
 

 

 

 

参考資料 

 

 

資料 1  Earthquake Commission Act 1993  

この法律は、4 章および付則で構成され、EQC、理事会の権限、自然災害基金、保

証内容、引受け条件などについての定めを置いている。 

 
資料 2  Earthquake Commission Regulation 1993 

契約規定にあたるものである。契約の対象、保険料、免責金額などについて定めを置

いている。 

 
資料 3  Earthquake Commission Amendment Act 1998 

資料１に追加された法律で、所管大臣が自然災害基金の運用について、EQC に対し

発する指示の範囲を定めている。 

 
資料 4  日本とニュージーランドの地震保険制度の概要比較 

日本とニュージーランドの地震保険制度を比較したものである。 
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資料３ 
 

Earthquake Commission Amendment Act 1998  009  
 

              An Act to the Earthquake Commission Act 1993 [27 March 1998] 
            BE IT ENACTED by the Parliment of New Zealand as follows: 

 
1  Short Title and commencement  
 
1. Short Title and commencement--- (1) This Act may be cited as the Earthquake Commission 
Amendment Act 1998, and is part of the Earthquake Commission Act 1993 (``the principal 
Act''). 
 
   (2) This Act comes into force on the day on which it receives the Royal assent. 
 
2  Directions by Minister  
 
2. Directions by Minister--- (1) Section 12 of the principal Act is amended by inserting, after 
subsection (1), the following subsections: 
 

``(1A) The Minister may, in giving any written directions under subsection (1) in relation to  
    the exercise of the Commission's functions under section 5 (1) (c) or section 5 (1) (d), or  
    both, take account not only of the objects and policy of this Act, but also of 1 or more of  
    the following matters: 

      ``(a) The Crown's current and possible future overall financial position, having regard to  
          the requirement in section 16 to grant or advance public money to meet any  
          deficiency in the Commission's assets to meet its liabilities: 
      ``(b) The Crown's current and possible future overall financial position, taking into  
          account the interests of the Crown in the bodies referred to in section 27 (3) (a) to (d)  
          of the Public Finance Act 1989: 
      ``(c) The Commission's current and possible future overall financial position. 
 

``(1B) Without limiting subsections (1) and (1A), written directions under subsection (1) may  
     specify detailed requirements or prohibitions, or both, to which the Commission must    
     give effect in exercising its functions under section 5 (1) (c) and section 5 (1) (d).'' 

 
(2) Section 12 of the principal Act is amended by inserting, after subsection (2), the following    
  subsections: 

 
``(2A) An action done or omitted by the Commission in giving effect to a direction under  
     subsection (1) is valid. 

 
``(2B) Subsection (2A) does not apply to the extent that a direction under subsection (1)  
    permits the Commission to exercise a discretion, and the Commission does not exercise  
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    the discretion or does not exercise the discretion validly.'' 
 
3   Previous directions declared valid  
 
3. Previous directions declared valid--- Every direction given, or deemed to be given, under 
section 12 of the principal Act before the commencement of this Act, and every action done or 
omitted by the Commission to give effect to such a direction, is and has always been valid. 
 

This Act is administered by the Earthquake Commission. 
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資料４ 日本とニュージーランドの地震保険制度の概要比較 

 

項  目 日本 ニュージーランド 

1. 制度名 地震保険 

 

1964年の新潟地震を契機に1966年
に『地震保険に関する法律』に基づ

き発足。 

EQCover 
 
1942年のワイララパ／ウェリント

ン の 地 震 を 契 機 に 1944 年 に

Eaethquake & War Damage Act 
1944 に 基 づ き 発 足 。 1993 年 に

Earthquake Commission Actに改

正され、自然災害に特化した保険と

なる。 

地震特約 

2. 運営主体 

（国の関与） 

民間保険会社が元受 

民間会社は引受けた地震契約を日本

地震再保険株式会社(JERC)にすべ

て出再。 
JERCは政府と民間保険会社に一部

を再々保険する。 

Earthquake Commission 
(EQC：地震委員会) 
支払総額がEQCの支払能力を超過

した場合、政府が超過部分の全額を

負担。 

民間保険会社が元受 

3. 引受方法 火災保険に付帯(原則自動付帯) 

 

契約者の意思により付帯させないこ

とも可能 

火災保険に付帯(自動付帯) 

 

法律で火災保険契約時にEQCによ

る地震保険が強制付帯される。民間

保険会社の提供する地震特約は任意

付帯。 

火災保険に任意付帯 

4. 対象物件 住宅建物、生活用動産 住宅建物、宅地、家財 住宅建物、家財、企業建物 

5. 担保リスク 地震、噴火またはこれらによる津波

を原因とする損壊、火災、埋没、流

失等による損害 

地震、地滑り、噴火、地熱活動、津

波による損害とこれらによる火災損

害。宅地については上記に加えて暴

風、洪水による損害も。家財の契約

に対して残存物取片付け費用有り。

地震、地滑り、噴火、地熱活

動、津波による損害とこれら

による火災損害。臨時費用有

り。 

6. 料率 0.50‰～3.55‰ 

等地(4区分)、建物の構造(2区分)の8

区分、耐震等級や建築年による割引

制度有り 

※2007年10月1日より下記料率を実

施予定。 

0.50‰～3.13‰ 

等地(4区分)注、建物の構造(2区分)

の8区分 

耐震等級、建築年、免震建築物、耐

震診断による割引制度有り 
注：激変緩和のため、同一等地内で料率

が異なる場合がある。 

一律0.5‰ 

割引制度はない。 

企業建物については、地域・

建物の構造・築年別・階数に

よる区分あり。 

住宅建物は一律料率。 

7. 引 受 限 度

額または契

約上の制限 

付帯される火災保険の保険金額の30

～50％、かつ、建物 5,000万円、生

活用動産 1,000万円を限度 

住宅建物 NZ$ 100,000 

家  財 NZ$ 20,000 

宅  地 保険価額  

企業物件は保険価額 

住宅物件は 

保険価額-EQCover補償額 

8.保険金支払

上の制限 

損害割合が建物3％(動産10％)未満

は免責 

１回の地震等につき総額で5兆円（5

兆円以上の場合は比例的に削減可

能） 

実損払：再調達価額ベース 

免責額が以下のとおり 

建物：損害額≦NZ$ 20,000 NZ$200

   損害額＞NZ$ 20,000 1% 

家財：                    NZ$200

宅地：損害額≦NZ$  5,000 NZ$500

   損害額＞NZ$  5,000 10% 

上限はなし（政府保証：無限責任）

 

9.民間保険会

社の役割 

販売、集金、証券発行、損害査定を

行い、リスクの一部を受再し保有 

販売、保険料の集金 販売、送金、査定、保険料の

集金 
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