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 はじめに 

 

    

 私ども三井住友海上は、農業関連ビジネスを取り巻くリスクを補償するパッケージ保険 

（ペットネーム： ）を販売しています。 
  
 本プランは、６次産業化に伴って経営の大型化や多角化が進んでいく中で、農業関連 
ビジネスの持続的な発展に向けて、お客さまが事業を取り巻く様々なリスクに対し、必要 
な補償を合理的に手配できるようパッケージ化したものです。 
 
 また、高い安全性を武器に農産物や加工品の輸出拡大が期待されること、ＩＴ等の先 
端技術を活用した植物工場が注目されていることから、「海外輸出企業」、「植物工場」 
向けパッケージも用意しています。 
 
 以下に、主なリスクに対応する補償内容の概要につき、ご説明します。 
 
 当社では、今後も農業関連ビジネスの発展を後押しする商品・サービス開発を積極的 
に行って参ります。ご要望・ご意見がございましたら、お気軽に相談ください。 
   
 ＜ご注意＞当該資料は、保険商品の募集・勧誘を目的としたものではございません。 
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出所：総務省「日本の統計2012」 
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出所：農林省「農林水産統計」平成24年1月25日公表 

 １．日本の農業の現状 

■農業従事者数は２５年前の半分 
■農業就業人口は６５歳以上の高齢者が６割以上を占め、耕地面積も４分の３に減少 
■農業総産出額は１９８５年の１２兆円をピークに８兆円まで落ち込んでいる 

Copyright 2014 Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. All rights reserved. 

大型化・多角化 
 

６次産業化等 

輸出拡大 
 

ブランド力向上 

異業種からの参入 
 

自社農場等 

ＩＴ技術の活用 
 

植物工場 



  

６次産業化 
事業体 

農業生産法人 農地リース 植物工場 

農商工連携 

大型化・多角化・ 

食品製造業 食品販売業 飲食業 
左記以外の 

その他異業種 

個人農家、小規模農業法人 

海
外
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農業分野へ参入を検討する企業 

農業分野の主な参入形態 

農林漁業 
成長産業化 

ファンド 

出資 

海外市場 

農業分野参入 

 ２．農業分野への参入形態 

食品関連企業（製造業・販売業・飲食業）や異業種による農業分野への参入が加速。 
⇒従来どおりのリスク対応で問題ないか、特に海外輸出に伴うリスクについての対応は 
 十分か検討が必要。 
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 ３．食の安全とリスク管理について 

Copyright 2014 Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. All rights reserved. 

残留農薬 
 

ポジティブリスト 
ドリフト（飛散）問題 

産地偽装 
 

トレーサビリティ 

第三者による 

異物混入 
アレルギー 

 

表示ミス・混入 

⇒品質に問題が発生した場合には多額の損害が発生する可能性がある。⇒保険加入などの検討 

リスク制御 （リスク回避、リスク低減） が十分機能するか？ 

リスク保有 （財務対応＝内部留保された資金で対応） が可能か？ 

原材料メーカー 

消費者 

 ２．被害者への対応 
     お詫び対応、賠償金の支払い等 

 ３．原因の分析 
    何が原因で発生したか、他の商品にも発生する可能性があるか？   

 １．製品事故の発生 
     異物混入や表示ミス等が発生 

 ４．回収の決定 
    社告の実施、回収の実施  

完成品メーカー 

完
成
品
メ
ー
カ
ー
の
対
応 

  ５．完成品メーカーからの求償 

       製品事故の原因が「原材料」にあった場合には、上記の費用損害について 

     損害賠償を求められる可能性が高い。 

＜損害の例＞ 

・被害者への補償 
・取引先への補償（契約の未遵守） 
・回収費用（社告費、再製造費用、 
 廃棄費用） 
・売上の減少→利益の減少                       



  ４．農業関連ビジネス向けパッケージ保険の特長 
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１．業種・事業内容ごとに異なるリスクについて最適な補償を提供  
  業種や事業内容によって事業を取り巻くリスクが異なることから、食品・農業に 
  関連する主な業種（食品製造業、食品販売業、飲食業）や事業内容（海外輸出 
  企業、植物工場）ごとにリスクに応じてパッケージで総合的に補償します。 
  

２．特殊なリスクに対応する補償を提供  
  火災保険や賠償責任保険とあわせて、風評被害（賠償事故や回収事故による 
  ブランドイメージの毀損）、取引先の倒産による債権未回収、納入先への供給 
  途絶に対する賠償責任、不作・天候不順に起因する原材料価格の高騰など、 
  特殊なリスクに対応する補償を総合的に提供します。  
 

３．リーズナブルな保険料水準  
  所定の項目に応じたリスク診断を行い、診断結果に応じた割引を適用して 
  保険料を算出します。  
  
 



  ５．パッケージ保険の年間保険料例 
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＜年間保険料例＞食品製造業（年間売上高３億円、物件所在地：北海道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 保険商品  年間保険料 

  火災保険（新ビジネスピカイチ） 保険金額5,000万円  
   ※休業損害補償特約セット 

 約２６万円 
 

  賠償責任保険（ビジネスプロテクター） 

  （支払限度額１億円、免責金額なし） 
 約２４万円 

 

  海外生産物賠償責任保険（標準契約プラン） 

  （輸出売上高１億円、支払限度額１億円、免責金額なし） 
 約１５万円 

 

  生産物品質保険（標準契約プラン・スリムタイプ） 

  （支払限度額3,000万円、免責金額30万円） 
 約１４万円 

 

  専門事業者賠償責任保険 
  （支払限度額1,000万円、免責金額10万円） 

 約２３万円 
 

               合 計 保 険 料 約１０２万円 

                               デリバティブ商品 年間プレミアム 

天候デリバティブ（気温、降水量、日照時間等を指標とした商品）   ５０万円～ 



  
キーワード 主な事故例 保険商品 

① 火災・爆発・漏水 ◇食品工場（植物工場）で火災が発生し、建物・機械設備が損傷した。 

◇給排水設備の事故により、製造機械や商品の水ぬれ損害が発生した。 
 ビジネスキーパー 

 （スタンダードプラン） 

② 地震・津波 ◇地震により食品工場の建物・機械設備が損壊した。  ＋地震危険補償特約 

③ ライフラインの途絶 ◇電力会社で事故が発生し、食品工場への電気の供給がされず、 
 生産の中断を余儀なくされ収益減少が発生した。 

 ＋休業損害補償特約 
    スタンダードプラン 

④ 食中毒 
利益損失 ◇製造した食品が原因で食中毒が発生。行政機関から営業停止 

 を受けて収益減少が発生した。 

賠償責任 ◇加工惣菜の消費期限表示を誤り食中毒事故が発生し、被害者 
 より賠償責任を求め られた。 

ビジネスプロテクター 

⑤ 
生産管理の失敗 
（製造プロセスの 

欠陥・瑕疵） 

賠償
事故 
（国内） 

◇生産した調味料を異物が混入したまま出荷。その調味料を使用して 
 冷凍食品を製造した加工メーカーから製品の破棄費用を求められた。 

賠償 
事故 
（海外） 

◇輸出した加工食品に欠陥があり、海外で食中毒事故が発生した。 
海外生産物賠償責任保険 

（標準契約プラン） 

回収
事故 
（国内） 

◇残留農薬の基準に合わない食品を製造したため新聞に社告を掲載 
 して回収を実施。社告費用、回収費用が発生した。 

生産物品質保険 
（標準契約プラン・スリムタイプ） 

⑥ 
風評被害 

（ブランドイメージ 
の毀損） 

回収 
事故 
（国内） 

◇食品へガラス片が混入したため社告に掲載のうえ回収を実施。イメージ 
 回復のため品質管理を強化したことをマスコミ等で宣伝し費用が発生した。 

賠償 
事故 
（国内） 

◇食中毒による賠償事故が発生したためブランドのイメージが著しく低下。イ 
 メージ回復のため品質管理を強化したことをマスコミ等で宣伝し費用が発生。 

ビジネスプロテクター 

＋ブランドイメージ回復費用補償特約 

⑦ 取引先の倒産等 ◇取引先の倒産により売上債権が回収不能となった。 取引信用保険（定型プラン） 

⑧ 契約の未遵守 
（供給不能） 

◇火災により工場が稼働できなくなり、完成品メーカーへの製品の供給が途絶。 
 完成品メーカーから損害賠償請求を受けた。 

専門事業者賠償責任保険 

６．農業者・食品製造業者向けパッケージ保険の概要 
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アジアを中心とした消費市場の拡大、新興国を中心とした富裕層の増加もあり、高い安全性
を誇る日本産農林水産物や加工品の市場は拡大傾向。 
国内市場の成熟を踏まえれば、海外に新たな販路を築くことで経営基盤の強化を図る動きは
今後加速していくものと思われる。 

海外に販路を求める場合には、国内・海外一体となった販売戦略やリスク管理により安定的な
事業運営を行うことで、ブランド力の強化や国内外での信用力の向上が期待される。 

海外では国ごとに法制度や商慣習が異なることから、日本国内では想定しないような事態が
発生することがある。損害賠償等で適切な対応が取れない場合、その結果としてブランド力の
低下などにより国内の経営基盤も揺るがしかねない事態が懸念される。 

７．農産物・食品の輸出について 

海外での事業展開には、日本と異なるリスクが存在する点を十分踏まえてリスク
ヘッジ （保険加入等） を検討することが重要！ 

Copyright 2014 Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. All rights reserved. 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
＜ご挨拶＞・金融営業推進部の神尾でございます。・本日は大変お忙しい中、ご出席たまわりまして、　誠にありがとうございます。・私からは、皆さまの最重要課題であります 「保険収益拡大」について、 「法人開拓推進に向けた課題とご提案」　と題しまして、途中、中原弁護士の解説を交えながら、お話させていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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 ８．農産物・食品の輸出を取り巻くリスクについて 

輸出するためには生産地から国内輸送、検疫、通関手続き、販売地での輸送等
さまざまなステップがあり、国内外の輸出業者、卸売業者、小売業者等の事業
パートナーとの協力関係が不可欠。 

継続的な販売には安定した生産体制の
構築や消費者ニーズの変化等を含めた
最新の市場動向を把握するとともに、 
クレームが発生した場合の対応について
万全な備えを行うことが重要。 

海外の企業との取引では、取引先の倒産
や支払遅延のみではなく、国によっては
政治的な要因等（送金不能など）により
債権を回収できないことも考えられる。 
与信管理の充実が必要。 

賠償リスク（海外）の特徴 （Ｐ11） 貸倒リスク（海外）の特徴 （Ｐ13） 

事業パートナーとの連携を進めていく段階で、主に以下のリスクへの対応が必要です。 
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 ９．賠償リスク（海外）の特徴 （対応商品：海外生産物賠償責任保険） 

海外における賠償リスクには以下の特徴があります。 

訴訟対応が大変！ 
賠償責任に関する法制度や司法制度は国によって多様。 
輸出した農産物や加工品が原因で被害が発生した際に、訴訟に備えた 
体制整備（現地弁護士との提携等）が十分でない場合、日本企業がクレ 
ームを直接処理することは物理的にも時間的にも容易ではない。 

想定外のリスクが 
ある！ 

外国人の旅行客が日本で購入した食品を持ち帰り、その食品が原因で 
食中毒等が発生した場合、海外で訴訟を提起される可能性がある。 
 

⇒製造・販売した農産物や加工品がどこで消費されているか全て把握可能か？ 

輸出した農産物や加工品を使用して現地で製造した完成品が不良品に 
なった場合、現地製造メーカーから販売できなくなった完成品に対する 
損害賠償を請求される可能性がある。 
 

⇒輸出した農産物や加工品がどんな最終製品となってどれくらい販売されている 
  か把握可能か？ 

 
 高額な賠償金や 

争訟費用がかかる！ 

地域によっては賠償観念が発達しており、クレーム件数や賠償金額は、 
日本と比較にならないくらい大きくなることがある。また争訟費用も高額 
となることがある。 

その１ 

その２ 

その３ 

●『海外生産物賠償責任保険』では、被害者からの損害賠償請求や訴訟対応に対して、被保険者（補償の対象 
 となる方）を防御する権利と義務が保険会社にあります。 
●保険会社が防御対応を行うことによって、損害賠償請求事件の対応における困難さを軽減し、訴訟手続等を 
 着実に実施。⇒グローバル対応力が保険会社選定のポイント！！ 
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 １０．賠償リスク（海外）の補償 ＜海外生産物賠償責任保険（標準契約プラン）＞ 

保険商品の概要 

保険金をお支払いする主な場合 

 海外に輸出・販売する生産物（対象生産物）の欠陥に起因して生じた「身体障害」、「物的損害」につき、被保険者が法律上の損害 
 賠償責任を負担した場合に被る損害に対して保険金を支払います。 
 ●身体障害（Bodily Injury）  ：負傷、疾病およびこれらに起因する死亡・後遺障害をいい、身体の障害にいたらない精神的ショックや名誉毀損等は身体障害に含みません。 
  ●物的損害（Property Damage）：対象生産物以外の財物（有体物）に対する物理的損害およびこれらに起因するその財物の使用不能損害をいい、偶然な事故に起因して発生 
   した物理的損害を伴わないその財物の使用不能損害（Loss of Use）を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損害賠償金・争訟費用のお支払い 
示談交渉サービス（※）の提供 

１次産業 
（生産者） 

 
 
 
 

２次産業 
（加工） 

 
 
 
 

３次産業 
（海外販売） 

 
 
 
 

生産物に欠陥 

損害賠償請求 

食中毒事故発生！ 

＜海外＞ 

貴社（保険契約者・被保険者） 

保険契約 

＜国内＞ 
海外に輸出・販売された生産物に起因する賠償リスク（ＰＬリスク）を補償します。 

(※)示談交渉サービス 
     損害賠償請求（訴訟またはクレーム）がなされた場合、当社が選任するクレームエージェント、弁護士等が被保険者に代わって防御にあたります。 
    ・ 当社は米国をはじめ、世界各地において幅広い製品に関するＰＬ訴訟の防御を行っています。 
    ・ 世界レベルで弁護士やクレームエージェントのネットワークを活用することが可能です。 

ご契約の対象となる方 

  対象生産物の年間輸出高が３０億円以下の製造業、販売業（卸売業・小売業） 
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海外取引先の与信情 
報が十分取れない！ 

●海外の企業と新規取引開始を検討する場合に与信情報が十分に取れ 
 ないことがある。 
●また、遠隔地のため信用不安情報がタイムリーに取りづらいことがある。 

債権回収不能の原因 
が多岐にわたる！ 

●日本では大半が倒産等の法的整理に基づき債権回収が発生するが、 
 海外の場合には事業が継続していても支払遅延となる場合がある。 
●また、国によっては送金不能や戦争などの政治リスクも懸念されるため、 
 日本国内と比べて債権回収不能となる原因は様々である。 

●国ごとに異なる法制度・慣習に則してどのような債権回収の手続きを 
 行えばいいのかわからないことがある。 
●また、現地で債権回収を行う会社等を利用したいと考えても、十分な 
 情報やネットワークがないため、どこに依頼すればいいのかわからない 
 ことがある。 

 １１．貸倒リスク（海外）の特徴 （対応商品：輸出取引信用保険） 

海外における貸倒リスクには以下の特徴があります。 

 債権回収手続きが 
 わからない！ 

その１ 

その２ 

その３ 

 ●『輸出取引信用保険』では、三井住友海上および当社提携会社が有する海外信用情報および海外ネット 
  ワークに基づき取引先の審査を行います。 
 ●政治的な要因や自然災害により債権を回収できない場合や商品出荷前に取引先が倒産した場合も補償 
  の対象とすることができます。（※） 

  ※カントリーリスクの高い国・地域の取引先や信用状況によっては引受できない場合があります。 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
＜ご挨拶＞・金融営業推進部の神尾でございます。・本日は大変お忙しい中、ご出席たまわりまして、　誠にありがとうございます。・私からは、皆さまの最重要課題であります 「保険収益拡大」について、 「法人開拓推進に向けた課題とご提案」　と題しまして、途中、中原弁護士の解説を交えながら、お話させていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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貴社のお取引先において法的整理事由の発生（注１）または履行遅滞の発生（注２）により売上債権が
回収できない場合に、貴社が被る損害の一定部分を保険金でカバーします。 

代金の支払い 

保険契約 

売上債権が回収できない場合に被る損害の一定部分を保険金でカバー 

商品・サービスの提供等 

貴社 
（保険契約者・被保険者） 

取引先 
（債務者） 

取引先 
（債務者） 

取引先 
（債務者） 

 （注１） 法的整理事由の発生 
     取引先に民事再生手続の開始、会社更生手続の開始の申立があった場合等において、債務が履行されない 
    ときに事故となり、契約条件に従って保険金をお支払いします。 

 （注２） 履行遅滞の発生 
     取引先が債務の弁済期日から一定期間を経過しても債務を履行しない場合において、その債務につき当社が 
    履行の見込みがないと判断したときに事故（「延滞事故」）となり、契約条件に従って保険金をお支払いします。 

  １２．貸倒リスクの補償 ＜取引信用保険（定型プラン）＞ 

保険商品の概要 
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農業関連ビジネスのサポーター 
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三井住友海上火災保険株式会社 
公務開発部 開発課 

 担当：北河（きたがわ）、松田（まつだ） 

        
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1 

Tel：03-3259-4384／Fax：03-3293-8609 
E-Mail：hiroyasu.kitagawa@ms-ins.com 
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