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三井住友海上火災保険株式会社
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損害保険あれこれ

～地震保険を中心として～

九州大学経済学部同窓会講演



【本日の予定】
Ⅰ．はじめに
・２０１１年は自然災害の年？

Ⅱ．東日本大震災と地震保険
・東日本大震災における保険支払状況は？
・地震保険金を1.2兆円も支払って保険会社は大丈夫？
・被災者に何日で保険金が支払われたか？
・迅速に保険金を支払えたのは？
・地震保険の仕組みは？
・地震保険の加入率は？

Ⅲ．その他の自然災害と保険
・台風・竜巻・洪水・雷・雪災・ひょうなどは保険で
補償される？

Ⅳ．保険の話題
・ホールインワンは達成できる？
・ペットの保険は？

Ⅴ．三井住友海上の地球環境保護取組
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Ⅰ．はじめに



２０１１年は自然災害の年？
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２０１１年以降に日本国内で発生した主な自然災害

東日本大震災（2011.3.11）東日本大震災（2011.3.11）

◆Ｍ９．０（日本観測史上最大）【Ｍ７．９】

◆最大震度７【７】

◆東日本の広範囲に及び津波、地震動、

地盤液状化等による被害が発生

◆死者行方不明者約２万人【１０．５万人】

◆全半壊戸数約３０万戸【３７万戸】
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【】は1923/9/1関東大震災



台風12号（2011.8）台風12号（2011.8）

◆速度が遅く、紀伊半島中心に記録的な

豪雨をもたらした

◆死者行方不明者106人

◆浸水戸数20,000超

台風15号（2011.9）台風15号（2011.9）

◆前線触発し、東海～東北の広い範囲で

大雨となり、一時140万人以上に避難

指示・避難勧告が出された

◆死者行方不明者14人

◆浸水戸数1,700超
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２０１１年以降に日本国内で発生した主な自然災害



東北豪雪（2011.12～3）東北豪雪（2011.12～3）

◆東北地方中心に記録的な豪雪

◆死者行方不明者100人超

◆低気圧による強風被害も相次いだ

爆弾低気圧（2012.4.3）爆弾低気圧（2012.4.3）

◆台風並に発達した「爆弾低気圧」が

日本列島を縦断、交通機関がマヒ

◆死傷者300人超
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つくば周辺・竜巻（2012.5.6）つくば周辺・竜巻（2012.5.6）

◆過去最大級の竜巻が発生、つくば市

近隣に被害をもたらした。

◆死傷者53人、損壊建物約1,500戸

２０１１年以降に日本国内で発生した主な自然災害



国内だけでなく…２０１１年に海外で発生した主な自然災害

ニュージーランド（クライストチャーチ）地震（2011.2.22）ニュージーランド（クライストチャーチ）地震（2011.2.22）
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タイ洪水（2011.7～12）タイ洪水（2011.7～12）

◆7月頃から続いた大雨（50年に1度の降雨量）

◆タイ国内75県中44県が被災（洪水面積は

九州・沖縄の総面積に匹敵）

◆死者500人超

◆日系企業の進出が多い7工業団地が長期間浸

水、工場の操業停止やサプライチェーン寸断

が発生、自然災害による保険金支払額として

は過去最大級（損保の支払額合計9,000億円）

◆死者行方不明者300人超

◆多くの歴史的建造物が崩壊



Ⅱ．東日本大震災と地震保険
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東日本大震災における
保険金支払状況は？
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東日本大震災・地震保険金の支払状況（地震保険全般）

支払件数 支払保険金

771,403件 1兆2,241億円

損害保険会社全社の支払状況（2012.4.2現在）

■過去の主な地震と支払保険金（保険金の額／上位５地震）

発生年月日 地震名
マグニ
チュード

支払保険金

（億円）

1995/1/17 兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災） 7.3 783

2001/3/24 平成13年芸予地震 6.7 169

2005/3/20 福岡県西方沖を震源とする地震 7.0 169

2004/10/23 平成16年新潟県中越地震 6.8 149

2007/7/16 平成19年新潟県中越沖地震 6.8 82
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東日本大震災・地震保険金の支払状況（都道府県別）

10

都道府県 支払件数
支払保険金
（億円）

東
北

青森 7,612 49.6

岩手 27,447 579.6

宮城 260,493 5,576.6

秋田 1,888 105.2

山形 3,100 257.1

福島 77,315 1,563.1

小計 377,855 7,805.1

都道府県 支払件数
支払保険金
（億円）

北海道 746 7.5

関
東
・
甲
信
越
・
静
岡

茨城 106,700 1,522.4

栃木 38,166 427.0

群馬 8,541 71.6

埼玉 35,989 269.5

千葉 86,535 1,071.5

東京 89,811 842.6

神奈川 19,924 171.1

新潟 1,347 10.3

山梨 2,497 17.1

長野 252 2.9

静岡 2,684 19.4

その他府県 356 3.2

小計 393,548 4,436.1

＜全国計＞

771,403件／1兆2,241億円



東日本大震災・保険金の支払状況（地震保険以外含む全合計）

保険・共済 支払額

損害保険（地震保険） １兆２，２４１億円

損害保険（地震保険以外）【損保大手５社】 ６，０００億円（注）

主な共済【ＪＡ共済・全労済】 ９，５５２億円

合 計 ２兆７，７９３億円

（注）金融庁調べ

項目 被害額

建物等 （住宅・宅地、店舗・事務所、工場、機械等） 約１０兆４千億円

ライフライン施設（水道、ガス、電気、通信・放送施設等） 約１兆３千億円

社会基盤施設（河川、道路、港湾、下水道、空港等） 約２兆２千億円

農林水産関係（農地・農業用施設、林野、水産関係施設等） 約１兆９千億円

その他（文教施設、保健医療・福祉関係施設、公共施設等） 約１兆１千億円
合 計 約１６兆９千億円

参考：東日本大震災における被害額の推計（内閣府公表）
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地震保険金を
1.2兆円も支払って

保険会社は大丈夫？
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地震保険の契約者

保険料

保険会社

地震保険
危険準備金
（保険会社）

保険料
（国の責任分）

国

地震再保険
特別会計
（国）保険金

震災前：約２．４兆円
震災後：約１．２兆円
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地震保険料の積立（危険準備金）

※関東大震災再来時の
最大支払見込額 ６．２兆円

保険料
（保険会社の責任分）



被災者に何日で保険金が

支払われたか？
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東日本大震災・地震保険金の支払状況（時系列）
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3/11 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

震災後３ヶ月で
約７割（53万件）

震災後６ヶ月で
約９割（69万件）

震災後１年で
77万件



保険金を受け取られたお客さまの声

◆三井住友海上の対応の早さと親切な応対に感動しました。

保険金がおりて本当に助かりました。（40代男性）

◆大変素早く保険金をお支払いいただき、家族全員驚いて

います。ありがとうございました。（40代男性）

◆保険金支払の件で調査にいらした三井住友海上の方は、

雨の中、交通の便の悪いところをとても大変だったと

思います。説明の仕方もとても親切で、やさしくお話し

していただき、高齢の私に助かりました。（70代女性）

◆未曾有の大惨事の中、素早くかつ丁寧でとても安心感の

ある対応をしていただき感謝しています。三井住友海上

で入っていて良かったです。今後もずっと契約したいと

思います。（40代男性）
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