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１．はじめに 

 一般に、日本の免許保険会社1)は、日本において生命保険契約を引

                                                  
１）本稿において免許保険会社とは、保険会社免許（保険業法３条１項）を受

けた内国保険会社（保険業法上は「保険会社」。同法２条２項）、外国保険会

社免許（同法185条１項）を受けた「外国保険会社等」（同法２条７項）、およ

び、少額短期保険業の登録（同法272条１項）の登録を受けた少額短期保険業
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き受ける場合には、保険契約締結時における内国居住者を保険契約者

や被保険者としているものと思われる2)（契約締結後に保険契約者や

被保険者が海外に転勤したり、移住したりすることもあり得るが、本

稿が問題とするのは保険契約締結時における保険契約者や被保険者の

常居所地である）。そのため、保険契約者や被保険者となる内国居住者

の大半は日本人であるが、外国人の内国居住者も保険契約者や被保険

者となり得る。他方、外国居住者を保険契約者や被保険者とする保険

契約は、基本的には日本における引受対象としていない筈である。 

 けれども、実際には、保険者としては意図的ではないであろうが、

外国居住者を保険契約者や被保険者とする生命保険契約を、日本にお

                                                                                                             
者（同法２条18項）を指すこととする。 

２）外国居住者を被保険者とする生命保険契約は、保険会社が危険選択を現実

に実施することが困難である。また、一般に、内国居住者を被保険者とする

生命保険契約に関して、各国は海外直接付保を規制していることが多いので、

日本の保険会社が外国居住者を被保険者とする生命保険契約を引き受けると、

当該外国の海外直接付保規制や免許制に抵触する惧れがある。そのため、外

国居住者を被保険者とする生命保険契約を、生命保険会社が日本において積

極的に引き受けていることはないようである。たとえば、明治安田生命『海

外渡航のてびき 海外で活躍されるお客さまのために』８頁、住友生命『海外

渡航のてびき 生命保険契約のお取扱い』７頁参照（なお、それぞれ次のウェ

ブサイトに掲載されている（2017年１月27日確認）。 

http://www.meijiyasuda.co.jp/contractor/service/detail/13.html; 

http://www.sumitomolife.co.jp/contract/about/overseas/guide.html. 

  他方、保険契約者に関しても、保険契約者が外国に居住する場合には、保

険契約の締結、保険料の支払、保険会社からの通知、契約内容の変更、保険

契約の更新等に支障が生じる惧れがあるため、外国居住者を保険契約者とす

る生命保険契約を、生命保険会社が日本において積極的に引き受けているこ

とはないようである。けれども、日本国内で保険契約を締結した場合には、

その後、保険契約者が海外渡航しても、保険料の支払、保険会社からの通知、

契約内容の変更（一部）、保険金等の請求に関する対応が整備されている（た

とえば、上記明治安田生命『海外渡航のてびき』１頁、９頁、11-21頁、上記

住友生命『海外渡航のてびき』５-18頁参照）。したがって、外国居住者を保

険契約者とする生命保険契約に日本の保険会社が消極的であるのは、主とし

て、保険契約締結の問題と海外直接付保規制や免許制にあるものと思われる。 
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いて、日本の免許生命保険会社が引き受けてしまうことがあるようで

ある。その実例が、東京地判平成25年５月31日・判例集未登載（平成

24(ワ)14059号。保険金請求事件。以下、本件裁判という）である3)。

本件裁判は、日本の生命保険会社が、日本において、外国居住者を保

険契約者兼被保険者として死亡保険契約を引き受けた事案であり（以

下、当該保険契約を本件保険契約という）、告知義務違反の有無が争わ

れた。本件裁判は渉外的要素を含むので、まずは適用される準拠法を

決定すべき必要がある筈だが、判決理由を読む限り、特段の検討はな

されていない。そこで、本稿では、本件裁判を手がかりとして、外国

居住者を保険契約者兼被保険者として日本国内で締結された生命保険

契約の準拠法を検討することとしたい。 

 

２．本件裁判の概要と議論の進め方 

（１）本件裁判の概要 

 本件裁判は、死亡保険契約の被保険者が死亡したため、保険金受取

人が生命保険会社に保険金の支払を求めた裁判である。 

 引受保険会社は、日本の内国保険会社免許を有する「プルデンシャ

ル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社」である。この生

命保険会社は、元は1911年に「日本徴兵保険株式会社」として設立さ

れ、1945年10月に「大和生命株式会社」に改称し、1947年10月に「大

和生命保険相互会社」に組織変更した内国保険会社である。その後、

1997年４月の日産生命保険相互会社の経営破綻4)に端を発した一連の

                                                  
３）TKC文献番号25513039、Westlaw判例番号2013WLJPBY05318003。評釈として

沖野（2015）があるが、準拠法の検討はなされていない。 

４）経営破綻した日産生命保険相互会社は、保険業法に基づいて破綻処理が行

われ、受け皿会社として設立したあおば生命保険株式会社へ契約移転がなさ

れた。その後、2005年に、あおば生命は、内国保険会社であるプルデンシャ
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生保危機の中、2002年４月に「あざみ生命保険株式会社」に吸収合併

された（同時に、商号を、「あざみ生命株式会社」から「大和生命保険

株式会社」に変更）5)。しかしながら、世界的な経済危機の影響を受

けて債務超過見込みとなり、2008年10月に大和生命保険株式会社は経

営破綻する（会社更生手続の開始決定）。破綻処理において、「プルデ

ンシャル ファイナンシャル ジャパン生命保険株式会社」に商号変更

し、米国の「プルデンシャル ファイナンシャル」（Prudential 

Financial, Inc.）グループの一員であるジブラルタ生命保険株式会社

の完全子会社となった6)。2009年６月に更生手続が終結して業務を再

開し、2010年４月に現社名である「プルデンシャル ジブラルタ ファ

イナンシャル生命保険株式会社」（以下、PGF生命という）に商号を変

更した。そして、2010年８月より正式に営業を開始し、提携金融機関

等を通じた新契約販売を始めた7)。このような状況の中、2010年12月

に、PGF生命は、本件裁判で問題となる死亡保険契約を締結するに至っ

た。 

一方、保険契約者兼被保険者は、1948年７月生まれの女性であるが

（保険契約締結時は62歳）、国籍は不明である（氏名からすると、日本

人かと思われる）。メキシコ合衆国において、娘夫婦と居住している（た

だし、住民票上は、名古屋市在住であり、2000年にメキシコ市から転

入したとされている。また、健康保険や病院のカルテでも名古屋市の

                                                                                                             
ル生命保険株式会社（米国系）に吸収合併された。 

５）あざみ生命保険株式会社は、2000年８月に破綻した大正生命保険株式会社

の保険契約の受け皿と、大和生命保険相互会社の事業承継とを目的として、

2001年２月に、ソフトバンク・ファイナンスと大和生命保険相互会社との折

半出資により設立された会社である。武田（2008）15-18頁、稲田＝大平（2015）

129-130頁参照。 

６）稲田＝大平（2015）137-138頁参照。 

７）PGF生命のウェブサイトによる。 

http://www.pgf-life.co.jp/company/info/history.html, last visited on 

September 20, 2016. 
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住所が記載されている）。 

そして、年に１、２回は生まれ故郷である日本に来ていた（なお、

名古屋市の実家では、息子夫婦が暮らしている）。本件保険契約は、来

日時に、シティバンク銀行8)名古屋支店を投資信託売却のために訪れ

た際に、生命保険商品の加入を勧められたのが契機である（2010年12

月17日）。保険契約者兼被保険者はその10日後（同年12月27日）に同支

店を再訪し、同支店の担当者から意向確認および重要事項説明を受け

たうえ、本件保険契約の申し込みを行った（保険契約者兼被保険者の

住所として記載したのは名古屋市の住所。なお、保険契約申込書の保

険契約者欄は、保険契約者が漢字で記載しているが、捺印欄にはロー

マ字でサインをしている）。本件保険契約の保険商品は、「米国ドル建

                                                  
８）シティバンクは、従前より日本において、外国銀行であるシティバンクエ

ヌエイの在日支店として営業していた。やがて、金融庁より内国銀行として

の免許を受け、2007年７月にシティバンク銀行株式会社として開業した。本

件保険契約は、シティバンクがこの状態のときに締結されたものである。そ

の後、2015年に至り、シティバンク銀行は「個人金融部門」（リテールバンク

事業）を三井住友FGに営業譲渡し、株式会社SMBC信託銀行の「プレスティア

事業部門」に事業が引き継がれている。 

  なお、シティバンクは、2000年以降の公表分だけを見ても、４回の行政処

分を受けている。在日支店時代には、2001年８月９日に行政処分を受けてい

る。また、2004年９月17日には、名古屋出張所等のプライベートバンキング

部門において、公益侵害行為、重大な法令違反（資金洗浄と疑われる行為の

許容、海外生命保険募集による他業禁止違反等）、極めて不適切な取引等が多

数検証されたこと等を理由として行政処分を受けていた。内国銀行となった

後も、2009年６月26日には、資金洗浄を始めとする疑わしい取引の届出義務

を的確に履行する態勢の未整備等を理由として行政処分を受けた。さらに、

2011年12月16日には、金融庁検査の検査結果（2011年９月通知）およびそれ

を踏まえた報告内容等に基づき、行政処分を受けている。行政処分の理由は、

個人金融部門に属する支店において顧客に対する不適切な勧誘、不適切な投

資商品の販売等の多数の法令違反が認められたこと等である。本件保険契約

の契約日は2010年12月であり、この４度目の行政処分を受ける前に締結され

たものであるので、まさに４度目の行政処分の理由となった業務の一部を構

成していた可能性がある。 
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終身保険」である。保険期間は終身、死亡（高度障害）保険金額は

US$103,000、保険料はUS$16,804.34（年払契約であり、保険料払込期

間は３年間）である。 

また、保険契約申込みの同日、保険契約者兼被保険者は、PGF生命

の診査医がいるＡ病院を訪れて告知を行った（本件保険契約の契約日

は2010年12月27日）。なお、保険契約者兼被保険者は便秘が続いていた

ため、同年12月20日と21日にＢ病院で診察を受け、大腸炎または大腸

腫瘍の疑いがあると診断され、Ｃ病院での精密検査を勧められていた

（ただし、Ｃ病院での精密検査は年内の予約が一杯であった）。 

 本件保険契約締結の２ヶ月後である2011年２月に、保険契約者兼被

保険者はＣ病院でスキルス胃癌の診断を受け、同年７月にメキシコ市

内の病院で死亡した。そこで、保険金受取人（保険契約者兼被保険者

のもう一人の息子。東京在住）が死亡保険金の支払を求めたものの、

PGF生命は告知義務違反を主張して保険契約を解除したため、保険金受

取人が提訴したのが本件裁判である。 

 

（２）議論の進め方 

 本件保険契約の引受保険会社は日本法人であり、保険契約の締結は

日本国内で行われているものの、保険契約者兼被保険者はメキシコ居

住者であり（また、保険金額および保険料が米国ドル建てである）9)、

渉外的要素を含むものであるため、問題となる生命保険契約の準拠法

をまず決定する必要がある。けれども、本件判決ではこの点に言及が

                                                  
９）米国ドル建ての保険契約（保険金額および保険料）である点を、渉外的要

素としてどの程度に重視すべきかの判断は難しいところであるが、保険契約

者兼被保険者がメキシコ居住者であること、終身保険には貯蓄要素が相当程

度存在することに鑑みると（途中解約して、保険契約者が解約返戻金を取得

する可能性も十分にあった）、米国ドル建てであることは、日本に居住してい

る日本人が米国ドル建ての保険契約に加入する場合と比較すると、メキシコ

居住者である保険契約者にとっては格段の意義があったと考えられる。 
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なされていない10)。また、こと日本の生命保険契約に関しては、渉外

的要素が含まれていないことを暗黙の了解事項としているためかもし

れないが11)、契約準拠法に関する近時の研究は多くないように思われ

る12)。そこで本稿では、本件保険契約を手がかりとして、外国居住者

を保険契約者兼被保険者とする生命保険契約を、日本の生命保険会社

が、日本国内において締結して引き受けた場合に、当該保険契約の準

拠法が日本の国際私法でいかに取り扱われるかを検討することとした。 

 準拠法の事前指定に関しては、日本で引き受けられている損害保険

契約には、一般に、保険約款に準拠法条項が設けられており、日本法

が指定されている13)。他方、生命保険契約に関しては、一般に、準拠

法条項が設けられていない14)。けれども、本件保険契約の引受保険会

社は、いわゆる外資系生保であり、準拠法条項が存在した可能性も否

定できない15)。そこで、保険約款に準拠法条項が存在する場合と存在

                                                  
10）ただし、訴訟において両当事者が共に特定国の法（通常は、法廷地法）に

基づく主張立証を行う場合には、準拠法の合意があったものと扱うべきだと

されている（たとえば、中野（1998）38頁参照）。けれども、本件保険契約に

関しては保険契約者は死亡済みであるので、本件裁判の訴訟当事者に準拠法

の事後合意を行う権限が存在したのか不明である（後掲注16参照）。 

11）後掲注26参照。 

12）保険契約全般の準拠法に関する研究として、通則法施行までは、たとえば

三浦（1935）、山戸（1953）、土井（1963）がある。通則法施行以後は、たと

えば奥田（2009）がある。 

13）たとえば、店舗総合保険（店舗等向けの火災保険）について東京海上火災

保険（1992）551頁、自動車保険について同（1990）626頁参照。 

14）山下（2005）135頁参照。たとえば、第一生命保険の「５年ごと配当付終身

保険」について山下＝米山（2010）797-827 参照。 

15）本件裁判に書証として提出された保険約款は部分抜粋であるため、準拠法

条項の存否は不明である。なお、PGF生命は、保険販売を行う金融機関毎に異

なる保険商品を提供していた模様であるが（ただし、保険約款は共通かもし

れない）、本件保険契約を販売したシティバンクの個人金融部門は、その後営

業譲渡され、SMBC信託銀行が業務を引き継いでいる（前掲注８参照）。そして、

SMBC信託銀行は、現在もPGF生命の「米国ドル建終身保険」を販売しているが、
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しない場合とに分けたうえで、本件保険契約に適用される準拠法を検

討することにする。 

 具体的には、まず準拠法条項が保険約款に存在する場合を検討し（次

述３）、続いて、準拠法条項が存在しない場合に準拠法の黙示指定を一

般的に認めることができるか否かを検討したうえで（後述４）、準拠法

条項が存在しない場合を検討する（後述５）。そして、通則法施行下で

締結された生命保険契約に関して消費者契約の特例の適否について検

討し（後述６）、最後に結論を述べるとともに、外国で提訴された場合

についても触れる（後述７）。なお、契約準拠法は事後指定も可能であ

るが、本件保険契約では事後指定は存在しないものとして議論を進め

る16)。 

 ところで、本件保険契約の締結は2010年12月であり、既に法の適用

                                                                                                             
当該保険商品の保険約款（終身保険普通保険約款）には準拠法条項が存在し

ないようである。 

16）保険契約締結後における準拠法の事後指定の可能性は、本件保険契約では､

保険契約者兼被保険者の生存中（2010年12月末～2011年７月）と、死亡後の

時期（2011年７月以降）に分けて考えることができる。 

前者の期間においては、事後指定の必要性はなく、また、胃癌と診断され

て治療に専念していたため、事後指定は行われなかったと推測される。 

他方、後者の期間においては、保険契約者としての地位は保険契約者兼被

保険者の相続人（子が３人以上いる）に包括承継されるものの、被保険者の

死亡時点で死亡保険契約は自動終了するので（日本生命保険（2016）320頁[石

丸正芳]）、一般に、保険契約者変更の手続がとられることはないものと思わ

れる。仮に、保険契約者変更の手続をとる場合には、保険契約者の地位を承

継した相続人間で保険約款に規定されている「保険契約者の代表者」を選任

し（本件保険契約では、相続人の一人である保険金受取人を当該代表者とし

て選任することになろう）、当該代表者が民法427条の別段の意思表示として

保険契約者変更の手続を行うことになろう（日本生命保険（2016）182-183

頁[富田英将＝神谷渉]）。そして、当該代表者が必要に応じて準拠法の事後

指定を行う可能性があり得ない訳ではない（契約締結時に当事者が想定して

いた準拠法が外国法であったとしても、日本での訴訟遂行の便宜のため準拠

法を日本法にしたいとする実務上のニーズがあることについて早川（2007）

16-20参照）。 
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に関する通則法（2007年１月１日施行。以下、通則法という）が施行

されているので、こと本件保険契約に関しては、通則法で準拠法を判

断すればよい。けれども、生命保険契約は長期契約が多く、今日にお

いても法例施行下で締結された保険契約が相当数残存していると思わ

れるので、通則法施行前に締結された生命保険契約の準拠法の取り扱

いについても整理しておくこととする。なお、通則法は経過措置に関

して新法主義の原則を採用しているため、通則法施行前に締結された

保険契約に関しても、事前指定に関しては通則法７条が適用される（通

則法附則２条、３条３項）。ただし、通則法８条～12条に関しては旧法

主義となる（通則法附則３条３項）。 

 

３．準拠法条項が存在する場合 

 保険約款に準拠法条項が存在し、そして当該条項が契約内容として

有効に組み入れられるとすれば、保険契約締結時期の通則法施行前後

を問わず、通則法7条に基づく有効な準拠法指定となる（通則法は、上

述のとおり、経過措置に関して新法主義を採用しているので、2006年

12月31日以前に締結された保険契約にも通則法７条が適用される。た

だし、後述する消費者契約の特例（通則法11条）に関しては旧法主義

を採用しているので、2007年１月１日以降に締結された保険契約に関

してのみ消費者契約の特例の適否を検討することになる）。 

 そこで、保険約款中の準拠法条項の契約内容への組み入れを検討す

ることになる。保険約款の拘束力に関しては、大審院大正４年12月24

日判決・民録21輯2182頁が、「火災保険契約当事者ノ一方タル保険者カ

我国ニ於テ営業スル以上ハ、其内国会社ナルト外国会社ナルトヲ問ハ

ス、苟モ当事者双方カ、特ニ普通保険約款ニ依ラサル旨ノ意思ヲ表示

セスシテ契約シタルトキハ、反証ナキ限リ、其約款ニ依ルノ意思ヲ以

テ契約シタルモノト推定スヘク、・・・」（読点は筆者）と述べ、保険
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約款規定内容に依るという意思で契約したと推定すると解して以来、

保険約款の一般的拘束力を認めるのが判例である17)18)。 

 そして、保険契約を始めとする附合契約に関しては、大量の契約を

画一的に処理するという要請がある（さらに、保険契約に関しては、

大量の保険契約を集積することが保険事業の前提となっている）。また、

保険約款で指定される準拠法が保険契約者にとって常に不利である訳

ではないし、当該準拠法による保護は得られることになる。特に、準

拠法条項で指定される準拠法が、保険会社の本拠地（外国保険会社の

場合には、当該保険契約を引き受ける支店所在地）の法であって、当

該地において保険契約の締結や保険給付を行う場合には、準拠法指定

に合理性が認められるし、また、保険契約者にとっても予期せぬ準拠

法であるとか、不利な準拠法であるとまでは言えないであろう。 

 以上のとおり、日本で営業する保険会社が、日本国内で保険契約を

締結し、日本国内で保険給付を行う保険契約に関して、日本法を準拠

法と指定する約款条項を用いた場合に、当該約款の拘束力が否定され

ることは基本的にはないと考えられる19)。したがって、保険約款中に

                                                  
17）その後も、保険約款の拘束力を認める裁判例が連綿と続いている。たとえ

ば、最高裁昭和42年10月24日判決・集民88号741頁、札幌地裁平成２年３月29

日判決・判タ730号224頁、神戸地裁平成９年６月17日判決参照。 

18）債権法を中心とする民法大改正に関して、法制審議会の民法（債権関係）

部会で検討され、2015年２月24日の法制審議会で「民法（債権関係）の改正

に関する要綱」が決定され、同年３月31日に法案が国会に提出されている。

この改正では、民法第３編第２章契約第１節に「定型約款」に関する規定が

新設される予定である（民法548条の２～548条の４の新設。）。この法案の当

該部分が修正なく成立したとすると、少なくとも日本法を準拠法と規定して

おり、日本国内で保険引受を行う場合には、改正法案548条の２第１項のみな

し合意が成立すれば、同条２項によって保険約款中の準拠法条項に関する合

意が否定されることはないと考えられる。 

19）附合契約には当事者自治が妥当しないとの考え方もあり得るが、一般に、

附合契約での準拠法指定も有効性が認められている。たとえば、船荷証券中

の準拠法条項について東京地判平成13年５月28日・判タ1093号174頁を、外航
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日本法を準拠法とする準拠法条項が存在する場合には、当該準拠法が

事前指定された準拠法として適用されることになる。ただし、通則法

施行（2007年１月）以降に締結された保険契約に関しては、消費者契

約に関する特例（後述６）の適否も検討する必要がある。 

 

４．黙示指定の一般的な存否 

 準拠法条項が存在しない場合には、まず、準拠法の黙示指定がなさ

れていたか否かが問題となる。準拠法指定の合意（通則法７条）には、

黙示の合意も含まれるとするのが判例（最判昭和53年４月20日民集32

巻３号616頁）、学説だからである。そして、黙示の準拠法指定を、現

実の意思による黙示合意と、仮定的意思による黙示合意（当事者意思

の推定）に大別すると、後者に関しては、法例施行下では認められる

としても20)、通則法施行後は許されない、あるいは、その必要性はな

いとするのが通説である21)。したがって、少なくとも通則法施行（2007

年１月）以降に締結された保険契約に関しては、仮定的意思による黙

示合意は検討する必要がない22)。 

                                                                                                             
貨物海上保険約款中の準拠法条項について東京地判平成14年２月26日・判例

集未登載（LEX/DB 28082189）を参照。学説もその有効性を認めている。たと

えば、山田（2004）320-321頁、櫻田（2012）221-222頁、松岡（2015）101

頁（一応は有効としたうえで、指定された準拠法の適用が顧客に極めて不利

な結果をもたらし不当である場合は効力を否定すべきとする）参照。 

  なお、附合契約を法例７条の適用範囲外と捉えたうえで、約款使用者の業

務の本拠地法によるべきとする見解もあったが（久保（1959）164頁）、日本

における保険契約締結に関して日本法を準拠法と指定する場合には、この立

場でも日本法が準拠法となるので問題ないことになる。 

20）松岡（1993）202頁、川又（1995）75頁、山田（2004）327頁参照。 

21）櫻田＝道垣内（2011）193-194頁[中西康]、櫻田（2012）231頁、道垣内

（2012）34頁、小出（2014）82頁、西谷（2015）18頁参照。 

22）通則法施行以前（すなわち2006年12月31日以前に締結された保険契約（以

下、旧契約という）に関しては、通則法施行以降、仮定的意思による黙示合
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そこで、保険約款に準拠法条項が存在しない場合に、前者、すなわ

ち現実の意思による黙示合意を認めることができるか否かを検討する

ことになる。けれども、生命保険契約に関する裁判例は見当たらない

ようである。 

学説の中には、「契約当事者が用いた標準契約条件が、特定国の法

制度を前提としてその国の官庁の認可を受けているものであった場合

には、黙示ではあるが現実の準拠法選択があったと解釈されるべきで

あろう。」と述べる説がある23)。日本で販売・引受されている消費者向

けの保険契約は、まさに標準契約条件であり、日本の保険法を前提と

して保険約款が作成されており、しかも監督官庁の認可等を受けてい

るので（保険業法４条２項２号、123条）、この立場からすると、たと

え保険約款に準拠法条項が存在しない場合でも、日本法が準拠法とな

ろう。 

しかしながら、この考え方に俄には賛同し難い。たとえば、保険契

約に関しては、日本においても、損害保険契約では保険約款に準拠法

                                                                                                             
意を認めるか否かに関して解釈上の問題がある。なぜなら、通則法の経過措

置に関する新法主義（附則２条、３条３項）により、旧契約に関しても、法

例７条１項ではなくて、通則法７条が適用される。そして、仮定的意思によ

る黙示合意を認めないのが通則法７条の解釈だからである。 

  旧契約に関しても通則法７条が適用され、そして、同一条文の解釈が契約

締結時期で異なるのは通例でないとすると、旧契約に関しても仮定的意思に

よる黙示合意を認めないことになる。 

けれども、通則法下では仮定的意思による黙示合意を認めないのは、法例

７条２項が廃止されて通則法８条が創設されたことに大きく依拠するため

であるが（櫻田＝道垣内（2011）193-194頁[中西康]）、旧契約には通則法８

条～12条が適用されないこと（通則法附則３条３項）、また、ある契約（具

体的には、旧契約）の準拠法が、通則法の施行によって変わってしまうのは

法的安定性の観点から好ましくないことからすると、旧契約に関しては、通

則法施行後も仮定的意思による黙示合意を認める立場もあり得よう。 

23）中西（2007）28頁、櫻田＝道垣内（2011）194頁[中西康]参照。 



生命保険論集第 199 号 

―47― 

条項を置かれているのが一般的である24)。他方、日本の生命保険会社

の保険約款には準拠法条項が一般に置かれていないが、保険約款を作

成するのは保険会社であり、準拠法条項を設けることができない、あ

るいは、困難である特段の事情は認められない（損害保険会社の国内

消費者向けの保険約款（たとえば、自動車保険や傷害保険）にも準拠

法条項が存在することからすると、生命保険約款に準拠法条項を置く

ことに支障があるとは考えがたい）。また、本件保険契約のように外国

居住者が来日して生命保険契約を締結することは稀であるとしても、

日本国内には多数の外国人が居住しており25)、日本在住の外国人が保

険契約者となる渉外的な生命保険契約26)は多数存在すると思われるの

で、準拠法条項を置く意義はあるとも考えられる27)。にもかかわらず、

                                                  
24）ちなみに、自動車保険約款に準拠法条項が新設されたのは昭和47年（1972

年）約款である。鴻（1995）188頁[鴻常夫]参照。 

25）法務省の在留外国人統計によると、2015年12月末において、日本には223

万人の外国人がいる。そのうち、日本人の配偶者が14万人、永住者およびそ

の配偶者が73万人、特別永住者が35万人、定住者（日系人等）が16万人、そ

れ以外（留学、技能実習等）が85万人である。 

26）ただし、山下教授は、「内国保険会社と日本に常居所を有する者との間で日

本国内で締結され、対象となるリスクが日本国内にのみあり、保険給付も日

本国内で行われるとすれば、渉外的要素は全くない。」と断言される（山下

（2005）135頁）。保険契約者等の本国は、保険契約における渉外的要素とし

ては全く考慮しない立場のようである。なお、EUにおいては、本国という渉

外的要素も重視している（後掲注37参照）。 

27）また、外国保険会社の日本支店が引き受ける生命保険は、保険契約者が日

本人であっても外国人であっても、渉外的な生命保険契約である。ちなみに、

アメリカン ファミリー ライフ インシュアランス カンパニー オブ コロン

バス（American Family Life Assurance Company of Columbus）は、米国の

生命保険会社である（設立地はネブラスカ州、本社はジョージア州）。同社は

日本支店を設置のうえ、日本において大々的に生命保険業を営んでいるので、

渉外的要素のある保険契約が多数存在する。けれども、同社の保険約款には

準拠法条項が設けられていないようである（ただし、実際の裁判においては、

準拠法が日本法であることを前提とした主張立証がなされているように思わ

れる。たとえば、東京地判平成25年１月28日・判例集未登載（LEX/DB25510428）
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生命保険約款中に準拠法条項を置いていないことからすると、保険会

社側には常に日本法を準拠法とする現実的な意思があった、とは必ず

しも断言できないとも考えられる。 

また、保険契約者側の意思としても、保険契約者兼被保険者が外国

人である場合には、常に日本法を準拠法とする現実の意思があったと

は断言できないであろう。確かに、日本に永住する外国人を保険契約

者兼被保険者とする保険契約に関しては、日本法を準拠法とする黙示

の合意が認められやすいであろう28)。けれども、日本国内には一時的

に居住する外国人も相当数存在する（その中には、就労が認められて

いる者と認められていない者がいる）。そして、彼らが日本国内におい

て生命保険契約を締結する可能性があるが29)30)、少なくともその場合

                                                                                                             
や東京地判平成26年７月１日・判例集未登載（LEX/DB25520480）では、準拠

法に関する検討が特になされていない）。 

28）ただし、日本に永住する外国人が保険契約者となる場合であっても、保険

者が外国保険業者の日本支店である場合には、日本法を準拠法とする黙示の

合意をただちに認めることはできないのかもしれない（三浦（1935）230頁参

照）。 

なお、法例下において日本で外国人または外国会社が外国保険会社（共に

米国）と締結した損害保険契約に関して、日本法で判断したと思われる裁判

例がある（身元信用保険契約について東京地判昭和31年10月15日・下民集７

巻10号2906頁、同控訴審東京高判昭和35年４月９日・下民集11巻４号765頁、

同上告審最判昭和39年10月15日・民集18巻８号1637頁、自動車保険契約につ

いて東京地判昭和40年４月26日・下民集16巻４号739頁。なお、両保険契約

とも準拠法条項は存在しなかった模様である）。これらの裁判例については、

「行為地法を前提に判断していると見られる」との解説もある（櫻田（2000）

39頁）。けれども、少なくとも身元信用保険契約に関する控訴審では、被保

険者側は日本法によるという意思だったと主張しており、また、保険者側も

特に反論していないことからすると、裁判所は日本法を行為地法として適用

したのではなく、黙示指定として適用した可能性がある。 

また、銀行取引に関する裁判例であるが、日本に居住していた華僑による

外銀（タイ国銀行）日本支店での定期預金契約について、日本法を準拠法と

する黙示指定を認めた裁判例として前掲最判昭和53年４月20日がある。 

29）生命保険は、生命保険会社の他、一定の制限はあるものの、少額短期保険
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には、保険契約者として日本法を準拠法とする現実の意思がある、と

一般的に断言することはできないと思われる。 

したがって、日本国の法制度を前提として日本の監督当局の認可等

を受けた保険約款が用いられたとしても、一般的に、保険者および保

険契約者において常に日本法を準拠法とする現実の選択があった、と

直ちには断言できないと思われる。 

もちろん、個々の保険契約の締結において、保険会社側に日本法を

準拠法とする現実意思が存在し、また、保険契約者側にも同様の現実

意思が存在したと認定できる場合には、準拠法指定に関する黙示の合

意が認められることになる31)。本件保険契約に関しては、仮に、保険

契約者がメキシコ在住であることを保険募集人が全く知らず、また、

保険契約者も意図的に隠していた場合には、日本法を準拠法とする黙

示の合意があったと認定される可能性が高いであろう。その一方で、

仮に、本件保険契約に関して、保険契約者がメキシコ在住であること

を保険募集人が知っており（本件保険契約の代理店であるシティバン

ク銀行は、過去に当該保険契約者に投資信託を販売し、保険契約者と

一定の関係が存在していたものであり、また、保険契約申込書の捺印

                                                                                                             
会社も引き受けることができる。そして、少額短期保険会社の中には、短期

滞在の外国人や日本在住の外国人向けの医療保険や生命保険を中心に販売す

る保険会社がある（株式会社ビバビーダメディカルライフ）。 

30）なお、在留資格制度（前掲注25参照）の適用対象外である駐留米軍向けの

生命保険契約に関しては、海外直接付保規制の特則が設けられている。すな

わち、一定の条件付で外国保険会社免許を受けた「外国保険業者」である「条

件付免許外国生命保険会社等」（保険業法施行規則115条２号）は、米軍の構

成員や軍属等を保険契約者とする外貨建て生命保険契約（保険業法188条、同

法施行令20条）について海外直接引受をすることができる。 

31）道垣内教授は、「各当事者の内心の意思が同じ準拠法を選択するものであれ

ば、・・・、黙示的な選択があるものとして扱ってもよい。」とされる。道垣

内（2012）34頁。また、鴻教授は、自動車保険に関して、「日本国の法令以外

の法令を準拠法として指定しない以上は、・・・日本国の法令による意思であ

ると認められるのがふつうであろう」とされる。鴻（1995）189頁[鴻常夫]。 
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欄に捺印や日本語での署名をせずに、ローマ字で署名をしていること

からすると、保険契約者がメキシコ在住であること、あるいは、少な

くとも日本在住ではないことを知っていた可能性がある）、また、保険

契約者もあえてメキシコ在住であることを隠していなかったとすると、

日本法を準拠法とする黙示の合意があったと直ちに認定することは困

難であろう。 

そこで、黙示の準拠法指定は存在しない場合を次に検討する。なお、

個別の契約事情に応じて黙示の準拠法指定が認められる場合には、保

険契約締結時期の通則法施行前後を問わず、当該準拠法が事前指定さ

れた準拠法として適用されることになる（通則法７条）。ただし、通則

法施行（2007年１月）以降に締結された保険契約に関しては、消費者

契約に関する特例（後述６）の適否を検討する必要がある。 

 

５．準拠法指定が存在しない場合 

 明示にしても黙示にしても準拠法指定が存在しない場合、すなわち、

保険約款中に準拠法条項が存在せず、また、保険契約当事者間の合意

において黙示の準拠法指定も存在しない場合をここで取り上げる。通

則法８条以下は旧法主義を採用しているので（同法附則３条３項）、保

険契約締結時期を通則法施行前後に分けて検討する。 

（１）法例施行下で締結された保険契約 

 法例施行下では（～2006年12月）、準拠法指定がなければ、行為地法

が準拠法となるのが原則である（法例７条２項）。保険契約に関しても、

契約締結地の法が準拠法となる32)。 

 けれども、契約締結地次第では不具合な準拠法が適用されることに

なりかねない（なお、本件保険契約が法例施行下で締結されたと仮定

                                                  
32）奥田（2009）344頁参照。 
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すると、契約締結地は日本であるので、行為地法を準拠法としても不

具合は生じない）。 

① 保険者の事業所所在地 

 そこで、法例施行下では、こと保険契約に関しては、準拠法の指

定がない場合には、保険契約の附合契約的性質および保険の技術的

構造を根拠に、特別の事情がない限り、「契約の中心地である保険

会社の本店所在地の法によるとするのが、理論としてはより合理的

であろう。」としたうえで、「保険契約者の国籍、・・・、保険の目

的の所在地（筆者注：人保険契約に関しては、被保険者の居住地に

相当すると考えられる）、・・・などは、第二義的に考慮されるにす

ぎない」と考えられていた33)。 

ただ、この立場（すなわち、準拠法選択がない場合には、当該保

険契約を引き受ける保険者の事業所所在地法によるとする立場）を

採るとしても、こと保険会社の社員や代理人が当該保険会社が保険

免許を付与されていない外国に赴いて当該外国で保険契約を締結

したり、通信手段を用いて越境保険取引を行ったりする場合でない

限り、保険者は保険免許を与えられている国において保険契約を締

結することになるので、行為地法を準拠法としても、保険会社の事

業所所在地法を準拠法としても、いずれも同じ法が準拠法となるの

で差違は生じない。そもそも、日本を始めとして世界の多くの国々

では、保険の越境取引を原則として禁止しつつ（海外直接付保規制

                                                  
33）土井（1963）150頁。なお、外国に支店や営業所を設けて保険引受を行って

いる場合には、当該外国の法を準拠法とする。同論文152頁以下）。また、こ

のような考え方は、既に、三浦（1935）232-236頁、山戸（1953）131頁、137-139

頁で論じられていた。また、外国の立法例としては、オーストリア国際私法

38条２項、ハンガリー国際私法25条ｋ号、旧ユーゴスラビア国際私法20条13

号、ポーランド国際私法27条１項３号、旧チェコスロバキア国際私法10条２

項ｄ号がある（奥田（2009）344頁参照）。 
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や免許制34)。ただし、国際的な海上保険契約等を除く）、自国が保

険免許を与えた保険業者にのみ同国内での保険引受を認めている

ため、行為地たる保険契約締結地と保険者の事業所所在地が異なる

事態がそれほどは発生しないのである（保険契約締結地と保険者の

事業所所在地とが異なるのは、自由な越境保険取引が認められてい

る国際的な海上保険契約等で生じやすい）35)。したがって、保険契

約者兼被保険者が外国居住者であっても、あるいは、外国人であっ

ても、保険契約を日本で営業する保険会社が日本において保険契約

を締結する場合には、行為地法である日本法を準拠法と捉えても支

障は生じないことが多い。 

② 付保対象リスクの所在地 

 他方、保険会社の事業所所在地ではなく、当該保険契約の対象リ

スクの所在地を最も重視すべきだとする学説もあった36)（実際にも、

EUにおいてはこの考え方が採用されている37)）。この考え方による

                                                  
34）たとえば、日本では海外直接付保規制が設けられている（保険業法186条１

項）。なお、フランス、ドイツ、米国、英国における越境保険取引規制につい

ては吉澤（2016）参照。 

35）山下（2005）137-138頁参照。また、前掲注２参照。 

36）松岡（1967）、山下（2005）136頁注３参照。 

ちなみに、山下教授は保険会社の事業所所在地を重視する学説を批判され

ているが、その根拠として、「このような議論は強行法的な保険契約法の存

在する国の議論を前提の異なるわが国に持ち込もうとするもので、準拠法の

選択に関する理論としては無理があると思われる。」と述べておられる（山

下（2005）136頁注３）。しかしながら、その後、日本においても保険法が施

行され（2010年４月）、「強行法的な保険契約法」が存在するようになったが、

山下教授がご見解を変更されるのか不明である。 

37）ちなみに、EUでは、準拠法指定がない場合の保険契約の準拠法をリスク所

在地法と捉えている。 

  すなわち、まず、生命保険統合指令（consolidated Life Assurance 

Directive. 2002/83/EC）では、個人保険契約に関しては、保険契約者の常居

所（habitual residence）のある加盟国（Member State of the commitment）

の法が準拠法になると規定していた。ただし、他国の法を準拠法として指定
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と、日本の生命保険会社が外国居住者を被保険者とする生命保険契

約を日本国内で締結する場合には38)、リスクの所在地である被保険

者の常居所地を重視するので外国法が準拠法となるであろう39)。 

けれども、この学説では、被保険者が居住地を虚偽申告した場合

にも（あるいは、被保険者が居住地を虚偽申告し、かつ、虚偽申告

であることを保険者側が了知していなかった場合にも）、リスク所

在地を最重要視すべきだとするのか不明である。ちなみに、本件保

険契約は通則法施行後に締結されたものであるが、仮に法例施行下

で締結されたものだったとすると、こうした事例であった可能性が

ある。なぜなら、被保険者の実際の常居所はメキシコであるが、保

険募集人がそのことを知らなかった可能性があるからである（保険

契約申込書には、保険契約者兼被保険者の住所地として名古屋市の

住所が記載されている）。 

                                                                                                             
することもできるし、保険契約者の本国が他の加盟国である場合には当該本

国法を指定することもできると規定されていた（以上、同指令32条１項、２

項、１条１項(g)）。 

  その後、契約債務準拠法条約（Rome I Regulation (EC) No 593/2008）が

制定され、生命保険契約に関しては、指定可能な準拠法がいくつかの地の法

に限定されることになった（保険契約締結時においてリスクが所在している

加盟国、保険契約者の常居所地、保険契約者の本国たる加盟国等。同条約７

条３項第１パラグラフ(a)-(e)）。また、指定がない場合には、保険契約締結

時においてリスクが所在している加盟国の法が準拠法になると規定された

（同条約７条３項第３パラグラフ）。 

38）「外国居住者を被保険者とする生命保険契約を日本国内で締結する」とは、

保険契約者と被保険者が同一であれば、保険契約者兼被保険者が来日して保

険契約を締結することになる。けれども、保険契約者と被保険者が異なる場

合には、海外居住者たる被保険者は来日せずに、保険契約者（日本の居住者

かもしれない）と日本国内で保険契約を締結することになる。 

39）外国居住者が日本に赴いて、日本の生命保険会社と日本国内で生命保険契

約を締結する行為は、当該外国の海外直接付保規制によって禁止されている

可能性がある。ただし、禁止されているとしても、その実効性に乏しいこと

が多いであろう。 
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リスク所在地法を準拠法とする立場では、準拠法指定がない場合

において、保険契約者がリスク所在地を虚偽告知したり、保険契約

者が錯誤でリスク所在地を誤解しており、誤解した内容を保険者に

告知したりしたときに、どう取り扱うのかが判然としない。たとえ

ば、本件保険契約において、メキシコ在住であることを秘して保険

契約者兼被保険者が保険契約の申し込みを行い、保険者は被保険者

が日本居住者であると信じて保険引受をしたような場合に、準拠法

の判断基準となるリスク所在地（＝被保険者の居住地）を日本とし

て取り扱うのか（その場合、準拠法は日本法となる）、それとも真

実の居住地であるメキシコとして取り扱うのか（その場合、準拠法

はメキシコ法となる）、はたまた、このような場合にはリスク所在

地を重要視せずに、他の諸要素を考慮して最密接関係地を判断する

のかが不明である。 

この論点を考えるにあたっては、リスク所在地を最重要視する理

論的根拠に立ち返る必要がある。現在のEU法においては、準拠法指

定がない保険契約はリスク所在地法が準拠法になると規定されて

いるが40)、その制定理由として、通常はリスク所在地に重心がある

ので、リスク所在地法を準拠法とすることは非常に実際的で論理的

であること、および、特に消費者保護になることの２点が指摘され

ている41)。消費者保護の観点からは、リスク所在地を虚偽申告する

ような保険契約者兼被保険者は保護に値しないと言えるかもしれ

ない。一方、リスク所在地に保険契約の重心があるとする点をどう

考えるかが問題となる。保険者による保険契約引受の合意（保険引

受の可否や保険契約の内容に関する合意）は虚偽のリスク所在地

（本件保険契約では、日本）を前提としてなされているので、虚偽

                                                  
40）前掲注37参照。 

41）Ref., Bělohlávek (2010) p. 1293. 
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のリスク所在地に保険契約の重心があると捉えるのか、それとも、

実際に当該保険契約において保険者が負担するリスクが重要であ

るので、保険者の主観的事情を勘案ぜずに、真実のリスク所在地（本

件保険契約では、メキシコ）を保険契約の重心と捉えるのかという

問題である。 

ここで、検討対象となる保険契約の種類を勘案する必要があるか

もしれない。たとえば、火災保険では、保険の目的物の所在地は、

担保危険の大小に決定的な影響を与える。そのため、リスクの所在

地（＝保険の目的物の所在地）次第で、保険引受を行うか否か、ま

た、保険引受を行う場合の保険料率や担保条件をいかに設定するか

に関して、保険者は判断を異にしている。つまり、こと火災保険に

関しては、リスクの所在地は保険引受判断において決定的に重要な

事項である。保険契約者の申告内容が真実でない場合には、真実の

リスク所在地に関しては、少なくとも保険者は保険契約締結時に知

らない事情であるので、真実のリスク所在地を重要な連結点とする

ことには合理性がない。保険者は真実のリスク所在地を知らず、不

実のリスク所在地を前提としてリスク判断を行ったからである。そ

して、消費者保護の観点からは、保険契約者自身が不実のリスク所

在地を告げたのであるから、不実のリスク所在地を最重要視される

ことを甘受すべきであるとも言える（ただし、真実のリスク所在地

よりも不実のリスク所在地の方が保険契約者に有利となる場合に

は、そのように言い切れないかもしれない）。少なくともリスク所

在地判断において、特段の消費者保護を図る必要はないと考えられ

る。したがって、こと火災保険に関しては、最重要視すべきかどう

かはともかくとしても、不実のリスク所在地を重視して準拠法を決

定すべきであろう42)。 

                                                  
42）ただし、ここでいうリスク所在地は、主観的に決定すべきではなく、客観
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一方、生命保険契約に関しては、やや事情が異なる。なぜなら、

保険契約締結時においては、保険会社は被保険者の居住地について

関心を払うかもしれない。けれども、少なくとも保険契約締結後に

おいては、被保険者がどこに居住しようと、一般に保険者は保険契

約の終了や変更を求めないからである43)。また、保険契約締結時に

おいて、保険会社が被保険者の居住地に関心を払うとしても（すな

わち、外国居住者でないことに関心を払う）、それは引き受けるこ

ととなる死亡リスクや生存リスクに大きな影響を与えるという理

由よりも、むしろ、保険契約締結後の保険料の収受が確実になされ

ることや、種々の通知や照会の送付先が確保されることを主たる理

由としているようである44)。したがって、火災保険におけるリスク

所在地（＝保険の目的物の所在地）と比較すると、生命保険におけ

るリスク所在地（＝被保険者の常居所地）は、保険者によるリスク

判断の要素としては、相対的には重要な連結点ではないとも考えら

                                                                                                             
的に決定すべきであるとの反論もあり得よう。 

  ちなみに、通則法８条１項の最密接関係地の判断においても同様の論点が

考えられる。すなわち、最密接関係地を判断するための諸事情のうちのある

事情について一方当事者が不実説明を行い、他方当事者が当該説明を信じて

契約締結に至った場合に、当該事情に関しては、真実を基準とするのか、不

実を基準とするのかという問題である。通則法では、主観的事情は同法７条

で考慮し、同法８条では客観的事情のみを考慮するという立場を貫くのであ

れば真実を基礎とすべきことになるが（ただし、不実説明をした当事者は、

禁反言則により、裁判において真実を基礎とすべきことを主張できないと取

り扱う可能性はあり得よう）、釈然としない感を拭えない。 

43）日本生命保険（2016）85頁[富田英将＝神谷渉]参照。 

  たとえば、第一生命保険の「５年ごと配当付終身保険」の普通保険約款43

条では、「保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、または

どのような場所に転居し、もしくは旅行しても、当会社は、保険契約の解除

も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。」と明記されてい

る（山下＝米山（2010）818頁参照）。 

44）日本生命保険（2016）166頁[堤貴仁]参照。なお、前掲注２参照。 
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れる45)。そうだとすると、保険者によるリスク判断の要素は重視せ

ずに、主として消費者保護の観点から判断すべきことになる。そこ

で、消費者保護に鑑みると、被保険者の居住地について不実申告し

た保険契約者に関しては、上述のとおり、少なくともリスク所在地

判断において、特段の消費者保護を図る必要はないと考えられる。

したがって、こと生命保険契約に関しては、保険契約者が被保険者

の居住地を不実申告した場合には、リスク所在地を重視して準拠法

を決定する必要性は乏しいと言えよう。 

 

（２）通則法施行下で締結された保険契約 

通則法施行下では、準拠法の指定がなければ、最密接関係地法が準

拠法となる（通則法８条１項）。そして、特徴的給付に関しては、特徴

的給付を行う当事者の常居所地法・事業所所在地法が最密接関係地法

と推定される（通則法８条２項）。 

ここで、保険契約は特徴的給付であり、保険者が特徴的給付を行う

当事者であるので46)、保険者の事業所所在地が最密接関係地法と推定

されることになる。したがって、この推定を覆す具体的な事情が認め

られない限り47)、基本的には当該保険契約の成立および効力に関する

                                                  
45）こうした議論は、筆者が調べた限り、リスク所在地を重視するEUにおいて

も見当たらないようである。 

46）櫻田＝道垣内（2011）209頁[中西康]、沢木＝道垣内（2012）190-191頁参

照。また、奥田（2009）344頁参照。 

47）本件保険契約に関しては、保険契約者および被保険者はメキシコ在住であ

るものの、保険契約申込書上の保険契約者住所（したがって、保険証券上の

保険契約者住所や保険証券の郵送先も当該住所となる）、保険者の事業所所在

地、契約締結地、保険料の支払地、保険給付の履行地は日本であるため、最

密接関係地は日本であると認められよう。 

  ただし、保険契約に関してはリスクの所在地を重視する立場では（前掲注

36参照）、被保険者の常居所地がリスク所在地となるから、特徴的給付の推定

が覆されて、メキシコが最密接関係地となり、メキシコ法を準拠法と捉える
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準拠法は、保険者の事業所所在地法（本件保険契約では日本法）とな

る。ただし、次に述べる消費者契約の特例の適否を検討する必要があ

る。 

 

６．消費者契約の特例の適否 

以上のように、通則法施行下では、本件保険契約、より一般的に言

えば、外国居住者である保険契約者兼被保険者と、日本で営業する保

険者との間で、日本において締結される生命保険契約に関しては、保

険約款中に準拠法条項あろうが（前述３）なかろうが（前述４、５(２)）、

基本的には日本法が準拠法となるであろう。 

この重要な例外が消費者契約の特例（通則法11条）である48)。もし

消費者契約の特例が適用されると、第１に、準拠法指定が認められる

場合には（前述３、４参照）、消費者の常居所地法たる外国法中の特定

の強行規定を適用すべき意思を消費者たる保険契約者が事業者たる保

険者に表示すれば、指定された準拠法（たとえば、日本法）に加えて、

当該強行規定も適用されることになる（通則法11条１項）。本件裁判で

は告知義務違反が争われたが、メキシコの保険契約法には告知義務に

関する強行規定が存在するかもしれない49)50)。 

                                                                                                             
ことになるかもしれない。 

48）法例施行下においても、一方的商行為である消費者向け保険契約に関して

は、保険者の本拠地の強行規定と保険契約者の常居所地等の強行規定の双方

への独立連結を行い、保険者側にとって不利な強行規定の優先を望ましいと

する学説があった。山田＝沢木（1970）139-140頁[秌場準一]参照。 

49）メキシコの保険契約法（Ley sobre el Contrato del Seguro）は、その８

条で告知義務を規定するとともに、告知義務違反に関しては同法47条が保険

者の契約解除権を規定している。この解除権は契約全体に及ぶものであり、

しかも、因果関係特則が否定されている。したがって、告知義務違反に対し

て、保険者は保険契約を解除すれば保険填補責任を負わないことになると思

われる（メキシコ民法典（Código Civil Federal）1941条では解除の遡及効
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第２に、準拠法指定が認められない場合、すなわち、準拠法条項が

存在しない保険約款であって、かつ、準拠法に関する黙示の合意も認

められない場合には（前述４参照）、もし消費者契約の特例が適用され

ると、消費者の常居所地法たる外国法が準拠法として適用されること

になる（通則法11条２項）。すなわち、日本の保険法は適用されず、外

国の保険契約法（本件保険契約ではメキシコ法）が適用されるのであ

る。 

ここで、消費者契約の特例の適用除外を検討する必要がある（通則

法11条６項）。なぜなら、第１に、本件保険契約は、消費者たる保険契

約者（＝メキシコ在住者）が、事業者たるPGF生命の事業所所在地と法

を同じくする地（＝日本）に赴いて生命保険契約を締結したのであり、

基本的には消費者契約の特例は適用されないと考えられるからである

（通則法同項１号本文）。ただし、メキシコにおいて、当該生命保険会

社が当該保険契約者に対して、日本での保険契約締結について勧誘を

行っていた場合には、消費者契約の特例が適用されることになる（同

号但書）。ところで、PGF生命のビジネスモデルは、保険販売を銀行窓

口販売に特化しており（本件保険契約も、内国銀行であるシティバン

ク銀行の日本国内支店における窓口販売である）、また、保険契約者が

                                                                                                             
原則が規定されており（中川（1987）147頁に和訳あり）、この解除の遡及効

原則は保険法で修正されていないので、告知義務違反に基づく解除も遡及効

を持つと思われる）。なお、メキシコ保険法の規定は原則として強行規定であ

る（同法204条）。 

ちなみに、メキシコは連邦国家であるが、保険契約に関しては連邦法が適

用される。Ref., Condon et al. (2003) p.147. 

50）ちなみに、2010年４月に施行された日本の保険法においても（本件保険契

約の締結は2010年12月であるので保険法が適用される）、告知義務に関する規

律は片面的強行規定とされているが（保険法41条、65条）、保険法施行前は片

面的強行規定ではなかった。 

  なお、通則法11条１項にいう強行規定には、いわゆる「業法」も、私法上

の効力を有する限りにおいて、全て含まれる。西谷（2007）32頁参照。 
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本件保険契約を勧められたのは、たまたま保険契約者が投資信託を売

却するためにシティバンク銀行の名古屋支店を訪れた際のことである

ことからすると、当該保険契約者がメキシコにおいて勧誘を受けてい

た可能性は極めて低い。したがって、契約締結に至る経緯が上述のと

おりだとすると、本件保険契約には消費者契約の特例は適用されない

ことになろう51)。 

第２に、本件保険契約では、保険者の保険契約上の債務である保険

金・給付金の支払や解約返戻金・失効返戻金の支払の全てが日本で行

われることとされていたと思われるので（保険約款にその旨の規定が

存在するであろう52)）、基本的には消費者契約の特例は適用されないと

考えられるからである（通則法同項２号本文）。ただし、メキシコにお

いて、当該生命保険会社が当該保険契約者に対して、日本での保険金

等の支払について勧誘を行っていた場合には、消費者契約の特例が適

用されることになる（同号但書）。本件保険契約はこの適用除外事由に

も該当する可能性が高いので、やはり消費者契約の特則は適用されな

いであろう。 

第３に、本件保険契約に関しては、保険契約者兼被保険者がメキシ

コ居住者であることを保険者やその代理人が知らず、かつ、不知につ

                                                  
51）法適用通則法の立案担当者の解説では、「勧誘」とは、契約締結に向けた事

業者による個別的な勧誘行為のみを指すとされている（小出他（2006）55頁、

西谷（2007）38頁、櫻田＝道垣内（2011）265-266頁[西谷祐子]、中西他（2014）

233頁、小出（2014）141頁）。その一方で、個別的な勧誘行為に限定されず、

特定多数に対する勧誘も含まれるべきだとする学説もある（沢木＝道垣内

（2012）211頁参照）。また、さらに進んで、不特定多数に対する公告、チラ

シ、受動的なウェブサイト等であっても、「勧誘」に該当する可能性があると

指摘する学説もある（神前（2006）99頁）。 

52）たとえば、第一生命保険の「５年ごと配当付終身保険」の普通保険約款は、

保険金について６条３項、解約返戻金について25条４項、契約者配当金につ

いて41条４項が生命保険会社の本店で支払うと規定する。山下＝米山（2010）

803頁、813頁、818頁参照。 
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いて相当理由がある可能性があるからである（通則法同項３号）。ただ

し、この点は裁判資料からは明らかではない。もしかすると、本件保

険契約を販売したシティバンク銀行名古屋支店の担当者は、保険契約

者兼被保険者がメキシコ在住であることを了知していたのかもしれな

い。また、了知していなかった場合には、了知しなかったことについ

て相当理由の存否を具体的な事情から総合的に判断する必要がある

（ちなみに、当該保険契約者兼被保険者（当時62歳）は、署名欄にロ

ーマ字でサインをしているが、外国居住者である可能性を疑わせる一

つの徴候として捉えることができるかもしれない）。 

 

７．結 論 

 日本の生命保険会社が、外国居住者を保険契約者兼被保険者とする

生命保険契約を日本において締結した場合、日本の裁判所では当該保

険契約の準拠法は以下のように判断されると考えられる。 

 まず、保険約款中に準拠法条項が存在し、日本法が指定されている

場合には（準拠法が指定されている場合には、日本法が指定されてい

ることが多いであろう）、法例施行下においても、通則法施行下におい

ても、日本法が準拠法になる（法例７条１項、通則法７条）。ただし、

通則法施行下では、消費者契約の特例（通則法11条）の適否を検討す

る必要がある。特例が適用される場合には、保険契約者の常居所地法

である外国法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を保険契約者

側が保険者に対して表示すれば、当該強行規定も適用されることにな

る。 

 他方、保険約款中に準拠法条項が存在しない場合には（日本の生命

保険約款には準拠法条項が存在しないことが多い）、法例施行下におい

ても、通則法施行下においても、個別具体的な事案において黙示の準

拠法指定（法例７条１項、通則法７条）がなされることはあり得る。



外国居住者を保険契約者兼被保険者とする生命保険契約の準拠法 

―62― 

ただし、黙示の準拠法指定が認定できる場合には、通則法下の事案に

関しては、上述の消費者契約の特例の適否を検討する必要がある。な

お、特定の契約形式であることをもって（具体的には、監督当局の認

可等を得た保険約款という普通約款を使用していることをもって）、一

般的に黙示の準拠法指定が認められることはないと思われる。 

 次に、明示の準拠法指定も黙示の準拠法指定も存在しない場合は、

法例施行下、または、通則法施行下のいずれの時期に保険契約が締結

されたかで分けて検討しなければならない。 

まず、法例施行下においては、一般的には、準拠法指定がない場合

の保険契約の準拠法は保険者の事業所所在地法になると考えられてい

たので、そうだとすると日本法が準拠法となる。ただし、リスク所在

地法を準拠法とする考え方も存在するが、この立場では被保険者の常

居所地法が準拠法となるであろう（なお、保険契約申込書に記載され

た保険契約者兼被保険者の住所が真実の常居所地である外国ではなく、

常居所地でない日本の住所が記入された場合にどのような解釈となる

かは不明である）。 

他方、通則法施行下では、最密接関係地法が準拠法となるが（通則

法８条１項）、保険契約において特徴的給付を行うのは保険者であるか

ら、保険者の事業所所在地法である日本法が最密接関係地法と推定さ

れる（通則法８条２項）。ただし、消費者契約の特例（通則法11条）の

適否を検討する必要がある。特例が適用される場合には、保険契約者

の常居所地法である外国法が適用されることになる。 

なお、上述のとおり、通則法下の保険契約に関しては、準拠法指定

の有無にかかわらず、消費者契約の特例の適否が問題となる。けれど

も、この消費者契約の特例には適用除外規定が設けられており（通則

法11条６項１号～４号）、そのうちの１号～３号に該当する（すなわち、

消費者契約の特例が適用されない）ことが多いと考えられる。 

以上のとおり、日本の生命保険会社が、外国居住者を保険契約者兼
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被保険者とする生命保険契約を、日本において締結した場合であって

も、当該保険契約に関する紛争が日本の裁判所で争われる場合には、

日本法が契約準拠法となる可能性が高い。 

しかしながら、保険契約者兼被保険者の常居所地である外国におい

て提訴される可能性もある。確かに、保険約款中に日本の裁判所を専

属的合意管轄裁判所とする条項を設けておけば53)、外国での裁判をあ

る程度は防止できよう54)。けれども、専属的管轄合意条項が保険約款

中に存在しない場合には、保険契約者兼被保険者が居住する外国の裁

判所が管轄権を行使する可能性がある55)。また、たとえ専属的管轄合

意条項が保険約款中に存在する場合であっても、こと消費者契約に関

しては、当該外国の裁判所が管轄権を行使する可能性も否定できない。

                                                  
53）たとえば、第一生命保険の「５年ごと配当付終身保険」の普通保険約款47

条１項（山下＝米山（2010）819頁）参照。 

54）たとえば、かつては専属的管轄合意の有効性を認めることに消極的であっ

た米国においても、近時は専属的管轄合意の有効性が原則として認められて

いる（連邦事件（海事法）に関する判例として、The Bremen v. Zapata Off-Shore 

Company, 407 U.S. 1 (1972), Carnival Cruise Lines, Inc. v. Shute, 499 

U.S. 585 (1991) 参照。また、州裁判所でも専属的管轄条項の有効性を原則

として認める州が圧倒的である。樋口（2015）77頁参照）。したがって、万全

ではないものの、日本の裁判所を指定する専属的管轄合意は有用であろう。 

55）たとえば、米国では、広範な裁判管轄権が認められている。すなわち、連

邦憲法の第５修正条項および第14修正条項から成るデュー・プロセス条項に

よって、州裁判所および連邦裁判所の裁判管轄権が一定範囲に制限されてい

る。この範囲の画定は、具体的には判例法によることになる。International 

Shoe v. Washington, 326 U.S. 310 (1945) は、「フェアプレイと実質的正義

の伝統的概念に反しない程度に、被告が法廷地と最小限度の関連（minimum 

contacts）を有すること」を求めているが、相当に広範である。各州は、連

邦憲法および州憲法が認める裁判管轄権の範囲内で、さらに州裁判所の管轄

権（保険契約を巡る民事紛争は州裁判所の管轄事件である）を州法で制限す

ることも可能である。けれども、各州はいわゆるロング・アーム法（long-arm 

statute）を制定し、一般にそこでは連邦憲法および州憲法に反しない範囲で

州裁判所の管轄権を行使できると規定しているので、やはり裁判管轄権は広

範である。 



外国居住者を保険契約者兼被保険者とする生命保険契約の準拠法 

―64― 

すなわち、日本においても、こと消費者契約に関しては専属的管轄合

意の有効性を制限している（民訴法３条の７第５項、３条の４第１項、

第３項）が56)、このような法制度が当該外国に存在する可能性があ

る57)58)。 

そして、当該外国に裁判管轄権が認められた場合には、当該外国の

国際私法に従って契約準拠法が決定されることになる。こと消費者契

約に関しては、準拠法の指定がなされていない場合には、日本法が準

拠法とならない可能性がある。すなわち、日本においても、こと消費

                                                  
56）なお、消費者の住所が日本国内にあるときに日本の裁判管轄権を民訴法３

条の４第１項が肯定する理由の一つとして、事業者にとっての予測可能性が

挙げられている（佐藤＝小林（2012）87頁）。けれども、消費者が住所地を事

業者に虚偽申告した場合には（本件保険契約はその可能性がある）、当てはま

らない。 

57）たとえば、韓国には、裁判管轄に関して消費者保護規定があり、一定の場

合には韓国の裁判所に裁判管轄権が認められる（韓国国際私法27条４項～６

項）。 

なお、EUの「民事及び商事に関する裁判管轄並びに裁判の承認及び執行に

関する2000年12月22日の理事会規則」（EC 44/2001. ブリュッセルⅠ規則）

では、保険契約に関しては、保険契約者が域内保険者に対して提起する訴え

は保険契約者の住所地国の裁判所にも提起することができ（同規則９条）、

他方、保険者が保険契約者に対して提起する訴えは保険契約者の住所地国の

裁判所にのみ提起することができると規定されている（同規則12条）。そし

て、以上と異なる専属的管轄の合意は、原則として紛争発生後にしか行うこ

とができない（同規則13条１項）。同様の規定は、同規則の前身である「民

事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の執行に関するブリュッセル条

約」８条、11条、12条や、ブリュッセル条約とほぼ同内容の規律をEUおよび

EFTA諸国の域内で実現する「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の

執行に関するルガノ条約」（Lugano Convention）９条、12条、13条にも存在

する。 

58）ただし、保険契約者が居住する外国に専属的管轄合意を否定する消費者保

護法制が存在するとしても、居住地を虚偽申告した保険契約者についても当

該法制で保護されるかどうかをさらに検討する必要があろう。禁反言則など

により、専属的管轄合意を否定する保険契約者側の主張が認められないこと

もあり得るかもしれないからである。なお、前掲注56参照。 
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者契約に関しては、準拠法指定がない場合には消費者の常居所地法が

準拠法となる（通則法11条２項）が、このような法制度が当該外国に

存在する可能性がある59)。したがって、生命保険契約に関しても、や

はり保険約款中に準拠法条項を設けておくべきであろう（もちろん、

保険約款に日本法を準拠法と指定する準拠法条項を置いていたとして

も、その効力が否定されたり60)、当該外国法中の強行規定も適用され

たりする可能性はある61)）。 

                                                  
59）保険契約において準拠法指定がない場合、EUでは、保険契約に関する特則

により、リスク所在地法が準拠法となる（前掲注37参照。なお、準拠法指定

なき場合は、たとえリスク所在地よりも明らかな密接関係地がある場合であ

っても、強制的にリスク所在地法が準拠法となってしまう。そのため、明ら

かにより密接な関係地がある場合には、黙示の合意の有無を丁寧に確認すべ

きだと指摘する学説もある。Ref., Callies (2015) pp. 210-211）。 

また、韓国では、保険契約に関する特則は存在しないが、消費者契約に関

する特則により、常居所地法が準拠法となる（韓国国際私法27条２項）。 

60）たとえば、スイス国際私法120条は、消費者契約に関しては準拠法選択を認

めず、消費者の常居所地法を準拠法と規定する。 

また、メキシコにおいても、原則としてメキシコに所在するリスクに関す

る保険契約の準拠法をメキシコ法に限定しているようである（Ref., Clyde & 

Co (2013) p. 243）。すなわち、メキシコでは海外直接付保が原則として禁

止されているので（保険業法（LGISMS: Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros）３条）、メキシコ国内所在リスクはメ

キシコ国内で保険契約の締結や保険給付が行われることになるが、そのよう

な行為がメキシコ国内で行われる保険契約の準拠法はメキシコ法になる（同

法４条）。ただし、メキシコ国外で保険契約締結や保険給付等が行われる保

険契約に関しては、準拠法はメキシコ法に限定されないので、契約当事者は

メキシコ法以外の法を合意できる（同法４条。Ref., Antonio & Martinez 

(2015) 17）。そして、こと本件保険契約（2010年12月締結）に関しては、日

本で保険契約締結や保険給付等が行われるものであるから、日本法を指定す

る準拠法条項は有効である。なお、メキシコの保険業法はその後全面改正さ

れ、2015年４月４日より保険・保証業法（LISF: Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas）が施行されている。現行法においても海外直接付保

規制に関する旧法の規律は基本的には引き継がれている（旧法の３条および

４条は、新法の21条および19条に該当する）。 

61）たとえば、韓国では、たとえ外国準拠法を選択していても、消費者の常居
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