ば、ほかに生存する保険金受取人が存在する以上、当該保険金受取人の分の保険金は被保

険者の相続財産に帰属することができず、生存する他の受取人の中で配分する。つまり、

生存する保険金受取人は全部の保険金を受領する権利を有する51。 

最高人民法院は、保険紛争の若干問題の解釈 52 条（先死亡受取人の受取分の取扱い）

において、「保険契約において複数の保険金受取人が指定され、うちの一人が被保険者より

先に死亡し、被保険者または保険契約者から新たな受取人の指定がなされなかった場合は、

当該受取人が受取るべきであった分について、その他の保険金受取人が約定された割合に

従い享受する」という原則を明確に示している。 

つまり、ほかに生存する保険金受取人が存在する場合には、死亡した保険金受取人の本

来の受益権取得分は、当該保険金受取人の相続人にも被保険者の相続財産にも帰属するこ

とはできず、その他に生存する保険金受取人に帰属する。受益権の取得割合が約定された

場合は、それに従い分配される。約定されていない場合は、法 40条 2項により平等に享受

することになると考えられる。 

 

                                                   
50 许崇苗=李利・前掲注(3)24頁。 
51 秦道夫・前掲注(9)263頁、李平安・前掲注(9)156頁。 
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4 同時死亡の場合における死亡保険金の帰属 

中国保険法は 42条 2項において、「保険金受取人と被保険者が同一事件で死亡し、かつ

死亡した前後の順序を確定することができない場合は、保険金受取人が先に死亡したもの

と推定する」と定めている。それは、同時死亡の場合における死亡保険金の帰属に関する

規定である。同規定により、同時死亡の場合は、保険金受取人が先に死亡したものと推定

し、同 1項 2号に規定される「保険金受取人が被保険者より先に死亡し、その他に保険金

受取人がいない場合」と同様に取り扱い、死亡保険金は被保険者の相続財産に帰属するこ

ととなっている。同 2項は、2009年保険法改正に新設された条文である。その立法の背景

および立法の趣旨について、以下のようにまとめる。 

(1) 問題の所在 

交通事故などの不慮の事故が多発する中国では、被保険者と保険金受取人が同時に死亡

した事例がよくみられる。しかし、改正前中国保険法には、同時死亡の場合の死亡保険金

の帰属については、明確な規定は設けられていなかった。 

保険金受取人が先死亡と推定される場合は、前述のように死亡した保険金受取人の保険

金請求権が消滅してしまうため、死亡保険金は被保険者の相続財産として被保険者の相続

人に支払われることになる。これに対し、被保険者が先死亡と推定される場合は、被保険

者が死亡した時点で保険金受取人は保険金請求権を有していた。しかし保険金請求権を行

使する前に死亡したため、死亡保険金は死亡した受取人の相続財産として保険金受取人の

相続人に支払われることになる。そこで、同時死亡の場合に死亡保険金が誰に帰属すべき

かが問題となった。 

この問題については、長い間、学説上激しく議論されてきた。中国の保険実務上の対応

は会社によって異なり、また裁判例も類似の案件で裁判所によって全く異なる結論を下し

ていた。 

(2) 司法解釈 

 同時死亡について、改正前中国保険法に対する司法解釈等に以下の三つの解釈があった。

いずれも学説、保険実務、裁判に大きな影響を与えていた。 

 ア 相続法同時死亡推定規則による解釈 

最高人民法院「『中華人民共和国相続法』の徹底執行における若干問題に関する意見」

（1985年 9月 11日公布）2条は、相互に相続関係のある複数の者が同一事件で死亡した場

合の死亡順序について、次のように定めている（以下「相続法同時死亡推定規則」という）。 
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互いに相続関係のある複数の者が同時に死亡し、死亡の前後が確定できない事件におい

ては、相続人のいない者が先に死亡したと推定する。死亡した者にはそれぞれ相続人がい

る場合において、複数死亡者が異世代のときは、年長者が先に死亡したと推定する。複数

死亡者が同世代のときは、同時に死亡したと推定し、互いに相続が発生せず、各相続人は、

各自の相続分についてそれぞれ相続する。 

相続法同時死亡推定規則は、保険金受取人と被保険者の間に相互に相続関係があるか否

かを考量のうえ決めることをその趣旨とする。この規則に基づいて解釈すれば、同時死亡

における死亡保険金の帰属は次のようになると考えられる。 

被保険者と保険金受取人の間に相続関係がある場合には、相続人のいない者が先に死亡

したと推定する。そのとき、相続人のいない者が保険金受取人であれば、相続法の規定に

より死亡保険金は被保険者の相続財産として被保険者の相続人に支払われる。相続人のい

ない者が被保険者の場合は、死亡保険金は保険金受取人の相続財産として保険金受取人の

相続人に支払われる。被保険者と保険金受取人にそれぞれ相続人がいる場合において、被

保険者と保険金受取人が互いに異世代のときは、いずれかのうち年長者が先に死亡したと

推定する。そのとき、年長者は保険金受取人であれば、保険法の規定により、保険金は被

保険者の相続財産として被保険者の相続人に支払われる。年長者が被保険者であれば、保

険金は保険金受取人の相続財産として保険金受取人の相続人に支払われる。被保険者と保

険金受取人が互いに同世代のときは、被保険者の相続人と保険金受取人の相続人がそれぞ

れ死亡保険金の 50％を受け取ることとなる。なお、この規則に従った裁判例がある52。 

事例① 甲は保険会社との間で自己を被保険者とし、夫乙を保険金受取人とする生命保

険契約を締結した。その後、甲乙はあるガス中毒事件で共に死亡した。甲乙の相続人とも

保険会社 Yに死亡保険金を請求したところ、保険会社 Yは相続法同時死亡推定規則に基づ

いて、死亡保険金は甲乙の各相続人がそれぞれ 50％ずつ支払うこととした53。 

事例② 甲は保険会社との間で自己を被保険者とし、娘乙を保険金受取人とする傷害保

険を締結した。その後、甲乙親子は交通事故で死亡した。甲の夫Ｙは保険会社に保険金を

請求し、保険会社から死亡保険金全額を支払われた。甲の父親Ｘは、Ｙに対し共に保険金

を相続することを要求したが拒否された。そこで、ＸはＹに提訴した。裁判所は、当該事

                                                   
52 河南省済源市中級人民法院 2010年 4月 26日判決（2010）済中民一終字第 110号等。 
53 河南省済源市中級人民法院（2010）済中民一終字第 110号）裁判例事案概要の一部。 
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故で被保険者甲が先に死亡したと推定し、保険金は保険金受取人乙の相続財産として、そ

の相続人Ｙが相続することが正当であると判断し、Ｘの請求を棄却した54。 

 イ 相続法同時死亡推定規則の修正解釈 

四川省高級人民法院 川高法（2002）68 号通達「『中華人民共和国保険法』の適用にお

ける若干問題に関する規定」70条は、次のように定めている。 

保険金受取人と被保険者が同一の事件で死亡した場合において、双方に相続関係が存在

する場合は、死亡の前後順序により保険金受取人の保険金請求権を確定する。死亡の前後

順序が確定できなければ、相続法の規定に基づいて推定する。双方に相続関係が存在しな

い場合においては、被保険者が先に死亡したと推定し、受取人の相続人が保険金請求権を

享受する。 

この規定は、被保険者と保険金受取人の間に相続関係がある場合には、死亡の前後順序

を相続法同時死亡推定規則に基づいて推定し、他方、被保険者と保険金受取人の間に相続

関係がない場合には、被保険者が先に死亡したと推定することとしている。 

 ウ 受取人先死亡と推定する解釈 

最高人民法院は、保険紛争の若干問題の解釈 51条（死亡順序の確定）において、「保険

金受取人と被保険者が同一事件で死亡し、かつ死亡した前後の順序を確定することができ

ない場合においては、保険金受取人の死亡が先、被保険者の死亡は後であるものと推定す

る」と示唆している。 

同解釈によれば、保険金受取人と被保険者の間に相互に相続関係があるか否かを問わず、

常に保険金受取人が先に死亡したと推定されることとなる。 

この解釈に基づいた以下の裁判例は、中国の司法界でよく知られている。 

事例③ 甲乙は婚約中の恋人同士であった。甲は保険会社Ｙとの間で自己を被保険者と

し、保険金受取人を乙と指定した傷害保険契約を締結した。その後、二人は一緒に車で出

かけた際、交通事故により死亡した。双方の両親とも保険会社に死亡保険金を請求したと

ころ、保険会社は、死亡保険金を被保険者甲の相続人に支払った。これを不服とした乙の

父親Ｘは保険会社Ｙを被告として訴訟を提起した。裁判所は、死亡保険金が被保険者に支

払われたことは妥当であるとし、Ｘの請求を棄却した55。 

 

                                                   
54 李玉泉・前掲注(3)252頁。 
55 江蘇省蘇州市中級人民法院判決（北大法律信息網。判決日等は未掲載）、张民安・前掲注(1)149頁。 
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(3) 従来の学説 

学説上、相続法の規定に基づいて保険契約上の同時死亡の問題を処理することは適切で

はないという反対の意見が多かった。特に、結果的に被保険者が先死亡と推定される場合

に、保険金が保険金受取人の相続財産となり、保険金受取人の相続人に支払われることに

ついて、保険金を最終的に被保険者に帰属させる立法趣旨に反するとの理由で強い反対が

なされていた56。 

ごく少数の説は、同時死亡では、死亡保険金を保険金受取人の相続人に帰属させる方が

被保険者の真意に近いとして、被保険者先死亡と推定すべきと主張していた57。これに対

し、多数説は、次の観点から同時死亡では、保険金受取人の先死亡と推定すべきとしてい

る58。 

ア 保険金請求権行使の要件から 

保険金受取人が保険金請求権を行使する要件の一つは、保険事故発生時に保険金受取人

が必ず生存していることである。しかし、同時死亡では、保険事故の発生時点で保険金受

取人も死亡していたこととなる。よって、同保険金受取人はもはや保険金請求権の行使要

件を具備していない。そうである以上、保険金受取人が先に死亡したと推定し、保険金を

被保険者の相続財産として処理すべきである。 

イ 保険法の立法趣旨から 

保険法の立法趣旨は、被保険者の利益を優先して保護するところにある。よって、保険

金受取人が先に死亡したと推定し、保険金請求権を被保険者の相続財産として、被保険者

の相続人が相続することが保険法の立法趣旨に合致し、より合理的である。 

ウ 被保険者の真意から 

被保険者が保険金受取人を指定・変更または同意するとき、当然ながら、特定の者が死

亡保険金請求権を有することを期待している。その特定の者は保険金受取人その者である。

同時死亡においては、被保険者が指定・変更または同意した保険金受取人が保険金請求権

を行使することが実現不可能となる。被保険者が先に死亡したと推定する場合においては、

保険金請求権は保険金受取人に帰属するが、保険金受取人が死亡したため、保険金は保険

                                                   
56 吴庆宝・前掲注(3)575頁、陈耀东=静远・前掲注(1)76頁以下、张民安・前掲注(1)155頁、刘志南「“共

同灾难”保险金给付问题的思考」黎宗剑・前掲注(33)36頁、应世昌・前掲注(3)225頁以下、罗忠敏・

前掲注(6)144頁、许崇苗=李利・前前掲注(3)191頁。 
57 李平安・前掲注(9)156頁。 
58 吴庆宝・前掲注(3)574頁、刘志南・前掲注(56)36頁、张民安・前掲注(1)155頁、许崇苗=李利・前掲

注(3)191頁。 
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金受取人の相続財産となり、保険金受取人の相続人が相続することとなる。一般的には、

被保険者と被保険者の相続人との関係は、被保険者と保険金受取人の相続人との関係より

緊密である。被保険者先死亡と推定すれば、その結果、保険金は被保険者との関係が薄く、

あるいは全く関係のない他人が取得する可能性がある。これは、被保険者の保険金受取人

の指定・変更または同意の真意に反するに違いない。 

エ．外国の立法例から 

外国において、同時死亡について保険金受取人が被保険者より先に死亡したと推定する

立法例が多い（たとえば、アメリカ、台湾、日本等）。うち、アメリカの『同時死亡統一モ

デル法』59が最も被保険者のために締結する保険契約の趣旨に一致しているものと考える

学者が多く、同様に中国保険法に同時死亡の規定を導入すべきと提唱してきた60。 

(4) 同時死亡規定の導入意義 

 2009年改正中国保険法は、多数説および司法解釈を採用し、アメリカ『同時死亡統一モ

デル法』を参照して同時死亡の取扱いに関する規定を導入した。 

これは、人保険契約における保険金受取人の規定に対する重要な改正の一つである。同

時死亡における死亡保険金の帰属をめぐって、解釈上も争いがあり、裁判上の判断も統一

されておらず、中国の保険実務上の対応もまちまちであった大きな問題について、このよ

うに明確な法律上のルールを確立することにより解決した。その意味で、妥当な立法と評

価できよう。 

 

第 7節 むすび 

 

1 中国保険法における保険金受取人に関する立法の特徴 

以上の考察から、現行の中国保険法における保険金受取人に関する立法およびその法理

には、以下の三つの特徴があると結論しうるものと考える。 

 

                                                   
59 『同時死亡統一モデル法』（Uniform Simultaneous Death Act）は 1940年制定され、現在アメリカの

大半の州が採用されている。同法は次のように規定している。被保険者と保険金受取人が同時死亡し

た場合、または共に死んでいるが死亡順序が不明な場合において、その他の保険金受取人が存在する

ときは、他の保険金受取人がその保険金を取得することになる。その他の保険金受取人が存在しない

ときは、保険金受取人が被保険者より先に死亡したと推定し、保険金は被保険者の相続財産に帰属し、

被保険者の相続人がそれを相続すると規定している。 
60 刘志南・前掲注(56)36頁、张民安・前掲注(1)155-156頁等。 
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(1) 保険金受取人の地位が低い 

保険金請求権利は、保険金受取人の専属権利ではなく、被保険者も同時にそれを有する。

しかも、被保険者は誰からも指定されることなく、原始的な保険金請求権者であるのに対

し、保険金受取人は、保険契約者のみでなく、被保険者からも指定・変更されうる。 

また、保険金受取人の地位を相続することはできない。保険事故の発生前に保険金受取

人が死亡した場合に、その地位も失い、被保険者または保険契約者から新たな保険金受取

人の指定がなされない限り、保険金受取人は不存在とされる。 

このように保険金受取人の地位が低い原因は、保険金受取人が、遺族としての生活保障

が強く必要とされることよりも、単に、もともと被保険者に帰属すべき財産の受け皿とし

て位置づけられるにすぎない61とされるためと考えられる。中国では、よく保険契約者か

ら「○○のために保険を買った」と聞こえる。その「○○」は、保険金受取人ではなく、

被保険者を指すのが通常である。被保険者以外の者が被保険者の生命や身体より発生する

経済的利益を取得することに、観念上抵抗があるからである。 

 (2) 被保険者中心主義を採用 

被保険者は、保険契約者の当事者ではないから、保険料を支払っていない。にもかかわ

らず、前述のように保険金受取人とともに保険金請求権を有し、また、保険契約者ととも

に保険金受取人の指定・変更権を有するだけではなく、実質的にその最終決定者である。 

また、保険金受取人が、①無指定または確定できないとき、②同時死亡の場合を含め被

保険者より先に死亡し、その他に保険金受取人がいないとき、③あるいは法により保険金

請求権を喪失しまたは放棄しその他に保険金受取人がいないときは、保険金受取人が不存

在とされ、死亡保険金は常に被保険者の相続財産に帰属する。 

このように被保険者中心主義を採用しているのは、保険金請求権が被保険者の生命権、

健康権、身体権といった人格権に関わるから、被保険者の利益こそもっとも保護すべきで

あるという強い意識に由来し、また、中国では人保険契約より損害保険契約の立法史がは

るかに長い62ことから、人保険契約の立法、法理に損害保険契約の影響があるためと考え

られる。 

(3) 原則的、手続き的な立法の手法 

中国保険法の人保険契約における保険金受取人に関する５カ条においては、①保険金受

                                                   
61 吴庆宝・前掲注(3)363頁、黎建飞・前掲注(9)110頁。 
62 1949年建国から 1995年中国保険法公布までの 46年の間に公布された一連の保険法規（条例・規則・

規定）のほとんどは損害保険契約に関するものであった。 
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取人の指定権者・指定制限（法 39条）、②人数、順位、割合を含む保険金受取人の指定方

法（法 40条）、③保険金受取人の変更権者および変更方式（法 41条）、④保険金受取人の

先死亡等による保険金受取人不存在における死亡保険金の帰属（法 42条）、および⑤保険

金受取人の受益権利の喪（法 43条 2項）を定めている。 

しかし、いずれも原則的、手続き的な内容に止まり、効力要件とその発生時、対抗要件、

規定の性質等の具体的内容を明文化しておらず、不透明な部分が多い。これは、立法を支

える保険金受取人の理論研究がまだ「百家争鳴」の状態にあり、未成熟であること、それ

に加えて、指定・変更権者の意思を最大限に尊重することより、トラブル発生防止、被保

険者利益の保護を最優先とする立法意図を優先した結果と考えられる。 

 

2 今後に残された課題 

中国保険法では、第三者のためにする生命保険契約の条文は設けてない。第三者のため

にする保険契約の法理に言及する文献も少ない。また、文献の中に保険契約者と記述すべ

きところを被保険者と記述するところも散見され、あたかも被保険者の地位を当事者の地

位と混同しているようにもみえる。 

このような状況に鑑み、中国保険法における第三者のためにする保険契約の法理を考察

し、人保険契約の当事者・関係者のそれぞれの位置づけおよびその相互関係を明らかにす

ることは今後の課題となるであろう。 
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終 章 

 

 

第 1節 総括 

 

以上、第三者のためにする生命保険契約の本質および法理を種々の角度から考察してき

たが、その結果として、以下のようにまとめることができる。 

第 1章（第三者のためにする生命保険契約の特質） 

第三者のためにする損害保険契約については、相当早い段階から改正前商法とほぼ同様

の規定が確立していた。これに対し、第三者のためにする生命保険契約については複雑な

変遷を辿っていた。それは、次のように第三者のためにする生命保険契約の特質があるか

らである。 

第三者のためにする生命保険契約（42条）に関しては、第三者（保険金受取人）の権利

取得の発生要件、発生時期および確定時期、第三者の取得権利の性質、要約者（保険契約

者）の第三者受益権に対する変更・消滅権、および制度の特質といった点の取り扱いが、

民法上の第三者のためにする契約（民法 537条以下）とは根本的に異なっている。また、

第三者のためにする損害保険契約（8 条）とは、受益者の資格、受益者の義務、受益者の

権利取得の確定時期などが全く同じではない。 

なお、本章の考察を通じて、学説上の「第三者のためにする生命保険契約は、最初から

最後まで第三者のためにする生命保険契約の性質を維持するのであって、途中で自己のた

めにする生命保険契約に変わることはない」とする、いわゆる現時の保険契約者の一般的

意識説は妥当性を欠いているという結論を導いた。 

第 2章（被保険者の同意） 

保険法は、第三者のためにする生命保険契約であれ、自己のためにする生命保険契約で

あれ、被保険者以外の者が保険金受取人である場合には、①契約の締結時、②契約成立後

の保険金受取人の変更時、および③保険事故発生前の保険給付請求権の譲渡・質入れ時に

効力要件としての被保険者の同意を必要としている（38条・45条・47条）。これは、賭博

保険、道徳危険、人格権侵害の三つの弊害を防止して被保険者を保護するためである。 

改正前商法までの日本の立法作業では、賭博保険、道徳危険および人格権侵害の三つの

弊害のうち、人格権侵害はあまり意識されていなかったが、保険法改正ではそれが大きな
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問題意識とされたことは明らかである。 

弊害防止の立法類型は、①利益主義、②親族主義、③同意主義の三つに区分されている

が、同意主義は、利益主義と異なり、その要件が極めて明確であるという点、また親族主

義と異なり、他人の死亡保険契約の有用性も阻害されないという点、さらには、道徳的危

険の防止に関してはその危険性を被保険者の判断に委ねるという点で、他の二つよりは効

果的であり、加えて、同意を要件とすることによって、人格権侵害の危険にも応えている

として最も妥当な立法例であることが理解される。 

第 3章（被保険者による解除請求） 

保険法は、被保険者が同意をした後に、自らの生命に関しモラル・リスクに直面した場

合や、保険契約締結時に同意の基礎となった身分関係その他の事情が著しく変わった場合

において、被保険者の意思による契約関係からの離脱を認め、被保険者による解除請求と

いう、外国の立法例にみられない日本独特の立法手法を採用している（58条）。 

もっとも、保険法は、被保険者に保険契約者に対して保険契約を解除するよう請求する

権利を付与するにとどまり、被保険者が解除請求をしただけで直ちに保険契約の解除とい

う効果が生ずるわけではない。被保険者からの解除請求を受けた保険契約者が保険者に対

して解除権を行使して、はじめて被保険者は将来に向かって契約関係から離脱することに

なる。これは、解除事由に該当するか否かについて保険者が正確に認識することは困難で

あることなどに鑑み、最も利害関係を有している保険契約者と被保険者との間で決着をつ

けさせるのが相当であるとされているものである。 

被保険者による請求解除の制度は、モラル・リスク防止の強化、被保険者の意思の尊重

および解除事由に該当するか否かをめぐる紛争解決に重要な意義を有する。 

第 4章（保険金受取人の指定） 

保険法上、保険金受取人の指定に関する規定は特に設けられていないが、第三者のため

にする生命保険契約が成立するためには、契約当事者以外の第三者が保険金受取人として

指定されることが必要である。保険金受取人の指定は、保険者の承諾を要せず、保険契約

者の保険者に対する一方的意思表示でなされる単独行為であり、形成権としての性質を有

している。 

第三者のためにする生命保険契約は、第三者のためにする損害保険契約とは異なり、被

保険利益を有する必要はないから、誰を保険金受取人に指定するかは、原則として保険契

約者の自由な意思に委ねられる。もっとも、この自由は絶対的なものではない。保険契約
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者と被保険者が別人の場合で被保険者の同意がない場合や公序良俗に反する場合、さらに

約款等に定めがある場合には制限されている。 

本章の考察を通じて、保険金受取人指定の表示に関して、無指定の場合、氏名と続柄が

併記された場合、および「相続人」のみと表示された場合をめぐる解釈について改めて検

証し、保険法改正が従来の判例、学説および保険実務には特段の影響ないことを確認した。 

第 5章（生前の意思表示による保険金受取人の変更） 

保険法には、第三者のためにする生命保険契約における保険金受取人の変更に関して、

生前の意思表示による変更と遺言による変更の二つの異なる法的類型の規律が存在してい

る。本章の考察を通じて、保険法の改正により、生前の意思表示による変更（43条）の法

理は以下の点において大きく変わったことを明らかにした。 

第一に、保険契約者が契約締結時に保険金受取人の変更権を留保した場合に限らず、保

険事故が発生するまでは保険金受取人の変更は原則可能としている。 

第二に、保険金受取人の変更は相手方のある意思表示であるとし、その相手方が保険者

であることを明文化している。これにより、これまでの論争に終止符が打たれたとともに、

最高裁昭和 62年 10月 29日判決は判例としての意義を失うこととなった。 

第三に、民法上の到達主義（民法 97条 1項）の原則の例外として、保険契約者の意思表

示の通知が保険者に到達することを前提（効力要件）としつつ、その効力発生時期を通知

の発信時に遡らせることにしている。これにより、特に保険契約者が被保険者でもある場

合には、当該意思表示が保険者に到達する前に保険事故が発生したとしても、保険契約者

の意思を尊重することが図れるうえ、改正前商法 677条 1項のような対抗要件に関する規

律は不要となった。 

生前の意思表示による保険金受取人の変更に関する法的整備は、保険金受取人変更の効

力要件の問題を根本から解決したこと、保険金受取人変更をめぐる当事者・関係者の利害

調整が適切に図れること、および紛争の未然の防止により法的安定性が確保されることと

いう点で、その意義が極めて大きい。 

第 6章（遺言による保険金受取人の変更） 

遺言による保険金受取人の変更（44条）は、高齢化社会のニーズに応えるために新設し

た制度である。その仕組みとして、遺言による保険金受取人の変更ができるが、保険契約

者と被保険者が異なる場合は、被保険者の同意を要する。また、遺言自体については、民

法の遺言に関する規定が適用される。遺言の効力が生じた後に、保険契約者の相続人がそ
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の旨を保険者に通知しなければ、保険者に対抗できず、保険者が旧受取人に対して行った

保険給付は有効である。保険契約者の相続人が複数いる場合でも、保険者への通知は、相

続人全員でする必要はなく、相続人の一人がすればよい。また、相続人の代理人とみなさ

れる遺言執行者も通知をすることができる。 

生前の意思表示による保険金受取人変更は、原則として保険者に対する一方的意思表示

によって行われる相手方のある単独行為である。これに対し、遺言は相手のない単独行為

であることから、遺言による保険金受取人変更の意思表示は、保険者への意思表示によら

ず、一方的意思表示によって行われる相手方のない単独行為である。 

改正前商法のもとで遺言による保険金受取人の変更の可否等をめぐって、古くから立法

論上、解釈論上、様々な議論がなされていた。保険法に遺言による保険金受取人の変更の

規定が新設されたことにより、これらの疑義のかなりの部分が解決された。 

第 7章（保険金受取人先死亡の場合の保険金請求権の帰属） 

保険法は、第三者のためにする生命保険契約における保険金受取人先死亡により保険金

受取人が誰か不明確になることを可能な限り回避するために、保険金受取人の死亡に関す

る規定を全面的に改正した（46 条）。これにより、保険金受取人となっている者が保険事

故の発生前に死亡したときに、保険契約者の死亡を待つことなく、つまり、保険契約者が

生存するか否かを問わず、その保険金受取人の相続人全員が新たな保険金受取人となる。 

保険金受取人の死亡に関する保険法の規定は、改正前商法と異なり、その適用場面を保

険契約者の死亡時に限定せず、およそ保険金受取人が死亡した場合に適用され、保険金受

取人が死亡してから保険事故が発生するまでの間に誰が保険金受取人であるかを明確にし

しようとしている点に特徴がある。 

また、第三者のためにする生命保険契約における保険金受取人の地位の確定時期につい

て、改正前商法と異なり、保険法では、保険事故発生時までの間は保険契約者の相続人が

保険金受取人を変更できるということを前提としているので、保険金受取人の相続人の保

険金受取人としての地位が、保険契約者の死亡時ではなく、保険事故の発生時にはじめて

確定することになる。 

本章では、保険金受取人の先死亡の法理を分析するとともに、保険法上必ずしも明らか

ではない以下の事項、すなわち、①被保険者と保険金受取人の同時死亡の場合、②保険金

受取人の法定相続人が不存在の場合、③相続人が複数存在する場合における保険金請求権

の取得割合について、保険法の改正趣旨を踏まえ、事例をもってその解釈を試みた。 
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改正前商法では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合における保険金請求

権の帰属について、保険金受取人の相続人またはその順次の相続人が最終的な保険金受取

人として保険金請求権を取得することとしていた。保険法はそれを一層明確化した。 

本章では、立法沿革に関する調査により、明治 44年商法を境目として、諸外国の立法例

と異なり、受取人中心主義が採用された経緯を明らかにした。また、立法者の真意は、主

に①保険金受取人の欠缺を補うこと、および、保険契約者ないし被保険者の相続債権者の

引当にさらされないようにすることにあると考える。しかしながら、その結果、はたして

保険契約者の真意に沿うものなのかについて、以前から強い疑問を抱いてきた。 

そこで、日本、欧米、中国において、保険金受取人先死亡の場合の保険金請求権の帰属

をめぐる保険契約者の一般的意識に関するアンケート調査を実施した。その結果、以下の

ことが窺われた。つまり、①保険金受取人先死亡の場合の保険金請求権が誰に帰属すべき

かについて、いずれの国でも保険契約者ないし保険契約者側の相続人が保険契約者の意思

に最も合致すること、②日本では、保険金受取人先死亡の場合に、保険金が保険契約者の

債権者などに支払われるのに抵抗感があるわけではなく、むしろ保険金受取人の相続人よ

り保険契約者の債権者に支払う方がより保険契約者の意思に沿うものと考える人が少なく

ないこと、および③保険金受取人中心主義は、必ずしも日本の風土に合致しているとはい

えないことである。 

本章の最後では、保険契約者の意思を最大限可及的に尊重する観点から、保険金受取人

中心主義の日本の立法に限界があることを指摘した。さらに、立法政策のもとで長年にわ

たって数多くの判例や学説が積み重ねられ、保険実務もそれにしたがって形成されてきた

ため、その実態を容易に変えられるものではないことに鑑み、保険実務上、保険契約締結

時に、保険契約者は第一順位、第二順位などの保険金受取人をあらかじめ指定することが

できるような取扱いをなすべきではないかという解決案を提示した。 

第 8章（保険金受取人の介入権） 

保険金受取人の介入権の立法趣旨は、利害関係者間の利益を調整しつつ、死亡保険契約

を可能な限り存続させることにより、保険契約者または被保険者の遺族等である保険金受

取人に対する死亡保険契約の生活保障的機能を維持するところにある。本制度の仕組みは

次のようなものである。 
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保険契約者の差押債権者・破産管財人等（解除権者）が保険料積立金のある死亡保険契

約を解除しようとするときは、その解除の効力は保険者が解除の通知を受けた時から１か

月を経過した日に発生する。その間に、保険契約者を除く保険金受取人のうち、保険契約

者もしくは被保険者の親族または被保険者である者（介入権者）が、保険契約者の同意を

得て、解除通知日に保険者が解除権者に対して支払うべき金額を支払ったうえ、その旨を

保険者に通知する。これによって解除の効力は発生せず、保険契約を存続させることがで

きる。そして、介入権者が介入権を行使し所定の手続を履行したときは、かかる差押手続、

破産手続、再生手続または更生手続との関係においては、保険者が当該解除により支払う

べき金銭の支払をしたものとみなされる（60条）。 

介入権制度上、また介入権者が第三債務者である保険者と類似の地位にあることに鑑み、

介入権者による権利供託と義務供託が定められている（61条）。かかる供託を行うことに

より、介入権者は、解除権者との関係において、第三債務者である保険者が供託をしたの

と同じ法律関係が生ずることになる。 

さらに、解除効力が生じる前に保険事故が発生した場合、解除権者に不利益が及ぶ事態

を避けるために、保険者は、保険金額のうち解約返戻金相当額を解除権者に対して支払い、

その残額を保険金受取人に対して支払うというものとされている。なお、保険者が解除権

者に対し通知日における支払金相当額を支払うに当たり、供託の方法による支払の規定を

準用することされている（62条）。 

本章では、また比較法的見地から保険法の介入権を導入する際に大いに参考とされたド

イツ保険契約法の介入権制度と日本の制度を比較し、①規律の仕組み、②介入権者の要件、

③介入権の行使、および④介入権行使の効果に関する相違を見出して保険法の介入権制度

の特質を明らかにした。 

続いて、介入権制度の不透明な部分について、問題の所在、学説による解釈、保険実務

上の対応を整理したうえ、介入権制度の趣旨等に照らしながら、その解明を試みた。 

本章の最後に、保険金受取人の介入権の制度は、遺族等である保険金受取人の生活保護

の必要性を重視しつつ、①介入権者と解除権者との利害関係、②介入権者と保険契約者と

の利害関係、③介入権者と保険者との利害関係、④解除権者同士の利害関係、⑤保険者と

解除権者との利害関係などについてほとんど全ての関係者の利害を巧みに調整したもので

あり、全体としてはバランスの取れた立法的措置として高く評価できると考える。 
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第 9章（保険料積立金の払戻し） 

本章では、保険金受取人の介入権制度にかかる保険料積立金の払戻しの規定（63条）に

ついても考察した。保険料積立金の払戻しに関する規定は、改正前商法から存在していた

が、保険料積立金の定義およびその具体的内容については必ずしも明らかではなかった。 

したがって、まず、「保険料積立金」の概念およびそれと密接に関連する「責任準備金」、

「解約返戻金」の概念との異同を明らかにし、諸概念の相関関係を公式で示した。そして、

保険料積立金の定義およびその具体的計算方法に関する学説上の解釈の変遷、保険業法の

定めとの関連性および従来の保険実務を考察し、立法経緯と改正趣旨を確認したうえで、

保険料積立金の払戻しの理論構成を分析した。  

保険者は、所定の事由により生命保険契約が中途で消滅した場合に保険契約者に対し「保

険料積立金」を払い戻すべきことが保険法上義務づけられている。もっとも、保険者が保

険給付を行う責任を負うときは、この限りではない。 

保険料積立金の計算方法として、受領した保険料の総額のうち、当該生命保険契約に係

る保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額を定めるための予定死亡

率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出されることとされている。 

保険料積立金の払戻所定事由は、①保険者の免責事由の発生、②被保険者の解除請求に

基づくことを含む保険者の責任開始前における保険契約者による解除、③危険増加による

解除、および④保険者の破産による解除または失効の場合である。 

保険法は、改正前商法の規律を基本的に維持しつつ、その保険料積立金の算出方法を明

確化し、契約当事者間の衡平性の確保とその適切な利益の調整という保険法の重要な規範

目的を具現化した。これにより、変額年金や市場金利連動型商品等、新規開発された保険

商品の保険料積立金算出にも適用可能となったことに加え、さらに今後開発される商品の

自由な設計を妨げることのない規範となったとことに重要な意義を有すると考える。 

第 10章（中国保険法における保険金受取人の地位） 

中国保険法の人保険契約における保険金受取人をめぐる諸問題として、①保険金受取人

の指定・変更権者、②保険契約者が被保険者の雇用主である場合における保険金受取人指

定の制限、③保険金受取人変更の方式、④遺言による保険金受取人の変更、⑤保険金受取

人不存在の場合における死亡保険金の帰属に関する立法、司法および学説の動向を考察し

た。その結果、現行の中国保険法における保険金受取人に関する立法およびその法理には、

①保険金受取人の地位の低さ、②被保険者中心主義、③原則的、手続的な立法手法という
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三つの特徴があると結論付けるとともに、それぞれの背景ないし理由を説明した。 

最後に、中国保険法における第三者のためにする保険契約の法理を考察し、人保険契約

の当事者・関係者のそれぞれの位置づけおよびその相互関係を明らかにすることが今後の

課題となることに言及した。 

 

第 2節 今後の展望等 

 

1 保険法改正に対する評価および今後の展望 

各章において記述したとおり、保険法改正によって、第三者のためにする生命契約をめ

ぐる解釈論上、立法論上の疑義のかなりの部分は、明確な規定により解決され、あるいは

解決が図られてきた。改正前商法と比較して法律関係の明確性も高まり、序章で示した保

険契約者等の保護の強化、モラル・リスク等の防止の強化および保険契約当事者以外の第

三者との法律関係の調整という保険法改正の趣旨は、実に巧妙な立法手法で第三者のため

にする生命保険契約の関連規定に貫通されている。 

また、保険法が理論的にもおおむね整合性が取れ、外国立法例より優れたものとなった

ことは、日本保険法制の画期的成果であると評価できよう。保険法で、比較的短期間に大

きな変革を実現することができたのは、これまで長年にわたり、数多くの判例や学説の積

み重ねがあったことによるものと考えられる。 

もっとも、各章の「むすび」において指摘したとおり、保険法には、依然として約款の

規定や解釈論に委ねられている部分が少なからず存在している。また、立法論としても解

釈論としてもなお検討すべき課題が多く残されている。もちろん、これらの課題があるか

らといって、保険法が成し遂げた成果を減殺するものではない。今後の判例の動向、学説

の展開に注目したい。 

保険法学者の観点からは、保険法に関連して今後生ずるであろう諸問題につき、とりわ

け、保険金受取人等の保護、保険契約に関する複数の者の利害関係および差押債権者等の

利益との調整、モラル・リスク等の弊害・危険性の防止、契約の相手方である保険者の立

場等に配意しつつ、一段ときめ細かな検証と議論が必要と考える。他方、保険実務家の観

点からも、今後、生命保険実務においては、立法趣旨を踏まえ、保険制度の健全性と保険

契約者等の保護との調和という基本的な視点を確認しつつ、約款の改正、実務運用の工夫

による対処のバランスへの配慮が重要と考える。 
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私自身も、第三者のためにする生命保険契約を含む生命保険契約法の研究をさらに深め

ていく所存であり、本論文をその過程における一里塚としたいと考える。 

 

2 研究の成果 

本論文において、第三者のためにする生命保険契約に関連する各規定・制度について、

立法沿革、外国立法例、改正前商法の規律、問題の所在、重要な判例・裁判例の動向、立

法論的・解釈論的な議論、保険法制定の経緯などについて考察を行ったうえ、保険法の規

定の趣旨を踏まえ、関係する条文を分析し、その理論構成の解明に努めてきた。本論文の

研究成果として、主に以下の点を挙げることができる。 

第一に、第三者のためにする生命保険契約について、体系的に研究し、類似の制度であ

る民法上の第三者のためにする契約および第三者のためにする損害保険契約と比較し、第

三者のためにする生命保険契約の特質を明らかにしたこと。 

第二に、国別アンケートにより、保険金受取人先死亡の場合における保険金請求権の帰

属に関する保険契約者の意識調査を行い、保険契約者の真意を探求したこと。 

第三に、規定ごとに生命保険実務の実態を取り上げ、新しい保険法の理論と実務の両面

から分析し、保険法の規定の趣旨に沿った運用の在り方を検討したこと。 

第四に、各章の「むすび」において残された課題を提起し、今後の議論の展開、研究の

促進のための布石としての役割を果たしたこと。 

第五に、中国保険法に関して先行研究にあまり見られていない第三者のためにする生命

保険契約の法理を考察した結果、保険金受取人の地位の低さおよび被保険者中心主義であ

るという立法的特徴があると結論付けたこと。 

 

3 結語 

今般、この論文を提出できたことは、ひとえに指導教授である宮島司先生のご指導の賜

物である。先生が私に学問の道に入る門を開いてくださったのである。先生から、保険法

特殊講義・特殊研究などを通じて専門的にご指導いただき、「茅塞頓開」1のことがしばし

ばあった。とりわけ、研究方法に関して有益な示唆・助言を多数賜ったことは、これから

の研究活動の大きな資産となると確信している。先生の学恩に対して、衷心より御礼申し

                                                   
1 心が茅で塞がれたが、突然開かれた意。今まで理解できなかったことが先生のご指導により急に分かる

ようになった。 
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上げる次第である。 

慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程在学の 3年間、客観的には会社と三田の間

の行き来は非常に負担の大きなものと思われるであろうが、結果、主観的に振り返ってみ

ると、それ以上に私にとって充実した貴重な時間を過ごすことができた。特に毎週楽しみ

にしていた木曜日 3コマ目の商法合同演習においては、若い院生からパワーをもらいなが

ら、錚々たる教授陣の前で発表や質問応答を通して大変に多くのことを学ばせていただい

た。また、今でもほぼ毎回出席している商法判例研究会では、多くの学者や実務家との恵

まれた出会いから知的刺激を受けており、それも本論文の完成のバネとなった。 

弁護士岩井勝弘先生、明治安田生命企画部上原純様（元法務室時代の同僚）には、ご多

忙中にもかかわらず、本論文の大部分の草稿に目を通していただくとともに、法律実務、

保険実務などの視点から、懇切丁寧なご指摘・ご校正を賜ったことに、心から御礼のお言

葉を申し述べたい。 

さらに、大学院在学の 3年間およびその後の研究活動において、所属の明治安田生命法

務室（現法務部）、リスク管理統括部、事務サービス企画部、国際事業部および企画部資料

室から格別のご高配を賜り、そして良き同僚、良き上司から多大なご理解をいただいた。

このような恵まれた環境があったからこそ、仕事に学問に励むことができたことを、ここ

に厚く御礼申し上げたい。その他にも、本論文の提出が実現できるまでに、陰から支え、

励まし続けていただいた先生や先輩、友人が多くおられる。この場を借りて各位のご厚情

に、重ねて深い感謝の意を捧げたい。 

今後とも、生涯にわたって孜々として学問に取り込んでいた福澤諭吉先生の強靭な精神

に学び、仕事をしながら継続的に研究活動を行うことを通じて、日中両国の保険法の理論

と保険実務の架け橋になることを、私自身の生涯の目標としていくつもりである。 

 



人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

人数 ％

100%

保険金受取人の相続人 C 140 26%

ある方が、保険会社との間で、自己を保
険契約者兼被保険者、配偶者を死亡保険
金受取人とする生命保険契約を締結しま
した。その後、交通事故で保険契約者と
配偶者がともに死亡しました（同時死亡
と推定）。なお、保険契約者と配偶者の
間に子どもはいません。また、保険契約
者には生前借金が残っています。その場
合には、あなたは以下のうち誰が保険金
を受け取れば、保険契約者の意思にもっ
とも沿うと思いますか。

合計 540

質問4 選択 回答
日本

保険契約者兼被保険者の
債権者

B 167 31%

保険契約者兼被保険者の
相続人

A 233 43%

129

87

60%

40%

100%

70%

30%

100%

431100%

100%

中国

42%

23%

35%

100%

55%

22%

23%

430

89

45

89

223 100%

20%

40%

40%69%

選択

保険契約者兼被保険者の
相続人

保険金受取人の相続人

ある方が、保険会社との間で、自己を保
険契約者兼被保険者、配偶者を死亡保険
金受取人とする生命保険契約を締結しま
した。その後、交通事故で保険契約者と
配偶者がともに死亡しました（同時死亡
と推定）。なお、保険契約者と配偶者の
間に子どもはいません。その場合には、
あなたは以下のうち誰が保険金を受け取
れば、保険契約者の意思にもっとも沿う

合計

質問3 回答
日本 中国

216

欧米

638 369100%

38%

100%

保険契約者の相続人

被保険者の相続人

保険金受取人の相続人

合計

ある方が、保険会社との間で、自己を保
険契約者、一人っ子の子どもを被保険
者、配偶者を死亡保険金受取人とする生
命保険契約を締結しました。その後、交
通事故で三人がともに死亡しました（同
時死亡と推定）。その場合には、あなた
は以下のうち誰が保険金を受け取れば、
保険契約者の意思にもっとも沿うと思い
ますか。

選択

保険契約者

被保険者の相続人

96

43

77

216

ある方が、保険会社との間で、自己を保
険契約者、一人っ子の子どもを被保険
者、配偶者を死亡保険金受取人とする生
命保険契約を締結しました。その後、交
通事故で配偶者と子どもがともに死亡し
ました（同時死亡と推定）。その場合に
は、あなたは以下のうち誰が保険金を受
け取れば、保険契約者の意思にもっとも
沿うと思いますか。 655

日本 欧米

100%

質問2 回答

保険金受取人の相続人

合計

649

C

日本 中国欧米

36% 15033%

44%

B 129 9720% 20%

A 302 18347%

218

【附録1】国別保険契約者の一般的意識調査集計表

（注）本調査は、第7章に関連するものであり、保険金受取人先死亡の場合の保険金請求権が誰に帰属すれば通常保
険者の意思に最も沿うものか、という保険契約者の一般的意識を検証することを目的としている。便宜上、いずれも
被保険者と保険金受取人が同時に死亡した例としている。調査対象国のうち、欧米には、アメリカ、カナダ、オース
トリア、イギリス、スウェーデン等が含まれている。調査対象者は、調査の実施時点で15歳から60歳までの男女。調
査時期は、日本では2012年5月、その他の国では、2012年3月～5月。調査方法として、日本においては、主としてイ
ンターネットにより、その他の国においては、別紙アンケート用紙を用いた個別面談によって実施した。なお、欧
米、中国の回答者の半分以上は大学生であった。

選択質問１ 回答

B 243 110

62%A 395 259

13%

C 121 9918%

B 83 94

A 451 238
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Questionnaire

Please choose the answer according to your though without considering any law or policy provisions of insurance contract in any countries.

Policyholder's heir Insured's heir Beneficiary's heir

A B C

Policyholder's heir Insured's heir Beneficiary's heir

A B C

Policyholder's heir Insured's heir

A B

Country or region you were brought up

Thank you for your cooperation !

■別紙①　欧米向けアンケート用紙

3

In the same situation as #1 above except that the insured was
my source and the beneficiary was not specified.  I did not
have a child.  Both I and my source have been killed by a
traffic accident.  Who do you think should receive the death
benefit.

(Note) Here, policyholder is a person who enters into a life insurance contract and pays premium, insured is a person that insurance company pays claim
when he or she dies, and beneficiary is a person who has a right to receive a claim when insured dies.

Question Answer

1

For example, I entered into a life insurance contract with a life
insurance company.  I'm the policyholder, my child is an
insured, and my spouse is a beneficiary of death benefit.
Later, all three have been killed in a traffic accident.  Who do
you think should receive the death benefit.

2
In the same situation as #1 above, only my spouse and child
were killed.  Who do you think should receive the death
benefit.
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问卷调查

在不根据任何国家或保险公司条款之规定的前提下，仅表述您本人的见解。

投保人的继承人 被保险人的继承人 保险金受益人的继承人

A B C

投保人 被保险人的继承人 保险金受益人的继承人

A B C

投保人的继承人 被保险人的继承人

A B

被访者生长的国家或地区

谢谢您的协助！

■別紙②　中国向けアンケート用紙

3

假设：我与某保险公司间签订了一份人身保险合同，我自己
为投保人，配偶为被保险人，但没有指定保险金受益人（另，
我们没有孩子）。之后，在一起交通事故中我和我的配偶均身
故。
请问，在这种情形下，您认为谁应该领取保险金?

(注释）这里所谓的“投保人”是指与保险公司订立保险合同，并支付保费的人；这里所谓的“被保险人”是指当该人物身故时保险公司给付保险金人；
这里所谓的“保险金受益人”是指当被保险人身故时可以领取保险金的人。

提问 回答

1

假设：我与某保险公司间签订了一份人身保险合同，我自己
为投保人，我的孩子为被保险人，我的配偶为保险金受益人。
之后，在一起交通事故中我们三人均身故。
请问，在这种情形下，您认为谁应该领取保险金？

2

假设：我与某保险公司间签订了一份人身保险合同，我自己
为投保人，我的孩子为被保险人，我的配偶为保险金受益人。
之后，在一起交通事故中我的配偶和孩子均身故。
请问，在这种情形下，您认为谁应该领取保险金？
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 西島梅治 『保険法〔第 3版〕』（悠々社・1998） 

 山下友信 『現代の生命・傷害保険法』（弘文堂・1999） 

 中川善之助= 

泉久雄 

『相続法〔第 4版〕』（有斐閣・2000） 

 西嶋梅冶 『生命保険契約法の変容とその考察』（保険毎日新聞社・2001） 

 松坂佐一 『民法提要』（有斐閣・2001） 

 春田一夫 『第三者のためにする契約の法理』（信山社・2002） 

 中川善之助= 

加藤永一編 

『新版注釈民法（28）〔補訂版〕（有斐閣・2002） 

 岡田豊基 『保険法』（中央経済社・2003） 

 川島武宜= 

平井宣雄編 

『新版注釈民法(3)』（有斐閣・2003） 

 内田貴 『民法Ⅳ〔補訂版〕親族・相続』（東京大学・2004） 

 日本生命保険

=生命保険研

究会 

『生命保険の法務と実務』（金融財政事情研究会・2004） 

 来栖三郎 『来栖三郎著作集Ⅱ契約法』（信山社・2004） 

 奥島孝康= 

宮島司編 

『商法の歴史と論理 倉沢康一郎先生古稀記念』（新青出版・2005） 

 山下友信 

塩崎勤= 

『保険法』（有斐閣・2005） 

『新・裁判実務大系 19 保険関係訴訟法』（青林書院・2005） 
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山下丈編 

 池田真朗編 『新しい民法』（有斐閣・2005） 

 中西正明 『生命保険法入門』（有斐閣・2006） 

 福田弥夫ほか

編 

『生命保険の法律相談』（学陽書房・2006） 

 栁澤秀吉= 

緒方直人編 

『親族法・相続法』新現代社会と法シリーズⅤ（嵯峨野書院・2006） 

 加藤雅宣 『新民法大系Ⅳ契約法』（有斐閣・2007） 

 甘利公人 『生命保険契約法の基礎理論』（有斐閣・2007） 

 内田貴 『民法Ⅱ 債権各論〔第 3版〕』（東京大学・2007） 

 奥田昌道= 

池田真朗編 

『法学講義民法 5契約』（悠々社・2008） 

 上松公孝 『新保険法（損害保険・傷害疾病保険）』逐条改正ポイント解説』（保険毎日

新聞社・2008） 

 大串淳子= 

日本生命保険

生命保険研究

会編 

『解説保険法』（弘文堂・2008） 

 竹濱修監修= 

高山崇彦編著 

『速報 Q＆A新保険法の要点解説』（金融財政事情研究会・2008年） 

 萩本修編著 『保険法立案関係資料―新法の概説・新旧旧新対照表（別冊商事法務 321

号）』（商事法務・2008） 

 萩本修編著 『新しい保険法』（金融財政事情研究会・2008） 

 福田弥夫= 

古笛恵子編 

『逐条解説改正保険法』（ぎょうせい・2008） 

 落合誠一= 

山下典孝編 

『新しい保険法の理論と実務（別冊金融・商事判例）』（経済法令研究会・2008） 

 甘利公人= 

山本哲生 

『保険法の論点と展望』（商事法務・2009） 

 竹濱修 『保険法入門』（日本経済新聞出版社・2009） 

 竹濱修= 

木下孝治= 

新井修司編 

『中西正明先生喜寿記念論文集 保険法改正の論点』（法律文化社・2009） 

 萩本修編著 『一問一答 保険法』（商事法務・2009） 

 落合誠一編著 『保険法コンメンタール―損害保険・傷害疾病保険』（損害保険事業総合研

究所・2009） 
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 伊藤眞 『破産法・民事再生法〔第 2版〕』（有斐閣・2009） 

 金澤理監修 『新保険法と保険契約法理の新たな展開』（ぎょうせい・2009） 

 潘阿憲 『保険法概説』（中央経済社・2010） 

 山下友信= 

洲崎博史編 

『保険法判例百選』別冊ジュリスト 202号（有斐閣・2010） 

 山下友信= 

竹濱修ほか 

『保険法〔第 3版〕』（有斐閣・2010） 

 山下友信= 

米山高生編 

『保険法解説―生命保険・傷害疾病定額保険』（有斐閣・2010） 

 岡田豊基 『現代保険法』（中央経済社・2010） 

 四宮和夫= 

能見善久 

『民法総則〔第 8版〕』（弘文堂・2010） 

 中野貞一郎 『民事執行法〔増補新訂 6版〕』（青林書院・2010） 

 石山卓磨 『現代保険法〔第 2版〕』（成文堂・2011） 

 大高満範編 『生命保険の法律相談』（青林書院・2011） 

 坂口光男 『保険法〔補訂版〕』（文眞堂・2012） 

 江頭憲治郎 『商取引法〔第 7版〕』（弘文堂・2013） 

   

2 雑誌論文（日本語） 

 松本烝治 「他人ノ生命ノ死亡保険ニ於ケル被保険者ノ同意ニ付テ」松本烝治『私法論

文集』pp.207-224（巌松堂書店・1926） 

 我妻榮 「限定相続―保険金請求権は相続財産なりや」判例民事法昭和 11 年度

pp.219-223（1937） 

 水口吉蔵 「生命保険契約後の受取人の指定と変更」法律論叢 20巻 3号 pp.1-33（1941） 

 野津務 「保険金受取人変更の意思表示と到達」民商法雑誌 13巻 pp.983-990（1941） 

 田辺康平 「生命保険法に於ける利益主義と同意主義」新潟大学法経論集 3集 

pp.91-119（1952） 

 加藤一郎 「同時死亡の推定」法学協会雑誌 75巻 4号（1958） 

 来栖三郎 「第三者のためにする契約」民商法雑誌 39巻 4・5・6号 pp.513-532（1959） 

 土生滋穂 「第三者の為にする契約における第三者」富大経済論集 6巻 3=4号 

pp.482-494（1961） 

 竹屋芳昭 「第三者のためにする契約」大分大学経済論集 14巻 2号（1962） 

 大森忠夫 「保険金受取人の指定と包括遺贈」法学論叢 78巻 3=4号 pp.211-231 

（京都大学・1966） 

 西島梅治 「保険契約外の第三者の地位」保険学雑誌 451号 pp.76-91（1970） 

 青谷和夫 「保険金受取人の指定変更には保険者の承認裏書がなければその効力を生
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じない旨を定める約款の趣旨と指定変更の効力発生時期」判例評論 606 号

pp.120-125（1970） 

 青谷和夫 「商法第 676 条について―保険金支払事由発生前における指定保険金受取

人の死亡の効果と保険金受取人の再指定がない場合における保険金請求権

の帰属―」生命保険文化研究所所報 24号 pp.59-99（1973） 

 青谷和夫 「比較保険契約法序説」生命保険文化研究所所報.36号 pp.1-42（1976） 

 中村敏夫 「保険金受取人の指定変更権の行使」保険学雑誌 475号 pp.25-47（1976） 

 石田満 「生命保険契約の受取人をたんに『相続人』と指定した場合、内縁配偶者は

これに含まれるか」判例評論 243号 pp.164-166（1979） 

 青谷和夫 「生命保険金受取人を『相続人』と指定した場合と内縁の妻の権利」 

民商法雑誌 80巻 5号 pp.552-568（1979） 

 門馬一徳 「生命保険契約における保険受取人の指定変更に関する若干の考察」 

所報 pp.91-103（1979） 

 山下友信 「生命保険金請求権取得の固有権性-2完-」民商法雑誌 83巻 2号 pp.206-229

（1980） 

 青谷和夫 「他人の生命の保険契約について―道徳的危険防止のための立法的措置を

中心として」生命保険経営 48巻 4号 pp.85-100（1980） 

 山下孝之 「生命保険金請求権の処分と差押」ジュリスト 751号 pp.103-110（1981） 

 山下友信 「生命保険金請求権取得の固有権性-1-」民商法雑誌 83 巻 4 号 pp.571-584

（1981） 

 山下友信 「保険金受取人の指定・変更」ジュリスト 747号 pp.279-289（1981） 

 石田満ほか 「生命保険と犯罪--保険金目的犯罪の防止策を中心に」ジュリスト 752 号

pp16-37（1981） 

 大澤康孝 「積立金に対する保険契約者の権利」ジュリスト 753号 pp.98-109（1981） 

 江頭憲治郎 「他人の生命の保険契約」ジュリスト 764号 pp.58-64（1982） 

 山野嘉朗 「保険金受取人欄に指名と続柄「妻」とが併記されている場合における同女

離婚後の保険金請求権の帰属」愛知学院大学 26巻 2号 pp.123-133（1983） 

 糸川厚生 「生命保険と担保」星野英一ほか編『担保法の現代的諸問題』別冊 NBL10号

pp.162-185（1983） 

 青谷和夫 「生命保険金受取人を「妻甲野花子」と指定してある場合その妻と離婚した

後における指定の効力」判例時報 1094号 pp.209-214（1984） 

 上柳克郎 「保険金受取人『妻甲野花子』の意味」商事法務 1028号 pp.31-33（1984） 

 石田満 「保険契約者（被保険者）と死亡保険金受取人との同時死亡の場合の保険金

請求権」判例時報 1114号・判例評論 305号 pp.193-196（1984） 

 倉澤康一郎 「生命保険契約における保険金受取人として『妻Ａ』指定することの意味」

法学セミナー351号 pp.75(1984) 
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 大久保憲章 「生命保険契約における保険金受取人の指定」佐賀大学経済論集 18 巻１=2

合併号 pp.59-89（1985） 

 福田弥夫 「他人の生命の保険契約―同意主義の問題点とその課題」法学紀要 27 巻

pp.241-282（1985） 

 甘利公人 「死亡保険金請求権の帰属―保険契約者（被保険者）と保険金受取人が同時

死亡した場合」ジュリスト 868号 pp.89-92（1986） 

 倉澤康一郎 「保険金受取人変更の方法」ジュリスト 910号 pp.113-115（1987） 

 遠藤賢治 「生命保険契約において被保険者の「妻何某」とのみ表示した保険金受取人

の指定の趣旨」最判解民昭和 58年度 pp.335-355（1988） 

 古瀬村邦夫 「保険金受取人を「相続人」と指定した場合内縁の妻はこれに含まれるか」

別冊ジュリスト 97号（生命保険判例百選）pp.28-29（1988） 

 倉澤康一郎 「債権者を保険金受取人とする生命保険契約」別冊ジュリスト 97 号（生命

保険判例百選）pp.32-33（1988） 

 竹内昭夫 「『妻・何某」という保険金受取人指定の意味」別冊ジュリスト 97号（生命

保険判例百選）pp.212-213（1988） 

 三田地宣子 「債権担保を目的とする保険金受取人の指定変更」アルテス リベラレス 42

号 pp.73-96（岩手大学・1988） 

 酒巻宏明 「保険金受取人を『法定相続人』と指定した場合、相続放棄をした者はこれ

に含まれるか」判例タイムズ 662号 pp.49-53（1988) 

 山下友信 「保険金受取人が死亡した場合の保険金請求権の帰属-1-」民商法雑誌 100

巻 2号 pp.177-197（1989） 

 山下友信 「保険金受取人が死亡した場合の保険金請求権の帰属-2 完-」民商法雑誌

100巻 3号 pp.337-360（1989） 

 山本忠広 「保険金受取人を『法定相続人』と指定した場合の効果」―相続放棄の事例」

ジュリスト 932号 pp.102-104（1989） 

 倉澤康一郎 「保険金受取人の変更」文研論集 87号 pp.1-20（1989） 

 加藤昭 「生命保険に基づく権利の担保化」ジュリスト 964号 pp.56-61（1990） 

 藤田友敬 「生命保険の保険金受取人の変更の方法」法学協会雑誌 107 巻 4 号

pp.702-715（1990） 

 糸川厚生 「生命保険契約上の権利の差押についての考察」文研論集 92 号 pp.91-137

（1990） 

 宮島司 「債権者代位による傷害保険契約の解約権の行使が認められた事例」法学研

究 64巻 11号 pp.77-83（1991） 

 富越和厚 「生命保険金受取人が死亡した場合における保険金受取人の変更に関する

普通保険約款の解釈」ジュリスト 1004号 pp.79-81（1992） 

 西島梅治 「死亡保険金受給資格者の資格判定基準と判定基準時」文研論集 100 号
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pp.5-32（1992） 

 倉澤康一郎 「傷害保険契約における解約返戻金請求権の差押えと差押債権者による解

約」法学研究 65巻 8号 pp134-138（1992） 

 宮島司 「他人のためにする生命保険契約」法学研究 66巻 12号 pp.91-112（1993） 

 山野嘉朗 「解約返戻金請求権の差押と差押債権者による解約権行使」ジュリスト 121

号 pp.130-131（1993） 

 倉澤康一郎 「保険契約解約返戻金請求権の法的性質とその差押え」法学研究 66 巻 1 号

pp.63-78（1993） 

 藤田友敬 「保険金受取人の指定変更の方法」別冊ジュリスト 121（商法（保険・海商）

判例百選〔第 2版〕）pp.80-81（1993） 

 洲崎博史 「保険金受取人の指定・変更」旬刊商事法務 1330号 pp.17-25（1993） 

 藤田友敬 「保険金受取人の法的地位（5）―保険契約者の債権者との利害調整を中心

として」法学協会雑誌 110巻 3号 pp.335-407（1993） 

 山下典孝 「指定受取人の死亡による保険金請求権の帰属」生命保険経営 62 巻 6 号

pp.205-223（1994） 

 中西正明 「他人の生命の保険契約と被保険者の同意」保険事例研究会レポート 102号

pp.1-6（1994） 

 宮島司 「債権者代位による傷害保険契約の解約権の行使が認められた事例」下級審

商事判例評釈〔昭和 55 年-59 年〕〔慶応義塾大学法学研究会叢書 59〕

pp.440-449（1995） 

 山下孝之 「保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の『相続人』と指定した場合

において相続人が保険金を受け取るべき権利の割合」民商法雑誌 113巻 3号

pp.409-420（1995） 

 山下友信 「商法 676条 2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」の意義および

同項により保険金受取人となる者が複数ある場合の各人の取得する権利の

割合」法学協会雑誌 112巻 5号 pp.700-713（1995） 

 倉澤康一郎 「傷害保険契約における解約返戻金請求権の差押えと差押債権者による解

約」下級審商事判例評釈〔昭和 55年-59年〕〔慶応義塾大学法学研究会叢書

59〕385-391（1995） 

 中西正明 「債権者代位権に基づいて債務者の生命保険契約を解約できるか」判例時報

1537号（判例評論 440号）pp.247-250（1995) 

 山下友信 「死亡保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合の各相続人が保険

金を受領する権利割合」金融法務事情 1428号 pp.72-75（1995) 

 伊藤眞 「解約返戻金請求権の差押えと解約権の代位行使」ジュリスト 138号 

pp.194-195（1996） 

 糸川厚生 「保険金受取人の権利の差押」金融・商事判例 986号 pp.97-103（1996） 
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 今井薫 「他人の生命の保険」倉澤康一郎編『生命保険の法律問題』金融・商事判例

986号 pp.70-71（1996） 

 山野嘉朗 「保険金受取人の死亡」金融・商事判例 986号 pp.90-96（1996） 

 志田惣一 「解約返戻金」倉澤康一郎編『生命保険の法律問題』金融・商事判例 986号

pp.136-140（1996） 

 鶴直明 「保険金受取人と相続人」金融・商事判例 986号 pp.76-83（1996） 

 野村修也 「死亡保険金受取人をめぐる三つの最高裁判決」民商法雑誌 114 巻 4=5 号

pp.692-730（1996） 

 北沢正啓 「他人の生命の保険契約と保険金請求権の譲渡」損害保険判例百選 pp.24-25 

 村上英雄 「保険金受取人の指定・変更」金融商事判例 986号（生命保険の法律問題）

pp.84-89（1996) 

 岡田豊基 「不倫相手を保険金受取人とした指定の公序良俗違反による無効」保険事例

研究会レポート 128号 pp.1-8（1997） 

 久保田秀一 「総合福祉団体定期保険の開発」生命保険経営 65巻 3号 pp.498-510（1997） 

 山下典孝 「保険金受取人指定の道徳性について」文研論集 121号 pp.123（1997年） 

 山下典孝 「生命保険契約において不倫相手を受取人とする指定は公序良俗に反し無

効であるとされた事例」金融・商事判例 1020号 pp.46-51（1997年） 

 山下典孝 「遺言による保険金受取人の指定・変更について」文研論集 124 号

pp.129-166（1998） 

 山下典孝 「生命保険金受取人指定の適格性に関する若干の考察」保険学雑誌 563 号

pp.99-112（1998） 

 伊藤眞= 

山下孝之= 

山下友信 

「座談会 生命保険契約の解約返戻金請求権の差押と差押債権者による解約

権の行使(上)」NBL677号 pp.6-14（1999） 

 伊藤眞= 

山下孝之= 

山下友信 

「座談会 生命保険契約の解約返戻金請求権の差押と差押債権者による解約

権の行使(下)」NBL678号 pp.42-48（1999） 

 山本哲生 「遺言による生命保険金受取人の変更の可否」ジュリスト 1157 号

pp.112-113（1999） 

 田中淳三 「責任準備金と不没収価格」生命保険経営 67巻 2号 pp.294-260（1999） 

 潘阿憲 「生命保険契約における被保険利益の機能について--英米法および中国法

の視点から」文研論集 129号 pp.125-159（1999） 

 吉田徹 「生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるため

に解約権を行使することの可否について判断した最高裁判決」法律のひろば

53巻 2号 pp.62-67（2000） 

 山本克己 「生命保険解約返戻金を差し押さえた債権者による解約権行使」金商法務事
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情 1581号 pp.216-217（2000） 

 出口正義 「被保険者死亡後保険金受取人の保険金請求権の放棄の意義」損害保険研

究.61巻 4号 pp.149-152（2000） 

 出口正義 「生命保険契約の解約返戻金請求権の差押えと解約権の行使」法学教室 234

号 pp.110-111（2000） 

 倉澤康一郎 「生命保険契約の解約返戻金請求権の差押えと解約権行使の可否」法律時報

別冊 21号 pp.106-109（2000年） 

 竹濱修 「被保険者死亡後の受取人による保険金請求権の放棄」保険事例研究会レポ

ート 153号 pp.1-4（2000） 

 髙部眞規子 ｢生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために

解約権を行使することの可否｣ジュリスト 1174号 pp.88-90（2000） 

 川村正幸 「生命保険契約解約返戻金請求権の差押債権者による解約権の行使」金融法

務商事 1588号 pp.54-57（2000） 

 広瀬裕樹 「保険金受取人が放棄した保険金請求権の帰趨」名古屋大学法政論集 190

号 pp.355-375（2001） 

 山下典孝 「保険金受取人による保険金請求権の放棄再考」法学新報 107巻 11=12合併

号 pp.591-613（中央大学法学会・2001） 

 山下典孝 「指定保険金受取人の相続人またはその順次の相続人が不存在の場合にお

ける商法 676条 2項の適用が争われた事例」金融・商事判例 1110号 pp.63-67

（2001） 

 時岡泰 「遺言による生命保険金受取人の変更」公証法学 30号 pp.283-311（2001） 

 西原慎治 「保険金受取人による保険金請求権の放棄」法学研究 74巻 7号 pp.155-165

（2001） 

 山下典孝 「保険金受取人の指定・変更に関する若干の考察」千葉商大論叢 39 巻 4 号

pp.21-36（2002） 

 山下典孝 「保険金受取人の指定・変更」倉澤康一郎編『新版 生命保険の法律問題 』

金融・商事判例 1135号 pp.74-80（2002） 

 小川和之 「保険金受取人が死亡したがその相続人またはその順次の相続人が不存在

の場合」保険事例研究会レポート 167号 pp.1-10（2002） 

 竹濱修 「保険金受取人の死亡と相続」金融・商事判例 1135号 pp.81-87（2002） 

 野村修也 「『順次の相続人』の不存在と商法 676条 2項」保険事例研究会レポート 168

号 pp.10-18（2002） 

 潘阿憲 「保険金支払義務と免責事由」金融・商事判例 1135号 pp.106-115（2002） 

 岡田豊基 「保険金受取人指定の効力―公序良俗違反の指定」法学雑誌 48 巻 4 号

pp.1069-1100（大阪市立大学・2002） 

 山本哲生 「自己を被保険者とする生命保険契約の受取人変更と遺贈・死因贈与」保険
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事例研究会レポート 185号 pp.1-8（2004） 

 千藤洋三 「死亡保険金請求権と特別受益の持戻し」ジュリスト 1291 号(平成 16 年度

重要判例解説）pp.88-89（2004） 

 中西正明 「遺言による保険金受取人の変更」に関する「追加説明」保険事例研究会レ

ポート 188号 p.23（2004） 

 肥塚肇雄 「不明確な遺言と保険金受取人の変更」判例タイムズ 55巻 29号 pp.108-116

（2004） 

 横田尚昌 「保険金受取人指定の法的性質―公序良俗に反する指定をめぐって」生命保

険論集 pp.261-296（2005) 

 福田弥夫 「保険金受取人指定自由の原則と公序--遺贈と生命保険契約の関係を中心

に」生命保険論集 157号 pp.43-64（2006） 

 福田弥夫 「保険金受取人指定自由の原則と公序」生命保険論集 157号 pp.43-64（2006） 

 清水真希子 「保険金受取人指定変更手続中途出の被保険者の死亡と対抗要件」保険事例

研究会レポート 208号 pp.1-10（2006） 

 遠山優治 「他人の生命・身体の保険契約について 」生命保険論集 160号 pp.161-1961

（2007） 

 遠山優治 「生命保険実務への影響 」法律のひろば 61巻 8号 pp.34-39（2008） 

 横田尚昌 「保険金受取人の指定変更の効力について--公序良俗に反する指定変更を

めぐって」生命保険論集 160号 pp.89-122（2007） 

 山下典孝 「共済契約者兼被共済者と死亡共済受取人および両名の子が同時死亡した

場合において、この 3者間での相続の問題が生じないことから死亡共済受取

人の死亡に関してその者の母のみが給付金を受け取れるとされた事例」金

融・商事判例 1271号 pp.63-67（2007） 

 村田敏一 「保険契約法」は商法の特別法か民法の特別法か--相互保険と営利性の問題

を中心として」保険学雑誌 596号 pp.133-152（2007） 

 竹濱修 「生命保険契約に固有の問題」旬刊商事法務 1080号 pp.47-54（2007） 

 矢野慎治郎 ｢遺言による保険金受取人の変更｣の法制化について｣生命保険論集 159 号

pp.209-243（2007） 

 甘利公人 「保険金受取人指定・変更権の法的問題」生命保険論集 158 号 pp.79-95

（2007） 

 山下典孝 「保険金受取人指定と保険金帰属に関する―考察」生命保険論集 161 号

pp.1-12（2007） 

 遠山優治 「保険金受取人の死亡について」生命保険論集 169号 pp.187-217（2009） 

 遠山優治 「契約当事者以外の者による解除の効力等(介入権)について」生命保険論集

165号 pp.171-198（2008） 

 山下友信 「新しい保険法--総論的事項および若干の共通事項」ジュリスト 1364 号
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pp.10-17（2008） 

 山崎哲央 「債権者による債権保全・回収と介入権」事業再生と債権管理 22 巻 3 号

pp.89-95（2008） 

 清水耕一 「保険金受取人と保険契約者兼被保険者の同時死亡の場合の保険金の帰属

について」海保大研究報告 53巻 1号 pp.57-76（2008） 

 竹濱修 「保険法制定の背景と今後の展望」法律のひろば 61巻 8号 pp.13-21（2008） 

 竹濱修 「生命保険契約および傷害疾病保険契約特有の事項」ジュリスト 1364 号

pp.42-49（2008） 

 萩本修ほか 「保険法の解説（4）NBL887号 pp.86-92（2008） 

 萩本修ほか 「保険法の解説（5・完）」NBL888号 pp.39-43（2008） 

 萩本修 「新保険法--立案者の立場から」生命保険論集 165号 pp.1-37（2008） 

 梅津昭彦 「質権設定と死亡保険金受取人の同意」保険事例研究会レポート 221 号

pp.1-8（2008) 

 溝渕彰 「自筆証書遺言と認められた念書による保険金受取人の指定変更の可否」保

険事例研究会レポート 221号 pp.9-21（2008) 

 桜沢隆哉 「同時死亡の推定と保険金請求権の行方」生命保険論集 167 号 pp.201-241

（2009） 

 桜沢隆哉 「同時死亡の推定と保険金請求権の帰属」法律のひろば 62巻 3号 pp.66-73

（2009） 

 山下友信 「保険法制定の総括と重要解釈問題(生保版)--成立過程の回顧と今後に残

された課題」生命保険論集 167号 pp.1-43（2009） 

 山下友信 「保険法と判例法理への影響」自由と正義 60巻 1号 pp.25-35（2009） 

 村田敏一 「新保険法における保険金受取人に関する規律について」生命保険論集 166

号 pp.29-51（2009） 

 河森計二 「保険金受取人の変更と会社法上の利益相反取引規制」生命保険論集 168号

pp.37-62（2009) 

 遠山優治 「保険法における保険金受取人の権利」保険法学会創立 70 周年記念大会第

Ⅲセッション資料（2010） 

 岡田豊基 最新判例批評([2010] 29)「指定受取人とその者の相続人となるべき者とが

同時に死亡した場合における『保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人』(改正前

商法 676条 2項)((1)事件)、および、給付金受取人の確定方法を定める共済

約款の規定にいう『相続人』((2)事件)の意義((1)、(2)最三判平成 21.6.2)」 

判例時報 2069号/判例評論 615号 pp.202-206（2010） 

 岡田豊基 「保険法における遺言による保険金受取人の変更」保険学雑誌 608 号

pp.171-190（2010） 

 山下典孝 「保険契約者兼被保険者が保険金受取人と同時死亡した場合における保険
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金請求権の帰属」法学セミナー増刊速報 6号『判例解説』pp.139-146（2010） 

 竹濱修 「保険金受取人とその相続人となるべき者が同時死亡した場合における指

定受取人の相続人の範囲」『平成 21年度重要判例解説』ジュリスト臨時増刊

1398号 pp33-134（2010） 

 竹濱修 「解約返戻金請求権を差し押さえた債権者による解約権の行使」別冊ジュリ

スト 202（保険法判例百選）pp.188-189（2010） 

 中西正明 「生命保険の指定受取人とその法定相続人の同時死亡」民商法雑誌 142巻 1

号 pp.83-90（2010） 

 工藤香織 「介入権制度の実務運用について―保険商品ごとの特性に着目して」生命保

険論集 173号 pp.199-227（2010） 

 若林雅満 「遺言記載事項から保険金受取人変更の意思が認められるか」保険事例研究

会レポート 250号 1-12（2011） 

 石丸将利 「生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相

続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人

は,商法 676条 2項にいう『保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人』に当たるか」

ジュリスト 1427号 pp.146-148（2011） 

 竹濱修 「第三者のためにする生命保険契約における質権設定権者」立命館法學

339=340号 pp.2452-2467（2011） 

   

3 その他資料（日本語） 

 法務大臣官房司法法制調査部監修『法典調査会 民法議事速記録三』（商事法務研究会・1984

〔複製版〕） 

 法務大臣官房司法法制調査部監修『日本近代立法資料叢書 21・商法中改正法律案議事速記録

二』（商事法務研究会・1985） 

 保険銀行時報社『本邦生命保険業史 會社及統計編』4頁（1933） 

 明治大正保険史料第三巻第一編一般資料 417頁(生保協会・1940) 

 生命保険協会『2007年版生命保険の動向』（2007） 

 第 169回国会衆議院法務委員会の会議議事録 

 金融審議会金融分科会第二部会「保険法改正への対応について」（平成 20年 1月 31日）7頁

参照 

<http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20080208-2.html>（2009/05/01 アクセ

ス） 

 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 2008年 10月 8日付「郵政民営化委員会ヒア

リング資料」 

 平成 20 年 1 月 31 日「金融審議会金融分科会第二部会（第 46 回）および保険の基本問題に

関するワーキング・グループ（第 44回）合同会議」資料 
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 改正検討委員会編『債権法改正の基本方針』（商事法務・2009） 

 日本アクチュアリー会テキスト『保険 1（生命保険）第 2章』(2009) 

 金融審議会「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」（第 51回）議事録（2009年 4

月 24日） 

 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査＜速報版＞」（2012） 

 沙銀華「中国ＷＴＯ加盟後初の保険法改正」 

＜http://www.nli-research.co.jp/report/report/2002/12/li0212b.pdf＞（2010/12/1アク

セス） 

 李鳴「中国人の保険意識の変化」（慶應義塾保険学会・2013） 

＜http://www.keio-hoken.jp/column/740/＞（2013/1/16アクセス） 
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 魏华林 『保险法学』（中国金融・2007） 
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