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第唾章問題の訴在

　生命保険契約を定義する商法御3条は、「生命保険契約ハ当事者ノー方力柏手

方又ハ第三者ノ生死二驕シ一定ノ金額ヲ支払フヘキコトヲ約シ相手方力之二其

報醜ヲ与フルコトヲ約スルニ霞婆テ其魏カヲ生ス」と幾足する。これによれば、
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生命探険契約の傑験事故は人の生死であ書り、その療饗いかんは開題とされてい

ない。しかし、縫方で、商法は、その6総条i項で、法定免責事患を定めてい

る。本稿で開題とするのは、海法6総条i項i号にある「被保験者力自殺、淡

麗具縫ノ楚罪又八死瑠ノ執行二馨1タテ死亡シタルトキ」とする燭定で、その中

の被探険壽の毒殺免責を難題とする。

　商法碁総条里項1ま、この被保験煮の1書1殺の場合に、「保験者ハ保験金額ヲ支払

フ叢論任セス」とし、さらに2項で、この法定免責事熱こ該当する場合には、

「保険餐ハ被保験藪ノ為メエ積立テタル金額ヲ保験契約者二払戻スコトヲ要ス」

とし、免責の効果と後始末を繰達している。これによれば、保験者ほ、鞍保験

毒の自殺について、その全鵜闘を免責とされると解萩される。

　ところが、銀縷約款慧この商法§8§条i項i号の被保険者の霞殺に関する保

険妻免責の効果を緩鞍する綬定をおいているのが通掌である。それは、縫えば、

「被保険毒が給付責任開嬉の事・1からその譲を含めてi年以内に自殺した場合」

あるいは、r契約ll達（復活が行われたときは、最終の復活の際の責任醗始の鋳。

以下爾じ。）からその藍二錘を含めてi駕以内の被保験者の自殺」を免責事由とす

るように、自殺による免責蟻闘を、轟法の全期間免責の隷難から、i隼（かっ

ては2舞｛〉の一定簿雛1に保験者の免責難問を張足する媛定を置いている。本稿

で蔽う東京地裁の事鯛で1ま、「当社は、被探験者が給付責｛壬講始の露からその

Elを含めてi年内に霞殺した場合、被録験者が保険契約者の故意によむ死亡し

た場合には、死亡緑陰金を支払わない。」（金鮭・商事審ll籔銭貸号鐘頁）と震足

していた。これを、反対解殺すれば、約款漸建の1駕な鯵の一一定の免糞籍閥以

後は探険煮が糞責となり、従って至難闘免責を媛寇した蔭法の綬定を緩翻した

ことになる。この嫌な綬定は、一般に期緩後不薄争約款といわれるものである。

そして、この約款は、灘殺の場合でも健の保験事故の場合と瞬様に、現実に遺

族などの線鏤金受取人の経済的需要は生じるという、保験契約者・保険金受取

人と、全ての琶二1殺に保陰金の支払をしては保験事故を誘発することにもなりか

ねず、なにより保験／鱗奉を維持できないという、保験者の無益を巧みに講整し
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ようとする媛定である。

　このような商法6総条里墳董号の規定と保険約款の藍・1殺免責約款の解頼につ

いて、本稿で取りあげる棄京高裁単絞慧隼i芦捻葺、1判決が新たに戯された。そ

れは、生命保験約款が定めるi年の免責難毯1経過後に、本来その後は難殺免責

約款によれば保験者馨糞のはずであるが、その場合でも保険者が、被保験者の

慈1殺について一一一定の事実を立証することによって・免責を勝ち叢ることができ

るのかという解毅縄題に縷1する事／窮であった。それは、鍵来、霞殺免責約款に

纒足さ孝貌μ疑い饗澗を騒！として、保険者の藤棚始あるいは契約藝静

らi隼以内に生じた被保験煮の自殺は保険者免養、i隼を越えた甥1毛霧こ生じた

1妻1殺は保験蓼膏嚢と・一一鍛に考えられていた。これに嬉して、商法と免責約款の

解釈を通じて、被保験者が保険金受取人に保険金を取得させることを晦一’また

は主要欝i灘として饑した場合に1ま、i｛軽いう巨鍛免豫鵬／経過後であっ

ても、／攣験者は免責されるという欝ジッタをもつ懇決があらわれた。本稿で取

り上げる東京姦裁判決もこれに縫うものと患われる。

　後に述べるが、わが醤の惨殺免責約款の靉靆を考えるに当たってのポイント

は、…1鍛蓑鯵に対す輪鐵勺、道徳的あるいは海驢非難で1誘くて・被保験

者の糞殺によって生じた保険金を探険金受取人に支払うことをどのように翻嚢

するのかということである。つまり、本稿で機う自殺免責約款の解奪疑の特徴｛ま、

肇殺費溝の是非を聡題にしているのではなくて、甕1殺による保険凝度の悪絹を

賜題にしているといえる。保験鰯痩が自殺を誘発するのではないかとか、自殺

により保険金の取得を騒的として保験契約を締結したとか、霧殺によって保験

金を支払うのは保険確度の簾舞謹になるとか、自殺を保験事故招致と考えるとか、

それらの箆解はいずれも、饒殺と保験講痘の縫孫を開題にしている。保険凝度

を健全に維持するためには、盲ll殺をどのような観点から搬えばいいのか、褻殺

をどのように綾羅づければいいのか、という闘いかけが綴本にある。そして、

この土鈴に約糖襯、、1二ことさらに馨麺とされる鋤鞍懸者畦織の動機であ

るが、肖殺の嚢機を霞題とするところに、慈1殺免責約款の解頼の難しさがにじ
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んでいるともいえる。

　以下において、本件巣窟高裁麟決の難要、本件に関連する肇1決、商法6総条

i墳i号および臨殺免養約款の趣讐に関する学説などを検討し、よって商法と

約款の姜1殺免責競走をどのように合鐘鋳に解釈すべきかという幾題について、

この開題を取1り撮った本件葉京高裁平成圭3年拝舞il≡1戦法を素材として、懇殺

発糞約款の解獄に資することを本稿の霞的とする。

第2章　本件東京高裁平成捻年隔月3紹判決

　本章では、本稿で簡題とする生命保験契約の自殺免責約款について、縫来の

多数説畔鞭彗とは異なる解釈を採譜した最も最近の東京高裁判決の機要を紹介

する。

（事実の機要）

　療昏会社（X至〉は、埼玉繋住宅獄給公社が発注した鑓地渥上の紡水補修工事

を2次下請けとして請け負った。軍威7無爵月3鱈に、原告会社（X茎）の代表

者である太郎（A）は、二L事の中開縷査のために、農産を控えた次勇二躯に代わ

って、三男三郎と立ち会うために出かけた。太郊（A〉は、三男と糶れ、当該毬

麺の錘号棟の屡、と防水工事現場に上り、作業中の職人に縁も話しかけないまま、

「午後21痔30分ころ、屡一■ヒ髭鰭の一…番棄／難の崖っ彊静部分から約鍾．iメートル

ドの地、ヒに転落し、脊髄擬傷等により死亡した」のが本俸事件である．

　朦告会袖（Xi）は、太郎（A）が設立した防水建築請負を業とする株式会社で

あり、太郎（A）とその三人の子を含め従業員は8名の小媛穫な会社であった。

大鐘（A）は代表取締役をしており、その死後は、妻である療告花子（X2〉が代

表取締役に就任していた。

　それぞれ太部（A）を被保験煮とする生命保験契約が多数締結されており、本

締では、その支払をめぐって訴訟が提起されたG単成6年契約として、単成6
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年6∫llに原告会娃（Xi）が被告保瞳会娃と締結した生命保験契約が4件あった。

轍7驚嘆約として、玉賊海獺か募惣こか1ナて療密会慰Xi）が被告緑

陰会社と締結した生命保険契約が護件あり、平成7年6月に太郎（A）が契約し

た生命保険契約が2件あった。平成6年契約と平該7年契約で、総合韓件の生

命保険契約が締結された。さらに、これら生命保験契約に付帯した災害割増特

約及び傷害特約に基づく支払も、購題とされた。

　本幹は3つの事件に区分されて請求されており、「第一一、第三事件は、被㌫

ら7社との闘で締結された合計茎§件の生命保験契約の保険金受取人である療告

会社（X聖）及び原告花子（X2）が」、被保験者である太簾（A）の転落死を葺難1に、

「被告らに蠕し、窃各契約の主契約に基づく死亡保鏤金並びに傷害特約及び災

害割増特約に基づく災害死亡保鏤金の支払を求めた事案」とされ、「第二事件

は、被告らのうち6社が、右各生命線験契約のうち太郎（A）が転落死する数か

ヂ擁｝に締結された6件の契約はいずれも録陰金を不法に利得するための手段と

してなされたものであるから、公序良俗に違反するものとして無効であむ、仮

に糞効であるとしても、被保験者が契約絞立後i奪以内に自殺したものである

から、約款の綬定により免責されるなどと主張して、原告らに馨し、右6件の

うち主契約に基づく死亡保険金支払縫務が存在しないことの縫認を求めた事案」

とされる。

　なお、本件覇決で開題とされる像験約款の綬定には、以下のものがある。一

つは、承徳で懇題としている、被保験者のi隼以内の霞殺免責について定めた

騰定であ萎）、それ1言、「当社は、被保験者が給付責任醜始の1蒙からその野韮を含

めて工年以内に自殺した場合、被保険者が保険契約者の故意により死亡した場

合には、死亡保験金を支払わない。」とするものであり、二二っには、災害割増

誓約・傷害鶴約、三つには、「重大事由による契約の解除及び保険金の不支払

等に関する等約款涯であった。

　そして、この韓決で皺む上げられた争点は、以下のものである。一つは、本

件の転落事故が、不癒の事故であるのか、あるいは嚢殺によるものであるのか、
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また、特約に基づく請求の場合、不縷の事故である、あるいは不感の事故でな

いこと1こついて1蒙欝被告のどちらに立証責｛壬があるのか、二二っに、不癒の事故

であるとした場合の太舞（A）の重過失の存否の議題、三つに、銀縷契約の糞効

性に聞して、原告会社（Xi）及び太郎（A）の締結した像験契約は公序嚢俗に反

しないか、被告のした解除特約に基づく解除の有効性、商法総6条、鑓3条1壌

によ辱保険契約は失効したのか、などの点である。

原審東京地裁平銭鷲年3月2§欝霧決（金融・商事牢彗携鱗縫号22頁〉

　以一とのような本件の争点に関して、原審慧主に以下のように霧藪をした、

　一つ琶妻の争点について、「太鄭（A）は、多数の探険会社を相手として、集中

的に合誕保験金額欝億8，5緯万轡（特約に基づく災害死亡保険金を含む〉に及

ぶ本件各課験契約を締結したほか、合計保険金額4臆5・韓§万霧の傷害（掻害）

保験1こ撫大していること、そのほとんどが貯蓄性のない掛け捨ての保験である

こと、趨入鋳の誘勤、経営状況が籔しく、資金繰りに窮していた原告会社（Xi）

が、月額鉛毒万1彗を超える保験料の支払を継続することはかなり灘雑な状態に

あったことに黙らすと、本件各線験契約は、健全な会琶経営者の経営鞍懸の枠

内では理解し難い異常なものであるというべきである。右に籐えて、本件事故

に至る太郎（A〉の行動について合窪的な議墾ができないこと、太鋸（A）が転落

する鰹に声を発していな駕・こと、平成7隼ころには工事現場に趣くことが稀で

あった大館（A）が、たまたま次男二躯に代わって串縫験壼に立ち会った後に本

件事故に遭遇するというのは鶴然に遍ぎること、太郎（A）の転落態様について

は、鑑灘の域を出ないものの、少なくとも漂告主張のような態様で転落したも

のとは認定できないこと及び療鑑主張の態様以外での不癒の事故を麟提とする

態様を想定できないことを総合すると、本件事故は不薩の事故ではなく、太朗

（A）が療魯会社（Xi）及び花子（X2）に巨額の保験金を簸得させることを欝的と

して事故死を装って酪殺したものと認めるのが穏当である。」として、原告主
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張のその勉の獲嶽についても、密殺によるものであるとする認定甥織を左右す

るものではないとして退けている。

　二つ霞の争点については、以上のように裁鵯所が癖殺と認定したので潤題と

はならない〇

　三つ§の争点については、平成§奪契約の公準良俗違反の成否に臠して、

ヂ本件各生命線験契約は、被会的な危験分散のために擦入する保険としては明

らかに暇度を超え、保険金の不法秘得縢的を達成するための手段として締結さ

れたものであり」公序良欝に反し無効であるという被鑑らの空張に薄して、魑

決は、「原告会縫は、平成6年契約を締結するまでは、その代表者である太藻

（A）を綾保険者として簾入していた保験は養老保険だけであ善、機密らの主張

する企業経営者のための必要保障額の算定基準（乙駿）によって試算しても、

太躯（A）に万一のことがあった場合の原告会社（Xi）にとっての必要艨艟額は

約3億9，鰺§万円から4億5，§§§万門程度となるのであって、右養老保険のみで

は不十分な状溌にあったこと」、「療告会社（Xi）は誘年4舞i霧から人件費を

月額翻万騨磯減し、賞与も含めると年臨で7騒万円を醜減したことによ13、平

成6箪契約の年闘保険料i，翻？万2，66§需の透分の3程度を賄えたこと、麟年度

（平成5辮度、第解離）の売上高は、前々年度の売上高をi億霧以、ヒ．L慶轡、

わずかながら利益を計上していたこと」、「原告会社（太郎）が平織6年契約を

締結してから、更に平成7隼契約を締結するまでに鍾か弩ないしま簿が経過し

ており、本件事故が発生したのは、平成各年契約が締結されてから約i奪5か

月が経過した後であること、などの点に鑑みると、この時点で瞭讐会社が平成

6年契約を締結することにより、鰻癩入の養老保険と合わせて総額§億5薄暮§

万胃（主契約に基づく死亡保陰金合計7億霧、特約に基づく災害死亡保険金2

臆5，馨§暮万難）の生命保険に趨入することも、あながち不霞然不金運なことと

までいうことはできず、単成§年契約が、社会通念に照らして許容される範麟

を逸號したものであり、原告会社（太郎〉が保険金の不法利得醤的を達成する

ための手霞として締結したものであると騒寇することはできない。」として・
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鞍欝らの主、張を退けた。

　次に、解除特約に基づく解除について、被岱らは、「本件各課験契約は太郎

（A）が奪ら不癒の事故を装って保鏤金を取得せしめんとの意採／の下に締結した

ものであって」、「太郎（A〉が保験制度を濫絹して奪ら不当な霧蕪を得んとして

いたことは瞬鑓であ静、これは本件解除特約に定められているζ契約を継続す

ることが期待できない遜重大な事ll，1に嶺たる」という。これに対して、繋決は、

「車成6年契約の契約締結時に、際密会縫（太銘）が保険金を詐取する琵、1的ま

たは縫人ξこ保険金を詐取させる霞的等、奪ら不当な利益を蟻得する意鑓を蒼し

ていたものとまでは認められず、講契約が未だ縫全逓念．ヒ許される危験分数と

しての蟹穫：を著しく超えたものともいえないことは前記認定のとおりであり、

購契約が有効1こ成立した後に大鋸（A〉が嚢に多額の生命保険契約等を締結した

、1二で、勝｛魯らに錬験金を亙毅舞｝させるために事業交雪転を装って藷殺（事故ぞ鐸致）し

たとしても」、「右事実のみでは、単成6年契約について本件解除特約に定める

重大な事1難があるものと認めることはできないjとして、否定されたα

　最後に、危験著増による契約の失効について、「生命線験及び傷害（擬害）

保験を隻申的かっ遜大に付保し、奪ら不織の事故を装って保鏤金を籐岱に取得

させようとしていたのであるから」、「被像験春の養に慰すべき事密により著し

く経験が増撫し、繭法§蕊条、683条圭壌により本件各線験契約は失効した」と

鞍傷会桂は主張した。これに対して、鵯決は、「平成6隼契約の契約締結鋳に

厚鬢会社（大鋸）が奪ら翠当な利益を取得する意鑓を脅していたものとまで認

められないこと、霧契約が未だ縫会通念雛㌻される難険分散としての鰻度を著

しく超えたものともいえないこと」、r瞬契約締結後に太郎（A）が下露の事故を

装って原告らに多額の保験金を取得させることを企図して生命課験契約及び傷

害（横書〉保験契約を締結したとしても、被欝らの主張によっても、太郎（A）

に右のような意思が生じたのは平成6年契約が締結された後i無違か舅が経遍

した後のことであ鯵」、「しかも、太薬（A）の内心に蒙ll殺により謀験金を原告ら

に取霧させようとの意想、が生じたにすぎず、これによ妥）掌紋6年契約について
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保険事故発生の客観的危陰性が麟著に増大したものとはいえないから、商法

6露条、総3条i項により軍威6年契約が失効したものとはいえない。」として、

被告らの主張を退けた。

　三つ羅の争点について、単成7年契約に関しては、主契約に本件免責特約が

あるので、「課験事故は被保験者である太銘（A）が縫契約に基づく給舞責任綴

始縫から圭年内に霞殺した場合（死亡保験金の免糞零歳）に崇たるから、購契

約1こ基づく死亡保後金の書髯求1ま選｝ξ餐がないといわざるを響ない。」として、保

険金請求を認めなかった。

　以上のように鵯決は簡題となった争点に麗して麟薮をし、本件事件について

結論した。それは、第一…事件については、軍威§隼契約の主契約に基づく死亡

保険金の請求に鰻毒筆璽醗ありとし請求を認め、特約に基づく災害死亡保験金の

請求については、理露なしとして棄却し、第二二事件については、被魯らの請求

は、いずれも躍癌あ琴とし容認し、第三事件については、濠告会鮭（Xi〉およ

び簾舞花子（X2）の請求慧、獲i由がなしとし棄却した。

本件棄京高裁平成捻隼嘩月3編判決（金議・商事率1鯵撫縫号椿翼）

原判決一鶴取消（上皆・上告受遅串立て〉

　以一1二のような原審讐決を受けて、栗東高裁は以下のような覇籐をした。

　まず、諸法6総条i項茎号の自殺免責の趣旨について、判渓は以下のように

説隣する。「商法6総条墨項i号は、生命保験契約の締結ないし責任鱗姶後の軽

愚難懸を譲ぜず、被保験者が自殺した場合を保険者の保険金支払義務の免糞事

霞の一一つとして規定している。商法の右擾定が被保験者の灘殺を保険蕎の保鏤

金支払義務の免責事融としたのは、生命保険契約1ま、基本的に舞重倖契終麺）性格

を帯び、発生時期が不確定で鱗然的な事誓雛こより発生する保験事故としての被

保験者の死亡を原欝として保険金が支払われることをその本質とするものであ

ることからすれば、保験契約者又は被保験者が保鏤金取得lill的をもって故意に
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生毒馨験契約勇毒殺象糞約款1こお謬る晃責類馨軽愚後誓）鞍課験煮§殺勇鷺題（聾（磁島蹉一）

保険事敏を発生せしめてならないことは、生命保験契約の性質■至二要請される当

馨灘勘1議誠実蠣測1こ照らしで墨1然のことであるのみならず・綴織者の

1驚殺の場合にも保険金が支払われることになれば、菱1殺を誘発し、生命保険契

約が不当な馨的1こ稗購さ駿るおそれがあり、また、生命｛渠験契約上の｛呆険事故

の発盤三が予湊1不1蔭能なものとなって、生命保験霧箏蔓：の維持運営が1粥難となるこ

とから、これらを紡産する趣濤であると考えられる。」という。

　続けて、そのような商法の趨走を変更する茎簿の鞘鷺の自殺免責約款の趣紫

について、　・駿的な説墾として、「生念保験契約の銀盤約款においては本件の

工｛1・三内lfl殺免糞業暴｛3と鶴様の条項を定めているから、右条項の反対解親として、

被探険煮が生命保険契約の締結ないし責ξ繋講嬌の1三1からi奪以、ヒを経過した後

に自殺した場合には、探険煮は保険金支払義務を負うことになるものと解され

る。」という。その玉il璽1は、「生命保験契約の締結ないし責｛壬鱒始の難からi奪

を経遷した後のill殺の場合には、保陰金飯得軽的に出たものは一般的に少なく、

遜常、それは、生命保険契約とは無縫孫な動機牽1的による嚢殺であり、專ら

父は主として保鏤金の取得を嚢的としたものとはいえないものと雛定されるか

ら、これに対して繰験金の支凝誕がなされたとしても右商法の競走が危撰するお

それ縁さ縁ど大きなものとはいい難く、その趣旨を没擁するものではないとの

審喫鞍によるものと解される。」と霞殺免i縫約款の一趣旨を説1霧した。

　そして、以ヒのような商法総§条圭遷｝弩と黙殺免責約款の趣旨の蓬解を蔚

饗として、麟決は、しかしながら、「蒲法の嶺幾定及び保険約款申のi奪内自

殺免養特約の各趣濤叢びにその相互の関係を前記のように解するとすると、保

険契約締結ないし責任需給の1『1からi年経遜後に被保験者が霧殺した場合にお

いても、保験者においてその蘇1殺が奪ら又は主として保険金の取得を縫鶴とし

てされたものであることを主張・登証した場合には、i年内自殺免責特約の存

在にもがかわらず、網嚢者は、蔭法6懸案i項i馨の療1搬こ基づき、保険金支

払義務を免れるものと解するのが構当である。」と主張するe

　このような商法と免糞約数の緯線に基づいて、準彗決は、本件について、「太

　｝稔　一
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郎（A）が専ら又は主として本件各保険契約に基づく鎌陰金をその受取人である

一審療告らに取得させる動機・醤的の下に自殺したものであること」を認定し、

一審被告ら（大同生命、韓誉生命、三井生命、隣治生命）は、平成6奪契約に

ついて、「i年内自殺免責特約の存在にかかわらず、商法68台条i項i腎により、

その支払義務を免責されるものといわざるを繹ない。」とし、一審療魯会縫の

原審第一事件の各請求及び一審原告らの原審第三三事件の各請求を礫露なしとし、

一審被告らの漂警策二事件の各請求は理慈あり、と結論し、藻鵯決を一部取り

消し、一審療告会娃の各請求、一審賑告らの各控訴を棄爺した。

第3章本件東京高裁判決に闘達する判決

（舞　関連する宰ll決の紹介

　本轡二東京高裁平成捻無i月3董甦肇1決と同様の欝ジッタを採用したと思われる

饗決が縫に2縛みられる。判決当時注霧を浴びた事瀦であるが、本締を考える

参考としてここに機観する。

（判撰喧）瞬由地裁平成鱒年蓬月館欝鵯決（金融法務事精謄麟号9毒質〉

（事実の機要）

　平成7奪8∫蛇88午後5時頃、兵庫渠簸驚南下の山霧脅動東遊ギリ線におい

て、太郎（A）は、丙照次郎（8）運転の自動車に講i桑中、次部（B）が運転操作を

するなか、も1、1緩自動車道書写第二トンネル縷鼕鼕に衝突し、死亡した。

　太郎（A）は、昭穣4？年頃にK株式会握に入社し、死亡当時まで資縫課に配霧

されてお穆、事績元年当時約3§3ガ霧、平成6年当時約4総万鍔の所得を得てい

たが、革嚢の会縫返凝後や休講1には離業として石蕗等の叛売も行っており、一

弩約鶴野門ほどの売り上げがあったが、資金繰むに鰹む赤字であった。また太

郎（A）は、株式会社ライフや株式会社オ！メエントコーポレーシ葺ンに対して約
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生命線験契緯の醤殺隻養鶏款にお捗る晃責難薦縫遜後の纏傑験毛嚢殺の閤蓬（葬（福暴鑑一）

2億霧という多額の負縫を負っていた。さらに、太郎（A）は、勉人名義のクレ

ジ・プト契約書や勤務先K会娃の知人等の名義を欝りる等して、両クレジット会

娃から2億轡を越える鍵入をしていた。

　太郎（A）は多数の！難険にも総入しており、生命緑陰会被や爆警保険会社等合

、鴛2巷社と保険金総額6徳2誕万8含む§講の契約を結び、その採験料は舞々鋳万懇

にものぼっており、その大半は平成§隼以降に契約されたという。

　このように本件では多数の謀験契約が醜撫するために甲事件、乙事件、糞事

件として整麗されているが、本稿で麗麗とする約款と関｛系する生命保験契約に

関する丙事件について紹介することとする（蕪葺。

　その丙事件について、太郎（A眞ま、被告第一生命（Y）との闘で、平城15年6

葦葺51、被保験者を太郎（A）、死亡保験金額は、主契約に基づくもの鎗§万門、

定鱗探険特約に基づくもの2総導万難、傷害特約に纂づくもの5§○万霧、以上繋

3総§万霧で、死亡保険金受取人を太部の妻・療告花子（X〉として、定期保険特

約付・終身保険契約（定離保険特約以外に、傷害特約、災害入院特約、疾病鷲

約が付撫された〉を締結していた。

　窪蒙告花子（X）は、被告第『…生命（Y）から任意に保陰金の支払を受けられなか

ったため、保険契約に基づく3瀦§万円及び遅延擾害金に簾え、債務不履行によ

る罎害賠縷として騰§万巽の支払を求めた。

（講決）請求棄隷

　鵯決は、本件事故が太郎（A楚）自殺によることを認定して、傷害特約分の請

求については、その免養約款の「被課験者の故意3にあたるとして、被告第一

ノ髭命（Y）に保1塗金の支季ム・義務はないと’縄示した。

　そして、主契約及び定期保険特約部分の請求と免責約款の解釈について、

「商法六八○条一項㎜・号は、被鐸険者の密殺の時難を闘わずに一律に免責事磁

としているが、童契約及び定離｛翠陰特約部分の約款では、肖殺免責を保験者の

責任騨始期の羅する嚢から起算して一年以内の黙殺に限定する条項を設けてい
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ることは当事者闘に争いがない。」と、露殺免責約款を紹介する。そして、「被

告第一生命（Y）は、被保険者が保鏤金受取人に保陰金を取得させることを唯一

又は主要な嚢的として霞殺した場合には、嚢殺による生命撮験の不当科灘にな

るとして、保験者の免責を認めるべきである濤窯張するので、その点について

換言書する。」とした。

　覇決は商法6欝条玉璽玉聾が被爆険者の議殺を一律に免責事鐵としている趣

曇について、「仮に蔭、1殺の場合でも原則どおり保険金を支払うとすると、保陰

金受籔人に生命線陰金を取得させることを騒的として自殺鴬語で生命保験に驚

入し、契約後に遮1殺するという事弼が発生する可能性があるが、そのような事

鱗を防ぐことができなければ、生命保験が不当な馨的に利灘されてしまい、契

約者購の衡平も保たれず、保険の運灘上調題を生じるばかりか、保験会社は社

会的弄難を浴びることになる。また、生命線験は当事者の契約上の異体的な給

付義務が発生するか否かが縄然の鐵来事によって左右されるいわゆる舞達倖契約

といわれているのであるが、自殺の場合紅保陰金を支払わないのは、傷然の事

実の経過によって事を決することを本質とする生命保験契約の性狢一と強く要請

される繕義誠実の療銭彗に反し、また保験事故の要素である購然樵を欠くからで

ある。」と説明する。

　織方で、「多くの保験会暑1は、本件における被告第一一・生命（Y）がそうである

ように、約款に契影藤1又は契約復活蓉から一一年以内1こ被録験者が自殺したとき

は簾鏤金を支払わないと定め、その難鵜経遍後は繭法の競走にも拘わらず密殺

でも保鏤金を支払うことにしており、商法の競走を緩和している諺として自

殺免責約款にふれ、その趣誘について、「健全な保験麟鯵を維持していくうえ

からは・すべての自殺を免責とする必要はなく、あらかじめ自殺を欝欝して保

険契約を締結し、計霞どおりにそれを実行するような、いわばモラル1｝スク的

な密殺を擁除すれば足りると考えられるからである。」という。そして、rこの

ように契約霧又は契約復活欝から一驚以内の諮殺に鰻って謀鏤金を支払わない

こととしたのは、…一年後の灘殺を決意して保険に癩入する者は少ないし、仮に
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生命鐸験契緯の甕殺隻責豹隷にお哮る免責雑観経過後σ）破縁験者自殺の閣題（茎）（薦島鑑一）

契約鋳に密殺する意思を持っていたとしても・一一隼嶽一tそれを持ち続1ナて藏殺

を実行する者はさらに少ないと考えられ、したがって、責任醗始難から一一年経

遍した後の自殺は、遷常は保険金取得を窯要な欝的とした自殺ではないと推定

できるからである。また、議殺の療鍔1ま、交通事故の後選症、治療が罎難な難

病、職場の開題によるノイ寮一ゼなど多種多様で、契約後の鰺難1に拘わらず1彗

殺というだけで保陰金を支払わないのは遺族の生活保縫という保険凝度の趣き

に反するとも誘えるからである。」とする。5これに対し、一年以内の藍1殺は、

そ鋤囎麟に／織金鵬融解鍛であるか否かを締級び立証する磁極

めて羅難であることから、その意慰にかかわむなく葭法の矯定どおり全てを免

養することとしたのである。」と叢楚馨llした。

　そして、以、1舜よう嫡法および懸約款の趣旨を勘案して・喉／黙考が

／慰塗金受取人に保険金を取得させることを唯『一又は案要な欝的として霧殺した

場合でも、黙殺免責期縄経過後の密殺については一律に保険金を支払うべきで

あるとするのは必ずしも会蓬的な解釈とはいえず、前述した意味での推定が働

かず、被保険者が保鏤金受取入に保陰金を取得させることを唯一又は主要な霞

的として藩鍛した場合で、しかも、霞殺の翼鱗態様に照らし・被鰍者碗

殺§的を是認することが社会的に見て公序良俗に反し、あるいは契約者潤の衡

平を著しく失する結果を招来し、金棒として商法及び約款の趣旨に反すること

が瞬らかであるような場合には、右約款の燭定の轡慰ま癖除されるものと解す

るのが輯当である。」と輝決した。

　以一1舜ような解纏購をll腿として、異／櫓には以下磁う嫌識を導きだ

した。それは、「太簾（A）の欝殺は、扇人の家族をして謀験金を取得させ負績

整鍾をすることを主要な黙約として敢行されたもので、保験契約成立時には蓉1

殺による保険金取簿の意鐵がなかったとしても、少なくとも霞殺の時点では保

験ないし共済契約の舞働継接的翻となったこと1覇らかであ甑しかも・

酵殺の態様としても、運転者次簾（B）の過失による霧らの交通事故死を偽装し、

現に無関係の次郎（B）をも死に至らしめるなど、公序良｛谷に反することが窮ら
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かなものであったのであるから、繭記約款の凝定趣醤に沿わないばかりか、本

件において免責を認めないときには、麟記繭法の媛定の立法趣議にも反し、縫

の縫種契約者との縫で著しく衡平を欠き、あるい1ま場合によっては保険金取得

羅的での自殺も懲懲する結果をもたらしかねないのであって、右約款を本件に

遍羅することは癒当ではないといわざるをえない。」とした。よって、療告（X）

の請求について1ま、商法68§条茎項i号により、被告第一生命（Y）は、主契約

及び定簸保験特約部分の謀陰金支払義務を負わないとされ、講衆は棄蟻された。

（判鯛2）田舞地裁平成縫年2月§藏鵯決（金羅・商事事彗携総懸号聡翼、金鞍

　　　法務事情謁騒号鱒翼、判例鋳報絡雅号欝2頁）

（事実の概要）

　原告会社（X）は、墓石の製造・趨工・販売や墓石建立の相談・設計・施工等

を業とする会被である。原告会娃（X〉の代表取締役は、丁絹（A）であるが、そ

れは名翼的取締役にすぎず、実質的経営者は乙辮（8）であり、雲鶴の管蓬等の

経営や会社成立の経緯からいっても、揚足暴力毯の実質的影響下にあった。

　原告会投（X〉は、単成6年i弩iξ1被告保験会社Y亙、Y2との闘で、それぞ

れ漂告会蛙の彩式的な取締役である丙瞬花子（C）を被保験者として、生命保験

契約を締結した。被保験者である西鱗花子（C）は、原告金被（X）に商号変更す

る麟のS有鰻会社（捲建暴力翻の経営する貸どル業・金鎚業を営む会鮭）の元

代表取締役甲野（P）（鑑定暴力鐵縫長、甲野欝身も多額の繕金があった）の愛

人である。

　一つの保険契約は、綾告千代1｝1生命（Yi）との闘で、普通終身保験・特定疾

病保障定簸保験・新藪療保験を締結し、保験金額は、災害による死亡鐸寺に2億

○蕊§方円、それ以磐の時に1億醗5§万霧とされた。また一つは、被㌫第一一生命

（Y2）との闘で、定鞘保験特約付終身保験を締結し、保験金額は、不縷の事故、

法定・撫定伝染病による場合に｝億総総万胃、それ以外の場合には、1億門と
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生島緑陰墾約の嚢殺隻責約数にお謬る亀責難題経遍後の被線験者§殺の開題（茎）（擾轟鑑一）

された。

　華厳7年4∫餐擬。1、多額の儀金を負った、被保険者である海難花子（C〉が遺

欝を残して軽乗葬馨車内に癖気ガスを引き込んで自殺したため保験事故が発症し、

療魯会社（X）は、それぞれの生命保験契約に基づき、総額2億灘5§万円の保険

金とその遅延綬害金を求めて訴訟を提起した。

　判決で繕鱗された本件の争点は、一つに、本締保験事敏が詣殺であるか否か、

1書1殺の場合、商法総§条i項王讐の自殺免責撰定と保険約款の「保験契約締結

後一一年を越えた後の被保険者の自殺については、保験者は免責されない雲とす

る綬定の適難重いかん1こついてであり、二つ1こ、本／隼の生命｛畢験契約が約款一蓋詐

欺により無効であるか否か、無効とする場合、被｛彗らのかかる空張が｛言義葬！lこ

反するか、三つに、本件各生命保験契約は、公序良／谷に反し無効か否か、無効

とする場合、被告らのかかる主張が信義嚢馨こ反するか否か、四つに、本件各生

命保険契総論験の著増の鱗綜よ嚥効になる鋭・、五つに・本件各生命線

験契約は被保険麟益を欠き無効か、についてである。ここでは、主に一つ霧の

争点について紹介する。

（率喜鉱夫）　毒彗求棄去葬・確定

本／弊嫉は、酷鰹条と齢鍛免責約款こついて、睡件各約隷こ1よ『被保

験者が契約銭から起算して一年以内に肇殺した場合には死亡保険金を支払わな

い壌冒綬足していることが認められるところ、かかる約款は、すべての自殺を

法定免責事鐵として定めた臨法六八○一条一獲一号の適霧を、その霞鯵において

一落緯線したものであると解される。そして、かかる綬定を反対解綬すれば、

被保険者が右の一陣隼を経遍した後に自殺した場合には、死亡保陰金が一律に支

払われるかのごとくである。」という。しかし、「本来、商法の燧定の遍羅を携

除する約款の解頼は厳格になされるべきところ、巻藤波の媛定が、生命保険契

約において被保験者の自殺を免責事湊としたのは、射倖契約としての性質をも

脅する生命保験契約は、鵜然の事実の経遜によって事を決することをその本質

　　　　　　　　　　　　　　　　一7§一



蕎敬被会議集　第鍵巻　第3腎

とするのであるから、契約者又は被保陰癬において故意に危験を生ぜしめては

ならないことは、｛馨験契約一勧要譲毒される｛糞義誠実の簾ξ韓として薮然のことであ

り、また、被保験者がll彗殺した場合にも保鏤金を支払うものとすれば、自殺の

誘発の危験があるとともに、生命傑験契約が不当の巽的に麓縮され、保験契約

．ヒの危験が予灘不可能なものとなって、生命保験契約凝度の維持力釜繕難となる

ので、かかる事態を紡生しようとするjと商法の趣鷺を説隣する。そこで、

「本件各約款は、右薦法の媛定を受けつつ、醐々の場合にお謬る自殺麟圭1的を

究隣することが繕難であることに鑑み、右法の趣養を没薬せしめない霞畢）にお

いて、被｛呆験巻毒瀬翠陰i墾約総鋒吉そ菱■鴇葬駿、t経過して嚢殺した壕彗合1こ1ま、｛馨陰金

取得をその唯一又は主要な灘的としたものではなく、かえって、これが、なん

ら探験1契約締結の事実とは熱闘／系なi事態であると推定されることを1講鍵とした

鏡定と解するのが癒当である。」と約款の趣議を説霧する。

　であるとすれば、「保験者において、被保験者の簑殺が、保険金取得をその

唯i一一又慧峯i要な欝的としたものであること、及び饒殺免震期1講である為1一年の

経遍と保険事故の発生旺ll時に寓意的な癬難灘係があることを主張・立証すれば、

右雄定は覆され、本経・各約款はその季懲鍵を失うことになる。したがって、かか

る場合は、本幹各約款の存在をもって海法六八○条ぜ嚢一”一弩の遜羅は癖醗され

ず、たとえ、被保験者の蕪殺が保険契約締結後一…年以、L経遍してのものであっ

ても、保験者は免責されるとするのが、前記醗法の綬定の趣養、及びこれの遷

醗を撰除する約款の鍵定は厳格に解綬すべきとの醗記解麹態度にも適うものと

思料される。」と肇1決した。

　以．｝二のような講法§鍵条1項i讐と自殺免責約款の解絞をふまえ、さらに、

多額の養務を警鐘するために保陰金の取得をもくろんだ様々な事実縫係（度重

なる交通事故や菱1殺来遂など）により隣接譲三鍵を積み重ねることで、鵯淡は、

「本緯線験事故と本件各生命探険契約との鰻には挙ぎ意的な繕闘縄係が認められ」、

ひいては、本件黙殺が、「本締各生命保険契約に係る各保険金を鍛響させるこ

とを唯一ないし主要な蓑的としていたものと認めざるを讐ず、したがって、か
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生金傑険契縫の自殺隻責緯敦における隻責靉靆雛遍後の鞍蝶験者毒殺の難題（蓋）（綬鶏逡一）

かる療鑑（X）に各保陰金を支払うことは」、本件判決の採賭する濤法6縫条と本

件藪！殺免責約款の解毅に反するとし、「したがって、花子（C）の自殺が、本件

各生命録験契約締結後の一一一年以上経遍した後にあったからといっても、本件の

場合、本件各約款！ま撲除されて、商法六八○条一項一・畢の規定が遍羅されるの

で、被欝らの党費を認めるのが輪唱であるから、この点に絶する被告らの主張

は露籍嚢がある。」として、豚羅讐の言容求を棄隷した。

謝　麗達する雑決の評篠

　ここまで述べた二つの地裁判決をどのように評癒すべきであろうか。おおよ

そ二つのことが指継1できょうか。一つは、この霧ll盤と出羅鱗地裁覇決は、その

論理構成1こおいて極めて似かよっていること。また一一っは、爾判決ともに、霧

殺免褻約款の一定期瞬経遍後の被保験者の自殺について、一一律に傑験者有責と

なるのではなくて、保険煮発璽になることがあるということを示した彗一ディ

ングケースということ、であろう。

　講判決は、その論難において多くの其通点をもつ。被保険者の自殺を一一律免

責とする嚢法暮紛条i項i号の趣旨については、生命深験の麟倖契約性から要

請される儀義誠実鐸iに反することや、生命線陰の不当科灘の紡止などをあげる

点が、其通であり、免責を一定難幾に舗躍する免責約款の趣讐についても、嚢

殺の動機の謹鱗が鶴難という認識の下で、i年以上経遍した自殺は通常保陰金

厳律を主要な1隻1的とした自殺ではないと解する点も共通する。そして、このよ

うな海法と免責約款の趣撫を麟縫にして、被保験者が保鏤金受搬入に保験金を

取得させることを唯一または主要なli彗的として自殺した場合には、嚢殺免責鱗

畷経過後であっても、約款の競走の遷灘が癖除され、商法薦§条i項i号の遷

購により、｛呆験者は免責されるという解釈も薩鐸彗決に其通である。以一とのよう

に、保険約款の免糞簸驚経過後においても、一定の場合に、保険者が免責とさ

れるとする基本的な論遷構成は、講甥決を通じて葉通したものであると考えて

よい（註2）。
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　醐法の趨走と免責約款の関係については、商法の競走を喬1彗羅する約款媛定の

解釈ま厳格・簿獺的になされるべきとする態度が覇決の根底にあり、一一定の場

合睾こ、影藤数の適鐸1が1妻謬余され、本妻難である商法の燧建に震三るという覆ジッタが

縫われているメこ更も淺li・／される（註3）。

　ただし、纈かな点をみていくと、免糞約款の『一定難題経遍後の保険者糞壷の

叢定が働かなくなるとする要件が、岡鐵地裁料決では、被保険者が保陰金受取

人に保験金を取篠させることを唯一■一または主要な1芽1的として匿1殺した場合の催

に、自殺の翼鯵的懇様に照らして被探険者の黙殺§的を是認することが社会的

に公序良俗に浸すること、契約者闘の衡平を著しく失する結果を招来し全体と

して繭法及び約款の趣濤に覆することが聡らかなこと、をあげるのに対して、

由II王地裁判決では、被保険者の自殺が保険金取得を唯一または主要な霧的とす

ることのぞ蓬1こ、融殺免責｝雛難1の経遍と｛呆験事菱義の発登鋒三露寺1こ有1愚的な軽蓋翼翼幾係

があることの立証を求めること、に濁覇決の違いがあるが、離述のようにその

基本となる欝ジッタは購ビものといえる。

　この要件については、鰻えば、義援蓬地裁の魑毒は、「被録験者の自殺が保険

金取多馨を鐸窪一・また1ま誘三要な欝的としたものであることの夕琶こ、ゼ自殺免i饗簿羅羅

である一年の軽愚と保験事故の発生霧時に有意的な槍麗／難系があることを主張・

窟証す魏1灘とし、灘毒地裁の判決では、『自殺欝的が公序良俗に度し、契約

者豫の衡平性を著しく失する場合遜として、被保験者の霞殺が保験金取得を晦

一または主要欝三1的としたものであることの外に、いずれかの要拝を必要とし

ている。」と指摘し、「従って、一機にゼ受取人に保険金を取簿させる巨1的の自

殺遜のみをもって、すべて免養とするという趣霧のものではないと考える。」

と主．張する者がある〔註・鈴（蕪藝）。

　こ騨轄決の重要欝、慮、このようないくつかの鯉絶美黙瀞llこして、免

責約款の一一建懇縫の軽愚1ま、i縫殺の嚇機の立証が覆難であることから、その鶴

難を尭験する便霞として定められたものであり、一一一定の免春期闘経過後、　律、

機械的1葉動的に保験姦の｛ぎ責が決まる基準ではないということを、一■一定の理講
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生命馨験契鞠の糞殺隻糞総裁における免責難聴軽邊後の緩保験者窪殺の麟題（鈴〔難轟罐一）

構成をもって購らかにした点であろう（蕪紛。

　ただし、纏えばし1撰地裁のケースについては、朝決の結論を薮当としながら

も、「本鵯決により、些1殺免責購闘経過後の肖殺の動機と保鏤金との闘に梧瞬

関係があるという理1言・1だけで、保験会社が免責を主張することはないであろう。

本件はきわめて悪質な保陰金請求の事案であったからである。したがって、縫

の理論購蔽1によっても保鏤金請求を棄却することは十分可能であったはずであ

る。」として、r危験の著増による失効、特需解約権にもとづく解約、公序婁総

違反による無鯖、課鏤金受取人の故殺による免責（嚢法§欝条i項2号）」など

をあげる（裁下）。確かに、紅i臣1地裁と轟舞継裁のケースを比べてみると、保験

金請求の悪質さに違いがあるように箆受けられ、鵯決の論鍵構成の射程距離の

広さが示されている。

第3意の註記

　（註碁　金鎚法務事構蔦騒弩鱒一鶴藁によれば、畢箏鐸、乙事件は、太露の3人

　　　　の子と太蕪‘の妻・荒子が原告とな1つた主翼審｛呆鏤金書士の自動灘探険畢傷害｛呆

　　　　険に関するものであり、約款の「破保縷者の故意」による事故として免責

　　　　と判織され、請求は棄却されている。

　（註2）　舞えば、この隔醤決の意瞭については、以下のような評鰹がある。醒鵡

　　　　梅治「警殺免責潮懸経過後の穫殺」生命保険経営第§7誉4号（雫成貧年7

　　　　舞）5－6嚢によれば、この二つの肇1決の結論とその経藩麟を導く講選購成

　　　　の共遜性を撫矯しっっ、その評纒をする。それは、一つに、爾判決が、自

　　　　殺に関する一軍免責約款の携舛的な遍羅撰除の先駆者であり、「一痒の経過

　　　　の；有無という数塗糞的な辱舞振を法律効果を左右する絶繋的な籔い分け基準と

　　　　すべきではなく、あくまでもゼ一応の』舞定基準にすぎないものであるこ

　　　　とを聡らかにしっっ、免責難懇の経遍後においても講、鱗外的に保験者免

　　　　責を認める余地があることを芙蓉1を以て墾らかにした点］、二つに、嚢殺を

　　　　全期閣免嚢としている購法6総条i項i号の趣讐を最大尊重し、これを緩穂

　　　　する約款捻鱗獲麟に解殺すべきとし、醗法68§条は狂意媛定ではあるが、

　　　　一瞬判決は、麟条が薮意規定であることを認めながらも、議、これを準強縮
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　　法的な規定と認めている点」、をあげる。

（莚3〉　麟掲、藝鵡「霞殺免責簸懸紐遍後の密殺」9頁

（註4）　星野誓壷「i隼経過後の自殺に麟する免責遍羅」文醗保険事鯵醗究会レ

　　　ポート轟7号（2鱒§年萱舞、生命線験文靴藩究駈〉7蓑

（註5）　また、出目地裁のケースについて、藩掲、星野「三年経遜後の霧殺に薄

　　　する免責適幕歪6頁は、一般論として、生年経過後の霞殺免責の要稗をど

　　　のように考える趨こ壌・て、rこのケースの場合、生命保険が本来の義援趣

　　　旨に反する形で瀦罵されていることは否定できないものの、鋼えば、十数

　　　年闘も採験に総大したあとで蒙殺した場合にも、嚢殺時の蓉的・動機のみ

　　　を麗麗として録験者を免責とすることに疑欝1を覚える。」　としながら、「覇

　　　旨がi奪の免責鰯縷の経過と保険事故発塗蔭時の奮意的縫孫を保験者免責

　　　の要件としていることからすると、本鵯決は、鐸険難入時に目殺による保

　　　険金取得の意騒がなかったものについては当然に免責とすべきでないと考

　　　えているように思われるという見解」に賛銭されている。鳶力説に要韓を

　　　簾重して、多数説に歩み寄っているように理解している。

（莚6）　このような舞決の理講購成1こついて、藩餐、西鶴「禁殺免責難霧経遍後

　　　の自殺」9頁は、「判濤の中核的な藻分の理論裁装は、籟楽な程度に堅懸で

　　　あむ、かっ、洗練され、十分に考え抜かれた、ヒで装鋳されているので、強

　　　い説得力をもつものと評儀される。」　といい、賛成される。

（註7）　欝秘公人「密殺免責期闘経過後の自殺と商法6鍵条の遷灘」掻轡録陰欝究

　　　麟巻4号欝5一鯵6頁

第4章学説の検討

構　薦法§8§条重項潅号の趣讐

　本稿で開題とする自殺免責約款の解頼を考えるに当たって、本章では、まず

学議の機観をするが、その羨提として、そもそも薩法6総条i項i号の趣意が

どのように蓬解されているかをみてみる。商法6総条i項i弩の趣看はどのよ

うなものか、なぜ被爆験者の欝殺について、保験者を金筋闘免責としているの

であろうか。
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生命保験契約のき殺象責約款にお1ナる免責簸襲羅遍後の鞍緑陰者嚢殺の難題（工）（繧轟雄一）

　通説は、商法6総条i項i号の趣旨について、生命保験契約は窮倖契約であ

るから、鞍保験者が自ら保験事故である自らの死を自殺によって実窮すること

は、当事者闘の信義誠実原舞に反するとする。また、破線験者の霧殺の場合に

探険金の支払をすることは、生命線験が不当な曇的に和灘される可能性があり、

また、そのような場合の支払1ま自殺を誘発するということから、その弊害予防

という観点があげられている。縫には、事故の煢然姓という点、被保験者の自

殺1ま故意の事故招致に瓢たって、保険懇体の維持や契約者麟の衡平という点か

ら、このような匙験を保験者は燐き受けることができないといわれる。

　このように遍誕は、醗法の自殺免責の理由を、いくつかの横縫の複合的なも

のとしてあげている点に特豫がある（註賛（鍵2）。そして、また、このような

遜譲の特徴として、その申でも生命保険の不当目的零彗羅の紡壼が強請されてい

るという指標i一がある（註3憾

　大森博士は、薦法§総条里項i号の趣曇として、自殺の立証責任の開題を強

調する著名な学説を主張した。それは、稜線験者が保験金受取人と霧である場

合の被保険者の自殺1こついて、「保験金受取人の纒濟生活の安定の確保という

保険の機能から考えるときは、還譲的には、被檬陰者が懸人によって殺害され

た場合と溺箇に取籔うべき繕らの理由もないはずである。」という蕪挺に立た

れる。つまり、「保籔金受取人に保陰金を受けさせることが被保険者の窪殺の

唯一または主要な動機である場合には、このような自殺に饗しても保陰金を支

擁うとすることは、結果において嚢殺の決心を容易ならしめ覇長ずるという意

味で反公序良俗性を認められるかも知れ」ないが、しかし、「このことは、蓬

論的には、被録鞍者の琶，1殺に譲らずひろく第三者による被保験者殺害の場合に

ついても全く麟様にいいうることである」ので、「故に難題1ま被保険者の死亡

が韓人の行為にもとづくかではなくて、被線験者の死亡が課鹸契約の存在を唯

一または主．要な動機として招致されたか否かが疑§題となるべきである。盛と、

被探験者の自殺の動機を艮餐■題解決の視点とする立場を採隣する。

　しかし、商法が被保験者の自殺を一律免責とした鍵浅は、「被繰験者以外の
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者が右のような動機で事故を招致する（すなわち被録験者を殺害する〉ことは

趨事責任などによってある程度鋳箆されうるが、被保験者の自殺については右

に述べたような動機にもとづく霞殺の可能性が多く、しかもその立鐙は事實上

不毒｝禽譲こ近いというような零幸毒から、弊害豫防の必要を重擬した絃業と解する

ほかはないe」と書髭弱する。

　そして、自殺免責約款の趣旨についても示駿され、紅鮭講的には、保醸契約

の存在と全然無縫係の動機にもとづき自殺したものであることが立議された場

合には、保強金の支擁を認めても差支えないであろう。」といい、εわが國の蜜

際の約款では、締約後一定年縷縷過後の肇殺の場合には保陰金支携義務がある

ことを定めているが、これも實は、一一定年縷経過後の懲殺はその動機が保験契

約の存在と事實上無麗係なことが多いであろうとの意味においてのみ理解され

承認されるべき法則である。」とする。さらに、「一一定の年霞経過後の自殺であ

っても、その唯一または空たる動機が保険契約の存在にあることが立談される

場合になお保陰金支携義務をみとめるとすることは、果して商法六八○条の矯

定との関係上許さるべきか否かは多少疑問である。むしろ右の一定年鰻の纒過

ということは、右の動機の有無の立護責任韓換に関してのみ愚昧をもたせるの

が、少なくとも立法論的には重富であろう。」とし、商法の自殺の一律免責撹

定と免責約款について、立証責任の開題を強請されるところにその特徴があり

（註4）、支持されているといえる。この大森博士の見解には、理論的にはなど

というエクスキューズがついてはいるが、賎に、本稿で襲題としている棄京高

裁覇決の譲遜の基本的なものが含まれているのである。

　倉沢教授は、自殺免養の饗露に聡して、技術的な理由と倫理・道徳的な理滋

に分けて、適窮に説墾されるとともに、わが霞の自殺免責約款の在り方を明快

に蓬1嫡される。

　それによれば、商法§総条i墳i号の自殺免責の覆嶽として、総理的礫嶽と

技衛的理由をあげ、保験者が保険金支払義務を免れる理嶽は、自殺疑窪体が社会

的に非難されるべき行為であるため、これに対する保険金支払が許されないと
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いうことと、善1殺が生命録験の亀験の確率算定に入っていないということをあ

げる考え方に嬉して、「藪1殺それ蕎1体が被会的に旋総理的な行為であるとして

も、被謀険煮が1窪1殺した場合に課鏤金受搬入または極続入が生命録験金を受け

とることは、1茎1殺それ削摩の反論理性と麟薮接の灘系はないものというべきで

ある」とし、「保験契約法上簡題にされなければならないのは、碁、1殺そ聡藍翼本

に鱈する倫理的な懸纏覇薮ではなくて、肇殺による保鏤金搬得の楽否の点であ

ろう」と免鬢髪羅響是藝の議妻禽のポイントを適切に多旨搭1する。

　また、幾在死亡表には密殺も算入されているので、生命緑陰契約上、鞍保険

餐の自殺が免責事由とされる理ξ搬ま、碧嚢害保験契約における保験契約者また

は被保険者の事故招致の場合（轟法六鼕鼕一条）と瞬様に、契約締結の動機にお

ける不法性ないしは信義雛違1葉1にこれを求めるべきである」と議賭する。さら

に、このような法定免責事灘の趣讐の礫解を鋳礎にすると、「ことがらの性質

上睾然に免責事由とされなければならないのは、保陰金取得を唯一または主要

な目的としてなされた霞殺に鰻られるのであって、そのような不法霧的をもた

ない嚢殺については、生命保険金のもっている選蕨の生活／薫簸的機能からして

も、これを蚤然に免責事嶽とすべき鐸襲搬まないものといえよう」と嚢殺の動機

を重縫する見解を鷹張される。そして、自殺の不法難的の有無の立証羅難の紋

に、商法6縫条i項i号は、「被保険者が藍、1殺した場合には不法1三1的のあること

を一緩的に推認することによって、この難題に決蕎をつけているものと解され

る」という（註5）。

　このような総濠教授の指摘は選瞬であり、確かに、倫難・道徳的な意味で、

ll。1殺醤i1体の非難可能性はわが羅ではあまり霞題とされていないように思われ、

そのことがわが溝の自殺免責の開題を考える場合のポイントになっている。す

ると、わが麟では韓に焦点を難ててこの問題を考えるべきかといえば、保験鱗

縷：を不轟に朝賭するメ、乱、すなわち自ら霞殺することによって保険金を保陰金受

鍛人に手渡すという行為とその動機に非難溝能雫建があるという点である。その

ことによって、蓉・1殺による保険金を探験金受取人に支払うべきか否か、また、
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その自殺考の動機をことさらに開題とするのが、わが蟹の学説・響1擁の特徴と

なったといえる。

　また、妓籍的な問題という面もあり、それは危験の灘定の難題であるが、被

探験者の露殺を事故招致ととらえると、保険料算定の灘算が露難となり、ひい

ては保験懇体の維持が醗難になるということが考えられるということも指摘さ

れている。

　以上の立証の璽難を強講ずる見解は、商法の免責幾定は傑験契約の存在を唯

一または主要なものとする自殺の立証羅難から、…律免責を綬寇していると詐

癒し、この立法の一一律免責という立場1ま保鏤金受取人にとって厳しすぎるので、

約款の欝殺免責約款のように・一定類題に免護を瞑るという緩穂の方法がとられ、

1確報こ、一定鰯闘後の魏殺は保験金取得蔭当てではないととりあえず仮定する

ことで、保険契約の存在を唯一または主要なものとする嶽殺の立証露難も解決

する事が雍控1された。

　この考え方の前鍵には、本来ならば緑陰契約の存在を唯…または烹要なもの

とする醤殺だ1ナを免責とすればいいのだが、その立証が獲難なので、一定の免

責鶏欝iを認めているということがある・

　本来、離殺による「危験を全然除外する理由はない。将来における欝殺の可

能童生1ま人嚢彗の一一生に起こる危験の…っであ辱、§殺豊こよる死亡は死亡表に含ま

れている。この危験を全く除外することは生命保験の懸魑をかなり減ずるであ

ろうし、被扶養者にとって大きな苦痛となるであろう。」という主張がある

（註6）。すると、本来であるならば、被保険者の§殺に鰐しても基本的には保

険金の支払をしても縫題のない事編と保験金支払が許されない事侮があること

になる。そして、支払が許されるべきではない事撰として、保険契約の存在が

露殺の曝一または主要な動機とされる場合があげられ、その立緩露難の故に、

法は一律免責を燈寇した。ところが、この籏題を立証貴種の開題と考えれば、

保験契約と霧殺に麗連姓がないことが立証されれば、本来の本羅に戻って、繰

険金の支払を受けることができるという欝ジッタが展綴されることになり、こ
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のような解釈が酵能か否かをめぐき3、後送三する約款の解親問題が緩1難される

償註7）（貌駐）o

　また、前述したように商法6総条i項i号の保験者免責の趣きは、いくつか

の種類があげられており、それらをより器纏に検討する必要権が毒摘されてい

る。

　たとえば、唇濱教授によれば、通説が藻験者免責の趣鷺として、被蘇験老の

故意の事畢験招致が、麟倖契約である生命保険契約に求められる韻事者の薦義誠

実1隷こ覆する点、自殺の場合の保険金支払により、生命保険契約が不嶺霧的に

軽羅1される酵能雛があ弩、その手紡が必要な点をあげる事について、被保険者

が保験契約蕎あるいは保鏤金受取人を兼ねている場合にはこれら信義則違反あ

るいは保験契約の不当零／舞聾こあたるがもしれないが、被保険者が｛呆験契約者で

も保陰金受取人でも撫蝪舎をどのように翻勝るのかとい碓題を指摘され

る。なぜならば、このような保険契約者あるも・は保険金蔓取入でもない被保険

養は、r生命保険契約の遜事者でなく、受益者でもないから、その自殺に対し

て契約当事者に要求される｛i言義誠実の療麩の趨羅が理論■熱当然に考えられるも

のではない」とし、「商法は、被保験者が瀦験契約潔または保険金受取人であ

る機会の1皇1殺のみを鷺題にしているのではなく、それらの堆泣を兼ねない被保

険煮の1縫殺も含めて、広くその自殺を開題にしているのだから、被保後考が契

約奢または受取人である場合にのみ妥当する機麺づけだけでは理論的に見て申

分とはいえないであろう」と機1覇する。

　そこで、選1婁莞がいう、生命保険の不当な網羅の璽能牲の防翌！1とは、弩呆険契

約の葬在を唯…一または重要な嚢機とする被探験巻の義殺は、勉にこれを擁1とす

る趨磯な手段がなく、またそのような自殺であることが多くてもその動機の立

証が事案1二灘難であることから、生命保険の弊害予紡のために一律の露殺免養

疑定が設けられたと解するものであろう。」と指摘し、この場合理論では自殺

と課験契影3の存養三に藻翼系ないことの立議夏があれば保1鰒毒一義fi嚢ということもあむ

得るが、商法はそのような籔糖をせずに一律免責としていると謹聴する。
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　そして、「商法が自殺の動機を問題としていない点を重覆すると、以上の説

瞬では不当な動機をもたない藪1殺まで保険毒免責にすることが駕轟化できない

から、霞殺重む機の1立証をめぐる麗麗の繧遷iという｛呆験者の零墨裟姦｛渠護を一蓉琴毫責

の趣善として強講ずるか、あるいはレースラーのように嚢殺に嬉して保険金を

支払うことの反公序良搭牲および羨殺誘発の援環二を付擁する必要があろう。」

といい、遜譲は、生命線験の遺族の生活保障機能を重擁して、6緯条の約定に

よる変更の余地のある癖者を採繕したと捲擁する。この場合、「被探険者が保

験傘を探陰金受搬入等に得させる恋醒で契約を締結した後に蔭1殺をする場合」

と「契約後にそのような動機を生じさせて§殺する場合」の濁方が、区霧され

ずに、不当目的の舞羅に含まれるという（薮§）（註緯〉。

　確かに、竹慈教授が嬉嬉するように、保険契約者、保鏤金受取人、被録験者

の麗係を分けて分析すれば、被保験者が瞬時に保鏤金受取人や保験契約者であ

る場合と、被保険者が保験契約者や保陰金受取人と甥人である場合には、講者

では、信義則に反するという鐘鐵が当てはまるが、後者では、被保験煮は、単

なる第三者と縛ら異なることなく、被保験者は契約当事者ではないのであるか

ら、嬬義購に反するという理礁は当てはまらな籍ことになるとする分新は建楽

であろう。そして、このような被保験者が保験契約者あるいは保鏤金受取人と

麗人である場合を考えると、商法の金筋闘免責を合蓬的に謹明するためには、

あるい1証i殺の動機の証明の懇難さによる証明責任の開題を強謁したむ、また

は§殺という事故の予防、誘発の防塵という鯉灘がことさらに強調されること

となるというのである。従って、これらのどれに強弱をおくかで、全捧的には

同むとみられている商法6総条i項i号の趣養も、講者によって微妙に異なる

ことが説聡される。

　保験斜度の悪場や自殺の誘発の予防・防窺ということを考えれば、本来は保

険金取響を甦一あるいは主とした騒的をもつ自殺だけを不良亀験として携除す

ればよいはずだが、繭法6欝条i項i響は、被保験者の自殺の動機を醤ら問題

とせずに・一律に全期闘免責という効果を認めている。それは、嚢殺の動機を
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生命緑藻葵約の毯殺莞責約款1こお諺る免責難鷺縫遜後の披馨陰者嚢殺灘開題（葺（福島錐一）

立証することがきわめて難しいことから、立証に麓癒して一一律免責を認めたも

のであろう。本来は、この窟ジッタでいけば、繭法が定めるこの免責幾翼内で

あっても、被保険者の動機を宣証することによって（保験金受取入による自殺

の購と／黙契約蝶艦に鰻のないこと碗譲こなろう）・保灘養漬とい

う結譲を得ることもできるが、条文の文藷■／二そのようにはなっていない。この

ような保険煮の一律免責という効渠を得るための説鑓として、立証の愚難、破

保険者の自殺による保険金受取人の保険金授受の膜公序良俗性、または、密殺

の誘発の手紡・紡ll二などの難物をどの程度重複するかによって、講者によって

着手のニュアンスの差・が出てくるという考え方に賛成したい鮭鱒。

　もう一点毒締しておきたいのは、繭法6齢条i項i号の趣旨を上のように理

解するとしても、立滋叙して、その全購魏わたって轍者を免責するとい

う効果が果たして趨楽なものかどうかという鶴題がある。

　縫えば、自殺の墾機の立証縷難が商法の趣議の中で大きな躍嶽を占めるとす

る立場をとるとしても、本来は、ある被保験者σ）自殺が保陰金の存在を唯一ま

たは主要な羅的として行われた場合だけを撰除すればよいと考えればよいので

あり、必ずしもわが海法が採賭するように灘殺の場合には保験者を全窮闘免責

とする必要はなく、現舞法では保険金受取人や籏権者の麟害を凝醸しすぎるの

ではないかと考えることもできる。事実、諸外羅の立法饒をみても、多くは2

垂穂いし3垂紛鯵概定をおく紛で、鋤魑のように全輪換責とするもの

はない。

　生命探険契約法改蕉試案は、その醗法鑓§条工項で、「保験者は、次の事由に

よって生じた被保験者の死亡については保険金を支払う責任は負わない。」と

し、そのi号で、「保験者の責任開始の時から2奪以内の被保験者の漿殺」を

保験者免責事嶽とする改議案を提示している。この改蕉案は、その理由の申で、

この教義案の1項が愛行商法と基本的には瞬ビ趣養であり、「愁殺の態様によ

　り免糞となるかどうかをわけて競走することはせず、自殺を一律に免責事霞と

　している。」とし、それは、「潟殺の態様により免責とするかどうかを媛建のう
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えで聡示すること縁技術的に必ずしも容易でないゴこと、と、葬自殺の懸様が

被録験者の主観的に微妙な事捲により左右されるため、立証が罎難となると考

えられること」などをあげる。そして、保験者の免責を全期縫免責から2無に

短縮したことについては、保験者の責任を一定谿間に譲る立場が、外遷の立法

溺で見られることと、わが蟹の生保約款が幾に一鐙釣に採賭していることを獲

旺重茗こあげる信望捻）（註墨3）。

轡　生命保険契約の自殺免責約款の趣琢

　以．ヒ述べてきた海法6欝条i墳i弩の露殺による死亡を全鱗縫免責とする規

定と異なり、保験者は、その保険約款において、保験者の免責難闘を、保験者

のi糞佳麗始暮あるいは契約成立Elなどから以鋒！i隼（古い約款では2年とする

もの）の一…定期懸に矯織しているのが通常である。縫って、この約款規定を反

対解漑すると、被保験者の自殺について、保験者の責任竸始あるいは契約露な

どから一定購織ま保験者免責、その類題以後1ま、保験者有責と解することがで

きることになる。自殺免責約款の一定鞘闘の前後が、保験者糞叢・無責の分か

れ露になる。

　この保険者の免責を一定鱗臨に凝鰻した約款の趣議は、仮に被保験者が露ら

の密殺によって保険金を取得する悪騒を強くもって保験契約を締結したとして

も、人聞の意思決定はそれほど強縫で確実なものではなく、将来の事鷺の変裏

も考えられるし、また保険事故の特殊性、つまり、自殺という行為は人聞の察

己保存の法甥に反して極めて強くためらわれる行為であるから、一定蟻霧をお

けば自殺を防窪し、あるいは、一定難題後の自殺は保鏤金の取繹とは総連がな

いということが一般的に推定される、とするところにあると㎜一般に理解されて

いる（註糞）（註欝〉。

　この免責に関する一定簸闘の設定に当たっては、露殺についての保験者の経

験と知識が多いに発揮されるだろう。したがって、霧らの経験と知識によって

計算した一一一定期1隷こ保験者免糞の期間を短編することは、保険者の1萱己責任に
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よる法定の全鰍娩責の零騰嫉麦藁として韓捉されるであろう・轍こ・商法

鋤条鑛房の趣髄、／織養の立言麺軽織と解する立場であれば・この保

険約款では、保験蓄はその利益を一定韓霧で放棄したことになる。

／翻で、免麟獺磯縮を懸者碑溢嚇嬢と考えても・保険契綱蓄薙

を唯一または叢要なものとしてなした自殺に対して・免責難問以後といえども・

保陰金を支払うことが公序に反するのかどうかという開題が簿彗に存在する。

　鰯えば、小海谷博士は、藩法の媛定と異なる保険約款震定の講筵の理趣とし

て、r第｛⑳徽零物支払繧難跡ら二陣も経過したならば・たとえ被保験者

が、契約当時に農殺の意想を持っていたとしても、反省をする機会が多いし、

巨醗穆の事籏の変化によって、窮めの意思を翻えす可能性が多い。」ことをあげ、

また、「酪殺によって保鏤金をうる雛的で、銀縷契約を締結したと推定するの

力耀難になる．換言すれば二陣後の自殺は、最擁錘1したのとちがつた事織こ

よる、と考えることすらできるようになる。」という。さら1こ、「被保験者の家

族や握保権者の科益のためにも契約後襯当の購観経遍したのちに、保陰金がと

れない事態が起こらないことが望ましい．少なくとも、意識的な密殺か否かに

ついて争いを生じ、時間鈎にも金銭的にも不経済な、訴訟をする心醗をなくす

る必要がある。同時に、それは保験者にとっても、争いを起こすべきか否かに

迷わされなくてすむ科益がある。」と説賭する（雲譲ε）。

　このような決定免責購闘の矯縮約款の有効盤は、一一鍛的1こ承認されている。

　被保険者の自殺免責の理海を信義則と保験契約の不当誤的瀦繕の紡套1に求め

る大森博士は、ヂ被保険者が保陰金を受取るべき者に保陰金を取得せしめるこ

とを唯一または主要の嚢的として自殺する場合になお保験者が保険金を支払う

ものとする約定は、その効力を否定されるべきであるが、そうでない自殺の場

合に保険者が保険金支払の責を負うとする約定は、必ずしも無熱と1器・えない。」

　という。そして、「被保険者の自殺が果して右のような量韓麟こ患でるものであ

るか否かは魑定が甚だ露難であることはいうまでもない。約款は、契約成立後

　一一定の年限（饑えば■三無）経遜後における被保験者の自殺の場合には、保験者
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が保陰金支払の養を襲うものとするのが通舞である。契約成立後棒嶺の年層経

過後の自殺は、録験契約の成立またはその存在iと必ずしも蔽接のむすびつきが

少いという推戴を麟撰とするものとして、かかる約款の効力を跨足してよいと

考える。」と主張された駐欝。

　また、被｛呆験者の糞殺免養の鍵癒を大森博二量1と購様1こ玉璽解される石雛教授1ま、

「約款では、責任鵜始からある…定離簡（たとえば一箪）経過後の密殺につい

ては保験者は保鏤金を支払うものとしている。これは、このような時其舞におけ

る自殺は、…般に契約締結の動機と無難系であるという考えに基づくのである。

有効と解すべきである。」と韓様の立場を採霧される（駐王8）（謙§）（註2射。

　小町谷博士は、どのような観点で、不可争約款の有効無効を覇姦するかとい

う点に絶して、霧殺についての不酵争約款の効力を考える場合、そのような約

款が公序嚢浴に反しないかどうかという点から、専ら被保験者に鰐する関係で

考えなければならないと主張する。その理由は、自殺の場合、「被保験者の露1

殺について全く責任のない者であむ、保験に蝉する信頼利益を、厚く保護せら

れなければならない地盤にいる者」として、「雪殺者から抹養をうけていた家

族その地の者に対する講精、および霧殺者の縫権者の瀦益保護ということを考

える必要」があり、縫方で、保険者が自殺免責される理窪ヨは全く妓籍的なもの

であるから、「もし保験者が、その利益の放棄を欲するならば、保験巻のため

にこれを1環廷1する理由はない」と捲擁する（盆2i）（謎i22）。

　このように商法総§条i項i号の綾保験者の自殺を全期悶免責とする綬定を、

約款が免責の期闘を一定簸闘に凝罎・短編することで変更しても奮効だと解す

るとしても、その約款の解釈については見解が分かれている（詮23）。

　はたして、ここで遅念塗としてはいくっかのパターンが想定されうるだろう。

　…つは、原則として縫外なく、一定難間内は保験者免責、一定簿獺以後は保

険者有責と約款文言どおりに解殺するものである。被保険者の実際の動機を全

く問題とせず、また、詐欺による契約の主張さえ許さず、その縫のすべての貌

弁を許さず、…一律、機械的糞動的に、一定簿羅羅の蓉｛鍾愛で、保険者の免責あるい
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は有責が決められる解綬が理念的にはあ鯵得る。鱗蟹後不可争約款という言葉

の一般的な文意としては、一・一定難難後は保険者鳶責とされ、実灘の自殺の動機

など韓も争うことができず不曙争であるという場合を考えれば、このような譲

葦慰ま想像しやすいし、彩式的な約款文言にも適うものであろう。この場合、ア

メサ壽の不請争約款における議譲にみられるように、この不可争約款の療獲と

縫の縦走の効力の繭題、鱗えば、約款の詐欺による契約σ）無効護憲との効力縫

｛系が解毅｝二難1題とされる、というような議講1も論理的にはあ琴辛馨るだろう。　し

かし、わが麟の諺／殺免糞約款について、このような立場を簸る讒者はいないよ

うである。

　これに請して、商法6総条i項i号は、その法文上自殺の動機を考癒すべき

文書を持っていないが、それと異なり、保験者免責を…定期嚢鐵こ罹る甕殺免責

約款の解総こおいて、被織者畔織鰯磯、っ諮、蘇験者鍾鍛の動機

が保険契約の存在、もっといえば保鏤金の取得を唯一一県または主要なものとする

かどうか、ということを開題とする立場がある。そして、この立場は、被保険

姦の糞殺の嚢麟幾が、いつの時点の動機であるかで、二遜りに説が分かれる。

　　っは、これまでの多数説・鋳鋼とされてきた考え方であり、このような被

保険者の薄殺の動機が保験契約締結時に認められる場合を免責の対象とするも

のであり、あと・一つは、いわゆる有力議といわれるものであり、契約締結鋳に

は、自殺によって保陰金を手に入れようという動機はなかったが、その後にな

ってその動機をもつに至った場合であっても、簾験者免責の景象としょうとす

るものである。

　この後鷲研窮，1斡場合には、よ嚥密にいうならば、保険雑煮で定め擁

た　一定の免養鯉1講内でこの自殺のi動機が問題とされる場合と、免責の一建三毒碁譜

経遜後にこの嚢殺の動機が覇題とされる場合があ善り得る。論理的には、免責簸

購内では、保陰金受取人が被保験毒の蓑殺の1柔1的が保験契約の存在、つまり保

険金鍛得を唯■一一または主要なものとするものでないことの立証により保験者の

鳶責を得るためのものであり、免責難鷺経遍後では、保険者が被保験者の自殺
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の馨的が保陰金の取蓄尋を唯一また毒ま麦要なものとするものであることの立慈鷺こ

より保険者免壷を得るためのものとなる．しかし、多数説の場合はいうまでも

なく、たとえ膏力説に立ったとしても、免糞難闘内の被保険者の琵1殺の動機を

立証して保験者嘗責という結講を得るという見解は一■鍛に否定され、約款所定

の一定の免責期縷内1ま、破保験者の動機を開題とすることなく　・律に緑陰考免

責と解するのが遜譲である。

　魑決で取りあげられ本稿で開題とするのは、主に線験約款所定の免責期綴紐

遜後の警殺の動機の立証が翼題となる場合である（註24）（薮25）（駐2§〉。

　学説一1二は、従来から多数説と鳶力説の対立があったが、麟決において奮力説

の立場が祷めて採霧されたのは、先に述べた1轟ll地裁無法と由1二1地裁覇淡が先

駆けであむ、鵜然にも蕎霧決はほぼ講時期1ごドされた。それまでは、選論的に

はともかく実務一との意識としては、約款の一定鱗鑓の前は綜験者免糞、・建覇

懸後は保険者有責という単純一律・機械的臨動的な考え方が、かなり強かった

のではないかと患われる。

　鯉えば、以下のような琴註解がある。それは、i隼の欝殺免責簸闘経遍後の破

縁験者の禁殺を争点とする事鱗が発あたらない蓬嶽として、「■一筆の難1講が不

響争期闘と解され、保験実務においても、ほぼ携躰なく、一葎経過という事実

が糊窮した以上は保険金を支払わざるをえないものと諦めて保陰金を支払って

きたため、そもそも蘇陰金受取人が保験者による保鏤金請求の極否を麟挺して

燐めて意味がある緑陰金請求の訴訟を提起する必要が全くないに等しかったか

らであると患われる。つまり、契約難と自殺の1Ilとの闘に一年のヌ葺iの経過が

あるか否かを、いわば絶簿的な基準として保陰金請求の・二ξ否が決まるものとし、

一奪以内の韓殺は探険者免責、■一年軽愚後の自殺1ま保険者脊責という事務経理

が動かすべからざる保険金支払ルールとして霧徹されてきた横様であ」ると説

明することでわかる（説7）。

　前述したように、実際の保験契約を考えてみると、被保険者と保験契約書ま

たは保鏤金受取人が1董醤一■山人麹とは罎らないという事実の申で、保験者の免責を
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勝ち取るポイントは、議が套il殺をしたかということよりも、被保験者がどのよ

うな1三ll的で藍1殺したのか、つまり、保陰金受搬入に保鏤金を受け取らせること

を唯■一または主要な蕎燭として、蔭1殺をしたのかという動機に重点が置かれる

ことになろう。多数，誕・糊列は、その動機が契約締結時にあるかどうかを総懸

にするのであ彗、その多数説・軽軽の立場からは、保険者の窪める自殺免責約

款の趣旨について、以下のような議墾が通常なされるG

　携えば、最も一■’般的な遅解として、藩鶴教授は、「肇殺にっき保険金を支払

うことが法律■1二差し支えがないか否かは、本来的には、被課険者が保険金を受

け象るべき者に／黛塗金を取得せしめることを唯一また主要の霞的として自殺

（以下、保険金主欝的灘殺という）したものか否かを鷲寇した一ヒで決めるべき

であり、非探験金主艶1的窪殺については保険金支払は差支えな乱・が、保験金主

嚢的霧殺については保険金の支払が許されない。」とし、覆誌上では、このよ

うに保験金主馨的自殺か否かを霧足してから約款遽堰の可否を決めるべきであ

るのに、この魑定の欝難さによる保険金支払実務の開題、「死者の主観的な震

的を、事後に、訴訟において争うことの蒔闘とエネルギーの羅大な露ス」を理

1醸こ、「この鐘警を乗り越える方策として編み串された妙手が、自殺免責の簸

聞の約款による審難蔓である．」と、その趣冒を議賭する。自殺免責簸懸をi隼

とした約款は、「一年という購弱の経過の蕎無という遜めて客観的な事実によっ

て傑験者の糞任の糞無を纏叛することになり、この代替手段のおかげで、保険

金主鷲約の霧殺か否かという1魂難な事実の肇！定を省撰各することができる」とし、

「その鰻りにおいて、免責期鷺の約款による凝議というテクニックは、極めて

合理的であり、現実の保険金支払実務に多大の効繕を発揮していると認められ

る諺と葬慰する（註28）。

　瞬篠に、鴛濱救援は、…一定の靉靆1に自殺免責を限定する約款条項の理鐵とし

て、「①そのような綬定で生命保険の不鑑朝霧がおよそ紡箆できると考えられ

ること、②誉一葦殺療獲に同籍すべき点も多く、稜線験者の遺族の生活録齢を考織

すると、霧殺であっても保険金を支払うことは公察良俗に駁するとはいえない
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こと1をあげ、約款窺建を有効と解する。①については、「被保険者の自殺の

動機を立証することは実際には癒難である場合が多いが、契約締結賄から一年

後の警殺を決意して保険撫入をする者は少ないし・灘殺の決意をもって臨んで

いても、一一一年以上これを持続させて実行に移せる者はさらに少なくなる。した

がって、契約締結後穏当の難懸を経遍した後の霞殺であれば、それは通常、保

険契約の成立またはその存在との結びつきが少ないと考えられ、謀陰金を主要

な霞的とした嚢殺とは考えにくいこと、換言すれぱ、保険者の責任鰻姶の籍iか

確当輔を経始殺の圭雛には、轍金胸碗殺を意鰍て職契約を締

結したのではないと考えられ、■一定難懸の霞殺免責条項をおくことで霞殺を計

1難した生命保験契約を防lil二できるということである。」と説舞舞する。　さらに、

「この見解は、生命保険契約が被保験者の保験金霧的の自殺によ諺不死に麹編

されることをおよそ防重できるかぎりは、蔭法六八○条一項一一秀とは異なる約

定も可能であると考えている。」という礎鋤（註蹴。

　裁覇懸が多数説の立場を示したものとしては、鯵えば、蔑縷地裁昭和鈴年鴛

∫灘8馨肇！・決（宰蓬憂i舞寺幸疑聾8§号鐘34頁〉がある。

　この事鰯では、療告会社（X）は、被告保験会社（￥）との簡で、原告会社代表

鍛締役訴外甲野太躯（A〉を被保験者として、死亡保険金受鍛人を霧｛告会社（X）

として、保験期闘を麟じくする2っの生命線験契約を締結した。そして、際告

会社（X）は、この二つの保険契約の保険簸態満了霞の翌嚢に、講じく聯野太郎

（A）を被保験者として、死亡保険金受取人を療告会社（X）とする、保後期1暮1を

講じくする2つの新しい生命保険契約を締結した。後に、被保険者畢野太郎

（A）は自殺したが、その保険契約には圭犀の靉靆の自殺免責約款があり、被保

験者（直〉の誉二／殺は新募験契約の契約締結髪二1からi奪以内に当たるとして、被欝

保鏤金娃（Y）は保陰金の支払を撚んだ。

　これに対して、原告会社（X）は、llll課験の契約締結野1から被保験者の自殺を

起算することを主張し、保険金の支払を求めた。その鰹1雛ま、新保険契約の二

つと離探験契約の二つは、内容的には、全く韓…■一であるうえに、燧霧的保険契
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約の内容をみても、新保験と霧保険の二つは実質劉…であること、また、被保

険者たる甲野太簾（A〉は、齪保険の締結中も自殺の意思なく、懇探験について

無事に保験鰯闘の満了を遵えたのであり、新保険の締結鋳も嚢殺の意想は認め

られない、などと述べた。

　この事案において、判旨は、商法§緯条1項茎号と自殺免責約款の趣濤につ

いて、「商法第六八○条第一項第一号は、被保険者の自殺の場合には、保験者

は、保鏤金の支払を免責されるものと定めているが、これは、生命線験契約が、

窮倖契約としての性質をも有するところ、…般に窮倖契約においては、躍然の

事実の経過によって事を決することをその本質とするのであるから、故意に危

険を生悲しめてはならないことは、契約上要請せられる信義誠実の療灘として

当然のことであり、また、自殺の場合にも保験金を支払うものとすれば、生命

保験契約が不当の震的に科綿され、保験契約上の亀験が予灘不可能なものとな

って、生命保験麟度の維持が鱗難となるので、かかる事態を防達しようとする

趣毒によるものである。」と臨法認§条の趣讐について遍議的立場を採繕した。

また、自殺免責約款については、「本件における各生命保険契約に麗する各約

款の定めも、右の法の趣蓉を受けたうえ、魑々の場合の綾保険者の轡殺の霞的

を究萌することが灘難であることに鑑み、契約締結後一年以上経遍してからの

嚢殺の場合には、1栗験金取得をその主要な目的とした嚢殺ではないと推定でき

るとの醜鍵に立って、保験金を支払う擾いをするものである。保陰金支払の繋

象とするか否かを懇々異体的に、豪毅の目的を実質的に審査したうえで鵯籔す

るのではなく、ゼ類型的・露一的選に定めたのが、各約款の趣霧であって、い

ずれも合理的なものとして承認されるべきである」と烹張した魯

　また、請求の駆露の中で、原告会被（X）が、被保験者が新保険締結時に霞保

験の｛呆険難講中携殺の意想を有していなかったこと、賑保険が満鞘を選え、新

傑験締結il寺に旨1殺の意慾がなかったとして、約款が癖除しようとする自殺の決

意をもってする保険契約の締結には該当しないとする主張について、縄決は、

ヂこの点の療魯の主張は、被保験者である訴外甲野大館の自殺の目的あるいは
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契約時における自殺の意思の有無を実質麟に覇薮して、保陰金支払の当否を決

しようとするものにほかならず、それは右に遜べた新保験（一）（二）に関す

る各約款の趣旨に覆するからである。」として、謬譜の議長を採麗し勧めた

（註3茎）。

　このような、被保験者の自殺の動機を保険契約締結時に求める多数説・準獺

の立場からの禁殺免責約款の趣養の理解に難して、被課験者の嶺殺の動機をこ

とさらに重視する、いわゆる有力議とよばれる考え方が主張されてくることに

なった。

　西鴎教授は、膏力説について、約款のi奪経過の有無は、廉い分けの絶景的

な基準ではなくて、あくまでも非保縷金主醤的霧殺の推断の手段としての客観

的物指にすぎないのであり、「多くの場合においては、期懸の経過と非保険金

主霧的警殺であることの合理的推戴とが一致するので、簸難の経過の有無によ

り画一的に保陰金の支払事務を麺理して差支えないが、醗外的に、期鵜の経遍

にもかかわらず右の合理的推臨を覆す事実が証明された場合には、機械的な保

険金支払実務縫鍵がストップされ、原則に立ち漏って、藻鞍金主羅的自殺か否

かを審査し、もしその事実が認められたときは保験者免責の越樫が行われなけ

ればならない。」という。その理癒は、「無畏羅の経遍という基準は、あくまでも

合蓬的推戴のための懇易な代替手段にすぎず、それ自体が絶端的な判藪基準で

はないからである。」（誰32）とする。

　地1こは、大澤教授が鳶力説に賛鋒し、「密殺免責約款について一鍛になされ

る説明は撫入時の窪殺意纒の擁豫のみが約款の趣讐であるかのように解される

故に、必ずしも適切とは思えない。樵人時の詐欺と、自殺免責とは法律上瀦懸

の縫題である。我が欝の約款は蕊入後の意籔に基づく自殺であっても免責とす

ることをその本来の趣繋の一つにしていると言うべきである。」とする（註謝。

　また、「わが国の約款における露殺免責条項のいう霞殺の意義は、・一（牛

酪）一億麟意想決意こよって死亡を曲として被鰍者麓記の死を招

く行為であると解されるが、免責鶏懸について私見は、自殺が意識的か無意識
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的かについては免責難題経遜後は争わないが、それは生命保験の不琵舞絹につ

いても免責簸弱後1ま争わないという悪辣ではなく、その期懸の経過後であって

も意識的でありかつ不妊孝1蝿の動機から生じた1套1殺について縁、保険者がそれ

を譲i隣することによって免責されるということを示す基準となるものと解した

い。すなわち、少なくとも一定蟻懸経過後の自殺に対しては、一一定離職の経遍

は保験契約の存在と自殺の動機との関係の有無について説明責任の転換に関し

ての悪辣を有するだけであ13、…・定離総の経過後であっても保験者が保険契約

の存在と糞殺のi動機との麗係を証隣すれば免責されると解iしたい。」と主張す

る者がある（註3麟（註3さ）（註3麟。

　これに対して、多数説は、以下のように主張する。

「多数糞莞は、自殺を意欝した生命保険契約締結の危験を癖除できれば生命保険

の不遇な籍購はおよそ開題にならないから、櫓当の自殺免責甥鵜が設定されて

いれぱ、被保険蓄の契約締結時の意図とその簸懸紐遍後の自殺との閣には縫係

がないと考えられ、約款緩定の鱗茎異経過後の自殺に端しては保験者は免養され

ないという見解である。」と説明する。その獺慈としては、「契約締結後に保険

金受取人に保険金を取簿させる鷺的を生じ、それを唯一または主要の目的とし

て被録験者が自殺した場合、保験金が支払われないとしても・その§的の立証

が実鰹に露難であるだけでなく、この場合に保険金を支払っても、縷害保険に

おける｛呆験事故招致と1ま異なり、霧己の生命を絶つという保験事故の性質上奏

殺には鵜楽の決意を要し、それが頻発することは考えられないし、遺族の生活

保蘇を考織すれば、公窪良俗に反することにはならないと考えられている。」

といい、また「これによれば、自殺免責類欝1経遍後の衰1殺については、保験者

は一一一律に保険金を支払うべきことになり、実務L露…的で簡痩な麩理ができる

ことになる。」と、主．張する（蕪37〉。

　この多数説魂ll例と碧力説の対立は、基本的1こは、飯1殺の急患をもって保験

契約を締結することだけを排除すれば、約款の趣霞を果たすのに十分であると

考えるのか、それとも、契約締結後も霧殺の意想があるかどうかを開題として、
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できうるかぎり保険金取毎醤的の自殺を欝除するようにするのか、という嬉立

であろう。

　要するに、どちらを是とすべきかは、一方で有力説のいうように、確かにど

こまでも被保験者の自殺の意思を追求することが保険約款あるいは薩法の趣毒

に適うといえるかもしれないが、縫方で、多数説・麟縦のいうように、自殺の

意思の立証避難や§殺という特殊な保険事故ゆえの人絹の心や意想の弱さの饒

題（自殺すると契約締緒当鋳考えたからといって本当に自殺するかどうかわか

らない、人聞の意思の不安定さにより自殺の頻発は考えられない）、嚢殺を奨

励することがないような蓉己癒、禁殺の動機を追及することによる訴訟の増寿彗な

どによる保験料の高騰などを考えれば、そこまで厳密に被保険者の動機を追求

することは結果としてあま馨意味がないという考え・理念の対立ともいえる。

　当事者の層密閉｛系を園式的に考えれば、保険者の痩宣と保険金受取人の保護

との紫立ともいえる。自殺の事舞が増えることによる保険金支払の増繍や保験

料の高騰、保鏤金支払事務の懸案此というような保険者の優宜と、死亡の漂遜

を闘わず遺族に生じる経済需要や生活保瞳の充足という保険金受取人等の保護、

との閣の誰1害のノぐうンスの問題でもある、　といわれる（註記）o

　また、自殺自体、あるいは自殺による保験金支払に対する葬難という自殺蒔

あるいはその醜後の暗闘にまつわる開題としてとらえるのか、自殺はすでに発

生してしまったのであるから、自殺後の保鏤金受取人や被保険者の綾権者など

の利害関係人の保護という霞殺時から後の時懸1にまつわる開題を重複するのか

という、時鷲的にずれた開題認識の仕方も可能であ穆、自殺という事件自体に

まつわる鶏題と嚢殺の事後の稼験契約の闘係者の保難の霧題との駆け引きでも

あろう。
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