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建設段階の建設工事契約書
と損害保険
by：
川島 康夫（Yasuo Kawashima）
三信東栄リスクコンサルティング
大阪支店支店長

　本連載では、プラントの一生に関わる損害保
険について、損害保険をリスク転嫁の一手法と
してとらえ、プラント所有者（オーナー）の立場
から平易に解説していきたいと思う。
　時系列的に、
 ① プラントの建設中に関わる損害保険
 ② 建設業者（プラントメーカー）から引渡しを

受けた後の、操業中における損害保険
に大きく分けて、損害保険の必要性とその限界
について解説していきたい。企業契約の損害保
険を主に扱い、個人契約は基本的に触れないこ
とになる。
　また、プラントが国内だけでなく海外で建設・
操業されるケースが急激に増えているので、こ
れを視野に入れて解説したい。したがって、英
語表記での保険用語が端々に出てくるが、ご理
解いただきたい。
　ところで、保険業界の人に保険商品の説明を
してもらうと、頻繁に“保険業界用語”を使って
いることがわかる。いわく、「被保険者、保険目的、
てん補限度額、免責金額、自己負担額、保険金
額、保険料、保険金、免責事由…」。業界人でな
い人には、判然としない専門用語が出てくる。
本稿では、保険用語はできる限り使用したくな
い̶̶ しかし、保険という商品の特性は、「目に
見えないこと」である。保険会社と契約者との

間での約束事は、保険契約という契約書によら
ざるを得ず、契約書はその文言の定義が重要で
ある。このため、どうしても理解しなくてはい
けない場合がある。こうした保険用語について
は、そのつど「コラム」欄で解説していく予定な
ので、このシリーズ終了後には、読者は社内で
保険の薀

うん

蓄
ちく

を披露できると期待している !?

大前提̶プラントの建設における
契約のスタンス

　☆　建設工事契約書
　　（Conditions of the Contract）の重要性　☆
　オーナーが、建設業者にプラント建設の発注
をするところから見ていこう。まず、事業化の
事前調査や資金調達など、企業戦略の一環とし
て十分に検討された後に、建設業者への発注準
備に取りかかることになる。
　建設会社への発注は、随意契約の場合もある
し競争入札の場合もある。また発注内容も、い
わゆるターンキーベース（一括発注）の方式、個
別発注方式（製品・部品供給契約と建設契約に
分けて発注する方式など）があるが、ここでは
ターンキーベースの発注方式を前提として解説
する。
　種々のプロセスを踏んだ後、建設業者が決定

新連載
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プラント一筋の保険およびリスクマネジメント専門家。日産
火災海上保険、エーオンジャパンなどで、国内外のプラント
建設工事およびPFI 事業に関わる各種保険、契約書のリスク
マネジメントなどで手腕をふるってきた。2003年から現職
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工事請負契約約款をベースに作成し、これに特
別仕様書（Technical Conditions, Specification）、
設計図書（Drawings）、付属書類などの書類が
添付され、請負者と契約を締結している場合が
多い。
　建設中においては、図表̶1に示す項目など、
発注者・建設業者にとって想定されるリスクは
多岐にわたる。互いに、入札段階を含め建設中
にどのようなリスクがあるのか、十分な検討が
必要であり、これらリスクの評価を正確に検討
した後に、契約書の素案を作成し建設業者に提
示しているだろうか？　ここは、リスクマネジ
メントにとっても保険にとっても非常に重要な
ポイントである。

　☆　日本的スタンスの危険性　☆
　工事を進める上で、発注者と建設業者を“つ
なぎとめているもの”は建設工事契約書である。
　しかしわれわれ日本人は、古くから付合いが
ある建設業者（プラントメーカー）は信用が置
ける、困ったときには迅速に対応してくれる、

すれば、建設工事（請負）契約書を締結し工事
が本格的にスタートすることになる。この建設
工事契約書には、「契約締結後建設期間および
引渡し後（検収後）の一定期間において、両当事
者である発注者・請負者との責任関係」などが
記述されているはずである。しかし、両当事者
の交渉において、締結される事項についてどの
程度意識して契約されているかが実は問題とな
るのだ。
　読者の会社では、この建設工事契約書（発注
書）を独自につくっているだろうか？　わが国
の多くの民間企業では、民間（旧四会）連合協定

「保険」の悪いイメージ

　「保険」̶̶ この言葉に、読者はどのようなイメージを持っているだろうか。その人の職種、今までの経験によってさまざまな
イメージがあるだろう。
　保険金詐欺事件が起きて、マスコミが騒然とすることも近頃多いのだが、やはり“身近な保険”のイメージでは、生命保険、自
動車保険、火災保険、海外旅行傷害保険などが代表的だろう。一家の大黒柱が突然、事故や病気によって亡くなって生命保険
のお金を受け取った話もよく聞くし、病気になって生命保険の給付を受けた人も相当数いると思う。交通事故の被害者（あるい
は加害者）の立場になったとき、自動車保険に加入していた保険会社の世話（？）になった人も多いのではないか。
　一方、保険の勧誘時には「補償できないケース」を説明してもらえず、いざ保険のお金をもらおうとすると、どこそこの条文に補
償できませんと書いているからダメですと言われる̶̶こういう話もよく聞く。保険の契約書（保険約款、特約条項など）は小さ
い字で書かれており、誰も読まないような・読めないような構成にしてあって、わけがわからないと不満を持っている人も多い。
　「保険業界というのは、体のよい脅迫産業である」と言う人もいるくらいだ。これまで掛けていた保険を止めようとすると、「もし
保険を止めた途端に事故があったらどうするのですか」と保険会社・保険代理店の人から言われ、保険の解約を躊躇した経験
を持つ人もいる。
　保険に対して悪い印象を持つことも多いが、保険の専門家の立場からみれば、このような誤解は保険勧誘する際に保険会社・
保険代理店の人が、顧客に十分な説明をしていない場合に起こるものである。保険制度そのものに大きな欠陥があるとは言え
ないし、契約者側（顧客）に保険の十分な理解がないままに契約された場合にこそ、大きなもめごとや保険商品に対する不満が
出てくるのではないかと思われる。
　ところで、わが国では保険業法によって「生命保険業」と「損害保険業」は兼営できない仕組みとなっていて、生命保険は生命
保険会社で、生命保険以外の保険（これを損害保険という）は損害保険会社によって引き受けられている。もちろん、生命保険
と損害保険との間には明確に区別がつかない商品も多く存在する。たとえば、「海外旅行傷害保険」という商品は、損害保険会
社によって販売されている。しかし、渡航中に病気になって現地の病院などで世話になった場合、その治療費・医療費について
も補償をしてくれるし、病気死亡の場合も約束した金額を遺族に支払ってくれる生命保険的な商品もある。

① 不可抗力によって建設中の工事の目的物（プラント）
に損害が生じた場合

② 工期延長、設計変更などによって生じた建設増加費
用はどちらが負担するのか

③ 建設業者側の理由により、引渡しが遅延した場合
④ 操業後の、プラント自体の性能不足による問題
⑤ 互いの不履行の場合

図表̶1　プラント建設中のリスク
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あのときは世話になった、ムリを聞いてくれる
などと考えがちである。日本の商慣行に慣れす
ぎ、法律的に物事をわり切って処理するよりは、
会社間のまたは人間的結び付きによって問題解
決をしてきたのではないかと思われる。
　このこと自体が悪いというのではないが、こ
うしたスタンスでは、まず海外の契約相手先で
問題が生じた場合には通用しない（最近は、日
本企業同士でも契約書の条文を楯にドライに
進めることが多くなってきた）。そして、莫大な
損失を被る可能性があり、契約書の条文を楯に
とられて相当の損失を被っている企業が多いと
いうことを認識しておく必要がある。
　ターンキーベースだから、プラント建設中の
コトはすべて建設業者（プラントメーカー）にお
任せというのでは、実に心許ない対応といえる
であろう。

　建設中に関わる損害保険

　　　̶̶誰が手配するのか？
　建設工事契約約款には、必ず「工事中におけ
る損害保険の付保規定（Insurance clause）」が
存在する。
　工事中のプラントは、完成すれば強固な施設
になるが、建設途上は強固なものではなく、さま
ざまな危険にさらされている。保険条項には、図
表̶2などの事項などが記載され、その保険条
件（カバー内容）などを規定している。
　これらは、統計的にも経験的にも建設中のリ

スクがいかに大きいかの証であり、リスク転嫁
の一手段として保険の利用を明確にしているも
のである。ただし、保険によってすべての建設
途上のリスクが転嫁されるわけではなく、保険
へのリスク転嫁には限界があることも理解して
おきたい。
　☆　保険のカバーと当事者の危険負担とは
　　　別次元のもの　☆
　ところで、工事中の損害保険を、発注者・請
負者のどちらが保険手配するかは契約書上で
の約束事になる。仮に、請負者が工事保険を手
配することになっていた場合、工事の目的物に
損害が生じたとき、「保険を手配していたのは
請負者だから、その後の出費は請負者が後始末
をしなければならない」「保険でカバーされよう
とされまいと、請負者が保険手配するのだから
請負者がその損害を負担すべき」というような
意見がよく出てくる（発注者が保険手配した場
合、逆の意見が往々にして出てくる）。
　ここで注意を要するのは、保険は危険を転嫁
する一手法であり、「保険でカバーされる、され
ないという問題」と「両当事者の危険負担」とは
別次元だということを理解しておく必要がある
ことだ。

工事契約書あれこれ

・わが国の公共工事においては、「公共工事標準請負契約約款」が利用されており、地方自治体でもこれをベースに独自の契約
約款を作成しているが、基本的な内容は同じである。
・有力な欧米系民間企業の多くは、発注者として独自の工事契約約款を複数持っているといわれ、請負者との交渉によって適宜
内容を変えて締結に応じている。
・世界銀行の融資案件においては、入札図書サンプルにFIDIC 約款が組み込まれ、国際建設契約約款のスタンダードフォーム
として利用させるよう推奨している。国内外でのプラント建設においても、この約款の内容を理解しておくことは非常に有意義な
ことである。なお、FIDIC（International Federation of Consulting Engineers）とは、あらゆる技術分野を包含し、独立、中立の
立場を保持し各国のコンサルティング・エンジニア協会を会員とする連盟で、本部はローザンヌ（スイス）にある。ひとつの国に
つき、ひとつの協会という加盟で、わが国は日本コンサルティングエンジニア協会が加盟している。

 ① 工事の目的物の損害に備えた保険
 ② 工事関係者以外の第三者に損害を与えた場合に備

える保険
 ③ 建設労働者の労働災害に備えた保険など

図表̶2　建設に関わる保険条項
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工事中に関わる損害保険

　プラント建設の流れに沿って、この期間中に
おけるリスクとこれに対応する保険を概観する

（図表̶3）。
　①　履行保証保険

　請負者の工事不履行によって、発注者が被
る損害が金銭的にカバーされることを目的とす
る。請負者が保険会社と契約した「保証保険」を、
発注者に提出する。このことにより、契約保証
金を免除するものである。入札保証保険、瑕

か

疵
し

担保保証保険も用意されている。
　なお海外では、保険ではなく銀行・保険会社
が発行するボンド（Bond）で対応していること
が多い。これは、銀行・保険会社などが連帯保
証人となって、請負者が工事を履行することを
約した保証書のこと。Bid Bond、 Performance 
Bond、 Maintenance Bondなどがあり、銀行が
発行するものをBank Bondと呼んでいる。
　1995年、わが国の公共工事でもこの履行保
証制度の1つとして履行ボンドが導入され、契
約保証金などの代わりとして利用されている。
　②　運送保険・貨物海上保険

　工事用資材・機械類が、製作工場より出荷さ
れ、工事現場に搬入されるまでの運送中に生じ
た損害がカバーされる保険。
　海上運送など海外への運送には、貨物海上保
険（Marine Cargo Insurance）が、国内運送には
運送保険（Inland Transit Insurance）が利用さ
れる。
　ここで、「カバー」という言葉は、「てん補され
る」「補償される」と同義語と考えてよい。保険
会社の立場からは「てん補します」ということに
なるが、本稿ではオーナーから見た「カバーさ
れる」に統一する。
　③　工事保険

　工事用資材・機械類が工事現場に搬入された
ときから、工事完成引渡し（発注者の検収まで）
の間に生じた、工事の目的物が損害を受けた場
合に備える保険。
　わが国では、プラント建設には組立保険

（EAR：Erection All Risks Policy）、ビルなどの建
設工事には建設工事保険、トンネル工事などに
は土木工事保険が用意されている。
　工事保険の名称は、国によって異なるが、
Contractor's All Risks Policy（CAR）、Contract 
Works Insurance などがあり、基本的な補償

工事の目的物（工事用資材を含む）
に対するリスク

建設用機械に対するリスク

設計の過誤による工事追加費用

工事保険でカバーされる損害によって
操業遅延による、予定利益減少のリスク

第三者に対するリスク

従業員・労働者に対するリスク

既存プラント施設に対するリスク

自動車運行に対するリスク

船舶に対するリスク

契約に伴う債務の保証

契約に伴う代金決済などのリスク（海外）

②貨物海上保険 ③工事保険 ③メンテナンス特約

③工事保険または
　　　　　動産総合保険

④専門職業賠償責任保険

③操業遅延保険

工事保険または
　　　　④第三者賠償保険

⑤労働災害補償保険
 使用者賠償責任保険

工事保険または
　　　　第三者賠償責任保険

⑥自動車保険

船舶保険

①入札保証

貿易保険（貿易一般保険、為替変動保険、輸出手形保険、輸出保証保険など）

①履行保証保険（履行ボンド） ①瑕疵保証

設計

資材調達

④完成作業危険賠償
　責任保険

入
札

契
約
締
結

船
積
み

現
場
搬
入

着
工

引
渡
し

最
終
引
渡
し

図表̶3

プラント建設工事
の流れと保険
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範囲は同じである。建設中のリスクを包含し
て 引 き 受 け る Comprehensive project（CP）
Insuranceもある。
　このCP保険は、発注者（オーナー）用の保険
で、貨物海上保険、工事保険（含む建設機械）、
賠償責任保険、操業開始遅延保険（Delay in 
start-up）がパッケージ化されたものである。操
業開始遅延保険はオーナーのための保険であ
ることから、建設業者は操業開始遅延保険を含
めたCP保険には加入できない。
　④　賠償責任保険

　工事の遂行に起因して、工事関係者以外の第
三者に障害を与えた場合、財物を損壊したため、
法律上の損害賠償責任（PL責任）を負うことに
よって被る損害に備えた保険。わが国では、「請
負業者賠償責任保険」と呼んでいる。
　賠償責任保険も、国によってその名称は異
な り、Third Party Liability Insurance （TPL）、 
General Liability Insurance、 Commercial 
General Liability Insurance（CGL）、 Public 
Liability Insurance、Umbrella Insurance な ど
がある。

　⑤　労災保険

　工事に従事する従業員の、業務上における労
働災害を補償する保険。
　わが国には、政府労災保険の上乗せ契約であ
る「法定外補償契約」（Workers Compensation 
Insurance）と、使用者の過失責任があった
場合に備えた「使用者賠償責任保険」（EL：
Employers，Liability Insurance）がある。
　海外では、各国の労働災害法に基づいて、さ
まざまな補償制度を設けている。
　⑥　自動車保険

　わが国には、強制保険である自動車損害賠償
責任保険（自賠責保険）と任意で契約する自動
車保険がある。自賠責保険の補償対象は、人に
与えた損害に対し、死亡：3000万円（最高）、後
遺障害：4000 万円（最高）、傷害治療：120 万
円（最高）だけがカバーされる。
　自動車保険は、各国とも法律により強制加入
しているケースがほとんどである。

　次回は、上記で述べた各保険について、もう
少し詳細に眺めていくことにしよう。

保険用語ひと口メモ（その1）

「保険金額」「てん補限度額」「保険金」「保険料」とは・・・
　損害保険契約には、いろいろな保険用語が飛び出してくる。このコーナーで、ちょっとおさらいをしよう。
　①　保険金額
　保険契約者と保険会社との契約時点で決められる契約金額で、保険でカバーされる事故が発生した場合、保険会社が支払
う最高限度額と考えてよい。自宅の建物に保険金額2000万円、収容家財に保険金額1000万円の火災保険を契約しているケー
スで、万一火災にあった場合3000万円の補償が得られる̶̶この金額である。お金に代えられない思い出の品 は々戻ってこ
ないが、保険はこれらを冷徹に経済的損失だけに置き替え、コトがあったときにお金をくれる仕組みとなっている。この金額は、
保険会社にとって非常に重要なもので、たとえば保険金額が100 億円以上のプラント施設ともなると自社では引き受けられない
ケースも出てくるし、保険料算出の基礎にもなる大事な指標である。
　②　てん補限度額
　保険金額と同じ言葉と解して差し支えない。保険の種類によって言い方はマチマチで、賠償責任保険ではよくこの用語が出て
くる。火災保険でも使うことがある。プラント施設の火災保険の保険金額が500 億円であっても、てん補限度額が1事故につい
て100 億円と設定されていると、保険会社が支払ってくれる最高の補償額は100 億円となる。
　③　保険金
　保険でカバーされる事故が生じた場合に、保険会社が契約者または被保険者（この用語は次回説明する）に支払う金額。て
ん補金ともいう。
　④　保険料
　掛け金のこと。ある保険契約をする場合、保険契約者が保険会社に支払う金額をいう。
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第2回

プラント建設中の保険
̶̶組立保険の概要
by：
川島 康夫（Yasuo Kawashima）
三信東栄リスクコンサルティング
大阪支店支店長

　前回述べたように、プラント建設に関わる損
害保険などは各種リスクに応じて用意されてい
る。今回は、プラントの建設現場における損害
などに対応する保険のうち、工事の目的物の損
害に対応する「工事保険」について解説する。
　工事保険は、対象の工事に個別にマッチさせ
るオーダーメード型の保険である。したがって
以下の内容は原則的なものであり、契約者の意
向に沿って保険会社がフレキシブルに対応して
くれる事項もある。

「工事保険」について

　わが国での工事保険には、
・土木工事保険
・建設工事保険

・組立保険
の3つが用意されている。プラント建設に対応
するのは「組立保険」なので、これを中心に解説
していこう。
　さて、プラント建設は、大きく整地工事・基
礎工事・プラント工事に分けられる。また、設
備オーナーがこれらの工事を分離発注する場
合もある。しかし、一般的には整地工事・基礎
工事もプラント工事の一部と見なして、1つの

「組立保険証券」で引き受けてもらうことが可能
である。
　整地工事や基礎工事などはプラント工事に
付随して行われると解釈できるし、純粋にプラ
ント工事としての費用は、整地工事・基礎工事
などの費用より大きい。そこで、1つの証券で
引き受けてもらうこともできるのである。

川島康夫氏プロフィル

プラント一筋の保険およびリスクマネジメント専門家。日産
火災海上保険、エーオンジャパンなどで、国内外のプラント
建設工事およびPFI 事業に関わる各種保険、契約書のリスク
マネジメントなどで手腕をふるってきた。2003年から現職

だれが組立保険を契約するか？

　基礎工事や建屋工事が、プラント工事と分離発注される場合、必ず問題が生じるのは互いの取り合い部分（接合部分、既存
部分と新規部分の境目）である。
　複数の業者のいずれかの責任において取り合い部分に損害が生じた場合、その責任の所在は契約書上のあらゆる条項に及
んでくるので、工事業者間で紛争の種になりやすい。
　このため、全体のプラントをまとめて工事保険で対応する方がよいとも考えられる（紛争のすべてが解決するわけではないが）。
このときは、オーナーが保険契約者となって工事保険を手配することになる。
　最終的には、オーナーがこの保険を付保するかプラントメーカーが付保するかは、契約書の保険条項によって取り決められる
ことになる。
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組立保険の概要

　組立保険は、「工事の目的物およびその材料
が、プラント工事現場に搬入されたときから、
工事完成引渡し（オ－ナーの検収）までの間に
生じた損害」に備える保険と考えてよい。
　工事用資材・機械類が搬入される前には、工
事現場事務所も建設されるが、この工事現場事
務所の火災などの損害も、この保険の対象にな
る。
　なお、工事現場とは工事の目的物が建設され
る場所を指すが、工事用資材などの保管場所あ
るいは組立準備のために、工事現場とは離れた
場所に一時的に保管され、加工される場合もあ
る。このような場合には、あらかじめ保険会社
に申し入れることによって、工事現場の一部と
して取り扱ってくれる。また、そこから工事現
場までの輸送中のリスクについても、カバーし
てもらうことが可能である（図表̶1）。

組立保険の目的（保険の対象物）

　組立保険の対象となるものは、下記①、②で
ある。
　①　 工事の目的物およびその材料

　工事の目的物とは、工事完成後発注者に引渡
しする目的物で、対象工事となっている機械・

機械設備・装置・プラントなどのこと。工事の目
的物の材料とは、機械の部品・鋼材・鋼管・セメ
ントなどをいう。オーナーから特別に支給され
る資材・機材がある場合には、これらを保険の
対象物とする必要がある。
　②　工事用仮設物およびこれに収容される什器備品・事

務用品・厨房用具など

　工事用仮設物とは、工事現場事務所、宿舎、
倉庫など工事のために一時的に工事現場に建
設され使用される建物で、工事完成後撤去され
る建物・施設と考えてよい。恒久的な建物の一
時的な使用は、保険の対象とはならない。
　また、組立保険の対象物とならないものは、
原則として図表̶2のとおりである。

組立保険でカバーされる損害

　日本の組立保険の約款では、「保険会社は、
保険証券記載の工事現場において〔不測かつ突
発的な事由によって、保険の目的に生じた損害
をてん補する〕」としている。
　また、海外の代表的な工事保険証券では、以
下のように表現している。

資材現場

資材・機器など
保管・加工

建設現場

最終地点

保管中のリスク 輸送中のリスク

組立保険でカバー！

あらかじめ
申し出が
必要！

図表̶1　保管中・輸送中のリスクと組立保険

The insurers hereby agree with the insured that if 

at any time during period of cover the items or any 

parts there of entered in the Schedule 〔shall suffer any 

unforeseen and sudden physical loss or damage from 

any cause〕,　other than those specifically excluded,

………

　The insurers とは保険会社のことであり、
The insured は被保険者（保険用語ひと口メモ

（その2）を参照）のことである。重要な文言は、
〔　〕部分の表現。両者は同義と解釈して問題な
いが、工事の目的物に損害が生じた場合、この
表現の解釈・理解の仕方が保険でカバーされる
場合と、されない場合の分岐点となる。
　被保険者が損害だと認識していても、保険約
款上ではカバーされない損害であると保険会社
から言われて、とまどった経験のある人も多い
だろう。組立保険では、“カバーされない損害”
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図表̶2　組立保険の対象物とならないもの（原則）

●  据付け機械設備などの工事用仮設備、工事用機械器
具・工具およびこれらの部品

　工事用仮設備、工事用機械器具・工具およびこれらの部品は、

組立保険の対象にならない。しかしクレーンなどの据付け機械設

備などは、保険契約者の申入れにより組立保険の保険目的に入れ

ることが可能である。近年、これら据付け機械設備などはリース

物件が多く、リース会社が保険を手配していることが多いので、

工事保険での対応は少ない。

●   飛行機、船舶・水上運搬器具、機関車、自動車など
　これら車両は、保険引受け上の分野調整によって他の保険（航

空保険、船舶保険、自動車保険など）が用意されていることから、

組立保険では対象外としている。これらの車両の損害はカバーさ

れないが、たとえばトラッククレーンの転倒によって保険の対象

物に与えた損害は当然カバーされる（右図）。

●  設計図書、帳簿、通貨、有価証券など
　設計図書は、建設に関して非常に重要不可欠な書類である。し

かし、保険の性質上̶̶ 再作成する費用をいかに算定するかが困

難であること̶̶によって、保険の対象にすることが難しく除外

されている。

　また、通貨（現金）については他の保険（動産総合保険）で引き

受けられることから、工事保険では保険の目的から除外している。

国内では、工事事務所に多額の現金（通貨）を保管することはない

が、海外のとくに発展途上国では賃金の支払いを手渡しで行う場

合もある。現金の盗難に備え、例外的に工事保険の対象としてい

る保険契約もある。

●  触媒、溶剤、冷媒、熱媒、潤滑油など
　触媒、溶剤、冷媒、熱媒、潤滑油などは消耗品であり、また保険

会社から見て保険の対象にしたくない意図があって、原則保険の

目的から除外されている。ただし、契約者の申入れにより、これら

を保険の目的に

することは可能

である。

●  原料、燃料
 など
　工事のために

使用する燃料、負

荷試運転のため

に使用される原

料などは、保険の

目的から除外して

いる。

ク
レ
ー
ン
転
倒
！

クレーン自体の損害
吊り上げていた
機器の損害

すでに据え付けた
プラントの一部の損害

「クレーン転倒」による損害

カバーされない 組立保険でカバーされる！

保険用語ひと口メモ（その2）

「被保険者」「保険料率」「免責金額」とは・・・
　今回飛び出してきた保険用語を確認しよう。
　①　被保険者（Insured）
　保険の補償を受けられる人、または保険の対象となる人をいう。被保険者は個人の場合もあれば法人の場合もある。また、
保険契約者と同一人の場合や、別人の場合もある。
　プラント工事の場合、多くの工事関係者が広範囲にわたっている。各関係者相互間のトラブルを避けるために、工事関係者全
体を包括的に被保険者とすることが望ましいと考えられ、わが国の組立保険の多くでは発注者（オーナー）、建設業者（プラント
メーカー）、下請負人、孫請負人、機器供給者、リース業者などプラント工事に関わるすべての人を被保険者としている。海外の建
設工事契約書では、必ず発注者（オーナー）およびその代理人を含め、被保険者に入れておくように規定している。
　②　免責金額（Amount to be born by the insured,Excess,Deductibles）
　被保険者の自己負担額のこと。一定金額以下の損害について、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。免責金額を超える損害について、免責金額を控除して支払ってもらうエクセス方式と免責金額を超えた損害の場合は
全額支払ってもらうフランチャイズ方式がある。工事保険ではエクセス方式を採用している。
　たとえば、工事保険で免責金額（組立保険では自己負担額という）を100万円／1事故とした場合、1回の事故で100万円以
下の損害ではまったく保険金を受け取れない。また、損害が1000万円の場合は、900万円が受け取れることになる。なおプラ
ント工事では、この免責金額の設定額を、工事中と負荷試運転期間中に分けている契約が多い。
　③　保険料率（Premium Rate）
　保険料の保険金額に対する割合のことで、保険料を計算するもとになる数値。世界中、慣習的に貨物海上保険・船舶保険な
ど（マリン分野の保険）ではパーセント（％：100 分の1）表示をするが、火災保険や工事保険などの保険種目（ノンマリン分野の
保険）ではパーミル（‰：1000 分の1）の表示をしている。
　たとえば、組立保険で保険金額が100 億円の場合、保険料率が6円（保険料が、保険金額1000円に対して6円。6‰）で
ある場合、保険契約者が保険会社に支払う保険料は6000万円となる。
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に該当しない限り、カバーしてくれる保険と考
えてよい。つまり、図表̶3の“カバーされない
損害”以外の損害がカバーされることになる。
　具体的には、以下の事由による損害がカバー
されることになるだろう。
 ① 組立作業員の作業の欠陥、取扱い上の拙劣

による事故
 ② 第三者の悪意による事故、盗難による損害
 ③ 暴風雨、水害、地すべり・土砂崩れなどの
自然現象による事故

 ④ 火災、爆発による事故
 ⑤ 航空機などの落下・クレーンなどの転倒に

よる事故
 ⑥ 電気的・機械的事故（とくに、無負荷運転、

負荷試運転中に顕在化する）
 ⑦ 設計、材質・工場製作の欠陥による事故（と
くに、負荷試運転中に顕在化する）

損害額の算定

　工事現場で損害が生じた場合、請負者の復旧
手順は次のプロセスを踏むことになる。
 ① 損害の拡大防止・軽減作業
 ② 損害個所の把握
 ③ 事故原因の究明
 ④ 損害個所（物）の解体・片付け・除去
 ⑤ 機器の再製作・再購入
 ⑥ 工事現場での復旧作業
　このように、一度事故が起きれば、その復旧
には人件費などを含め膨大なコストが費やされ
ることになる。事故の大小に関わらず、契約書
などにおいて約定された完成引渡し日までに完
成されなければ、請負者は引渡し遅延による「損
害賠償の予定」に基づく損害を被ることになる

図表̶3　組立保険でカバーされない損害

●  戦争、外国の武力行使、内乱、武装氾反乱などの行為、
テロ行為などによる損害

●  暴動、騒じょう、労働争議中の暴力行為
●  官公庁などによる差押さえによる損害
●  地震・噴火・津波による損害
　  保険会社に申し出ることにより、このリスクをカバーしても

らえることは可能。保険会社の引受け能力によって、てん補限

度額の設定がされる場合がある。また追加保険料も当然必要と

なる

●  核燃料物質などの放射性・爆発の作用、放射能汚染に
よる損害

●  保険契約者、被保険者・工事現場監督者の故意・重大
な過失による損害
　  工事作業員の故意

によって事故が生じる

場合もあるが、このこ

とまで免責としている

のではない。彼らの行

為による損害はカバー

される

●  工事の目的物の
性質・自然の消耗

（錆、スケールなど）
による損害

　  保険カバーの大前提である、偶然性がないので免責となる。

ただし、錆などにより設計応力が不足して損害が生じた場合は

カバーされる

●  在高調査によって発見・紛失または不足の損害
　  棚卸しの際に発見されるこれらの損害は、その損害がいつ生

じたかを把握することが困難なため免責としている

●  工事の目的物の設計、材質、工場製作の欠陥を除去す
る費用

　  この条項の解説には、数ページ分の分量が必要となる。組立

保険では、事故に伴わない欠陥自体は保険事故ではなく、これ

らの欠陥を除くための費用はカバーされないと解釈しておいて

ほしい。日本の組立保険では、設計上の誤りによって製作され

た機器あるいは工場製作において機器の一部に「鋳造巣」（引け

巣、ブローホール、ピンホールなどの鋳造欠陥）があり、負荷試

運転中に発生した事故はカバーされることになっている。すな

わち、事故発生直前に発見し再製作しなけらばならなくなった

費用はカバーされない（図）

●  工事契約上、納期遅延・能力不足などの債務不履行に
よる損害

　  「Delay in completion, Lack of performance」による契約書上

のいわゆる「Liquidated damage」＊は、この保険でカバーしよう

とする物的損害ではないのでカバーされない。これらリスクを

引き受ける保険は存在するが、現在、このリスクを引き受けて

くれる保険会社はほとんどないと言って過言ではない

＃1の損害 ＃2～4の損害

「緊急停止」による損害

＃5～6の損害
（のおそれ）

カバーされない組立保険でカバーされる！

＃1 ＃2 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6

損害

負荷運転中に、機器1（＃1）に損害が出た
↓

緊急停止
↓

＃2～4は損害なし。＃5～6は、運転していない

損害なし スタンバイ用

＊ どのような建設工事契約書においても、完成遅延あるいは能力不足の場合にどうするかを規定している。日本のプラント業界では、この損害を「ペナル
ティ（penalty）」もしくは「リキ・ダメ（liquidated damage)」ということが多い。しかし本来、双務契約においては、両当事者の債務不履行にペナルティという
概念を持ち出すこと自体が間違い。そこでここでは、「liquidated damage」（損害賠償の予定）という言葉をあえて使った。その具体的な中身が、「Delay in 
completion, Lack of performance」である。
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し、オーナーにとっても予定した操業開始が遅
延することによる営業損失などが発生すること
になる。
　一方、組立保険では「損害額は、損害の生じ
た保険の目的を損害発生直前の状態に復旧す
るために直接要する修理費および修理に必要
な点検または検査の費用」としている。また、た
だし書きで、「仮修理費、模様替え・改良による
増加費用、損害復旧方法の研究費用、復旧作業
の休止・手待ち期間の手待ち費用は復旧費には
含まないこと」としている。さらに、復旧費は請
負金額（請負工事の場合）を構成する費目（機器
単価、人件費単価）をもとに計算される。
　実務上、保険契約者と保険会社で問題とな
るのは、上記③の項目である。単純な事故であ

るなら問題ないが、事故によっては、建設業者
（プラントメーカー）が原因究明するコストが膨
大となり、組立保険ではカバーされないことに
なっている。
　また、負荷試運転中の事故であった場合（計
画出力50％時点での事故であった場合）、その
計画出力50％までの負荷試運転に要する費用

（人件費、原材料費）をどうするかが問題となる。
保険会社の考えは、「損害発生直前の状態」と
は負荷試運転前の状態に復旧することであり、
50％まで立ち上げる負荷試運転に要する費用
までは認めていない。
　したがって、組立保険を付保していても、そ
の保険金は、関係者のすべての損失をカバーし
てくれるものではないのだ。

保険料の算出

　保険商品の中身はもちろんだが、保険を購入する側から見れば“値段”はどの程度になるか、すなわち組立保険の保険料が
どのように算出されているか知りたいところである。
　保険会社にとって、保険料算出には右に示すような資料が必要となる。この資
料は膨大なものとなるので、とりあえずは保険会社が求める資料を聞いて、求め
られた資料は提出した方がよい。プラントは技術革新が常に求められており、メー
カーにとってもオーナーにとっても未知のリスクを秘めていることを、保険会社の
専門部隊なら十分に知っているものだ（通常、保険会社の本社には工事保険を
専門に扱う部署があり、彼らは主要な再保険会社とも交渉を重ねながら保険料
を算出している。大規模なプラント工事の場合、保険会社の営業社員・保険代
理店の人が保険料を算出することはほとんどない）。したがって、求められた資
料あるいは質問には、誠意を持って応じることが重要だといえる。
　保険会社がそのリスクを引き受ける場合に知りたいことは、このプラントがどう
いう設備なのか、プロトタイプか否か、プラントメーカーの納入実績は
十分か、プラントのフローシート上とくに負荷試運転中に爆発危険があ
るか、どのような機器構成（金額構成比率）になっているか、負荷試
運転の期間はどのくらいか、建設現場周辺にプラントがあるか（既設
プラントの存在の有無で“もらい事故”の可能性があるのかといったこ
と）、工事現場周辺の水害危険はあるかなどを知りたいと考えている。
　これらの内容によって、大きく保険料は左右されることになる。さら
に、保険内容（保険会社用語で「担保内容」という）の違いによって保
険料は変わってくる。担保内容が良ければ保険料は高くなる。免責金
額（ひと口メモを参照）をより高額にすれば、保険料は安くなる。
　なお、工事保険の保険料率は、工事開始当初、その出来高はゼロ
からスタートし、工事の進捗に伴って金額が増加していく。完成価格に
対して保険料率を乗じるのは保険料の取り過ぎ（支払い過ぎ）ではな
いかとの意見もあるが、工事進捗率を加味して算出されているので問
題ないといえるだろう。

 ①工事契約書
 ②プラントの仕様書
 ③プラントのフローシート
 ④工事施工方法書
 ⑤工事現場全体の配置図、工事現場付近の図面
 ⑥図面（平面図、側面図）
 ⑦地盤・土質調査書
 ⑧工事請負金額（発注金額）の明細書
 ⑨工事工程表（予定工事進捗出来高表含む）
 ⑩プラントメーカーの経験（納入実績）
 ⑪機器納入者（とくに海外からの調達か否か）

保険料算出に必要な資料

A

主項目

● プラント建設工事の「主工程表」

● プラント建設工事の「工事進捗出来高（予定）表」

費用
＊

△
完成引渡し
（険収）

△
完成引渡し
（険収）

△
工事開始

無負荷試運転

無負荷運転

＊費用は、予定完成費用（価格）で、単位は百万円

B
C

D
E
F

G
H
I

500
800
1000

1500
1700
2000

1500
500
500

10000
（百万円）

8000

6000

4000

2000

0

4月 5月 6月 7月 8月
2004年 2005年

9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

工事保険は、工事着工のときから完成価額を保険金額として契約するが、保険料（掛け金）
を余分に支払わなくていいように保険料率は工事進捗率を加味して算出されている｡

工事の工程と保険料の算出
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第3回

プラント建設中の保険
̶̶第三者賠償責任保険
by：
川島 康夫（Yasuo Kawashima）
三信東栄リスクコンサルティング
大阪支店支店長

　プラント工事中における第三者への損害賠
償責任に備える保険として、請負業者賠償責任
保険、工事保険の賠償責任条項、あるいは賠償
責任担保特約条項が用意されている。
　わが国では、「請負業者賠償責任保険」への加
入が圧倒的に多い。これは、工事保険の賠償責
任条項・賠償責任担保特約条項と請負業者賠償
責任保険でのカバー内容が若干違うこと（請負
業者賠償責任保険の方が、担保内容などについ
てフレキシブルに対応できる）、および保険代

理店・保険ブローカーの募集手数料率が、工事
保険より請負業者賠償責任保険の方が大きい
ためである。
　なお、この保険は請負業者用の保険のように
思われるが、後述するようにオーナーにとって
も非常に重要な保険である。

カバーされる損害

　この保険は、「工事の遂行」に起因し、または

川島康夫氏プロフィル

プラント一筋の保険およびリスクマネジメント専門家。日産
火災海上保険、エーオンジャパンなどで、国内外のプラント
建設工事およびPFI 事業に関わる各種保険、契約書のリスク
マネジメントなどで手腕をふるってきた。2003年から現職

「損害賠償責任」あれこれ

・法律上の損害賠償責任は、必ずしも裁判上の確定判決を要しない。示談・和解による賠償責任が確定する場合も保険
対象となる

・賠償責任保険が付保されていれば、結果として法律上の損害賠償責任がなかった（勝訴した）場合でも、紛争の解決の
ために要した争訟費用などは受け取ることができる

・損害賠償責任を負担するケースは数多く存在するが、そのすべてが賠償責任保険でカバーできるわけではない。名誉毀
き

損
そん

・プライバシーの侵害・不当拘束の場合や財物の損壊を伴わないで経済的損害を与えた場合などは、一般的に保険で
はカバーされない（一部保険あるいは特約によりカバーされる場合もある）

・わが国の一般民事損害賠償責任の伝統的な考え方は、「過失なきところに責任なし」である。損害賠償責任行為が成立す
るには、次の 4つの条件がある場合である
 ①加害者に過失・故意が存在すること
 ②違法性があること（たとえば、ボクシングで相手が死亡した場合や正当防衛には違法性はない）
 ③加害行為と損害には因果関係があること。また加害者に責任能力があること
 ④損害発生があること（事故があっても損害が発生しないと成立しない）
　上記の特例法として、無過失責任法（因果関係さえあれば責任を負う）を導入した法規に自動車損害賠償保障法、生産物賠
償責任法、原子力損害賠償法などがある
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「工事の遂行のために、被保険者が所有・使用・
管理する施設」に起因して、他人の生命もしく
は身体を害した場合または財物を滅失、き損・
汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害をカバー
するものである（図表̶1）。
　この保険に加入しておけば、加害者として訴
えられた場合、賠償金およびこれに要する弁護
士費用も、てん補限度額の枠内でカバーされる
ことになる。

カバーされない損害

　たとえ、被保険者に損害賠償責任があったと
しても、主に図表̶2のようなケースでは、保
険ではカバーされない。

被保険者の範囲と被保険者間の
損害賠償責任について

☆　契約上、被保険者の範囲をどうするか　☆
　請負業者賠償責任保険だけでなく、賠償責任
保険の被保険者の範囲がどこまでになっている
かは、工事関係者にとって非常に重要なことで

ある。
　建設工事における工事関係者は、他の産業に
比べ重層契約構造になっており、多数（の会社）
が存在する。元請建設業者、下請負業者、孫請
負業者、ひ孫請負業者、さらに製品納入業者な
ど、複雑に絡んだ関係者の協力によってプラン
トが完成されるからである。
　図表̶3のような契約構造になっている場
合、下請負人は元請負人から発注された工事施
工分の業務に関しては、元請負人が手配する請
負業者賠償責任保険で加護されるように、また、
どの保険会社でもすべての下請負人を自動的
に被保険者とするように対応している。
　これにより、オーナーまたは元請負人が保険手
配することによって、下請負人などが第三者に与
えた損害は、この保険で保護されることになる。
　なお、賠償責任保険では被保険者が法人であ
る場合、法人の役員、理事、代理人、使用人は他
人と見なすことを原則としている。したがって、
本プロジェクトの業務にまったく関係のない被
保険者の社員は第三者と見なすことができる一
方、可能性の問題として使用人である個人に損
害賠償責任が一部あると認められた場合、法人
としての責任はこの保険でカバーできても、加

図表̶1　賠償責任保険でカバーされる項目

　賠償責任保険でカバーされる項目は、「損害賠償金」と
「解決に要する費用」である。解決に要する訴訟、仲裁、和
解、調停、応急手当・護送その他緊急に要する費用などの
表現は、保険会社の約款によって異なっているが、基本
的には下記賠償金および費用がカバーされる。
●   損害賠償金
●   求償権保全行使費用
　被保険者が損害賠償をしたことによって他人にその求償をする

ことができる場合、その求償権の保全もしくは行使に要した費用

（証拠なる現場写真などの保全のため必要な費用）

●  損害防止費用
●  緊急措置費用
　損害の防止軽減のために必要な費用を支出した後に、賠償責任

のないことが判明した場合（すなわち損害がない場合）でも、あら

かじめ保険会社の書面による同意を得た費用。応急手当、護送そ

の他緊急措置に要した費用は、結果として賠償責任が存在せず、

かつ保険会社の同意を得ていない場合であってもカバーされる。

賠償責任があった場合の応急手当、護送などの費用は、賠償金の

一部とみなされる

●  争訟費用
　賠償責任保険は、法律上の損害賠償責任を負担したことによっ

て被保険者が被った損害をカバーする保険であるが、法律上の損

害賠償責任は、最初から決っているものではなく、被保険者と被

害者との間で行われる訴訟・仲裁・和解・調停といった法律上の

手続を通じて決まってくる。この過程において、両当事者は、自己

の主張を裏付けるための論争をすることになるが、この巧拙が賠

償額を左右する。そこで、被保険者側の十分な攻撃・防禦を保障

し、被保険者の権利を保護するため、被保険者が支出する裁判所

などの公の機関に納入する費用、証拠の収集・証人の出頭のため

要する費用および弁護士費用などのいわゆる争訟費用がカバーさ

れる。ただし、保険会社の書面による同意は必要である

●  解決協力費用
　保険会社が必要と認めて、被害者と直接折衝を行う場合に、そ

れに協力するため被保険者が支出した費用をいう
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図表̶2　第三者賠償責任保険でカバーされないケース

●  地下工事、基礎工事などに伴う土地の沈下・振動・軟
弱化などによる土地・建物の損害、地下水の増減に起因
する賠償責任
　  地盤沈下などは巨額の損害となる恐れがあり、リスクを引き

受ける保険会社としてはこれを引き受けたくない。また、必然

的に起こるもので、偶然性に欠ける事象でもありカバーされな

いことになっている。このうち、土地の沈下・振動による土地や

建物などの損害については、別途特約条項によってカバーされ

る場合もある

●  施設（工事現場事務所）の通常の処理過程を経て行わ
れる、排水・排気に起因する賠償損害、塵あいまたは
騒音に起因する賠償責任

　  このような事象は、工事に伴って不可避的に発生するもので

偶然性がない場合が多いこと、また、事故と損害との因果関係

が判明しにくいためカバーされない

●  工事中における、建設作業員の業務事故に対する賠償
責任

　  通常、これらの損害は政府労災保険および労災総合保険に

よって対応している

●  自動車、航空機、船舶の事故による賠償責任
　  これらは、自動車保険、航空機保険、船舶保険など他の保険

種目で対応することになっている

●  工事の終了後、その工事に欠陥があったために生じた
賠償責任

　  この完成作業危険（completed operation hazards）は、生産物

賠償責任保険で対応されることになる

●  被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊に対
し、正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任

　  所有・使用・管理の範囲について、明確にして引き受けてい

る保険会社がある一方、不明確なまま引き受けている保険会社

もあるので注意を要する。たとえば、プラントの保守・点検ま

たは改修工事の場合、被保険者が直接手を加えている作業対象

物・管理財物の範囲をどうするかによって、その補償は大きく

変わってくる。また、管理財物を補償する場合でも、保険会社

の支払うてん補金は管理財物の修理費用を対象とし、管理財物

の使用不能損害は支払い対象外の場合もあり、その補償内容は

大きく異なってくる

●建設業者（元請負人）を含めその下にあるすべての工事関係者を被保険者とする
●保険手配を誰が行うにしても、発注者（オーナー）も被保険者とすることによりオーナーの第三者へ
　のリスクもカバーできることになる
●この場合、発注者と建設業者間の損害賠償責任はカバーできないことになる（両者は第三者と見なせ
 なくなる）。このために、交叉責任担保特約条項であたかも第三者と見なすようにする

●分離発注の場合、誰が保険を手配するかによって変わってくる
●仮に建設業者（元請負人）がそれぞれ受注する工事分について請負業者賠償責任保険を付保する場合
　（オーナーを被保険者とし、交叉責任担保特約付きの場合）、左の建設業者群（下請負人を含む）のミ
　スにより、右側建設業群の従業員の人身障害・工事施工分への財物損壊はカバーされることになる。
　逆も同じ

建設業者（元請負人）

下請負人（施工）

孫請負人

ひ孫請負人

下請負人（施工） 製品納入業者

建設業者（元請負人） 建設業者（元請負人）

下請負人（施工）

孫請負人

●　一括発注の場合　●

●　分割発注の場合　●

Q：分離発注の場合、請負業者賠償責任保険の付保は建設業者付保と発注者付保
          のどちらが良いのか考察してみよう！（答えは次号で解説する）

発注者（オーナー）

発注者（オーナー）

図表̶3　工事の発注形態による違い害実行行為者個人が関わる損害
賠償責任はカバーされないことに
なってしまう。これを避けるため、
保険会社によっては法人の役員・
使用人なども被保険者になるよう
対応している。
☆　オーナーも被保険者にな
るように　☆

　民法第 716 条において、発注
者に「注文または指図に過失が
あった場合」に、法律上の損害賠
償責任を負担する可能性がある。
　したがって、建設業者が保険を
手配する場合においても、その指
図書でオーナーも被保険者とな
るように明示することをお勧めす
る。また、海外の工事保険約款で
は、必ず被保険者に発注者を入れ
るよう指図している。

　☆　交叉責任担保特約　☆
　さて、オ－ナーおよび請負人・下請負人など
が、請負業者賠償責任保険の被保険者になって
いて、被保険者が互いに加害者・被害者になる

場合に、この保険ではどのように対応してくれ
るのか考えてみよう。
　①　下請負人の作業ミスによって、隣接するオーナーの

既存プラントに損害を与えた場合
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　両者は保険契約上、被保険者同士であり第
三者とはならないので、このままでは保険でカ
バーされない。そこで、保険契約上、被保険者
相互間の責任をカバーするために「交叉責任担
保特約条項」（Cross Liability Clause）を付帯す
る。この特約は「被保険者を互いに他人とみな
して適用しよう」とするものである。
　なお、海外の工事保険では、オーナーの既存
物件に対する損害賠償リスクは、発注者の既存
物件（Surrounding Property）として一定の金
額（てん補限度額）を設けてカバーする場合が
多い。
　この「交叉責任担保特約条項」の内容自体は、
引受け保険会社のスタンスによって決まるが、
下記損害は基本的にカバーされないと見てお
いた方がよい。
・工事の目的物・工事用機器などの損害（組立

保険でカバーされるものは補償されない）
・請負業者間の従業員の身体障害（労災事故で

あり、これは政府労災保険の対象であること
から補償されない）

　②　下請負人（A）の行為によって、下請負人（B）の工事

作業員および工事目的物に損害を与えた場合

　A・Bは保険契約上同一の被保険者のグルー
プであり、工事の発注形態上は第三者であって
も、第三者とはみなされないため、保険ではカ
バーされないことになる。A・Bを互いに第三
者とみなす「交叉責任担保特約条項」もあるが、
この場合でも上記①、②の損害はカバーされな
いと考えた方がよい（図表̶4）。

てん補限度額・免責金額と保険料

　さて、請負業者賠償責任保険の保険料は、ど
のように算出されるのであろうか。保険料の算
出には、前回（連載第2回5月号の67ページ）
説明した工事保険の「保険料算出に必要な資
料」を保険会社に提出すればよい。
　この中でも、もっとも重要な要素は、①工事
の概要、②工事現場全体の配置図（周辺の状況）、
③工事請負金額（発注金額）、④被保険者の範
囲などを含めた保険カバー内容であるが、てん
補限度額と免責金額を設定すれば、大まかな保
険料レベルは算出できるようになっている。
　①　てん補限度額

　火災保険などのような財産保険では、保険に
付けられるモノの価格を基準として保険金額が
決められる。しかし賠償責任保険では、通常起
こると予想される事故・過去の損害事例などを
参考に、保険契約者が妥当と考えられる額を「て
ん補限度額」として定めることになる。
　てん補限度額の設定では、以下を定める方法
がある（図表̶5）。
 ● 他人の身体障害（BI：Bodily Injury）につい

て1人当たりおよび1事故当たりの限度額
 ● 財物損壊（PD：Property Damage）に対す

る賠償については1事故当たりの限度額
 ● 身体障害と財物損壊の別を問わず、1事

図表̶4　交叉責任担保特約条項でカバーされない損害

a b

建設業者（元請負人）

下請負人（A） 下請負人（B）

　一括発注契約で、下請負人（A）の受託業者aが下請負人bの作業員
にケガを負わせ、さらに下請負人（B）施工部分に損害を与えた場合
・下請負人（B）の施工部分：組立保険でカバーされる損害であるた
　め、負業者賠償責任保険ではカバーされない
・bの従業員：政府労災保険、労災総合保険で対応しようとするた
 め、請負業者賠償責任保険ではカバーされない
・bの所有物（建設用機械、工具）：交叉担保責任条項の内容によっ
 て、カバーされる場合、されない場合がある

　保険証券上、次のような表記をすることが多い。
〔パターン1〕
対人賠償：5000万円／1人、5 億円／1事故
対物賠償：5 億円／1事故
＊公共工事標準請負契約約款・民間（旧四回）連合協定工事請負契約約款の
保険条項、PFIプロジェクトの保険条項でもよく見受けられる付保方式である
（保険会社の規定を踏襲しており改正する“気配”はない）。対人事故について
1人当たりの内枠が設定されていて、仮に対人賠償額が5000万円を超えた部
分については被保険者の負担となる可能性がある
〔パターン2〕
対人・対物賠償共通：10 億円／1事故
＊人身障害（対人）・財物損壊（対物）の区別をせず、1回の事故によるてん補
限度額（保険会社の最高支払い限度額と解してよい）

　読者はどちらを選択するだろうか？〔パターン1〕でも、最高10 億
円／1事故は補償してくれる。ただ、対人および対物についてそれ
ぞれ 5 億円の内枠が設定されていて、さらに対人事故については
5000万円／1人の内枠がある。〔パターン2〕の方が、すっきりしてい
るといえるだろう。もちろん、保険料（掛け金）と相談しながら決める
ことではある

図表̶5　てん補限度額の設定
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故当たりの限度額（CSL：Combined Single 
Limit）

　この保険では、原則1事故当たりのてん補限
度額なので、保険期間中に何回事故があっても、
前の事故に関係なくてん補限度額まで支払って
くれることになる。
　てん補限度額を大きくすれば保険料は高くな
るが、身体障害・財物損壊共通の限度額（CSL）
を1億円と設定したときの保険料を1とした場
合、てん補限度額をさらに引き上げたとき、保
険料がどの程度になるかを示したものが下表で
ある。てん補限度額の引上げ額と保険料は比例
的な関係にはない。

おきたい。
　②　免責金額

　免責金額は被保険者が自己負担する額であ
り、身体障害および財物損壊それぞれについて
設定される。免責金額を高く設定すれば、保険
料が安くなるのは当然である。
　筆者の経験では、賠償責任保険の免責金額は
設定しない、もしくは高くしない方がよいと考
えている。（とくに日本の）保険会社は、この種
の損害賠償に関する具体的な対応策について、
相当のノウハウを持っている。このことから、コ
トが起こった時点から保険会社を絡ませて対応
した方がベターと考えられ、はじめから想定賠
償金が免責金額以下であれば保険会社は動かな
い。すると、被害者（第三者）への対応を、すべ
て被保険者がしなければならなくなるからだ。
　海外の工事中における賠償責任保険（請負
業者賠償責任保険）での免責金額の設定では、
身体障害については設定していないケースが
多い。免責金額がゼロの場合、保険証券上では

“NIL”と表示されている。

保険用語ひと口メモ（その3）

「てん補限度額」「他人・第三者」「免責」とは・・・
　今回出てきた保険用語を確認しよう。
　①　てん補限度額（Limit of Indemnity, Limit of Liability of Insurers）
　財産の保険では、家、自動車、船舶などの特定の対象物があり、保険価額（次回説明する）が存在する。しかし、賠償責任保
険では、保険事故によって害されるものは特定の財物ではなく被保険者が持つ全体財産といわれ、保険価額の概念がない。こ
の代わりに保険会社の保険金支払限度額を意味する「てん補限度額」という用語を用いる。
　てん補限度額は保険会社が支払う保険金の限度額をいうのであって、被保険者が賠償責任を負担したからといって、常にて
ん補限度額の上限の金額を支払うわけではない。
　なお、わが国の自動車保険では対人賠償・対物賠償に対する「てん補限度額」を「保険金額」と表示している。
　②　他人・第三者（Third Party, One not a party to an agreement）
　保険契約における「他人」および「第三者」は同義語であり、被保険者と保険会社以外の者をいう。特別の取決めがない限り、
被保険者が法人の場合、法人の役員、理事、代理人、使用人も他人に該当する。被保険者が個人の場合、被保険者以外の者
は親族を含めすべて他人である。
　ただし、世帯を同じくする親族に与えた損害に関して免責にしている保険は多い。
　③　免責（Exclusions）
　保険契約において、保険会社に保険金支払義務がない事由をいう。保険関係者が「それは免責です」という意味は、「保険会
社は、その事故については免責とされます。すなわち保険金は支払われません」ということになる。
　典型的な免責事由は、戦争・テロ行為による損害などである。免責事由を設ける目的は、保険会社にとって財政的に破綻を
来たすような事由による損害を避けたい場合、公序良俗に反する事由を明確にしたい場合、あるいは保険事故が生じたとき保
険契約者（被保険者）と事後のトラブルを避けるために念のために免責事由を明記している場合である。

　上表は、あくまでも一応の目安であり絶対的
な比較表ではない。保険料を算出しリスクを引
き受けるのは保険会社であることはお断りして

てん補限度額 保険料の規模
1億円 1.0
5 億円 1.6
10 億円 2.0
30 億円 2.8
50 億円 3.2



プ
ラ
ン
ト
と

損
害
保
険

工場経営

Plant Engineer Jul. 200458

第 4回

プラント操業中の
 リスクと損害保険
by：
川島 康夫（Yasuo Kawashima）
三信東栄リスクコンサルティング
大阪支店支店長

　さて、無事に工事も完成し、残工事部分はあ
るものの、検収も終了。実質上プラントメーカー
から引渡しを受け操業することになった。これ
以降、プラントオーナーは、プラントの財産お
よび操業に関わるリスクに対応する損害保険
を、自己の費用において手配することになる。
☆　事故がなくても損失リスクはある！　☆

　ここで注意したいことは、企業にとってプラ
ント設備の稼動中に起こる損失は、火災事故な
どが生じた直接的な場合だけではなく、プラン
ト設備に事故が生じなくても経済損失を被るこ
とがあるという点である。たとえば、操業ミス
によって設計仕様どおりの製品が生産できない
ことによる損失もある。原材料が予定どおり到

着しない（調達関連部署のミス、供給先の火災
事故など）ことによって、操業が一時停止もし
くは減産体制に入らざるをえない場合もある。
　プラントオーナー用の損害保険は、大きく図
表̶1のように分けられる。
　プラント操業中の企業を取り巻くリスクは多
種多様であり、これらリスク転嫁の一手法であ
る損害保険について、読者の会社の損害保険手
配はどのようになっているだろうか。おそらく
本社統括部門で集約され、保険手配されている
ことと思う。
　今回は、プラントオーナーにとって、プラン
ト操業中のリスクとこれに対応する損害保険の
保険契約方法をマクロ的にとらえた後、何らか
の原因でプラント設備に火災・爆発などの損害
が生じた場合に、その経済的損失に対応する損
害保険について解説する。

保険の統合化（Consolidation）

　1996年の保険業法改正により、保険自由化
が始まった。それ以降、一部の企業では損害保
険の契約に関してできるだけ保険契約の数を少
なくし、契約の手続き方法の簡素化を図るなど、
合理的な保険契約をするようになってきた。
　しかし、多くの企業ではいまだに工場単位・

川島康夫氏プロフィル

プラント一筋の保険およびリスクマネジメント専門家。日産
火災海上保険、エーオンジャパンなどで、国内外のプラント
建設工事およびPFI 事業に関わる各種保険、契約書のリスク
マネジメントなどで手腕をふるってきた。2003年から現職

●  財産損害・利益損失のための損害保険
　  プラントの火災・爆発などによる損害に対応、さらに事故

から復旧時までの逸失利益・経常費をカバーする

●  原材料・製品の輸送中の損害保険
　  国内・海外を問わず、輸送中の損害に対応

●  損害賠償責任のための損害保険
　  プラント施設の欠陥・運営ミスによる第三者への損害、製品

引渡し後の製品欠陥による損害、製品回収費用の出費に対応

●  従業員の業務上災害のための損害保険
　  通勤途上を含む、従業員の業務上災害に対応。災害補償規

定に基づく政府労災保険の上乗せ補償など

図表̶1　プラントオーナーのための損害保険
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事業所単位ごと、あるいは建物・
プラントごとに保険契約をしてい
るのも実情である。その企業が、
保険行政の一環として（経営トッ
プの基本方針として）実施されて
いるのであればそれなりに問題は
ない。しかし、更新日のつど、先
例に従って保険契約をしている
ようでは、リスク管理としておぼ
つかないといえる。
　☆　統合的な損害保険付保の
　　　イメージ　☆
　それでは、先進的な損害保険の
付保を実施している企業のコン
セプトを見てみよう。
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保険でカバーされる部分

図表̶2　財産保険がカバーする内容のイメージ

工場

事務所

社宅

すべての財産を1つの保険証券でカバーする。さらに、中核企業
を中心にその連結子会社の財産を含む契約もある

図表̶3　財産保険の対象
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図表̶4　総合賠償責任保険の担保内容イメージ

　①　財産保険

　まず、「財産保険」を図表̶2に沿って概観する。
・被保険者は、その企業および連結子会社とす

る
・財産損害および利益（含む経常費）を含めた

カバー内容とする
・保険の目的（保険の対象）は、その企業および

連結子会社の財産一式とする（図表̶3）
・キャッシュフロー（年間の危険準備金）を考

慮のうえ、1事故のてん補限度額（てん補限
度額まで実損払い・復旧に要する費用を全額
カバーされる内容とする）、および1事故の
免責金額を設定する

・可能な限り、地震による損害および地震によ
る操業停止期間中の逸失利益・経常費の損害
をカバーするようにする

・第2段階として、国内のみならず海外所在物
件についても、本社機構で標準保険条件を作
成の後、これに沿った保険を付保する

　②　賠償責任保険

　次に、「賠償責任保険」を図表̶4に沿って概
観する。
・被保険者は、その企業および連結子会社とする
・企業活動に関わる「損害賠償リスク（海外

PL・Products Liability ／製造物賠償危険リ
スクを含む）」を包括的に対応する

・高額のてん補限度額を設定する
・国内・海外賠償リスクについて、本社機構で

標準保険条件を作成の後、これに沿った保険
を付保する
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財産保険を少し詳しく…

　それでは、財産保険について、もう少し詳し
く見てみよう。「財産保険」という名称は、筆者
のいい方であり、財物保険という人もいる。さ
らに、各保険会社が販売している財産保険は、

「企業総合保険」「企業財産包括保険」などの名
称で認可を受けており、またそのネーミングも
保険会社によって異なっている。しかし、基本
的な保険構成は同じである。
　そこで「財産保険」を、図表̶5の2つの損
害をカバーする保険であると定義する。
☆　財産条項（Property, Material Damage）　☆
　①　保険の目的（保険の対象物）

　プラント設備を対象とした財産保険では、建
物・プラント設備、建物内収容動産、原材料・仕
掛かり品に分けて引き受けられている。
　建物あるいはプラント設備の基礎工事部分ま
でを保険の目的に含めるかは、契約者の判断と
なる。「工場の門、塀、垣、物置き、車庫」「通貨、
有価証券、印紙、切手」「貴金属、書画、彫刻物」

「謄本、設計書、図案、帳簿」などを保険の目的に
含める場合は、あらかじめ申し出が必要となる。
　②　保険金額・てん補限度額

　保険金額は、再調達価格で付保することを前
提にしたい。
　保険金額は、保険契約者の判断でどのような
設定の仕方（時価、再調達価格）も可能だ。しか
し、いったん事故が生じた場合、これを復旧す
る費用をできる限り保険でまかなうようにする
ためには、再調達価格で付保するようにしたい

（保険用語ひと口メモ②を参照）。
　さらに、保険の目的に対する予想最大損害
額（PML：Probable Maximum Loss）を算出し、
1事故に対するてん補限度額を設定したい（図
表̶6）。
　③　カバーされる損害

　保険の担保内容は、大きく従来の火災保険の

保険の統合化を考えるときの注意点

　連結子会社を含めた保険契約をする場合、各テーマにおいてグループ企業間の事前のコンセンサスが重要となる。
　また、保険料の分担についても、税務上問題とならないよう外部に対して説明責任が保たれる合理的な方法によって行う必
要がある。保険統合化の成否は本社機構のリーダーシップにかかっている。さらに、海外でもわが国の保険業法と同じような保
険法があり、その国に所在する物件はその国で営業を認められた（認可を受けた）保険会社に付保することを原則としている。
　保険の統合化は、一挙に実行する必要はない。日本企業の場合、国内の統合化をまず行い、次のステップとして、海外所在物
件の統合化を行えばよいだろう。

図表̶5　財産保険の定義

●   復旧に関わる費用
　プラント設備に損害が生じた場合に、プラントを復旧する費
用および原材料・仕掛かり品の損害をカバーする財産条項

●  機会損失に関わる費用
　このような損害がプラント設備に生じ、操業停止を余儀なく
された場合の、逸失利益・経常費がカバーされる利益条項。この
カバーは、「利益保険」あるいは「企業費用・利益総合保険」と呼
ばれる単独の保険商品としても販売されている

●   「PML｣とは?
　PML（Probable Maximum Loss：予想最大損害）とは、一般に「通
常想定される状況下の事故において最大となる損害額」をいう。
　通常想定される状況下とは、「公設消防は十分に機能すること」
「火災発生時の風は穏やかであること（嵐のような突風は吹いて
いない）」「設置されている自動消火設備が有効に機能すること」

である。
●  「PML」の算定
　PMLの算定は、保険リスクを引き受けた保険会社が自ら保有
する金額を決定する際、あるいは再保険会社との取引上の決定
などのファクターとして使用されている。
　元受保険会社、再保険会社および保険ブローカーなどがそれ
ぞれの立場・使用目的によってPMLを算出しているのでこの額
は異なり、さらに算定する人によってまちまちなのが実情であ
る。しかし、最終的にはある金額を想定して保険会社としての
保有額を決定している。
　なお、PMLの他に、NLE（Normal Loss Expectancy：通常最大
予想損害額 ）、MFL（Maximum Foreseeable Loss：最大予想損
害額）、EML（Estimated Maximum Loss）など多くの概念がある。

図表̶6　予想最大損害額
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ように列挙危険担保方式（named perils cover）
とオールリスク担保方式（all risks cover）があ
る（図表̶7）。
　財産保険は、さまざまな制限が設けられるこ
ともあるが、第2回で解説した組立保険と同様
にオールリスク担保方式と考えてよい。
　④　カバーされない主な損害

　財産保険でカバーされない主な損害には、図
表̶8のようなものがあげられる。
　⑤　保険料

　現在、保険会社は社内で統一された保険料率
表（タリフ）により保険料率を算定している。プ
ラント設備の工場種別、作業工程によって基本

料率が決められ、防災体制・防災設備の状況、
さらに保険カバー内容、てん補限度額、免責金
額によって最終の保険料率を決定し、保険料を
算出している。
☆　利益条項（BI：Business Interruption）　☆
　この条項は、「財産条項」で決められた保険の
目的であるプラント施設・設備などが、偶然の
事故により損害を被った場合、あるいは構外の

保険会社のリスクの見方

　保険会社は、リスクをどのように見ているのだろうか？　たとえば、火災・爆発リスクについては、これを構成する要素を「燃焼・
爆発（出火・類焼延焼）」と「消火・防火（消火能力・防火管理）」に大別している。
　さらに、出火危険については、プラント施設の用途・作業工程、火気の使用管理状況、危険物の使用状況、熱源の管理、電
気設備のメンテナンス状況、出火源の想定個所などの確認を行う。
　類焼・延焼危険については、周囲（構外）の建物・施設などの出火危険の検討、構内までの距離、構造（耐火性）、防火壁など
の防火管理状況を確認する。
　さらに消火能力については、公設消防（距離、罹災時の予想到着時間など）、自衛消防（人数、動員体制、訓練状況など）、消
火設備（消火設備の種類、配置状況、有効な放水範囲、設備のメンテナンス状況など）を確認・評価している。

図表̶7　火災保険と財産保険の補償範囲

○△その他不測かつ突発的な事故

△△地震・噴火・津波

○△破損・汚損

○△電気的・機械的事故

○△水害

○△盗難

○○建物外部からの物体の落下、飛来、衝突など

○○水濡れ（給排水設備の事故など）

○○

○○風災・ひょう災・雪災

○○火災・落雷・破裂・爆発

財産保険火災保険想定事由

○印：カバーされる損害
△印：特約によりカバーされる損害（基本的にはカバーされない）

・・・列挙危険担保方式
火災保険は、上表の想定事由のうち○印部分だけをカバーする
構成をとっている
・・・オールリスク担保方式
財産保険は、免責事由以外の損害はすべてカバーする構成にな
っている。財産保険でカバーされるものは、上表左記の想定事
由（○印部分）となる

騒擾、集団行動、労働争議に伴う暴行
そうじょう

●  保険契約者・被保険者が法人であるとき、これらの
代理人（理事、取締役および企業の業務を執行する
その他の機関）の故意、重大な過失

●  戦争、外国の武力行使、革命、内乱、テロ行為などに
よって生じた損害

　  2001年9月17日のWTC事件により、テロ危険は免責となっ

ている。しかし、保険会社に申し出ることによって、このテロ

危険をカバーすることは可能である

●  官公庁などによる差し押さえによる損害
●  地震・噴火・津波による損害
　  保険会社に申し出ることによってカバーすることは可能で

ある

●  核燃料物質などの放射性・爆発の作用、放射能汚染
による損害

●  保険目的の自然な消耗・劣化
　  設備装置の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化、ボイラース

ケール、腐敗、侵食、キャビテーションなど。これらはnormal 

wear and tear、erosion、corrosionといわれているもので、

不測性に欠けることから免責としている。ただし、これらの作

用から他の設備に波及した損害はカバーされる

●  動産（仕掛かり品など）の加工または製造中に起因し
て生じた損害

　  加工または製造中に機械・設備・装置などの停止による仕

掛かり品などの損害もカバーされない

図表̶8　財産保険でカバーされない場合
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ユーティリティ（電気、ガス、水道など）の供
給が中断した場合に、操業・営業が休止・阻害
されたため生じた損失のうち、“経常費および
事故がなければ計上できた営業利益”の額をカ
バーする保険である。また、保険会社への申し
出により収益減少防止費用もカバーされる。
　なお、あらかじめ特定した供給者（他の会社）
の物件に火災などの損害が生じ、予定どおり原
料が入荷できないため操業停止を余儀なくさ
れる場合もあるが、この損害もあらかじめ保険
会社に申し入れることによってカバーされる。
　以下に、念のため用語を整理しておく。

〔営業利益〕：営業収益から営業費用（売上原価
もしくは製造原価、一般管理費、販売費など営
業に要する費用）を差し引いた額

〔営業収益〕：売上高、生産高のうち、あらかじめ
保険会社と協定した営業上の収益

〔経常費〕：事故の有無にかかわらず、操業・営
業を継続するために支出するすべての費用

〔収益減少防止費用〕：営業収益に相当する額の
減少を防止・軽減するために、てん補期間中に
生じた必要な費用のうち通常要する費用を超え

る額をいう
　①　保険金額

　年間営業収益に下記算出した利益率＊を乗じ
た額を保険金額として設定し、いったん事故が
生じた場合、その停止期間中の日数に応じて保
険金が受領できることになる。
　　＊利益率＝（営業収益＋経常費）÷営業収益
　②　約定てん補期間

　事故発生日から収益復旧日までの間の損失
がカバーされる。てん補期間は、保険契約者の
意向で任意に設定できるが、12ヵ月の設定を
勧める。なお、保険会社の最長てん補期間は
12ヵ月である。
　③　免責時間

　事故の種類によって免責時間が設定される。
標準的な免責時間は以下のとおりである。
 ● 火災・落雷・破裂・爆発：免責時間を設定し

ないのが原則
 ● 風・ひょう・雪災・騒じょう：24時間
 ● 電気的事故：48時間
 ● 機械的事故：72時間
 ● 構外ユーティリティ設備：24時間

保険用語ひと口メモ（その4）

「保険の目的」「保険価額」「再調達価額」「通知義務」とは・・・・・・
　①　保険の目的 （Insured Property,Subject-matter of Insurance）
　保険を付ける対象となるものをいう。自動車保険では自動車（車検証によってその車の車体番号、登録番号を明記）、船舶保
険では船舶（船舶検査証書によってその船舶を明記）を特定する。
　火災保険や財産保険でも、建物・建物内収容動産・プラント設備、原料・半製品を特定（資産台帳などで把握）する。どの保
険でも、保険引受け上、保険の対象にできないもの、保険価額の算定が客観的にできないもの、保険種目での分野調整（船舶
は財産であっても財産保険の対象とはならず、船舶保険で引き受けられる）などの理由により、保険の目的にすることができない
ものがあるので注意を要する。
　②　保険価額 （Insurable Value）
　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限度額をいう。火災保険や財産保険（財産条項）では、
時価額または再調達価額のいずれかを基準として保険価額を評価する。再調達価額は「新価」ともいい、保険の目的と同じも
のを建設または購入する金額である。また、時価とは最調達価額から経過年数や使用損耗による減価額を差し引いた額。
　③　通知義務 （Duty of Notification）
　保険契約時以降、契約時に作成した保険申込みの記載内容に変更があった場合、保険契約者が保険会社に対して通知し
なければならない事項をいう。それぞれの保険の普通保険約款にはこの通知条項が必ず存在する。
　火災保険・財産保険でもっとも重要な通知事項は、保険の目的（たとえばプラント設備）の改造・修繕工事が15日以上（日数
は保険約款によって異なる）にわたって行われるときは、あらかじめ保険会社に通知する必要がある。なお、日常行われるメンテ
ナンス作業は通知不要と考えてよい。
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　わが国の企業で、自己の財産に関して火災保
険に加入していない会社はほとんどないだろ
う。しかし、この利益条項を含んだ財産保険に
未加入の企業が非常に多い。
　過去の損害事例を検証すると、財産損害よ
りも操業が停止されている間の経常費および
逸失利益などの間接損害の額の方が多い場合

がある。わが国に進出している海外企業では、
さらに地震によって生じた利益損害（EQBI：
Earthquake Business Interruption）も購入して
いる。
　財物損害だけでなく、利益損害をカバーする
保険の購入検討を勧める。

前回質問の回答

Q 分離発注の場合、請負業者賠償責任保険の付保は、
建設業者付保と発注者付保のどちらがよいのか考察して

みよう！

A 答えはシンプルだが、「比較できない」が正解である。
●  元請負人の立場から
　  建設業者（元請負人）にとって、自己が持つリスクを自己の責
任において処理しなければならない立場にある。当該プラント
以外の工事も多数受注している建設業者の立場からいえば、年
間包括方式（1年間受注する工事について漏れなく付保する方
式）で保険契約しているのが通常である。また、発注者が手配し
た保険が本当に機能するかの不安もある。

●  発注者の立場から
　  建設業者（元請負人）が付保している内容について、発注者を
被保険者に追加しているかも含め、本当に機能するかまったく
不安である。それぞれの元請負人が個別に保険付保をするより
は、発注者で一括付保しておいた方が安心だし、保険料も全体
で付保（交差責任担保特約は当然付ける）した方が安くなる。

　＊ 米国での、機器納入契約（据付け中の Supervising 契約を含
む）・建設工事契約における保険条項では、請負人・製品納入者
に賠償責任保険を付保させるケースが多い（当然、追加被保険
者に発注者を入れるよう指示がある）。さらに、Hold Harmless 
Clauseによって、発注者に責任を負わせないように求めている。

　　一方、発注者はこの工事などにおける発注者責任をカバーする
ことを含めた賠償責任保険を年間包括契約方式で独自に手配し
ている。要は、自身の危険は自身の保険でヘッジしつつ、さらに
事が生じた場合でも、できる限り請負人・製品納入者の保険を使
わせ、発注者の保険は使わないようにすることだ（保険成績が悪
くなり、次年度以降の保険料の高騰を抑えるため）。

2004TPM川柳ポスター
発売開始!!　日本プラントメンテナンス協

会では、TPMエイジで募集した
「2004TPM川柳大賞」の入選
作品をもとに、イラスト入りのポ
スターを制作しました。
　この川柳ポスターは、A、Bの
2種類（B2判）。他のTPMポス
ターを含めた10枚セット（3500
円）、またはAポスター、Bポス
ターそれぞれの5枚セット（1750
円）で販売します。《バラ売り不
可、会員割引（10%）あり》
　問合わせ・申込みは、JIPM・
メディア開発事業本部まで！

'04 A号▲／背景色：オレンジ
'04 B号

▲

／背景色：ブルー
問合わせ・申込み先
社団法人  日本プラントメンテナンス協会　Japan Institute Plant Maintenance
メディア開発事業本部  普及推進部　TEL.(03)3433-0355　FAX.(03)3433-0374

ＴＰＭ川柳
TPMをユーモアでやり抜こう!
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第5回

プラント操業中の
 リスクと損害保険（2）
by：
川島 康夫（Yasuo Kawashima）
三信東栄リスクコンサルティング
大阪支店支店長

　経済社会が拡大し、世界的にボーダレスな時
代にあって、賠償責任を巡るトラブルは日常的
に発生している。
　欧米からの影響もあってか、わが国における
国民の権利意識の高騰も見逃せない。とりわけ、
企業活動に伴って他人に損害を与えたことによ

り、法律上の損害賠償責任を負担するという経
済的損害を被る事態は、企業にとって致命的な
経済損失につながりかねない。最悪のケースで
は、倒産に追い込まれてしまう。
　わが国において、法律上の損害賠償責任を発
生させる根拠となる法規は図表̶1のとおりで

川島康夫氏プロフィル

プラント一筋の保険およびリスクマネジメント専門家。日産
火災海上保険、エーオンジャパンなどで、国内外のプラント
建設工事およびPFI 事業に関わる各種保険、契約書のリスク
マネジメントなどで手腕をふるってきた。2003年から現職

図表̶1
損害賠償と法規

不法行為に基づくもの

消費者契約法

廃棄物の処理および清掃に関する法律
製造物責任法

特許法など無体財産法
電気事業法

不正競争防止法

鉱業法

自動車損害賠償保障法

原子力損害賠償法

刑事補償法
国家賠償法

709条（不法行為の一般的な要件）

715条（使用者責任）

716条（注文者責任）

710条（精神的慰籍料）
711条（生命侵害慰籍料）

714条（責任無能力者の監督者の責任）

717条（土地工作物などの占有者・所有者責任）

718条（動物占有者責任）

債務不履行に基づくもの

570条（売主の瑕疵担保責任）

566条（用役権の売主の担保責任）

415条（債務不履行）

592条（貸主の返還義務）

634条（請負人の担保責任）

420条（賠償額の予定）

661条（寄託者）

647条（受認者の金銭消費責任）

594条（寄託）

590条（旅客運送）

560条（運送取扱い業）

617条（倉庫営業）

705条（船長）

577条（運送営業）

786条（海上旅客運送）

766条（海上運送）

借屋法

借地法

質屋営業法

手形法

小切手法

信託法

航空法

法律上の損害賠償責任を発生させる
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ある。なお、賠償責任保険がこれら法規に基づ
く被保険者の損害をすべてカバーするわけでは
ない。しかし、プラントの稼動・生産活動に伴っ
て他人に賠償責任を生じさせるような事態は、
 ● 施設の管理不備によって来訪者に損害を
与えた場合や、工場のタンクが爆発し近隣の
人や建物に損害を与えた場合など
 ● プラントから生産された製品の欠陥によっ
て損害を与えた場合など

と考えてよい。
　前号でも述べたとおり、これらのリスクを総
括的に対応する保険として総合賠償責任保険
もあるが、今回は施設賠償責任保険と生産物賠
償責任保険について少し詳しく触れてみよう。

賠償責任保険を少し詳しく…

☆　施設賠償責任保険　☆
　施設賠償責任保険（Owners’, Landlords’
and Tenants’Liability Insurance, Premises 
Operation Insurance）とは、次のような保険で
ある。
　施設賠償責任保険：被保険者が所有、使用も
しくは管理する「施設」そのものの構造上の欠
陥や管理の不備、および施設を拠点として行う
「業務の遂行」に起因して、被保険者が他人に対
する法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害をカバーする保険のこと。

☆　生産物賠償責任保険　☆
　請負業者賠償責任保険や施設賠償責任保険
は、被保険者の管理下で起こる事故を対象と
するのに対し、生産物賠償責任保険（Products 

Liability Insurance）は、商品や仕事の目的物を
他人に引き渡した後、被保険者の管理下外で起
こる事故を対象としている。
　生産物とは、大きく次の2つに分類される。
 ① 製造、販売した財物（生産物リスク＝
Products Hazards）：たとえば、販売したテレ
ビが欠陥によって発火したことによる火災事
故、自動車の欠陥によって最終消費者あるい
は関係のない人へ損害を与えた場合、飲食
店・食料品の製造ミスによる食中毒事故など
 ② 施 工 し た 財 物（ 完 成 作 業リスク＝
Completed 0peration Hazards）：たとえば、
請負ったガス管工事・配管工事の欠陥によっ
て、工事完了後（引渡し後）に生じる事故など
　仮に対象となる財物が同じでも、生産物リス
ク・完成作業リスクとは異なる、「性能保証」と
「瑕

か し

疵担保リスク」はこの保険では対応できない。
原材料・部品などの製品不良によって納入先へ
の契約書上の責任を負担しなければならない
場合もあるが、このような事例は生産物賠償責
任保険ではカバーされない。また、不良製品の
回収という経済的負担が生じる場合もある。
　なお、この保険でカバーされる項目は、施設
賠償責任保険と同様である。

　①　生産物賠償責任保険の保険対象
　あらかじめ「保険対象となる生産物を明確化
して保険契約する」ことになる。
　ここで注意したいことは、特定の製品だけを
対象とした保険契約をするケースである。たと
えば、開発途上リスク（新技術によって開発さ
れ、市場にも限定的にしか流通されていない商
品・製品）だけを対象とするよう保険会社に依

「施設賠償責任保険」あれこれ

・「施設」とは非常に広い概念であり、建物、塀、橋、塔、道路などの地上工作物のほか、トンネル、溝なども含まれる。
またプラント設備、工場構内の機械設備などの動産も含まれる

・「業務」は施設構内で行われるとは限らない。たとえば、製品の展示会においてその操作ミスによって見学者にケガを
させたことによる賠償損害もカバーの対象となる

・ この保険でカバーされる項目は、損害賠償金、求償権保全行使費用、損害防止費用、緊急措置費用、争訟費用、解
決協力費用である（6月号連載第3回76 ページを参照）



工場経営

63Plant Engineer Aug. 2004

頼する場合がある。しかし、この
ような保険契約を保険会社に頼
むことは避けた方がよい（このよ
うな場合を“逆選択付保”といい
保険会社がもっとも嫌う保険契約
である）。
　それよりも製品を限定せずに、
その企業のあらゆる製品を保険
の対象とすることが望ましい。思
いもよらない製品から、生産物賠
償の脅威にさらされることもある
からである。なお、この保険でカ
バーされない損害は、図表̶2の
とおりである。

生したことを保険事故とする「事故発生ベース
（occurrence basis）」の 2つの契約方法によっ
て引き受けられている。
　事故発生時の判定が難しい製品（医薬品な
ど）は、損害賠償請求ベースでの引き受けが多
いといわれている（図表̶3）。

図表̶2　生産物賠償責任保険でカバーされない主な損害

●  欠陥のある製品自体や不完全な仕事の損壊自体の賠
償責任

　  一定の能力、効果を示さないことによる性能保証リスクや

かし担保リスクは、この保険では対応できない。医薬品など

の効能も同じ理由から保険対応できない

●  被保険者の故意・重大な過失により法令に違反して
生産、販売または引き渡した物や行った仕事の結果
に基づく賠償責任

　  密造、密輸、法規で使用禁止されている有毒材料を使用し

たことによって生じた事故などがこれに当たる

●  欠陥のある製品や仕事を回収、検査、修理、交換その
他事故の発生拡大を防止するために要した費用

　  このようなリスクは、製品回収費用特約を付帯することに

よって限定的ではあるが引き受けられている。また、リコー

ル保険という単独の商品も存在するが、ほとんど利用され

ていない

●  他人の身体障害または財物の損壊が日本国外で発生
した場合、もしくは損害賠償請求訴訟が日本国外に
おいて発生した場合

　  保険会社は、海外とくに米国で訴訟提起された生産物賠償

リスクを引き受けたくない立場にある。したがって、契約者か

ら申し出がない限り、保険適用地域を日本国内だけとなるの

で注意しておこう。保険適用地域を全世界にする場合、英文

賠償責任保険などで引き受けてくれることが多い

▲：身体障害・財物損壊の発生時
△：損害賠償請求がされたとき

契約の開始日
（遡及日） 契約の終了

事例１ 事例２ 事例３ 事例４

事故発生ベース カバーされない
（A－1）年度契約
でカバー

（A＋α）年度契約
でカバー

損害賠償請求ベース カバーされない
A年度契約
でカバー

A年度契約
でカバー

A年度契約
でカバー

カバーされない

（A－1）年度契約 A年度契約 （A＋α）年度契約

１年間

事例1 事例2 事例3 事例4

図表̶3　生産物賠償責任保険の「事故発生ベース」と「損害賠償請求ベース」

　②　生産物賠償責任保険で注意すべき事項

　生産物賠償責任保険で注意すべき事項には、
次のことがあげられる。

● 被保険者について
　生産物の製造・流通過程における当事者とは、
原料納入者、部品納入者、製造業者、販売業者
（卸、2次卸）などである。どの当事者が保険契
約者となるか、被保険者をどの範囲まで含める
かを検討しなければならない。
　被保険者の範囲によってそのリスクは大きく
変わるので（保険料も大きく変わる）、明確にす
る必要がある。

● 事故の発生と保険期間
　事故の発生と損害賠償の請求確定までの期
間は、事故の内容・対象となる保険の目的によ
り千差万別であり、きわめて長期となる事態も
想定される。
　1980年代のアスベストの損害賠償訴訟関連
においては、米国においていまだに解決されて
いない訴訟がある。当時、この製品の生産物賠
償責任保険を引き受けていた世界中の損害保
険会社は、現在においても保険金支払いの脅威
に立たされている。このため現在の生産物賠償
責任保険においては、損害賠償請求が保険期
間中に提起された場合に保険金を支払う「損害
賠償請求ベース（claims made basis）」と、保険
期間中に他人の身体障害または財物損壊が発
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☆　てん補限度額、免責金額、保険料　☆
 ̶̶ 施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険共通

　①　てん補限度額
　企業規模、プラント設備の内容によって決定
すべき課題であるが、いまだに3億円／１事故
程度のてん補限度額しか付保していない企業
は、再検討の余地が大いにあると思われる。
　なお、生産物賠償責任保険では、保険期間中
の総てん補限度額（aggregate limit）が設定さ
れることが多い。
　②　免責金額

　免責金額は「ゼロ」が望ましい（理由は6月号
連載第3回79ページを参照）。

　③　保険料
　企業規模、プラント設備の内容、製品の内容、
流通経路、保険のカバー内容によって大きく変
わってくる。

再保険について

　読者は、「ロイズ」という言葉を耳にしたこ
とがあると思う。また、2001年 9月11日の
WTCなどのテロ爆破事件以降、保険会社から
“再保険市場が非常にタイトになり”今まで引き
受けていた保険の保険料を高くしなければ引き
受けられない、という話を聞いたことがあるの
ではないか。
　この「再保険」は保険会社間の契約であり、保
険契約者にとってはなんら関係のない契約のは
ずである。にもかかわらず、保険会社自らが「再
保険市場の影響で…」と説明していることが多
い。なぜだろうか？　再保険の仕組みについて
簡単に説明しよう。

☆　再保険の仕組み　☆
　再保険（reinsurance）は、保険会社（元受保険
会社：insurer）が保険契約者から引き受けた保
険契約に基づく保険金支払いの一部を、別の保
険会社に引き受けてもらうことである。
　たとえば、保険会社が引き受けた財産保険の
PML（予想最大損害額：7月号連載第 4回 60
ページ参照）を100 億円（保険料を、1000 万

円／1年間と仮定）と算定した場合、またその
保険会社にとって自ら引受け可能な額（保有額：
retention）が 20億円の場合、残りの80％部分
を他の保険会社に引き受けてもらうことによっ
て、危険の分散を図っている。すなわち、
予想最大損害額100億円（100％）－引受け可能額20
億円（20％）＝危険分散80億円（80％）

となる。また、再保険を引き受ける保険会社は
１社とは限らないし、その再保険を引き受けた
保険会社がさらにその責任額の一部を他の保
険会社に引き受けてもらう場合もある（これを
retrocessionという）。
　このように、保険会社は企業経営を安定化す
るために、多くの保険会社間で国際的規模のリ
スク分散を図っている。当然、これらのリスク
を引き受けてもらうため、保険料1000万円を
引受け割合に応じて計算された再保険料とし
て、再保険会社に送金されていることになる。

☆　代表的な再保険会社　☆
　再保険の引受け能力がある代表的再保険者
（reinsurance company）を、図表̶4にまとめた。

☆　再保険の種類　☆
　再保険の形態には、特約再保険（Treaty 
Reinsurance）と 任 意 再 保 険（Facultative 
Reinsurance）があり、また方式として大きくは
比例再保険（Quota Share Treaty）、超過額再保
険（Surplus Treaty）、超過損害額再保険（Excess 
of Loss Cover Treaty）がある。
　元受保険会社は、保険の商品ごとにこれら形
態と方式を組み合わせて、保険リスクの引受け
を行っている（図表̶5）。
　石油精製物件などを除いたプラントの財産保
険については、元受保険会社は一定の金額まで
自動的に再保険手配ができるよう、特約再保険と
超過額再保険・超過損害額再保険の組合わせに
よって、その引受けリスクを分散している。
　ただし、地震危険をカバーする場合には、特
約再保険では消化できない場合もあり、あらか
じめ再保険交渉を行い（すなわち任意再保険形
態によって）、交渉結果をもとに保険契約者に
保険料などを提示することになる。
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保険損害額＊1

（100万ドル）

参考表示：日本円概算

（億円、110 円／ドル）

犠牲者数＊2

（人）
年月日 事故

21062 23168 3025 2001.9.11 世界貿易センタービル、国防総省およびその他建造物に対するテロリスト攻撃

20900 22990 43 1992.8.23 ハリケーン・アンドリュー

17312 19043 60 1994.1.17 ノースリッジ地震＊3

7598 8358 51 1991.9.27 台風ミレイユ（91年 9月26 ～28日台風９号ほか）＊4

6441 7085 95 1990.1.25 冬の暴風ダリア

6382 7020 110 1999.12.25 冬の暴風ローター

6203 6823 71 1989.9.15 ハリケーン・ユーゴ

4839 5323 22 1987.10.15 欧州における暴風および洪水

4476 4923 64 1990.2.25 冬の暴風ビビアン

4445 4890 26 1999.9.22 日本列島南部を襲った台風バート（99 年 9月21～24日、台風18 号）＊5

3969 4366 600 1998.9.2 ハリケーン・ジョージェズ

3261 3587 33 2001.6.5 熱帯暴風雨アリソン：雨、洪水

3205 3526 45 2003.5.2 雷雨、竜巻、霰

3100 3410 167 1988.7.6 パイパー・アルファ掘削船甲板爆発

2973 3270 6425 1995.1.17 兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）＊6

2641 2905 45 1999.12.27 フランス南西部およびスペインを襲った冬の暴風マーチン

2597 2857 70 1999.9.10 ハリケーン・フロイド：豪雨、洪水

2548 2803 38 2002.8.6 ヨーロッパにおける大洪水

2526 2779 59 1995.10.1 ハリケーン・オパール

2288 2517 26 1991.10.20 都市部に至る森林火災など

＊1  単位：100万ドル、2003年に物価スライド。賠償責任損害を除く。なお、日本円の概算は便宜上現在のレートで参考表示した
＊2 死亡および行方不明数
＊3  米国における自然災害に関する数値は、プロパティー・クレーム・サービシズ（PCS）からの情報
＊4　この年の台風により、当時、保険会社は約6200億円、共済金で約1400億円を支払った（筆者補足）
＊5　この台風により、当時、保険会社は約3200億円を支払った（筆者補足）
＊6　ミュンヘン再保険会社が発表した1995年のまとめでは、兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）の被害額は10兆円と、世界の自然

災害の全損害額（保険損害額ではない）の半分以上を占めたとしている（筆者補足）

出典：スイス再保険会社発行「signa」no.1、2004

図表̶4　代表的な再保険会社など

1970̶2003年：大規模財産損害・保険損害額（上位20）

●  再保険専門会社
　Munich Re.（ミュンヘン再保険会社）、Swiss Re.（スイス再保険会社）、トーア再保険株式会社（日本）など。これらの会社は、元受営業はいっさ

い行わず再保険の引受けを専業とする保険会社である。Munich Re.や Swiss Re.は、世界の保険引受けの条件設定に非常に強い発言力を持っ

ている。Munich Re.発行の「Schadenspiegel」、Swiss Re.発行の「sigma」では、世界中の保険引受け統計や大事故の検証などからものごとを判

断していることが垣間見ることができる。下表は、このsigmaから引用した。

●  元受保険会社の再保険引受け部門
　元受保険会社の再保険引受け部門（reinsurance department）を窓口に、元受保険会社自らが再保険を引き受けている。

●  再保険プール（reinsurance pool）
　非常に特殊なリスクを保険会社が連合して引き受ける場合に、保険会社によって組織されたもの。わが国には、独占禁止法の除外保険種目で

ある原子力保険を引き受けるために「原子力保険プール」が存在している。

●  ロイズ
　17世紀にコーヒー店から発展した再保険取引市場であり、再保険会社ではない。再保険を専門に扱う組合である。保険リスクを実質上引き受

ける資産家（name）および保険会社が、保険引受け代理人（underwriter agent）を通じて再保険契約を締結する。彼らは、保険契約者とは直接

取引はせず、特定の保険ブローカー（Lloyd’s broker）によって持ちこまれた保険契約だけを引き受けることになる。

わが国の保険市場について
　わが国の保険市場は、護送船団方式によって
市場が形成されてきた。したがって、保険契約
者と保険会社の力関係は、圧倒的に保険会社の
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主導によって市場が形成されてきた。ほとんど
の企業は、企業内もしくは子会社に保険代理店
をつくり、保険会社主導の保険販売を行ってい
る。

保険用語ひと口メモ（その5）

いよいよ、最終回。もっとも基本的な用語かもしれない・・・・・・
　①　保険約款（Insurance conditions）
　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いや保険契約後の通知義務、また保険会社が保険金を支払う
場合の条件や支払い額などについて定められている。保険約款は保険の種類ごと（自動車保険、財産保険、賠償責任保険など）
に用意されており、保険契約のすべてに共通な保険契約内容を定めた普通保険約款（general conditions）と、個 の々契約にお
いて普通保険約款の内容を補足（追加）・変更・排除する特約条項（endorsement, special conditions）がある。
■ 例1　財産保険で地震危険を購入する場合■

　普通保険約款では、地震・噴火・津波による損害は免責（保険会社は保険金を支払わない）となっているが、地震・噴火・津
波危険担保特約条項を付帯することによって、この免責を排除して、カバーするようにしている。
■ 例 2　賠償責任保険を購入する場合■

　普通保険約款では、免責条項にアスベスト危険による損害は免責となっていない。これは、賠償責任保険の販売認可を得た
ときは想定もしていなかったが、米国においては過去に多くの訴訟が引き起こされ現在に至っている。現在、世界中の保険会社
はこのリスクを引き受けていない（引き受けられない）ため、アスベスト（石綿）危険不担保特約という特約条項を自動的に補足（追
加）することになっている。
　②　保険期間（Period of insurance）
　保険契約において、保険会社が責任を負う期間。海外旅行傷害保険など数日の場合もあれば、1年以上の保険期間もある。
保険会社では1年間を境に、これ以下の保険期間の場合を短期契約、1年以上の保険期間を長期契約と呼んでいる。また、工
事保険・請負業者賠償責任保険などの場合は、工期に合わせた保険期間を設定することになる。原則として、この保険期間内
に保険事故が発生した場合だけ、保険会社は保険金を支払うことになる。
　なお、生産物賠償責任保険では「損害賠償請求ベース」といって、事故は保険期間前に起こっているが損害賠償請求が保険
期間内に提起された場合、保険対象とする契約もある（図表̶3を参照）。

図表̶5　再保険の形態と方式

　企業が支払う保険料を子会社などの代理店
を経由することで、代理店手数料の名目で保険
料の一部が還元され、実質上保険料負担が軽減
できることや、企業内従業員の個人契約の取込

再保険の形態

◆ 特約再保険（Treaty Reinsurance）◆
　年度はじめに当たり（欧米は1月から、わが国は4月から）、元受保険会社
（出再者）と再保険会社（受再者）間で、今後1年間に手配を要するであろ
う再保険契約について、あらかじめ包括的に引受け条件の取決めを行う契約
方法。保険種目ごとに取り決めることになる。したがって、包括的な条件に
合致している限り、元受保険会社は自由に保険料を契約者に提示することも
可能である。

再保険の方式
◆ 比例再保険（Quota Share Treaty）◆
　元受保険会社（出再者）は、特約のすべての元受保険契約について、あ
らかじめ取り決められた一定割合（たとえば10％とすれば、保険金額に関
係なく決定する。これを出再割合という）に基づいて自動的に出再し、再
保険会社（受再者）はこの割合に従ってすべての再保険責任を負う方法。
◆ 超過額再保険（Surplus Treaty）◆
　元受保険会社（出再者）が、所定の保有額を超過する部分を、一定額を
限度としてあらかじめ定めた保有額の倍数を、再保険会社（受再者）が引
き受ける方式。たとえば、所定の保有額を5億円、倍数を10と定めれば、
100億円の引受けについて再保険者は50億円異議なく引き受けるのである
。元受保険会社は、合計55億円は引き受けられるが残り55億円超45億円分
の引受け先を探す必要がある。
◆ 超過損害額再保険（Excess of Loss Cover ）◆
　1事故により被る損害額（保険金）が、あらかじめ 元受保険会社（出再
者）と再保険会社（受再者）が取り決めた金額を超えた場合、その超過し
た部分についてあらかじめ取り決めた限度額まで再保険会社（受再者）が
責任を負う契約。たとえば、火災保険契約で100億円以上の支払いがあっ
た場合（火災、台風による風災など）に、その超過分を再保険会社が負担
する。1事故で80億円の支払いがあった場合、再保険会社（受再者）は、
保険金を支払う責任はない。

このように、再保険契約は、元受保険会社（出再者）と再保険会
社（受再者）との契約に基づいて取引が行われており、通常の商
取引以上に互いの信頼（最大の善意：utmost good faith, doctrine 
of the good faith）がなければ成立しない契約である

◆ 任意再保険（Facultative Reinsurance）◆
　元受保険会社（出再者）が、必要に応じて、個々の契約について個別に再
保険会社（受再者）と交渉し再保険契約を締結する。受再者にとっては、こ
れら契約を引き受けるか否かの判断は自由であることから、任意再保険とい
われている。特約再保険契約に合致しないリスクの引受けや特殊なリスクの
引受けについては、この再保険方式に頼らざるを得ない。

◆ 比例再保険（Quota Share Treaty）◆
　元受保険会社（出再者）は、特約のすべての元受保険契約について、あら
かじめ取り決められた一定割合（たとえば10％とすれば、保険金額に関係な
く決定する。これを出再割合という）に基づいて自動的に出再し、再保険会
社（受再者）はこの割合に従ってすべての再保険責任を負う方法。

◆ 超過額再保険（Surplus Treaty）◆
　元受保険会社（出再者）が、所定の保有額を超過する部分を、一定額を限
度としてあらかじめ定めた保有額の倍数を、再保険会社（受再者）が引き受
ける方式。たとえば、所定の保有額を5億円、倍数を10と定めれば、100億円
の引受けについて再保険者は50億円異議なく引き受けるのである。元受保険
会社は、合計55億円は引き受けられるが残り55億円超45億円分の引受け先を
探す必要がある。

◆ 超過損害額再保険（Excess of Loss Cover ）◆
　1事故により被る損害額（保険金）が、あらかじめ 元受保険会社（出再者）
と再保険会社（受再者）が取り決めた金額を超えた場合、その超過した部分
についてあらかじめ取り決めた限度額まで再保険会社（受再者）が責任を負
う契約。たとえば、火災保険契約で100億円以上の支払いがあった場合（火
災、台風による風災など）に、その超過分を再保険会社が負担する。1事故
で80億円の支払いがあった場合、再保険会社（受再者）は、保険金を支払う
責任はない。
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みも大きな要素として、保険販売網が形成され
てきた。
　しかし、1996年の保険業法改正以来、保険
自由化が徐々に浸透してきた。また、保険契約
をする際には、保険仲立人（保険ブローカー：
Insurance Broker）の存在が法律上認められた。
保険契約をする際は、保険代理店を通じて保険
契約をする場合、保険仲立人に保険契約の媒介
をさせ保険契約をする場合、保険会社と直接保
険契約をする場合の3つの方法を選択できる
ことになった。
　再確認であるが、保険契約の特色は下記の2
点に集約される。
 ● 商品そのものが目に見えないものであるこ
と。すなわち家電製品・食料品などと違い、
保険契約約款・特約条項などの約束事に基づ
く商品であること
 ● 保険購入した保険契約者・被保険者にとっ
て、その商品価値は事故などが起こったとき
に、はじめて認識されるものであること

　保険の自由化以来、いまだに旧来の保険内容
で毎年更新している企業が多い。より良い保険
内容を複数の保険会社から提案させて、保険契
約を締結している企業もあるが、限界がある。
　保険を購入する企業の担当者・企業内保険
代理店には、保険約款すなわち保険契約の中
身、再保険市場も含めた保険市場の裏側までを
熟知している人は多くない。この保険ではこう
なっていますといわれれば、まずそれに従うし
かない。また、誤解を恐れずにいうなら、保険
会社は保険契約者のリスクを引き受ける企業で
ある一方、最終的には保険会社として利益を上
げることが彼らの最大の使命であることも十分
認識しておいていただきたい。

　5回にわたりプラントと損害保険について説
明してきた。企業全体のリスクマネジメント強
化が声高に叫ばれている中、企業リスクを移転
する一手法である損害保険について、読者の理
解の一助になれば幸いである。

2004TPM川柳ポスター
発売開始 !!　日本プラントメンテナンス協

会では、TPMエイジで募集した
「2004TPM 川柳大賞」の入選
作品をもとに、イラスト入りのポ
スターを制作しました。
　この川柳ポスターは、A、Bの
2種類（B2判）。他のTPMポス
ターを含めた10 枚セット（3500
円）、またはAポスター、Bポス
ターそれぞれの5枚セット（1750
円）で販売します。《バラ売り不
可、会員割引（10%）あり》
　問合わせ・申込みは、 JIPM・
メディア開発事業本部まで！

'04 A 号▲／背景色：オレンジ
'04 B 号

▲

／背景色：ブルー
問合わせ・申込み先

社団法人  日本プラントメンテナンス協会　Japan Institute Plant Maintenance
メディア開発事業本部  普及推進部　TEL.(03)3433-0355　FAX.(03)3433-0374

ＴＰＭ川柳
TPMをユーモアでやり抜こう!
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