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★１～ 11 の用語については、８ページの「保険用語集」
を参照してください。

母が生命保険に加入していることが分かり、
２回の入院給付金を請求したところ、120 日
分しか支払われなかった。２回にわたる入院

近年の生命保険の特徴

期間は合計 164 日になる。納得できず保険会
社に苦情を言うと、１回の入院は 120 日の規

従来、生命保険商品
（表１）
はベースとなる主

定があり、契約時に渡した約款に記載してあ

契約と、さまざまな保障機能を持った特約の組

る。契約した母も承知だと言われた。でも２

み合わせで成り立っています。一般的に生死等

回目の 38 日間の入院に給付金が出ないのはな

にかけた保障は主契約、入院や手術などの生存

ぜだろう。母は認知症もひどく何も分からな

給付保障を特約としていました。しかし最近で

い状態だ。

は医療関連保障が主契約で、死亡保障が特約と

（50 歳代

男性）

最近の医療現場では入院期間が短くなってい

いうものもあります。生命保険でありながら、
当特約を付加しなければ、死亡保険金はないの

る状況から、入院特約の 1 回の限度日数も減少

です。また、主契約、特約の区分がはっきりし

傾向にあり、60 日としているものが増えてい

ておらず、死亡、医療、介護、休業保障などを

ます。保険商品によって限度日数は異なります

各単体商品として扱い、必要な保障の商品を

が、必ず１入院限度日数★１と、通算限度日数★ 1

セットにして契約するものもあります。単体商

が規定されています。事例１の場合、1 入院限

品には 5 年、10 年で更新があるものが多く、

度日数が 120 日で、１回目の入院不担保期間★２

更新のたびに保険料が高くなるため注意が必要

の 4 日を差し引くと２日分が給付対象外という

です。その他、お薬保険、こども保険、認知症、

ことは相談者も理解したのですが、２回目の入

急性心筋梗塞等の三大疾病やがんに特化した保

院 38 日間は 120 日内だから不担保期間の４日

険など、保障を細分化したものや、特約種類に

を差し引いても 34 日は給付対象になるとの主

も、給付条件が厳しく複雑なものがあり、トラ

張でした。しかし 1 回の入院には次の規定があ

ブルの原因になっています。

るのです。

こうそく

1 回の入院規定
（例）

相談事例と問題点
事例１
じょく そう

【同一の病気またはケガ
（医学上重要な関係が

要 介 護 ５ の 母（82 歳 ）が 昨 年、 床 ずれ

（褥 瘡 ）の悪化が原因で入院した。治療を受け
126 日で症状が固定したため退院した。しか

あるものを含み、併発している場合は入院開始
原因で判断します）による入院を２回以上した
場合、前回の入院の退院日の翌日から 180 日

し２カ月後にまた床ずれがひどくなり、再入

以内に開始した入院は 1 回の入院と見なしてお

院した。38 日間の入院後、やっと退院した。

支払いの限度の規定を適用します】
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表１ 生命保険の種類と保障内容
分類

保険種類

保障内容

留意点

万一（生死）の保障
病気・ケガなどの保障

終身保険

・死亡保険金 ( 高度障害保険金）
が受け取れる。
・保障は一生涯続く。
・保険料は、終身払い込みタイプと一定期間（年
齢）までの払い込みタイプがある。

定期保険

・一定期間内に死亡した場合（高度障害時）のみ死
一定期間満了後、更新できるタイプもある
亡保険金が支払われる。
・掛け捨てのため、終身保険や養老保険より保険 が、更新後の保険料は高くなる。
料は安い。

養老保険

・設定された保険期間の満期時に満期保険金を受 満期保険金が保険料支払い総額を下回る場
け取れる。満期保険金と死亡保険金は同額。
合がある。

収入保障保険

・保険期間内の死亡（高度障害時）以後から保険期
掛け捨てのため、保険料は安いが、解約返
間満了まで年金（または毎月）
が支払われる。
・年金受取回数には最低保証がある。保険期間満 戻金はまったくないか、あってもごくわず
了までに受取回数が最低保証回数に満たない場 か。
合、最低保証回数まで延長される。

医療保険

・入院・手術をしたときに給付金を受け取れる。
・保険期間は定期タイプと終身タイプがある。

がん保険

・がんによる入院・手術に対し給付金を受け取れ ・がん以外の死亡、入院・手術は保障対象
外。
る。
・がんと診断されたときに一時金が給付される場 ・契約から 90 日間は保障対象外の場合が
多い。
合もある。

介護保険

・約款規定の介護状態が所定の期間継続した時に
・所定期間は 180 日が多い。
一時金、あるいは介護年金、またはその両方が
・死亡保険金がないタイプもある。
支払われる。

引受基準緩和型保険
（限定告知型）

定期保険と比較して保険料が高い。

死亡保険金、
解約返戻金がない場合もあり、
あっても少額。

・健康状態に関する告知を簡素化し、病歴があっ
・一般の医療保険に比べ保険料が高い。
ても告知項目がすべて「いいえ」で、契約時点で
・契約後、1 年間、入院・手術等の給付金
入院・手術等が予定されていなければ加入でき
額は半額になることが多い。
る。加入後に決まった入院等は、保障される。

子ども・老後に備える
その他

就業不能保険

給付条件は
「医師の診断」
「公的年金制度の
「特定の疾病」など、保険会社
・病気・ケガで働けなくなったときの収入減に備 障害等級」や
える。入院中だけでなく所定の在宅療養で働け によって大きく異なる。またそれらの所定
状態が一定期間継続することが給付要件に
ない場合も保障される。
なっている。

学資保険

・子どもの進学や入学に合わせて祝金や満期保険
祝金や満期保険金の総額が、保険料の支払
金が支払われる。
・契約者の親等が死亡した場合、その後の保険料 い総額を下回る場合がある。
支払いが免除される。

個人年金保険

・契約時に年金受取開始年齢、受取期間を定める。
・生死に関係なく年金を一定期間受け取る
「確定
年金」、終身受け取れ、保障期間中に死亡した
場合、残りの保障期間は遺族が受け取れる「保
障期間付終身年金」などがある。

外貨建て保険

・契約初期、保険期間中、年金受取期間中
など多くの費用を取られ、高い。
・払込保険料や死亡保険金、満期保険金は豪ドル
・為替レートの変動により、円換算後の保
や米ドルなどの外貨換算される。
険金額が円貨払込保険料額より下回る場
・終身保険、養老保険、個人年金保険などの種類
合がある。
があり、日本より高い海外の金利で運用し、予
・クーリング・オフの返還金は「円入金特
定利率を高く設定している。
約」を付帯していなければ外貨になるた
め、原状回復されない場合がある。
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表２ 生命保険の予定利率の推移

当規定はほとんどの保険会社の入院
特約にあります。相談者の母の 2 回目

（%）

4

の入院は、1 回目の入院と同一の床ず
れであり、前入院から 180 日以内の入

3.75

※保険会社、
保険商品、保険期間等によって
表とは数値が異なります。

2.75

3

院だったため、１回目の入院の継続と

2.00

2

みなされ、給付対象外になってしまっ
たのです。

1.50
1.00～0.25

1

しかし母親の入院の原因となった床

0

1996

ずれは、寝たきり状態を示しており、

1999

2001

2013～2018（年）
※筆者作成

また認知症を発症し、重度の要介護状
を

★５
の入院初期保険金
（入院一時金）
が支払われる

付加していれば、同状態となった所定の時期に

など、乗換前契約の医療保障より手厚くなって

さかのぼって、今まで払い込んだ保険料の返還

いました。しかし基本契約の終身保険部分は乗

請求も可能と考えられます。保険会社に問い合

換前契約の保障内容と同じだったため、乗換え

わせたところ、保険料払込免除特約が付加され

る必要はなく、本来は特約だけの切替えでよ

ていました。母親の主治医のカルテやショート

＊１
かったのです。乗換後の保険料は
「転換契約」

ステイ等で利用していた介護施設の記録によっ

と同様、乗換契約時点の年齢と予定利率★６によ

て当特約の適用時期は 26 カ月前であることが

り大きくかかわります。年齢は当然、乗換前の契

判明し、その期間の払い込んだ保険料は返還さ

約時点より高くなり、
予定利率が低い今
（表２）
、

れ、以降の保険料の払込みも免除されました。

同じ保障内容でも保険料は高くなり、相談者に

事例２

とって不利な乗換契約になっていました。

態であったことから保険料払込免除特約

★３

20 数年前に加入した終身保険の見直し

を顔見知りの郵便局員から勧められた。「入院
1 日目に 5 倍のお金が出るものがありますよ。

現在、大きな社会問題になっている生命保険
の不適切販売の一因が事例２のように
「乗換契

今はどこの病院も入院期間が短くなっている

約」
に関連したものです。同社の内部規定では、

から……。それに日帰り手術

新契約後６カ月以内に旧契約を解約した場合、

★４

にも保険金が

出ます」と言われた。翌日、その郵便局員が自
宅に訪れ、加入していた終身保険を解約して、
新たな終身保険に加入した。しかし最近、生
命保険の勧誘が問題になっていることから、
この契約の見直しは大丈夫かと心配になって
きた。

（60 歳代

女性）

および旧契約の解約後、４カ月以内に新契約を
締結した場合は
「乗換契約」と定義しています。
「乗換契約」
は営業手当や業績評価は新規契約よ
り低いことから
「乗換契約」
逃れが行われるよう
になったようです。(a)
「新契約の申し込み後６カ
月間は旧契約の解約はできない」(b)
「旧契約の

相談者の新契約は、現在の保険契約を解約し

解約後、４カ月間は新契約をできない」などの

て、その返還金を次の保険料に充てて直ちに同

虚偽説明を行い、(a) は保険料の二重払い、(b)

種の新保険契約をする
「乗換契約」
でした。終身

は無保障状態という問題が次々と起きたのです。

保険の基本契約
（主契約）
に医療関連特約を付加

事例２は生命保険会社と話し合い、結果、乗換

したもので、入院 1 日目に入院保障日額の 5 倍

前の契約に戻り特約だけ切り替えられました。

＊１ ウェブ版
「国民生活」2019 年４月号「気になるこの用語」転換契約 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201904_12.pdf
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乗換えと転換
乗換契約も転換契約も、事例２のように保険料は
上がる場合が多く、新たに健康告知も必要となりま
「減額」
「払
す。保障の見直しは、
「特約の中途付加＊２」
＊３
済保険 への変更」などもあり、乗換や転換する前
に他の見直し方法も検討すべきです。
《乗換えと転換の主な違い》
乗換え：乗換前の契約は解約。解約返戻金★７を新契
約に充当することが多い。

事例３

銀行から電話があり、夫
（78 歳）の定期

預金が満期になる。次の運用について話した

・乗換前契約の特別配当金★８は引継げない。
・契約は乗換前契約と異なる保険会社でも可能。
転換：転換前契約の責任準備金★９（積立部分）を下取
り価格として新契約に充当する。
・転換前契約の特別配当金★８は新契約に引継がれる。
・新契約時の告知義務違反に問われた場合、一部を
除き転換前契約に戻される。
・契約は転換前契約と同一の保険会社のみ。

ます。相談者が望んだ元本保証商品ではないの
です。また一時払い外貨建保険のしくみは複雑

いと言われ、夫について銀行へ行った。夫は

なものが多く、事例 3 の商品は保険期間が 3 つ

銀行の担当者に「元本保証のものがよい」と

に区分され、その区分ごとに保障内容、支払条

言ったが
「今は利率が高い米ドル建の一時払い
外貨建ての終身保険がよい」と言われた。その
しくみは複雑で夫と一緒に説明を聞いたが理
解できない。夫も長時間の説明に疲れ、時折
うとうとと居眠りをする有り様だったが、担
当者は説明を続け、「不明な点は？ご理解され
るまで説明します」と言った。夫は「もういい」

件が異なる複雑なものでした。顧客の意向を無
視し、難解な保障内容、市場リスクなどの長時
間説明のために気力、体力を消耗した高齢者に
意向・適合性確認の書面に署名させていたので
す。意向確認義務
（保険業法 294 条の２）およ
び適合性の原則
（保険業法 300 条の２）を逸脱

と言い、契約してしまった。担当者は何種類

した契約と考えられますが、相談者から
「夫は

かの書面を出し「もう少しで終わります。ここ

気力がなく、銀行や保険会社ともめたくない。

と、ここに署名を」と指示した。入店から既に
２時間半が経過していた。
帰宅後に見た書面の控えは
「意向確認書 ★ 10
兼適合性確認書」など３枚あったが、内容がよ
く分からない。注意喚起情報には、一時払い
金の４％もの契約初期費用に加え、契約後に

契約はこのままでよいと言っているが、今後、
銀行に気をつけてほしい」と申し出がありまし
た。納得できない契約であっても解約処理に注
ぐ気力が起きない高齢者もいるのです。
同商品はクーリング・オフもできますが、原

も毎月費用がかかると載っている。長い説明

状回復されない場合があります。クーリング・

だったのに肝心の費用についての説明はな

オフを行った場合
「円入金特約★ 11」を付加しな

かった。

（70 歳代

女性）

ければ外貨返還となり、円に換金すると為替交
換手数料や為替差損が出る場合もあるため、一

一時払い外貨建て保険は主に金融機関で販売

時払い保険料は全額返還されない可能性があり

され、一時払い保険料から契約初期費用、死亡

ます。しかし、筆者が所属する特定非営利活動

保障等の保険契約関係費用などを差し引いて、

「生損保研究会ぐ
法人消費者情報ネット ＊４ の

外貨で運用されます。年金、死亡保険金や解約

るーぷ 31」が行った
「一時払い外貨建て保険の

返戻金は外貨払いで為替などの市場リスクを伴

銀行窓口販売実態調査」では、クーリング・オ

うため、一時払い保険料を下回る可能性があり

フ時の返還貨幣や
「円入金特約★ 11」を説明する

＊２ 現在の契約に、死亡保障額を増やしたり、病気・ケガなどの特約を契約途中で付加すること。
＊３ 「特集３」
の 10 ページ参照
＊４ 特定非営利活動法人 消費者情報ネット http://npo-connet.org
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銀行の販売窓口は、
ほとんどありませんでした。

なお、
（一社）生命保険協会は
「高齢者向けの

当問題に関し、適格消費者団体の特定非営利活

＊６
「金
生命保険サービスに関するガイドライン」

動法人ひょうご消費者ネットが
（一社）
生命保険

融機関代理店における募集補助資料作成ガイド

協会に「クーリング・オフした場合に、円入金

＊７
を作成し、高齢者に配慮した取組み
ライン」

特約を締結しているときでなくても、返金を外

を会員会社と販売窓口の金融機関に求めていま

国通貨で行うことなく円貨で行うようにするこ

すが、
それに則した販売が少ないのが現状です。

と」を求め、申出書＊５を送り、現在、協議中です。

保険用語集
★1

入院限度日数と通算限度日数

1 回の給付対象となった入院日数の合計が通算入院日
数となり、その日数にも限度が設けられている。し
かし、がんなどの特定疾患は入院日数無制限となっ
ている場合があり、それらの入院日数は計算されな
い。また一般的に保険期間終了前の入院は、退院が
保険期間満了後になっても入院限度日数内であれば、
退院までの入院日数は給付対象となる。
注）介護老人保健施設など医療法に定める医療機関で
ない施設への入所は給付対象外。

★２

入院不担保期間

入院初日から保障されない期間。以前は不担保期間
が長かったが、徐々に短くなり、最近は日帰り入院
も保障する不担保期間のないものが増えている。

★７

解約返戻金

★８

特別配当金

★９

責任準備金

保険を解約した場合、責任準備金★９を基準額として、
そこから解約手数料等が差し引かれ、保険契約者に
返還されるお金。
保険料を決める 3 つの予定率（予定死差率、予定利率、
予定事業費率）と実際の率とのそれぞれの差によって
剰余金が生じた場合のみ、契約者に分配されるお金。
配当には
「通常配当」と
「特別配当」があり、契約消滅
時や長期契約者へ配当されるのが「特別配当金」であ
る。保険商品によっては、無配当にして保険料を安
く設定しているものもある。

★３

保険料払込免除特約

所定の身体障害状態や要介護状態等に該当したとき、
以降の保険料払込みを免除される特約。中には所定
の状態が 180 日継続しなければ該当しない厳しい給
付条件もあり、保障内容をしっかり確認する必要が
ある。

将来、満期保険金や死亡保険金など、保険契約者へ
の支払いに備え、保険料の中から保険会社が積み立
てておくお金。これは保険業法で定められ、万が一
責任準備金が不足している場合、保険会社に対し監
たん
督官庁が行政指導を行う。保険会社が経営破綻 した
場合、契約は生命保険契約者保護機構に移行し、責
任準備金の 90% までが保護の対象となる。

★４

日帰り手術

★ 10

意向確認書

★５

入院初期保険金（入院一時金）

★ 11

円入金特約

★６

予定利率

来院からその日の帰宅までの間に受ける手術。
注）検査のための手術や美容整形など、治療を目的と
しない手術は給付対象外になる。創傷処理、皮膚
切開術等も給付対象外。
入院日数に関わらず、入院当初に一定の金額が一時
金として受け取れる。入院日額の設定はなく、一時
金のみ給付されるものもある。
生命保険会社は保険料を有価証券投資や貸付などで
運用し、その収益をあらかじめ見込んで一定の利率
を保険料から割り引いている。その一定の利率を予
定利率という
（表２参照）
。

保険勧誘に際し、契約内容が希望の保障内容に合致
しているか消費者が確認するための書面。保険会社
には消費者の意向を把握する義務が保険業法 294 条
の 2 によって課せられている。
生命保険会社が保険料を円貨で受領し、所定の基準
で為替レートを用いて指定通貨（外貨）に両替する特
約。
注）当特約を付加せずに、販売窓口の金融機関で円貨
を外貨預金口座から生命保険会社に保険料を支
払った場合、外貨入金となり、クーリング・オフ
による返還金は外貨になる。
注）円入金特約を取り扱っていない金融機関もある。

＊５ 適格消費者団体 特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット http://hyogo-c-net.com/
＊６ https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/elderly.pdf
＊７ https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/hojoshiryou.pdf
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