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2020 年 11 月号（Vol.5） 

Ⅰ. 保険に関するニュース：2020 年 6 月～ 

Ⅱ. web 会議システムを用いた保険募集 

について 

INSURANCE NEWSLETTER では、保険に関するニュースとともに、近時のトピック

をご紹介します。今回は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い注目を浴びてい

る web 会議システムを用いた保険募集を取り上げます。 

Ⅰ．保険に関するニュース：2020 年 6 月～ 

1．保険業法施行規則・監督指針の改正関連

① ICP・ComFrame を踏まえた保険グループ監督に関する保険会社向けの総合的

な監督指針の改正案・「IAIGs 等向けモニタリングレポート」の公表（10 月 30

日付）

保険監督者国際機構（IAIS）において、国際的に活動する保険グループ（IAIGs）

の監督及び保険セクターにおけるシステミックリスク削減のためのグローバルな枠

組みが採択されたことを踏まえ、IAIGs 以外も含めた保険グループの監督を行って

いくための枠組みを整備する目的から、監督指針の改正案が公表されています1。 

また、併せて「IAIGs 等向けモニタリングレポート」が公表されており、国際的に

活動する保険グループ（IAIGs）として指定する保険会社が記載されているほか、各

種モニタリングによって把握している実態や問題点を踏まえた今事務年度のグルー

プ監督の方針が公表されています2。 

② 変額保険、外貨建保険及び転換契約等に関して電磁的方法による情報提供等を

可能とする保険業法施行規則の改正案の公表（10 月 23 日付）

従来、保険募集時に、保険会社等が行う情報提供に関して、 

（1） 変額保険、外貨建保険、転換契約等については、一部の事項を説明する書

1 令和 2 年 10 月 30 日金融庁「「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）の公表について」

（https://www.fsa.go.jp/news/r2/hoken/20201030.html） 
2 令和 2 年 10 月 30 日金融庁「「IAIGs 等向けモニタリングレポート」の公表について」

（https://www.fsa.go.jp/news/r2/hoken/20201030-2.html） 
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面について電磁的方法による交付が認められておらず、また、 

（2） 「電磁的方法」が許容される場合の具体的な方法としては、電子メール、ダ

ウンロード、CD-ROM が認められていました。 

これらの点につき、（1）については、顧客の承諾を得たうえで電磁的方法により

提供することができることとし、（2）については、「顧客専用ページ（例：ID、パス

ワードによる認証）の閲覧」、「一般に閲覧可能なページ（例：保険会社のホームペー

ジ）の閲覧」を追加する内容の、保険業法施行規則を改正する内閣府令案が公表さ

れています3。 

これにより、基本的に全ての保険契約について電磁的方法による書面の交付が可

能となるとともに、電磁的方法の選択肢も広がることが見込まれます。 

 

③ 「重要情報シート」の導入等に関する保険業法施行規則等の改正案の公表（10

月 21 日付） 

2020 年 8 月に公表された「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書－顧客

本位の業務運営の進展に向けて－」において、「重要情報シート」（金融商品を比較

しやすくするため、顧客に簡潔にわかりやすく商品のリスクや手数料等の情報を提

供する資料）等を使用し、かつ、契約締結前交付書面の主な内容を顧客に説明した

場合、目論見書や契約締結前交付書面等の紙での交付を不要とすることが適当、と

提言されたことを踏まえ、金融商品取引業等に関する内閣府令等を改正する内閣府

令案が公表されています4。 

同内閣府令案には保険業法施行規則の改正案が含まれており、金融商品取引法が

準用される特定保険契約等についても上記と同様の規律を適用する改正案が公表さ

れています。 

 

④ 関係業界団体からの規制緩和要望等に関する保険業法施行規則・保険会社向け

の総合的な監督指針の改正（9 月 30 日付） 

関係業界団体からの規制緩和要望等に対応するため、6 月 30 日付で各種改正案が

取りまとめられておりましたが、9 月 30 日にパブリックコメントの結果等が公表さ

れ、同日から施行・適用とされています5。 

保険関係では、保険業法施行規則及び保険会社向けの総合的な監督指針が改正さ

れています。具体的には、ディスクロージャー誌の QR コード等の表示の許容や、

保険会社における「その他の付随業務」への人材紹介業務の追加が行われています。 

 

 
3 令和 2 年 10 月 23 日金融庁「「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」の公表について」

（https://www.fsa.go.jp/news/r2/hoken/20201023/20201023.html） 
4 令和 2 年 10月 21 日金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」

の公表について」（https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20201021.html） 
5 令和 2 年 9 月 30 日金融庁「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等及び「保険会社

向けの総合的な監督指針の一部改正（案）」に関するパブリックコメントの結果等の公表について」

（https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20200930-2/20200930-2.html） 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/hoken/20201023/20201023.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20201021.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20200930-2/20200930-2.html
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⑤ 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関

する法律等の一部を改正する法律に関する保険業法施行規則の改正（9 月 30 日

付） 

令和 2 年 6 月 19 日に公布された「中小企業の事業承継の促進のための中小企業

における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律（令和 2 年法律

第 58 号）」を踏まえ、保険業法施行規則の規定の整備が行われています6。 

中小企業等経営強化法において、「新事業活動」の例示として「技術に関する研究

開発及びその成果の利用」が追加されたことに伴い、保険業法施行規則においても

同様の修正及びこれに伴う技術的な修正等がなされたものです。 

 

⑥ 「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書－顧客本位の業務運営の進展に

向けて－」における提言を踏まえた、「顧客本位の業務運営に関する原則」の改

訂案、保険会社向けの総合的な監督指針の改正案の公表（9 月 25 日付） 

2020 年 8 月に公表された「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書－顧客

本位の業務運営の進展に向けて－」における提言を踏まえ、9 月 25 日付で、「顧客

本位の業務運営に関する原則」の改訂案及び保険会社向けの総合的な監督指針の改

正案が公表されています7。 

「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂案では、顧客本位の業務運営の更な

る進展として、同原則により求められる具体的な取組（原則の注記）が追加される

などされています。また、保険会社向けの総合的な監督指針の改正案では、特定保

険契約における適合性原則に関する記載が明確化されており、「特定保険契約の販

売・勧誘に際しての合理的根拠についての検討・評価」などの項目が追加されてい

ます。 

 

2．「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議」報告

書の公表 

 

令和元年 6 月より計 10 回にわたり開催された「経済価値ベースのソルベンシー規

制等に関する有識者会議」において、令和 2 年 6 月に報告書が取りまとめられました

8。 

報告書では、保険監督者国際機構（IAIS）における国際資本基準（ICS）をはじめと

する国際的な動向の進展も踏まえ、我が国における経済価値ベースのソルベンシー規

制の導入やそれに基づく新たな監督の枠組みの構築に向けた具体的な方向性に関し、

 
6 令和 2 年 9 月 30 日金融庁「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等に関するパブリ

ックコメントの結果等の公表について」（https://www.fsa.go.jp/news/r2/kyokin/20200930/20200930.html） 
7 令和 2 年 9 月 25 日金融庁「「顧客本位の業務運営に関する原則」（改訂案）、「金融商品取引業者等向

けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）の公表について」

（https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20200925.html） 
8 令和 2 年 6 月 26 日金融庁「「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議」報告書の公

表について」（https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200626.html） 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/kyokin/20200930/20200930.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20200925.html
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200626.html
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検討の内容が記載されています。 

また、10 月 16 日には、金融庁において、これまで行ってきた経済価値ベースのソ

ルベンシー規制等に関する検討につき、関連情報を取りまとめたウェブページが新設

されています9。 

 

Ⅱ．web 会議システムを用いた保険募集について 

 

1．はじめに 

 

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、従来以上に注目を集めたのが Zoom

などの web 会議システムを用いた保険募集です。web 会議システムを利用すれば、

保険募集人・顧客が遠隔地にいながら、双方を視覚的に確認することができ、音声で

やり取りすることもできます。 

緊急事態宣言が解除され、保険会社・保険代理店が営業活動を再開していますが、

政府の掲げる「新しい生活様式」を踏まえた対応を求められるところであり、web 会

議システムを用いた保険募集のニーズは引き続き高まる可能性があります。 

また、共働き世帯の増加や防犯意識の高まりもあって、企業や家庭への訪問営業は

難しくなっているところであり、さらに、ミレニアル、ジェネレーション Z といった

デジタルネイティブ世代の顧客層が増加するのに伴い、今後の保険販売は、web 会議

システムを用いた保険募集が主流となっていく可能性もあります。 

さらに、前記 I.1.①でも触れたように、従来は、変額保険、外貨建保険、転換契約

等に係る情報提供義務に関して、一部の事項を説明する書面について電磁的方法によ

る交付が認められていませんでしたが、10 月 23 日付で、当該書面について顧客の承

諾を得たうえで電磁的方法により提供することができることを内容とする保険業法

施行規則の改正案が公表されています。この改正により、全ての保険契約について電

磁的方法による書面の交付が可能になる見込みであり、このことも web 会議システ

ムを用いた保険募集を後押しする可能性があります。 

そこで今回は、web 会議システムを用いた保険募集について、法的な位置づけを整

理しつつ、実施に当たっての留意点を述べます。 

 

2． web 会議システムを用いた保険募集の位置づけ：「対面募集」か「非

対面募集」か 

 

web 会議システムを用いた保険募集については、その性質として、「対面募集」な

のか「非対面募集」なのかが議論されることがあります。この点について、特定商取

引に関する法律（以下「特商法」といいます）では、「通信販売」が販売業者又は役務

 
9 令和 2 年 10 月 16 日金融庁「「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する検討」に関する情報に

ついて」（https://www.fsa.go.jp/news/r2/hoken/20201016.html） 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/hoken/20201016.html
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提供事業者が郵便、インターネット等の方法により売買契約又は役務提供契約の申込

みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であって電話勧誘販売

に該当しないもの、と定義されています。このため、web 会議システムを用いた保険

募集は「通信販売」にカテゴライズされる場合があると思われ、「顔が見えているの

で対面である」とは単純には言い切れないことになると考えられます（なお、保険募

集は特商法の適用除外とされており、特商法の規律が適用されることはありません

（特商法 26 条 1 項 8 号ニ、同法施行令 5 条、別表第二第 39 号））。 

もっとも、保険募集については、保険業法・同法施行規則レベルでは対面・非対面

という区別は行われておらず、このような区別は主として保険会社向けの総合的な監

督指針（以下「監督指針」といいます）において、対面・非対面の相違によって適用

される着眼点が異なる場合があるという形で、具体的に論点となります。 

法的に web 会議システムを用いた保険募集が通信販売の要素を持つとしても、こ

のような保険募集は従来想定されてこなかった手法であり、伝統的な「対面募集」か

「非対面募集」かといった区分をストレートにあてはめることが難しい側面があると

考えられます。例えば、web 会議システムを用いた保険募集は、募集人と顧客が物理

的に離れているという点に着目すれば、インターネットや郵送、電話を通じた「非対

面募集」に近い性質を持ちます。一方、遠隔地にいるとはいえ、双方は音声のみなら

ず視覚的にもコミュニケーションを図ることができるという点では、「対面募集」と

違わない性質も持ちます。 

そのため、監督指針の解釈に当たっても、各規律の内容や趣旨に照らして、適切な

対応を個別に検討していくことになるものと考えられます。 

 

3．書面の交付・取得手続 

 

web 会議システムを用いた保険募集といっても、情報提供や意向把握・確認といっ

た一般的な保険募集に課される規律が適用される点に違いはありません。例えば、保

険業法により求められる契約概要・注意喚起情報などの重要事項説明書をどのように

交付するかが問題になります。 

この点、web 会議システムを用いた保険募集を行う場合でも、重要事項説明書など

を事前に郵送し、それに基づいて説明等を実施するということであれば、法定帳票は

書面で交付されることから、特段問題は生じないと考えられます。 

一方、重要事項説明書などの書面を電磁的に交付することを検討する場合には、保

険業法に定める方法によることが求められます。例えば、当該保険契約者又は当該被

保険者に対し、電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を

得なければなりません（保険業法施行規則 227 条の 2 第 5 項）。 

告知手続についても電磁的に行うことは可能と考えられますが、募集人が画面共有

を通じて告知内容を閲覧したり、告知者に代わって入力する場合には、告知妨害・不

告知教唆等が生じないための十分な管理策が必要になると考えられます。 
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なお、従来は、一部の保険契約に係る書面の交付について、電磁的方法による交付

が禁止されており、書面の交付が必要とされてきました（保険業法施行規則 11 条 1

項 6 号、227 条の 2 第 4 項、234 条の 21 の 2 第 2 項）。しかし、前述のとおり、10

月 23 日付で、当該書面について顧客の承諾を得たうえで電磁的方法により提供する

ことができること、また、電磁的方法として「顧客専用ページ（例：ID、パスワード

による認証）の閲覧」、「一般に閲覧可能なページ（例：保険会社のホームページ）の

閲覧」を追加することを内容とする保険業法施行規則の改正案が公表されています。

これにより、今後は保険会社において、web 会議システムの利用を念頭に、電磁的な

方法による交付を前提とした募集プロセスの設計が進む可能性があります。 

 

4．非対面募集に関する監督指針上の着眼点 

 

2.で述べたとおり、web 会議システムを用いた保険募集が「非対面募集」に該当し

得ることを踏まえると、監督指針の従来から行われてきた非対面募集に関する記載を

無視するわけにはいかないことになります。そこで、以下ではそれらの記載を紹介し

つつ、web 会議システムを用いた保険募集を行う場合に、各規律の内容や趣旨に照ら

して、どのような留意が必要となるのか検討します。 

 

① 情報提供義務に係る体制整備（監督指針 II-4-2-2(2)⑩） 

 

カ． 電話・郵便・インターネット等のような非対面の方式による情報の提

供及び説明を行う場合は、上記ア．からオ．に規定する内容と同程度の

情報の提供及び説明が行われる体制が整備されているか。 

例えば、少なくとも以下のような方法により、顧客に対して適切な情

報の提供や説明が行われている必要がある。 

(注) 特定保険契約にあっては、契約締結前交付書面の交付方法とし

て、法定の記載事項・記載方法の要件を満たした書面の交付又は

これに代替する電磁的方法による提供しか行うことができない

ことに留意すること。 

(ア) 電話による場合 

顧客に対して口頭にて説明すべき事項を定めて、当該書面の内

容を適切に説明するとともに、当該書面を読むことが重要である

ことを口頭にて説明のうえ、郵便等の方法により遅滞なく当該書

面を交付する方法 

(イ) 郵便による場合 

当該書面を読むことが重要であることを顧客が十分認識でき

るような記載を行ったうえで、当該書面を顧客に送付する方法 

(ウ) インターネット等による場合 
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当該書面の記載内容、記載方法等に準じて電磁的方法による表

示を行ったうえで、当該書面を読むことが重要であることを顧客

が十分認識できるよう電磁的方法による説明を行う方法 

(注 1) 上記エ．に規定する内容と同程度とは、例えば、郵便の場合は

書面への記載、インターネット等の場合は電磁的方法による表示

により、口頭による情報の提供及び説明に代えることが考えられ

る。 

(注 2) 郵便による場合、当該書面を読むことが重要であることを顧客

が十分認識できるような書面を併せて送付することでも足りる。 

(注 3) インターネット等による場合、当該書面の郵送等に代えて、印

刷や電磁的方法による保存などの手段が考えられる。 

 

上記記載は、基本的に双方が相手を視覚的に確認することができない状況を想定

しており、保険募集人と顧客が資料等を確認しつつリアルタイムでコミュニケーシ

ョンをとることが困難であることなどから、それを補う措置を求めているものと理

解されます。このため、双方が相手を視覚的に確認することができ、音声でやり取

りすることができ、さらに画面共有機能等により資料等を同時に確認できる web 会

議システムを用いた保険募集の場合、例えば(ウ)の「インターネット等による場合」

を形式的に遵守しさえすれば監督指針が定める募集品質を確保したことになる、と

いった形式的な考え方をとるのは適切ではないと考えられます。 

具体的には、非対面募集であっても対面募集の同程度の情報の提供及び説明が求

められるという上記記載の趣旨は、web 会議システムを用いた保険募集についても

同様にあてはまる、との基本的な考え方のもと、利用する web 会議システムの特徴

を踏まえて、適切な情報提供と説明を確保するための方法が模索される必要がある

と考えられます。例えば、web 会議システムの場合、保険会社において見やすい資

料を用意した場合でも、通信状況・顧客側の PC・タブレットのスペック等によって

は見づらくなってしまうといった点にどのような形で配慮した募集プロセスの設計

がなされているか、ということが問われてくると考えられます。 

 

② テレマーケティング（監督指針 II-4-4-1-1(5)） 

 

(5) 保険会社又は保険募集人が行う電話による新規の保険募集等（転換及び自らが

締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘

する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為を含む。）は、非対面で、

顧客の予期しないタイミングで行われること等から、特に苦情等が発生しやす

いといった特性等にかんがみ、当該行為を反復継続的に行う保険会社又は保険

募集人は、トラブルの未然防止・早期発見に資する取組みを含めた保険募集方法

を具体的に定め、実行するとともに、保険募集人に対して、適切な教育・管理・
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指導を行っているか。また、これらの取組みについて、適切性の検証等を行い、

必要に応じて見直しを行っているか。その際の取組みとしては、以下の措置を含

めた適切な取組みがなされているか。 

① 説明すべき内容を定めたトークスクリプト等を整備のうえ、徹底している

こと。 

② 顧客から、今後の電話を拒否する旨の意向があった場合、今後の電話を行

わないよう徹底していること。 

③ 通話内容を記録・保存していること。 

④ 苦情等の原因分析及び再発防止策の策定及び周知を行っていること。 

⑤ 保険募集等を行った者以外の者による通話内容の確認（成約に至らなかっ

たものを含む。）及びその結果を踏まえた対応を行っていること。 

 

上記記載は、電話による新規の保険募集等（いわゆるテレマーケティング）を想

定しており10、非対面で顧客の予期しないタイミングで行われること等から、特に苦

情等が発生しやすいことにかんがみて設けられたものです。 

現状、web 会議システムの利用のされ方を見ると、保険に対する一定のニーズの

ある見込顧客との間のコミュニケーション手段として用いられ、システムとしても、

事前に web 会議システムへのアクセス先 URL を提示し、決められた時間にアクセ

スすることではじめてコミュニケーションをとることができるという構成となって

いるものが大半です。このような利用のされ方、システムのもとであれば、web 会

議システムを用いた保険募集の場合において、上記①から⑤の体制整備を講じるこ

とが、直ちに求められるものではないと考えられます。 

逆に、今後 web 会議システムが進化し、事前のアポイントメントといった過程を

経ずに保険勧誘が可能となれば、テレマーケティングに近しい募集管理が求められ

ることになるだろうと考えられます。 

 

③ サイバーセキュリティ管理（監督指針 II-3-14-2-2(5)） 

 

⑦ インターネット等の通信手段を利用した非対面の取引を行う場合には、例えば、

以下のような取引のリスクに見合った適切な認証方式を導入しているか。 

・ 可変式パスワードや電子証明書などの、固定式の ID・パスワードのみに頼らな

い認証方式 

・ 取引に利用しているパソコンのブラウザとは別の携帯電話等の機器を用いる

など、複数経路による取引認証 

 
10 既契約者に対する単なる訪問アポイント取得等の契約保全や既契約の更新（更改）を目的とした電

話については、基本的にこれに該当しません（平成 27 年 5 月 27 日金融庁「「平成 26 年改正保険業法

（2 年以内施行）に係る政府令・監督指針案」に対するパブリックコメントの結果等について」におけ

る「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」578～586 番）

（https://www.fsa.go.jp/news/26/hoken/20150527-1/01.pdf） 

https://www.fsa.go.jp/news/26/hoken/20150527-1/01.pdf
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・ ハードウェアトークン等でトランザクション署名を行うトランザクション認

証等 

(注) 不正アクセスによる顧客口座からの不正出金を防止するための措置

を講じている場合（例えば、保険金振り込み金融機関口座（出金先口

座）の指定・変更手続きにおいて、顧客口座と名義が異なる出金先口

座への指定・変更を認めないこととし、さらに転送不要郵便により顧

客の住所地に口座指定・変更手続きのための書面を送付するなどに

より、顧客口座と名義が異なる出金先口座への振込みを防止する措

置を講じている場合）は、取引のリスクに見合った対応がなされてい

るものと考えられる。 

⑧ インターネット等の通信手段を利用した非対面の取引を行う場合には、例えば、

以下のような業務に応じた不正防止策を講じているか。 

・ 取引時においてウィルス等の検知・駆除が行えるセキュリティ対策ソフトの利

用者への提供 

・ 利用者のパソコンのウィルス感染状況を保険会社側で検知し、警告を発するソ

フトの導入 

・ 電子証明書を IC カード等、取引に利用しているパソコンとは別の媒体・機器

へ格納する方式の採用 

・ 不正なログイン・異常な取引等を検知し、速やかに利用者に連絡する体制の整

備 等 

 

上記記載は、主に通販型の保険商品の保険募集を行う場合を想定しているものと

理解されます。どの程度インターネット等を利用する設計とするかにもよりますが、

サイバーセキュリティ管理の重要性は、web 会議システムを用いた保険募集の場合

も基本的に変わりません。そのため、例えば顧客の個人情報や口座情報をオンライ

ン上で入力させる場合は、上記記載を参考にサイバーセキュリティ管理態勢を整備

する必要があると考えられます。 

 

5．高齢者募集ルールへの対応 

 

監督指針 II-4-4-1-1(4)は、以下のような高齢者募集ルールを定めています。 
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(4) 高齢者に対する保険募集は、適切かつ十分な説明を行うことが重要であること

にかんがみ、社内規則等に高齢者の定義を規定するとともに、高齢者や商品の特

性等を勘案したうえで、きめ細やかな取組みやトラブルの未然防止・早期発見に

資する取組みを含めた保険募集方法を具体的に定め、実行しているか。その際の

取組みとしては、例えば、以下のような方策を行うなどの適切な取組みがなされ

ているか。 

① 保険募集時に親族等の同席を求める方法。 

② 保険募集時に複数の保険募集人による保険募集を行う方法。 

③ 保険契約の申込みの検討に必要な時間的余裕を確保するため、複数回の保険募

集機会を設ける方法。 

④ 保険募集を行った者以外の者が保険契約申込の受付後に高齢者へ電話等を行

うことにより、高齢者の意向に沿った商品内容等であることを確認する方法。 

 

上記①から④の方策は例示ではありますが、従来の非対面募集の場合には、特に①

親族等の同席や②複数の保険募集人による保険募集を実現することは容易でない側

面がありました。 

しかし、web 会議システムを用いた保険募集の場合には、三者以上の会議システム

の機能を活用すれば、①親族等の同席や②複数の保険募集人による保険募集を実現す

ることも可能になるかもしれません。また、web 会議システムの録画等の機能を用い

ることができれば、高齢者募集に関するトラブルの未然防止・早期解決にも資する取

組みとなる可能性もあります。 

一方で、若年層と比較すれば、高齢者の中には web 会議システム等に必ずしも慣

れていない顧客も多いと思われ、個別のケースにおいて web 会議システムを用いた

保険募集が適切かどうかは検討を要します。 

 

6．基礎書類との整合性 

 

web 会議システムを用いた保険募集を導入する場合、従来は想定されていなかった

募集方法であることから、事業方法書等の基礎書類における記載との整合性の確認が

必要になります。仮に基礎書類に定められた事項と整合しない部分がある場合には、

当該事項の変更について認可を受ける必要も生じ得ます（保険業法 123 条 1 項）。 

例えば、PC・タブレット等から保険契約の締結の手続を行うことができるようにす

る場合は、手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な

運営が確保されるための適切な措置を事業方法書等に記載することが求められてい

ます（保険業法施行規則 11 条 2 号の 2）。このほか、書面交付、署名、同席ルールな

どに関する記載も確認を要するポイントです。 

 

 



 

 
 

 

INSURANCE NEWSLETTER 

 
当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 
11 

 

（参考）保険業法施行規則 

第十一条 法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲

げる基準とする。 

一～二 （略） 

二の二 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保

険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契

約の申込みをした者の本人確認、被保険者（当該保険契約の締結時において被保

険者が特定できない場合を除く。）の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報

管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業

務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。 

 

7．まとめ 

 

web 会議システムは一つの募集手法であって、顧客への情報提供や意向把握・確認

などの顧客保護の要請は、従来の保険募集と変わるものではありません。そのため、

web 会議システムを用いた保険募集に係る体制を整備する際には、以上で述べてきた

留意点のほか、従来の保険募集における取扱いと比較して、実質的に顧客保護に欠け

る点はないかという広い視点を持つことも重要です。 
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NEWS 

➢ asialaw Profiles による"asialaw Profiles 2021"にて高い評価を得ました  

asialaw Profiles による"asialaw Profiles 2021"にて、当事務所は"Recommended 

firms"として紹介され、Insurance を含む 8 の Industry Sectors で高い評価を得ま

した。また、当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）およびヤン

ゴンオフィスも"Recommended firms"として紹介され、各分野で高い評価を得て

おります。 

 

➢ Who's Who Legal: Japan 2020 の各分野別ランキングにて高い評価を得ました 

Law Business Research が発行する Who's Who Legal: Japan 2020 の各分野別ラ

ンキングにて、当事務所の弁護士 21 名が National Leader として選ばれました。

Insurance & Reinsurance 分野では、増島 雅和が選出されています。 

 

➢ Who’s Who Legal: Global 2020 の各分野別ランキングにて高い評価を得ました 

Law Business Research が年間を通して発行する Who's Who Legal 2020 のグロ

ーバル版において、当事務所の 18 名の弁護士が Global Leader に選ばれました。

Insurance & Reinsurance 分野では、増島 雅和が選出されています。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


