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保険者の情報提供義務について 

 

       鄭 燦玉（JUNG Chanok）  

 

 

序 章 

 本論文は、保険商品ないし保険契約に関する情報が保険者側に偏在するいわゆる情報の

非対称性の問題を解消するために、2014 年保険業法改正により新設された情報提供義務に

関する規定（保険業法 294 条）を題材とし、当該新規制の趣旨がいかに実現されるべきか

について、義務違反の効果の問題も含めて検討を行うものである。本論文の究極的な目的

は、保険契約者保護のための情報提供規制に関する立法論を提示することにある。  

 このために、本論文では、2007 年ドイツ保険契約法 7 条に基づく情報提供規制を比較法

の素材として取り上げる。ドイツでは、従来監督法により規律されてきた情報提供義務が、

保険契約法の全面改正を通じて完全な私法上の義務として定着したのに対し、日本では、

ほぼ同じ時期の 2008 年に保険法が成立したにもかかわらず、情報提供については依然と

して監督法である保険業法において規律されており、このような彼我の規制手法の違いを

検討することは情報提供規制の基礎研究として意味があると思われる。そして、それ以上

に重要なのは、ドイツでは、従来から情報提供義務に関する独自の規制を有していたが、

とりわけ、EU の情報提供義務規制の国内法化をめぐって、学界、実務界、立法者によっ

て豊富な議論がなされてきたということである。契約法と監督法の役割分担のあり方も視

野に入れて日本の保険法制における情報提供規制のあり方を探求するにあたっては、ドイ

ツ法の規制やそれに関する議論がよい模範となると考える。  

 

第１章 

 本章では、2014 年の保険業法改正において情報提供義務に関する規定が新設されたこと

に伴って、情報提供ルールにどのような変化があったのかを、規制の実効性という観点か

ら検討し、同改正の限界を指摘する。そのうえで、今後の保険取引における情報提供規制

の立法的課題の提示を試みる。  

 改正前保険業法のもとでは、保険者の情報提供義務は、同法 300 条 1 項等の規定を通じ

た行為規制（保険会社・募集人に対し一定行為を禁止するルール）および保険会社にかか

る体制整備義務に関する規定により規律されていた。また、監督指針レベルでは、契約条

項中の重要事項の中でも特に説明が求められる事項である「契約概要」および「注意喚起

情報」、そして保険契約におけるいわゆる適合性原則も考慮した「意向確認書面」といった

募集文書に関するルールが存在していた。しかしながら、これら各種募集文書の交付ルー

ルは、あくまで監督指針上の義務にとどまり、法律上の義務ではない点で、限界があった。

また、保険業法における行為規制と他の金融関連法令におけるそれとを比較すると、銀行

や証券分野においては積極的な情報提供義務が規定されているのに対し、保険分野におい

てはそのような義務が法律上明記されていない点で、法制上の均衡も欠くとの指摘もあっ
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た。  

 これを受け、2014 年保険業法改正により、保険分野においても情報提供義務が保険業法

において明文の規定によって定められることとなった。従来、行為規制を通じて実質的に

認められるにとどまってきた情報提供義務が、法律レベルで、積極的な義務として明記さ

れたという点で規制パラダイムの転換があったといえるが、これに伴って契約概要・注意

喚起情報の募集文書提供義務も保険業法施行規則という法令による規律へと格上げされる

こととなった。また、情報提供事項の範囲を従来より広く捉えることが可能になったこと

により、下位法令による機動的かつ柔軟な対応も可能になった。これらは前向きに評価で

きる点である。しかしながら、明文の情報提供義務が導入されたとはいえ、監督法上の規

律にとどまっていることから、法文上同義務違反の効果も行政的制裁にとどまっており、

同義務の履行をより強く担保する契約取消権のような特段の制裁規定は存在しない。結局、

規制的側面からみると、情報提供義務に関する規定の新設により情報提供ルールに本質的

な変化があったとはいいがたい。  

 以上のことを念頭に置いて、今後の保険法制における情報提供規制のあり方を考えると、

さしあたり次のような問題点を指摘することができる。たとえば、現行法上は、情報を提

供すべき時期に関して明確な規定がないが、義務履行の時期を明記すべきか、明記すると

して具体的にどの時点と定めるかが問題となりうる。また、情報提供事項をどの程度まで

具体的に定めるべきかという問題もある。保険約款、さらには契約締結にとって特に重要

なその他の情報についても、その提供義務を法律で定めることも考えられるかもしれない。

さらに、情報提供義務違反の効果に関しても明文の規定を設けることとするのであれば、

ドイツ法のようにクーリング・オフ（保険業法 309 条）と情報提供義務違反を結び付ける

ような立法を行うのか、それとも、契約取消権のような別段の明文規定を置くのかといっ

たことも問題となろう。 

 

第２章 

 本章では、保険者の情報提供義務を保険契約法の中で規律しているドイツの保険法制に

ついて、詳細な検討を行う。  

 ドイツでは、保険者の情報提供義務はかねてより法律レベルで規律されていた（1994

年ドイツ保険監督法 10a 条等）。2007 年保険契約法改正前の規制は、監督法規定と契約法

規定とを結び付ける形で行われていたが、情報提供に関する規定は、基本的には保険監督

法に設けられていた。すなわち、監督法上の情報提供義務によれば、保険者は、自然人で

ある保険契約者に対し、法定の情報を保険契約の締結前に提供しなければならないものと

されていたが、私法規定においては、非対面販売の場合を除き、保険契約における一般的

な情報提供義務は存在しなかった。ただし、2007 年改正前保険契約法は、保険契約の申込

時に保険者が情報提供義務を履行しなかったことを前提に、保険契約者側に１４日間のク

ーリング・オフの権利を認めていた。このような旧法の規制に対しては、保険契約の申込

時に情報を提供することを原則としつつも、保険契約者が所定の期間内にクーリング・オ

フをしなかった場合には、申込時に情報提供義務違反があったとしても事後的な情報提供
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により当該情報に基づいて保険契約が締結される可能性を開いている（いわゆる証券モデ

ル）という点で、批判が可能であった。そこで、2007 年改正保険契約法は、監督法上の一

般的な情報提供規定と非対面販売に関する契約法上の情報提供規定とを合体させる形で、

保険者の情報提供義務を完全な私法上の義務として扱うこととした。 

 現行保険契約法における情報提供義務規制の具体的な内容について、当事者、情報提供

の方法と時期、および情報提供事項に分けて整理すると以下のとおりである。  

 第１に、保険取引における情報提供義務の当事者に関して、保険契約法 7 条 1 項 1 文は、

情報提供義務を負担する者を保険者、情報提供の相手方を保険契約者とそれぞれ定めてい

る。助言義務の場合とは異なり、保険仲介者は法的には独自の情報提供義務を負わない。

つまり、保険契約法は、情報提供義務を保険者固有の義務と理解している。情報提供の相

手方としての保険契約者は、原則としてあらゆる保険契約者を意味し、消費者または自然

人に限定されてはいない。  

 第２に、情報提供の方法に関しては、まず、保険契約法 7 条 1 項 1 文は、民法 126b 条

にいう「テクスト方式」により情報の提供を行うことを求める。情報提供の方式は、紙媒

体はもとよりファックス、イーメール、ディスケット、CD-Rom、または USB スティック

であってもよい。情報を単にウェブページ上に載せておくだけでは足りないが、若干の異

論はあるものの、ウェブサイトが、保険契約者が契約締結の意思表示をする前に契約関係

書類をダウンロードまたは印刷することを技術的に強制しているならば、情報提供の方式

の要件を充足すると学説上解されている。いわゆるマイページのように、パスワードによ

り保護される個人領域の設定も、一定の条件のもとに要件充足が認められる。次に、7 条

1 項 2 文は、明瞭にかつ理解できるように情報提供を行うことを求める。明瞭性および理

解可能性の概念は、EU 指令上のいわゆる透明性原則に基づくものであって、情報が多義

的でなく誤解が生じないことを要し（明瞭性）、平均的保険契約者が当該情報の意味および

内容を理解できることを要する（理解可能性）。普通保険約款については、民法上の透明性

原則が既に及んでいるので、保険契約法上の明瞭性・理解可能性原則は、約款以外の情報

部分につき独自の意義を有するといえる。  

 情報提供の時期に関しては、保険契約法 7 条 1 項 1 文は、保険契約者の契約締結の意思

表示前に、適時に、情報を提供することを求める。意思表示前にという要件に関し、ドイ

ツではいわゆる契約締結モデルによる議論がなされている。旧保険契約法 5a 条は、保険

契約者側が保険契約の申込みをすることを前提としており、保険契約者の申込時に普通保

険約款および法定の諸情報が提供されることを原則としつつも（または、そのような提供

が望ましいというニュアンスを含んではいるものの）、法的には必ずしも申込時に情報を提

供することを規定したわけではなく、保険者が承諾するときに、すなわち、通常そうであ

るように保険証券の送付によって初めて提供することでも足りると定めていた（証券モデ

ル）。これに対し、現行保険契約法 7 条 1 項 1 文は、保険契約者の契約締結の意思表示（通

常は申込み）前に情報を提供することを求めているため（申込モデル）、現行法のもとでは、

旧法の規定のように保険契約の締結時に情報を提供することは許容されていない（証券モ

デルの廃止）。保険契約締結の理論構成については、旧法によれば、契約関係書類の交付か
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ら１４日までは保険契約が浮動的無効の状態にあり、保険契約者がクーリング・オフをし

なければ確定的に有効な状態となるのに対し、現行法によれば、関係書類の交付から１４

日までは保険契約が浮動的な状態で有効であり、クーリング・オフの行使によって遡及的

に無効となる、と解されている。  

 証券モデルから申込モデルへの転換に伴う保険実務上の負担を考慮し、新たな契約締結

モデルを提示しようとする試みが一部でなされている。代表的なものとして、保険者側が

保険契約の申込みをするという誘引モデルを挙げることができる。同モデルによれば、保

険契約者は、拘束力を有する意思表示をするのではなく、従来の申込書に類似した用紙に

契約希望を記入し（申込みの誘引）、保険者が諸情報を含む保険証券を交付することにより

申込みをするという形で契約締結手続が進行する。同モデルは、情報提供前に保険契約者

が契約に拘束されてはならないという EU 法の原則には合致するかもしれないが、法律の

要所要所に申込モデルを前提とした規定が設けられているため、それらの規定と相いれな

いといった問題を内包している。誘引モデル以外にも、一部の学者らにより、提案モデル、

条件付申込モデル等が示されているが、前者には、契約締結手続が複雑で長期間になると

いう問題があり、後者は、廃止された証券モデルの変形にすぎないと批判されている。  

 一方、情報提供の時期にかかわるもう一つの要件として、「適時性」が定められている。

この要件により、保険契約者の意思表示「前」の解釈にあたり柔軟な対応が可能になるが、

適時性という概念の不確定性ゆえに、法解釈をめぐって学説上争いが生じている。多数説

は、保険商品の複雑性に応じて保険類型別の具体的な熟慮期間を想定しており、たとえば、

生命保険や疾病保険のような複雑な商品の場合には、保険契約者に数日間の熟慮期間が与

えられるべきであり、反対に、簡単な商品の場合には、数分間の熟慮期間が与えられれば

足りるとされる。  

 第３に、情報提供事項に関しては、保険契約法 7 条 1 項 1 文および 2 項が原則的な規定

を設けている。同条 1 項 1 文によれば、普通保険約款を含む契約条項を交付することを要

し、それと並んで、同条 2 項の規定に基づく法規命令（保険契約における情報提供義務に

関する命令; VVG-InfoV。以下、「保険情報提供令」という）による情報を提供することを

要する。結局、情報提供に関する具体的事項を決するのは、保険情報提供令の規定である。

同命令 1 条は、あらゆる保険部門に適用される事項を規定している。それによれば、①保

険者および支店、保険仲介者の同一性情報、ならびに送達可能な保険者の所在地に関する

記載、②保険者の主たる事業拠点、契約者保護基金、契約がいかに成立するかについての

記載が求められる。③普通保険約款については、民法上の約款規制の法理により、従来か

ら直接交付の必要性が認められており、保険法による特有の規制としては、保険契約法 7

条 1 項 1 文にいう「意思表示前」・「適時性」の要件のみが挙げられる。給付の種類、範囲

および履行期のような保険給付の本質的要素に関する記載、ならびに準拠法の選択に関す

る情報提供も求められる。このほか、④すべての税額および保険料を構成するその他の費

用を含む保険料総額に関する記載、追加発生費用についての情報提供も要する。  

 一方、保険情報提供令 2 条、3 条は、生命保険、疾病保険の特則をそれぞれ定めている。

①剰余金配当付生命保険の場合には、剰余金の確定および配当に適用されるべき算定原則
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および基準を記載しなければならない。②重要な解約返戻金の記載も求められるが、判例

は、民法上の透明性原則に基づいて、かねてより保険期間が３０年である場合において七

つを超える解約返戻金額の記載が必要であると判示しているのに対し、学説は、最初の５

年から１０年間の年度を表記したうえで、二つか三つの解約返戻金額を記載し、期間満了

の前の年度の金額を表記することを提案している。また、保険料に含まれる費用、および

一度限りのまたは特別の原因によって生じうる費用の記載も要する。特に、前者について

は、契約締結費用および販売費用以外に、「管理費用」もその記載を要するかが学説上争わ

れていたが、2014 年の改正により管理費用も追加されることとなった。ドイツの生命保険

市場では、従来より主として貯蓄性商品が販売されており、配当や解約返戻金が重視され

る傾向があるため、運用収益に影響する諸費用の開示が詳細に規定されているといえる。  

 保険契約者が民法でいう消費者である場合には、以上のような大量の情報を契約締結の

意思表示前に消化することが極めて難しいことを勘案し、保険情報提供令 4 条は、情報の

手引書としての「商品情報冊子」の交付に関する規定を置いている。情報冊子は、提供さ

れるべき他の諸情報よりも前に配置しなければならない。同条 1 項にいう保険契約の締結

または履行につき「特に重要な」必須情報については、同条 2 項が定めている。それによ

れば、①保険の種類、付保されるリスク、②保険料、③給付除外、④オプリーゲンハイト、

⑤保障期間、⑥契約の終了等について、情報を提供しなければならない。2 項の定める項

目の順序は、強行法的なものであり、かつ、これ以上の過剰な記載があってはならない。  

 保険契約法 7 条 5 項によれば、保険者の情報提供義務に関する規定は、保険契約者が自

然人でない場合における大規模リスクに関する保険契約には適用されない。一方、保険契

約者が自然人である場合には、準拠法および管轄監督官庁について情報を提供しなければ

ならない。同条 1 項 3 文前段は、電話により、またはネット上で保険契約が成立する場合

におけるテクスト方式の一時的排除およびその追完について規定している。  

 保険契約者が契約締結の意思表示前に、書面による別段の意思表示により、情報受領権

を明示的に放棄することも可能である。ただし、情報受領の放棄が許容される場合であっ

ても、追完規定の適用を受けるため、保険契約の締結後遅滞なく、完全な形の情報がテク

スト方式により提供されることを要する。  

 契約関係書類の到達については、保険者が立証責任を負担する。その立証の困難さを勘

案して、学説上は、事実上の推定の方法により保険者側の立証を容易にする「一応の証明」

の制度が援用されている。  

 ドイツ法のもとでは、保険者の情報提供義務違反は様々な法的効果をもたらすが、その

中でも、同義務違反があればクーリング・オフ期間の起算点が繰り下げられること（保険

契約法 8 条 2 項 1 文）、および、私法上の当然の効果として保険者の損害賠償責任を発生

させうること（民法 280 条 1 項等）はその規整の特徴といえる。前者の場合には、契約関

係書類の到達についての立証責任は保険者側にあるため、関係書類を送付しても到達の立

証に失敗したならば、クーリング・オフ期間の起算点の繰下げという効果が発生する点が

重要である。また、１４日間のクーリング・オフ期間は、契約関係書類の到達によって初

めて開始し、法的にはその期間制限が定められていないため、関係書類不到達の主張が認
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容されれば、いわゆる永久的クーリング・オフの権利が保険契約者側に与えられることに

なりうる。これについては、学説上、信義則の見地から、失権の法理の援用等が検討され

ている。一方、保険者の損害賠償責任に関しては、賠償の範囲および因果関係の推定が論

じられている。一般に、情報提供義務違反は、契約締結上の過失に基づく損害賠償請求権

を招来させ、その賠償範囲は原則として消極的利益（信頼利益）の範囲内とされている。

もっとも、適切な情報提供があったならば、より有利な保険契約を締結したであろうこと

を保険契約者側が立証した場合には、不適切な情報提供のもとで締結された保険契約を仮

定的契約へと調整することを請求できると解され（いわゆる契約調整）、その場合、賠償範

囲は事実上積極的利益（履行利益）に相当すると解される。具体的な賠償範囲については、

違反事例別に検討する必要があるが、保険契約者側の立証の困難さを勘案し、学説上、一

定の条件のもとでの因果関係の推定が考慮されている。因果関係の推定を認める立場の中

でも、推定が及ぶ範囲をめぐっては多少の争いがあるが、少なくとも上述の商品情報冊子

の記述項目に因果関係の推定が及ぶということについては、見解の一致があるように思わ

れる。  

 

第３章 

 第２章でみたドイツ法における保険者の情報提供義務に関する規律から得られる日本法

への示唆について、概要を述べると、次のとおりとなる。  

 ⑴ ドイツ保険契約法 7 条の規定は、保険者が保険契約者の契約締結の意思表示前に法

定の諸情報を提供することを原則とすることにより、情報提供の時期につき保険実務上従

来通例とされていた証券モデルが廃止されるべきことを明らかにしている。同時に、同規

定は、保険契約者の意思表示前の「適時に」という不確定概念を用いることで、情報を提

供すべき具体的な時期を解釈に委ねる立場を採っている。⑵  保険契約法上保険契約者に提

供することが求められる情報は、普通保険約款を含む契約条項であるが、それと並んで、

保険情報提供令が契約条項以外にも提供すべき情報を詳細に定める。つまり、情報提供義

務に関する一般的な規定を法律に設け、その詳細は命令に委ねるという方法を採ることで、

私法上の規律においても弾力的な運用を可能にしている。⑶  ドイツ法のもとでは、保険者

の情報提供義務違反は様々な法的効果をもたらすが、その中でも、クーリング・オフ期間

の起算点の繰下げと、契約締結上の過失に基づく損害賠償請求権の発生とが同義務違反の

核心的な効果であるといえる。  

 ドイツ法からの示唆を踏まえると、日本の保険法制における情報提供義務については、

次のような立法論的および解釈論的方向を提示することができる。まず、情報提供義務を

法体系上どこで規律するかという問題に関しては、同義務には私法的性質も与えられるべ

きと解するのであれば、その規律も保険法により行われることが法体系的には望ましいと

いえよう。ただし、行政的制裁についても不法行為責任を通じた私法的制裁についても監

督法の枠内で規律している日本において、その規律を契約法に移すことには大きなデメリ

ットも予想されることに留意する必要がある。次に、契約前情報提供の時期に関しては、

ドイツ保険契約法では従来の証券モデルが否定されたこと、情報提供義務の本旨が、保険
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契約者が保険契約を締結するか否かを判断するために必要な情報の提供を受けることにあ

ることを勘案すれば、同義務が保険契約者の契約締結の意思表示（申込み）前に履行され

ることが必要であると思われる。その際、適時性概念を追加的に用い、解釈により契約前

情報提供規定を巧みに運用しているドイツの法状況は参考になると思われる。さらに、情

報提供事項に関しては、原則的な規定を法律レベルで設け、細部事項については同規定を

授権規定とする保険情報提供令で規律する方式を採用しているドイツの立法態度は、－契

約法による規律か、監督法による規律かという問題は別として－日本の保険法制と共通す

る。そして、義務違反の効果に関しては、①クーリング・オフに関するドイツの規制手法

を参照するならば、クーリング・オフ期間の起算点を義務違反の効果と結び付けることに

より、既存のクーリング・オフ規定を効果的に活用することが考えられ、また、②損害賠

償に関するドイツの解釈論を参照するならば、立証の成否いかんによって、いわゆる履行

利益的損害賠償も認める余地があり、さらには、誤って提供された情報の中でも保険給付

の本質的要素にあたる部分については損害発生の因果関係に関して保険契約者の立証上の

負担を軽減させることも考えられる。  

 以上を要すると、次のような立法論が考えられる。情報提供の時期に関しては、保険契

約者の申込前に、かつ、ある程度の熟慮期間を確保した形で情報提供を行うものとする。

具体的な熟慮期間については、情報の重要度あるいは保険商品の複雑性等に応じて差異を

設けることが考えられる。また、情報提供事項に関しては、ドイツの立法例と同様に、日

本の保険法制においても既に個別具体的な内容については下位法令および監督指針により

対応している。ただし、大枠を法律で定めるにあたっては、保険約款および提供を要する

その他の重要な情報については法律上明記することが望ましいであろう。将来の保険市場

の状況変化に対応できるよう下位法令等を活用するにあたっては、保険情報提供令で情報

開示項目を詳細に列挙するドイツの例が参考となろう。さらに、義務違反の効果に関して

は、日本ではクーリング・オフに関する詳細な規定が既に設けられていることからこれを

活用するのが得策であり、具体的には、情報不提供の状態が解消された時にクーリング・

オフ期間が進行するものとすることが考えられる。  

 

終 章 

 以上の検討を踏まえた、情報提供義務に関する具体的な改正案は次のとおりである。  

 情報提供義務を契約法たる保険法において規律するとした場合、ドイツの立法例に倣う

ならば、規定の細部は政省令に委ねる方式を採ることになろうが、保険募集実務について

専門的知識があるとはいえない法務省が細部のルールを策定することになるという問題が

生ずる。また、より根本的な問題として、情報提供義務のみを保険法において規律するこ

とは、法制上相当の無理を伴う。結局、保険法において情報提供義務を規律する場合には、

その前提として、保険募集人の範囲を画する定義規定、意向把握義務やクーリング・オフ、

損害賠償等の私法的規定もあわせて保険法へと移転すべきかどうかという問題も検討しな

ければならなくなる。したがって、本論文の結論としては、さしあたりは、情報提供義務

を保険業法およびその下位規範で規律するという現行規整が維持されることを前提に、情
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報提供義務法制のあるべき姿を提示することとしたい。具体的には、保険業法 294 条およ

びこれに関連する規律を整備拡充することで保険契約者保護を図ることになる。  

 情報の重要度に応じ、保険約款については、交付義務を法律に明記し、約款以外の情報

についても、保険契約に関する重要な内容に関する情報は法律によりその提供を義務付け

ることが必要である。その際、大枠は法律で提示することが望ましいことから、既存の契

約概要の項目に該当するような事項を保険業法で規定することを考えてもよいであろう。

保険取引において発生する情報の非対称性を勘案すれば、保険契約者が保険者側から契約

関連情報を事前に受領することが極めて重要である。ただし、事前の情報提供が期待でき

ない場合もありうるので、そのような場合における情報提供の追完規定を設け、他方では、

保険契約者の情報受領権の放棄に関する規定を置くことも考えられる。義務違反時の別段

の制裁としては、クーリング・オフ期間の起算点が繰り下げられるという法的効果を明記

する。  




