
保険約款に用語の定義がある場合は、保険約款の定義

によります。

［一部保険］

保険の対象の保険価額よりも設定した保険金額が少な

い保険を一部保険といいます。この場合には、損害額

が保険金額の範囲内であっても、保険金額の実際の価

額に対する割合で保険金が減額されて支払われます。

［解除］

保険期間中に、保険契約者または保険会社の意思に

より保険契約を取りやめることをいいます。

［解約］

保険期間中に、保険契約者の意思により保険契約を

取りやめることをいいます。

［解約返戻金］

保険契約を取りやめた場合に、保険会社が保険契約者

に支払うお金のことをいいます。なお、保険の種類や

契約方式、取りやめた事由等により返戻金の有無や

金額は異なります。

［価格変動準備金］

株式等の価格変動リスクに備え、支払い能力を確保

するため保険業法115条によって定められている準

備金で、積み立てる対象資産ごとの一定割合を積立

限度額に達するまで毎期積み立てる積立金のことを

いいます。株式等の売買等による損失の額が同利益

の額を超え、その差額のてん補に充てる場合を除い

ては、原則として取り崩せないこととされています。

［過失相殺］

過失とは、事故の際の不注意のことであり、被害者

にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償

額を減額することをいいます。

［過失割合］

過失とは、事故の際の不注意のことであり、事故が起

きた際、その事故の自分の過失と相手の過失を割合

にしてあらわしたものをいいます。

［共同保険契約］

リスク分散その他の事情により一つの損害保険契約を複

数の保険会社が共同で引き受ける契約形態をいいます。

［クーリング・オフ制度］

保険契約の取消し請求権をいいます。損害保険の場

合には、保険期間が１年を超える長期契約について、

契約の申込日からその日を含めて８日以内であれば

契約の取消しができます。ただし、営業または事業

のための契約等、対象外となる場合もあります。

［契約の更新］

既に保険契約に加入済みの保険の対象について、保

険期間の終了に際して、引き続き新しい保険契約を

締結し直すことをいいます。

［告知義務］

保険契約締結の際に、危険に関する重要な事項のう

ち、保険会社が重要な事項として求めた事項につい

て、保険契約者または被保険者になる方に事実を正

確にご回答いただく義務をいいます。

［再調達価額］

損害が生じた地および時における保険の対象と同一

の構造、質、用途、規模、型、能力の物を新たに建築ま

たは購入するために必要な金額のことをいいます。

［再保険］

保険会社が危険の分散を図るため、引き受けた保険

契約上の責任の一部、または全部を他の保険会社に

転嫁することをいいます。

［参考純率］

損害保険料率算出機構が算出した、保険料率のうち

事故が発生したときに保険会社が支払う保険金にあ

てられる部分をいいます。

［時価］

再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額

のことをいいます。

［事業費］

保険会社の事業上の経費で、損害保険会計では「営

業費および一般管理費」、「諸手数料および集金費」

を総称していいます。

［地震保険料控除制度］

所得税法上および地方税法上、地震保険契約につい

て、その支払保険料に応じた一定の額を保険契約者

の課税所得から控除できる制度をいいます。

損害保険用語の解説26
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［示談］

損害賠償の解決方法の一つで裁判によらず賠償額などを

当事者間で交渉して決める和解契約のことをいいます。

［質権設定］

債権者が債権の担保として債務者または第三者から

受け取ったものを債務が弁済されるまでに留置して、

弁済されない場合にはそのものから優先的に弁済を

受けることができる権利を設定することをいいます。

［失効］

保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始

後の一定の時点以降失われることをいいます。ただ

し、保険契約が解除されることにより、保険契約の

全部または一部の効力が失われる場合を除きます。

［実損てん補］

保険契約時にあらかじめ定めた保険金額を上限とし

て、実際の損害額を保険金としてお支払いすること

をいいます。

［自動継続］

保険契約者または保険会社のいずれかより特段の意

思表示がない場合、保険契約が満了した時に同じ補

償内容で自動的に契約を更新することをいいます。

［主契約と特約］

主契約は保険契約の基本となる部分で、主契約だけ

で契約は成立します。特約は主契約に付けるオプシ

ョン部分で、特約だけで契約はできませんが、この

特約により契約条件の変更、補償範囲の変更あるい

は保険料を分割払いにするなど希望にあった契約内

容とすることができます。

［正味収入保険料］

元受正味保険料に受再正味保険料を加え、支払再保

険料を控除したものをいいます。

［責任準備金］

将来において生ずる保険契約上の支払義務（債務）

に備えて積み立てる準備金の総称をいいます。

［全損］

保険の対象が完全に滅失した場合（火災保険であれ

ば全焼、全壊）や、修理・回収に要する費用が再調

達価額または時価額を超えるような場合のことです。

前者の場合を現実全損（絶対全損ともいいます。）、

後者の場合を経済的全損といいます。なお、全損に

至らない損害を「分損」・「一部損」といいます。

［相互扶助］

保険は「相互扶助」つまり「助け合い」で成り立っ

ています。

「自分が払い込んだものが他の多くの人を助けるため

に使われ、自分が助けられるときには、他の人が払

い込んだものが使われる」ということになります。

［ソルベンシー・マージン比率］

保険会社が、大災害など通常の予測を超えて発生す

る危険に対し支払余力をどのくらい有しているかを

判断するための、保険会社の経営の健全性を示す指

標のことをいいます。

［損害てん補］

保険事故によって生じた損害に対して保険会社が保

険金を支払うことをいいます。

［損害保険契約者保護機構］

経営破綻した損害保険会社の保険契約者を保護し、

これにより損害保険事業に対する信頼を維持するこ

とを目的として、保険業法にもとづき設立された法

人です。

［損害保険代理店］

保険会社の委託を受けて、保険会社の代わりに保険

契約の締結、保険料の領収などの業務を行う者をい

います。

［損害保険料率算出機構］

「損害保険料率算出団体に関する法律」にもとづき設

立された団体です。損害保険における公正な保険料

率を算出する際の基礎とすることができる参考純率

の算出等を行っています。

［損害率］

収入保険料に対する支払った保険金の割合をいいま

す。この損害率は、保険会社の経営分析や保険料率の

算出に用いられます。通常は、正味保険金に損害調査

費を加えた額を正味保険料で除した割合を指します。

［代位］

権利を有する人に代わってその人の権利を取得する

ことをいいます。

［第三分野］

第一分野・第二分野のいずれにも属さない傷害・疾

病・介護などの保険分野のことをいいます。

第一分野：終身保険などの生命保険

第二分野：自動車保険、火災保険などの損害保険
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［大数（たいすう）の法則］

サイコロを振って「１」の目の出る確率は、振る回

数を増やせば増やすほど「6分の１」に近づいてい

きます。すなわち、ある独立的に起こる事象につい

て、それが大量に観察されればある事象の発生する

確率が一定値に近づくということであり、これを

「大数の法則」といいます。個々人にとっては偶然な

事故であっても、大量に観察することによってその

発生率を全体として予測できるということになりま

す。保険料算出の基礎数値の一つである保険事故の

発生率は、大数の法則に立脚した統計的確率にほか

なりません。

［超過保険］

保険金額（契約金額）が保険の対象である物の実際

の価額（保険価額）を超える保険を超過保険といい

ます。

［重複保険］

同一の被保険利益について、保険期間の全部または

一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合を

広義の重複保険といい、また複数の保険契約の保険

金額の合計額が再調達価額または時価（額）を超過

する場合を狭義の重複保険といいます。

［通知義務］

保険契約締結の後に、保険会社が告知を求めた事項の

うち保険会社があらかじめ指定した事項に変更が生じ

た場合に、ご通知いただく義務をいいます。

［ディスクロージャー資料］

保険業法にもとづいて作成する保険会社の事業年度

ごとの経営状況（業績および資産）を掲載した資料

です。損害保険会社は毎年、ディスクロージャー誌

を発行し、本店および営業所等の窓口に備え付けて

あり、自由に閲覧することができます。本誌は当社

の「ディスクロージャー誌」です。

［被保険者］

保険の対象となる方または保険の補償を受ける方を

いいます。

［被保険利益］

損害の発生によって滅失する利益のことをいいます。

ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人

が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とあ

る物にある利害関係が該当します。損害保険契約に

は、被保険利益があることが必要です。

［比例てん補］

保険事故が生じたときの保険価額に対する保険金額

の割合に応じて、保険金額が削減して支払われるこ

とをいいます。

［分損・一部損］

保険の対象の一部に損害が生じた場合のことで、全

損に至らない損害をいいます。

［保険価額］

被保険利益を金銭に評価した額。つまり保険事故が

発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の

最高見積額です。

［保険期間］

保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間の

ことです。ただし、保険期間中であっても保険料が

支払われていないときには保険会社の責任は開始し

ないと定めていることが多いので、その場合は保険

事故が発生しても保険金は支払われません。

［保険業法］

保険事業の監督法規と保険事業を営む者の組織およ

びその行為に関する規定を含む1939年（昭和14年）

制定（1995年（平成7年）全面改正）の法律のこと

をいいます。保険事業が健全に運営されることによ

り、保険契約者等を保護するために定められていま

す。

［保険金］

保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被

保険者に支払う金銭のことをいいます。

［保険金受取人］

保険金を受け取る者として保険契約で定める方をい

います。

［保険金額］

保険契約において設定する契約金額のことをいいま

す。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う

保険金の限度額となります。その金額は、保険契約

者と保険会社との契約によって定められます。

［保険金が支払われない場合］

保険金が支払われない保険契約上の事由のことをいい

ます。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険

契約にもとづいて保険金支払いの義務を負いますが、

特定の事柄が生じたときには例外としてその義務を免

れることが保険契約上規定されている場合があります。
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例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故など

による損害については保険金を支払わないと規定し

ている保険約款があります。

［保険契約者］

保険会社に保険契約の申込みをする人をいいます。

契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことに

なります。

［保険契約準備金］

保険契約にもとづく保険金支払いなどの責任を果た

すために、保険会社が決算期末に積み立てる準備金

で、支払備金、責任準備金等があります。

［保険契約申込書］

保険契約を申込みする際に保険契約者が記入・捺印

し、保険会社に提出する所定の書類のことです。

［保険事故］

保険契約において、保険会社がその事実の発生を条

件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をい

います。例えば、火災、交通事故、人の死傷などが

該当します。

［保険者］

保険事故が生じたときに保険金の支払い義務を負う

者のことをいいます。

一般的には、保険会社がこれにあたります。

［保険証券］

保険契約の申込み後、その保険契約内容を証明するため、

保険会社が作成し保険契約者に交付する書面のことで

す。

［保険の対象］

保険をつける対象のことをいいます。火災保険での建

物・家財、自動車保険での自動車などがこれにあたり

ます。

［保険約款］

保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険

料支払や告知・通知義務、保険会社が保険金を支払

う場合の条件や支払額などについて記載されていま

す。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに

共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契

約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・

排除する特別約款（特約）とがあります。

［保険料］

保険契約者が保険契約にもとづいて保険会社に支払

う金銭のことをいいます。

［保険料即収の原則］

保険契約時に保険料全額を領収しなければならない

という原則をいいます。なお、保険料分割払契約など

特に約定がある場合には、この原則は適用されませ

ん。

［保険料率］

保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額

あたりの金額で表されています。例えば、保険金額

1,000円あたり1円の保険料であれば「1円」、また

は「１‰（パーミル）」と表現されることがあります。

［満期日］

契約で定められた保険期間が終了する日のことをいいま

す。

［無効］

ご契約のすべての効力が、契約締結時から生じなか

ったものとして取り扱うことをいいます。

［明記物件］

火災保険において、家財を保険の対象とする場合、1

個または１組の価額が一定金額（30万円など）を超

える貴金属、宝石、書画、骨董品などのことをいい

ます。これらについては、保険証券に明記して契約

する必要があります。

［免責金額］

自己負担額のことをいいます。一定金額以下の小さ

な損害について、保険契約者または被保険者が自己

負担するものとして設定する金額をいいます。免責

金額を超える損害については、損害額から免責金額

を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払

う方式とがあります。

［元受収入保険料］

元受保険契約によって、保険会社が収入する保険料

をいいます。

［元受正味保険料］

元受収入保険料から諸返戻金を控除したものです。

［元受保険］

再保険に対応する用語で、ある保険契約について再

保険契約がなされているとき、再保険契約に対して
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そのある保険契約を元受保険といいます。また、保

険会社が個々の保険契約者と契約する保険のすべて

を指す場合もあります。

［予定利率］

保険会社は積み立てられた保険料を運用しています。

そのため、運用によって得られる利益を予定して、

あらかじめ保険料を一定の利率で割り引いています。

この時に使用する利率を「予定利率」といいます。

［リスク］

損害保険では、危険のことを「リスク」という言葉

で表現しますが、この場合の「リスク（危険）」は偶

然な事故により損失が発生する可能性や不確実性と

いう意味で使います。
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