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一般財団法人 京都大学名誉教授 森下正明研究記念財団研究紀要 

第 7 号の発行にあたりご挨拶 
 

 森下正明財団紀要第 7 号の研究紀要の発行にあたり，ご投稿いただいた方々，また審査・編集をご担当いた

だいた方々に深く御礼を申し上げます。 私たち森下正明研究記念財団は，森下正明の研究精神を引き継ぎ、こ

の研究紀要が観光学，経営学分野を中心に幅広い学問分野において世界に向けて大きく発信できるよう，努力し

たいと考えています。 

 今年は私の大学教員生活で、たいへんうれしいことがありました。それは、鹿児島国際大学での私のゼミ 1 期

生の、宮下求馬君が京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻国際農林経済学講座に合格しました。昨年度

の森下財団主席研究員の東史翁さんと同じ、農学研究科生物資源経済学です。森下正明が約 90 年前に京都大学

へ入学した同じ農学研究分野です。森下正明の研究精神を、ぜひ引継いでいただきたいとお願いをしたいと思い

ます。 

 一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念財団は学際的な活発な議論の場として今後も学術的活動の

続けていきたいと思います。今後ともご協力とご支援のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 
 
一般財団法人 
京都大学名誉教授 森下正明研究記念財団代表理事 
 

博士（経済学）丸山 政行 
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Morishita Masaaki Research Memorial & Foundation Journal 

 

A Message upon the publication of the 7th issue of  

the Masaaki Morishita Research Memorial & Foundation Journal 
 

 

 

With the publication of the 7th issue of the Masaaki Morishita Research Memorial & Foundation Journal, 

we would like to express our gratitude to all those who published, researched, and edited. We at the Masaaki 

Morishita Research Memorial & Foundation intend to continue the research spirit of Masaaki Morishita, 

and hope that this journal in the fields of tourism and business management will be disseminated to the 

world. 

As a university professor, I had a wonderful experience this year. Kyuma Miyashita, one of my very first 

students at The International university of Kagoshima passed the Course of International Rural 

Development at the Kyoto University Graduate School of Agriculture, Department of Bioresource 

Economics. This is the same Bioresource Economics at the Graduate School of Agriculture that Fumio 

Higashi was the principal researcher of at the Morishita Foundation last year. It is the same field of 

agricultural research studied by Masaaki Morishita when he entered Kyoto University approximately 90 

years ago. I sincerely hope that Kyuma will continue the research spirit of Masaaki Morishita. 

The Masaaki Morishita Research Memorial & Foundation will continue its academic activities as a venue 

for active interdisciplinary discussions. We would like to thank you for your continued cooperation and 

support. 

 

 

Kyoto University Professor Emeritus Masaaki Morishita 
Research Memorial & Foundation 

 
Director 

Masayuki MARUYAMA, PhD in Economics 
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【 Invited Paper 】 
 
〈Commentary〉Joan Severa, Dressed for the Photographer: 
Ordinary Americans and Fashion, 1840-1900, The Kent State University Press, 1995 

 
Hamada Masako* 

【Abstract】 

   This book is a major work that analyzes, from the perspective of material culture, the clothing of middle- and lower-
class Americans captured in commemorative and everyday photographs during the 60-year period from 1840 to 1900, when 
the daguerreotype photographic technique was introduced. While there are many books on clothing for the upper classes in 
Europe and the United States, there is no other book on "common people's clothing in 19th-century America. There are 277 
photographs in the book. The clothes in the photographs are accurately analyzed from the perspective of a clothing expert. 
In this commentary, I will give an overview of the historical background and the development of photographic technology, 
and then describe the findings of my analysis of Joan Severa's photographs. 
 
キーワード：American costume, common people's clothing, photographic technology, fashion magazine 
 
 

Ⅰ Introduction 

   Joan Severa, Dressed for the Photographer: Ordinary Americans and Fashion, 1840-1900, The Kent State 

University Press, 1995 

 

   This book is a major work that took Joan Severa(1925-2014) thirty years to complete, and is highly regarded 

by American fashion scholars. She has been a curator at the State Historical Society of Wisconsin for 30 years, 

a board member of the Costume Society of America, and a consultant to many museums. 

 

   One day in May 1988, I received a letter from Severa. The letter was typed in English on two pages of A4 

size letter paper with a watermark pattern. I still keep this letter as a treasure even now, 33 years later. 

   In her letter, Severa wrote about the necessity and significance of the study of the clothing of ordinary 

Americans as follows. 

   "The research we are engaged in is fascinating research, and it must be very difficult to conduct research 

from a country as far away from the U.S. as you are to grasp the big picture. I have been a museum curator for 

30 years, and I am still learning a lot about common clothing through this concentrated research. There is not a 

single book on the clothing of ordinary Americans. The growth of the Living History Movement in the United 

States means that there are many sites (tourist attractions) where guides try to dress up as farmers, housewives, 

etc. And they do it in a way that is appropriate. And they have only a few resources to do it in the right way. 

With this book, I hope to fill that gap. This book will be useful for clothing researchers like yourself, and for 

 
* former professor of Mukogwa Women’s University 
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archivists who keep photographs to help them periodize their collections." 

 

   This letter also contains the following important information. I would like to summarize and introduce this 

information. 

"Severa and her research group have been involved in the production of patterns for the reproduction of 

historical costumes since 1976. Why 1976? This year was the bicentennial of the independence of the United 

States, and to commemorate the occasion, tourist sites in the eastern part of the United States launched a project 

in which guides (called Interpreter, professional tourist guides who have studied American history and old 

English) wore historical costumes to guide tourists. (I have also visited a design center in Williamsburg, Virginia, 

where historical costumes are being reproduced—note by Masako Hamada). However, in the Midwest, which 

was settled in the mid-nineteenth century, the year 1776 had no historical significance, so the State Historical 

Society of Wisconsin began to make patterns for historical costume reproduction from 1830 to 1900, based on 

its collection. According to Edward Maeder's obituary, Severa worked hand in hand with guides from various 

historical tourist sites in Wisconsin." 

   The above letter from Severa brings to light the background of this great book, which is not written in the 

foreword of her book. 

 

   I hope that Hamada's guidebook will be useful to the guides of historical tourist sites in Wisconsin above 

all. It would also be a great pleasure if it could be useful for researchers, archivists, and students of clothing to 

understand Severa's 600-page book, as there is no other book on 19th-century ordinary American clothing other 

than this one by Severa. 

 

   The sub-title of this book is "Ordinary Americans & Fashion," and it is about ordinary people, that is, middle-

class and lower-class Americans, who used daguerreotype and another types of photographies to take 

commemorative and everyday photographs during the 60 years between 1840 and 1900. This book is a major 

work written from the perspective of material culture, including an analysis of the backgrounds and details of 

the clothes worn by the common people, that is, middle-class and lower-class Americans, in commemorative 

and everyday photographs during the 60 years from 1840 to 1900, when daguerreotype photography was 

introduced. While there are many books on clothing studies of the upper class in Europe and the United States, 

there is no other book on clothing studies of the "common people of 19th century America" other than this one 

by Severa. There are 277 photographs in the book. The clothes in the photographs are accurately analyzed from 

the perspective of a clothing expert. 

   The first half of each chapter summarizes the historical background, fashion trends in women's, men's, and 
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children's clothing, and the characteristics of each item. The second half of the book contains photographs 

collected by Severa from all over the U.S. at 10-year intervals, with eye-opening and clear explanations from 

the perspective of a clothing expert. 

 

   The following is the author's list of the changes in the types of photographs collected by Severa. 

 

Table 1: Changes in the types of photographs collected by Severa 

(This table is made by Masako Hamada) 

Type of Photograph 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s Total 

Daguerreotype 37 45 5 0 0 0 87 

Ambrotype 0 4 4 0 0 0 8 

Tintype 0 5 6 2 3 0 16 

Carte de visite 0 2 11 9 0 0 22 

Glass plate negatives 0 0 4 9 4 16 33 

Cabinet Photographs 0 0 1 0 1 0 2 

Studio portraits 0 0 0 11 6 0 17 

Stereoscope view 0 0 1 0 1 0 2 

Not shown 0 2 22 5 25 36 90 

Total 37 58 54 36 40 52 277 

 

   In her preface to this book, Severa describes her photographic technique as follows (Severa, 1995, p.xvii 

note [Foreign book (1)]) 

   "This book is not intended as a study of the history of photography, or as something that approaches the 

history of photography. Since I am not familiar with photographic techniques, I have not included any technical 

information other than the type of photographic medium (daguerreotype, carte de visite, etc.) when known. For 

the purposes of this study, photographic technique is only meaningful in terms of the type of people who had 

access to it. For this study, photographic techniques are meaningful only in terms of what classes of people had 

access to them, since this information is related to the economic and social status of the subjects, and thus to 

the clothes worn by the people under consideration." 

   My guess is that Severa deliberately avoids referring to photographic techniques as an expert in clothing 

research, in other words, she is being modest. However, I am convinced that readers will be able to gain a deeper 

understanding of the way people dressed in 19th century American photographs by approaching the subject from 

both the history of the photographic industry and the history of clothing society. 

   In this article, I will give an overview of the historical background and the development of photographic 
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technology, and then describe the findings of my analysis of Severa's photographs in each chapter. For 

photographs, which are not included in these parts, please refer to the original book. 

 

Ⅱ 1840s 

1. Historical background and characteristics of clothing 

   In 1824, Charles X devoted himself to the revival of tyranny in France, first by adopting a policy of 

protecting the privileges and interests of the nobility and monks, and then by elevating the former nobility to a 

higher position. It was also around this time that costume styles became more aristocratic, with the chemise 

type robes of the French Revolution once again prominent, with wide shoulders, stretched hips, and slender 

torso. The return of Louis XVIII and his family to Paris brought with it the aristocratic elements of the pre-

Revolutionary Bourbon dynasty, first on the garments, and through the Restoration of the Monarchy (1818-

1848), the narrow torso, widening skirts, and bulging sleeves contributed to the fashion for garments that 

mimicked the aristocratic garments of the Renaissance. The shoulders became wider and wider while 

maintaining the overall balance, and the upper part of the sleeves began to bulge out technically. 

   This played an important role in paving the way for the later development of the fantastic so-called Romantic 

style（Kaoru Tanno, 1985, pp. 366-368 note [Japanese (1)]). 

   With the establishment of the Louis-Philippe monarchy (1830-1848) in 1830 (the establishment of the 

bourgeois monarchy), the capitalist system in France, which had been crushed under the aristocracy, achieved a 

remarkable development. Capitalism was making progress in European countries as well as in the U.S., but it 

developed remarkably in the 30s and 40s, and the bourgeoisie demanded more and more power. Life seemed to 

follow the glamorous dress of the aristocracy. 

   From the end of 1847 to 1848, many people became dissatisfied with the biased policies of the bourgeois 

monarchy, which led to the revolution. The bourgeoisie itself, rejecting the new era it had won, showed a 

growing romantic tendency (literature, art, and dress tended more and more toward the fantastic and poetic, as 

opposed to the crude and practical). 

   Women's costumes were dressed with curves and soft bulges to inspire fantasy. Technological advances in 

the textile industry and production plants provided excellent materials for this purpose, helping to shape the 

Romantic style. 

Men's dress was still a combination of an upper garment, vest, and pants, but the upper garments were more 

varied, some in the old frac form, some in the coat form, and some derived from the redingote (Kaoru Tanno 

1985, pp. 370-372, note [Japanese (1)]). 

   In the U.S. in the 1840s, European costumes in the style of the Restoration of the Monarchy were introduced 

with innovations to suit the situation in their own country. 
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   Looking at the social and economic background, the 1840s was an era of territorial expansion (Tadashi 

Aruga, Shoichi Ohshimo 1990, p. 62, note [Japanese (2)]; Tadashi Aruga, Shoichi Oshimo, Akisuke Shimura 

and Takashi Hirano, 1994, pp. 351-362, note [Japanese (3)]). The U.S. government acquired land from countries 

with territories on the North American continent, as well as from indigenous American nations with their own 

territorial rights, through various methods such as purchase, merger, conquest, and forced migration. Then, as 

the population of settlers increased, the territories were elevated to territories and then to states, and were 

admitted to the Union on equal terms with other states. This method of territorial expansion is one of the 

characteristics of the United States in the first half of the 19th century. 

   In addition, the United States purchased land from other countries. 

・ Louisiana was acquired from France in December 1803. 

・ Florida was acquired from Spain in February 1819. 

・ Annexation of Texas in March 1845. 

・ In June 1846, Oregon was divided by treaty with Great Britain. 

・ The Mexican War broke out in May 1846 and ended in February 1848, resulting in the cession of California 

and New Mexico from Mexico. 

   In addition, in 1853, the Gadsden Purchase was combined to establish the mainland of the United States as 

we know it today. 

   The Industrial Revolution in the United States (edited by Tadashi Aruga, Shoichi Oshimo, Akisuke Shimura, 

Takashi Hirano, 1994, pp. 260-261, note [Japanese (3)]) began in the 1830s with the development of the iron 

industry, and the construction and maintenance of roads, canals, and railroads were essential to industrial 

development. In addition, the cotton industry developed rapidly. The U.S. cotton industry ((edited by Tadashi 

Aruga, Shoichi Oshimo, Akisuke Shimura and Takashi Hirano, 1994, pp. 335-337, note [Japanese (3)]) saw an 

increase in the number of large-scale factories during the 1820s and 1840s, while many small and medium-scale 

factories were also established, mainly in southern New England. By the late 1850s, the domestic industry had 

been eradicated and the factory-based cotton industry had become dominant. 

   In the development of cotton production, the Slavery Plantations in the South, which had lost their ties to 

the British mercantilist system due to the American Revolution, fell into a temporary slump. However, they 

eventually connected with British cotton capital and found a way to make a living in the cotton industry. In 

particular, Eli Whitney's invention of the cotton spinning machine, which simplified the difficult task of 

separating the seeds from the cotton, spurred the cultivation of short-fiber cotton. Since this variety could be 

grown anywhere in the South, it contributed to the rapid growth of cotton production. 

   The 1840s also marked the development of ready-to-wear clothing (Severa, p.5, note in Kajima Yasuko, 

1988, pp.9-11, note in kajima Yasuko, 1988, p.5). Only the wealthy class of gentlemen could afford to order 
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clothes from tailors. For the rest of the workforce, secondhand clothing stores provided clothing. Before the 

Civil War, the secondhand clothing business was more important than ready-to-wear. Also, men's ready-to-wear 

clothing developed before women's clothing. 

 

2. Dissemination of photographic technology 

   Next, I will discuss the spread of daguerreotype photography and the role it played in the study of clothing 

history. 

The daguerreotype (L.J.M. Daguerre, Commentary and Translation by Masao Nakazaki, 1998, Note [Japanese 

(6)]) is the world's first daguerreotype, invented by Louis Jacque Mande Daguerre (1787-1851) and presented 

at the French Academy on August 19, 1839. And was the world's first practical photographic technique, and the 

most widespread until wet plate photography was established. It is a direct process that produces a black-and-

white image directly on a silver plate, with the left and right sides reversed. 

   Silver iodide is produced by exposing the surface of a silver plate to iodine vapor, and is used as the 

photosensitive material. The image is then fixed by removing the insensitive silver iodide with sodium 

thiosulfate (hypo). Depending on the angle of view, the image becomes negative or positive. It is called silver 

plate photography in Japanese because it uses a silver-plated copper plate as a photosensitive material. 

   In Chapter 1, Severa describes the introduction and spread of this technology in the United States. "In the 

late fall of 1839, an authorized agent arrived in New York aboard the British Queen and sold the rights to a 

unique process developed by Louis Daguerre (1787-1851) and the equipment to do so. Daguerre's work was 

already very well known in the country. There were many applicants. Within a week, many budding 

photographers from all cities and towns began to set up store" (Severa, p.1). 

   The spread of silver plate photography was also rapid with the Westward Movement. 

   "In fact, the westward movement increased the number of people having their portraits taken by the 

thousands, because people going west left their pictures behind and took valuable pictures of their family and 

friends with them. By the 1850s, about three million daguerreotypes were being made each year in the United 

States, and prices were dropping. (Robert Taft, 1938, p.76, note [Foreign book (3)]). In addition to the 

daguerreotype, other photographic techniques such as the ambrotype, tintype, carte de visite, glass plate negative, 

cabinet photograph, studio portrait, and stereoscope view became popular after the 1850s, as described below. 

Severa collected these surviving photographs from all over the United States and stated, "These outdated 

photographs are the only ones that are still in use. "There are only a few of these outdated photographs left. 

Nevertheless, these surviving images encompass a broad social base, and they provide a very solid and coherent 

picture of the material culture of the time" (Severa, p.1). 

   After the publication of the fashion magazine Godey's Lady's Book, (a Western magazine [note (2)]), the 
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representation of fashion images changed with the spread of silver plate photography. What did the difference 

between the two representational functions really bring to history? 

  

   Conclusively speaking, in her work, Severa embodied the history of middle and lower class American dress 

in the period 1840-1900 by giving interpretation to photographic images collected from all over the United 

States. In this sense, I would like to highly evaluate the role that Severa has played in the study of American 

clothing history. 

 

3. Findings 

   The following findings were obtained from the author's analysis of the photographs of Severa published in 

this chapter. 

(1) Daguerreotype, the world's first practical photographic technique, was introduced to New York in the late 

fall of 1839. 

(2) There are various methods of researching clothing, such as using fashion magazines, fashion plates, 

photographs, and literature (previous studies, diaries, letters, etc.) as materials, as well as conducting actual 

surveys of clothing and textiles. However, research on reading and understanding photographs is an 

important area of clothing research and must be conducted in conjunction with the field of photographic 

industrial history. 

(3) The fashion plates in Godey's Lady's Book were information about fashions. The daguerreotype photographs, 

on the other hand, are historical documents that capture the reality of the clothing life of Americans in the 

1840s. They play different roles and have different historical significance. In the study of the history of 

American clothing, the value of Severa's photographs in the study of clothing is highly valued. 

(4) The spread of daguerreotype photography progressed rapidly along with the Westward Movement. 

(5) The subjects in daguerreotype photographs are mainly wealthy people (Photo 1, Severa, pp. 28-29). 

(6) Their dress follows the trend of the restoration of the monarchy in Europe.(Photo1[Figure1]). 

(7) However, the environment in the U.S., which is not fully dressed in European fashion, is evident, especially 

in the lack of materials. 

(8) The difference between garments made by tailors (Photo 33, Severa, pp.74-75) and those made by home 

sewers (Photo 23, Severa, pp.58-59) can be clearly read from the photos and explanations. 

(9) Although there is only one photo, we can read from the photo and commentary the difference between factory 

women's work clothes (Photo 27, Severa, p.65). 

(10) Portraits of African Americans (Photo 24[Figure 2], Severa, pp.60-61) and Native Americans (Photo 

34[Figure 3], Severa, pp.76-77) show their clothing. 
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(11) Only 9 out of 37 photographs (24%) include information about the subject's background in the photo 

description. For the book as a whole, an average of 20 percent of the photographs included information about 

the subject's background. This indicates the difficulty of background clarification. 

Fig.1 1839-1840 
Daguerreotype 

An unknown Lady 
Courtesy of Matt Isenburg 

Joan Severa, p.28. 

Fig.2 1840-1850 
Daguerreotype 

Slaves 
Right: Judy Telfair Jackson 

Left: Lavinia 
Courtesy of The Georgia Historical 

Society 
(5-56-254A) 

Joan Severa, p.60. 

Fig.3 1840-1850 
Daguerreotype 

Native American 
Rachel Lawe Grinon 

Courtesy of The State Historical Society 
of Wisconsin 

(WHi ［X3］41291) 
Joan Severa, p.76. 

 

Ⅲ The 1850s 

1. Historical background and characteristics of clothing 

   In Europe, crinoline costumes were in vogue from the period of revolution and counterrevolution in 1848-

1849 to the mid-1860s. The distinctive feature of the costumes of this period was the large, puffy skirts, and the 

costumes of this period were called crinoline costumes after the crinoline, a tool used to unfold the skirts. 

The greatest challenge facing the United States in the 19th century was the abolition of black slavery. To achieve 

this, the Civil War had to be fought, which resulted in an unimaginable death toll of more than one million. 

 

   During this war, the Bloomer Movement (Masako Hamada, 2009, pp. 110-118, note [Japanese (4)]) was one 

of the rebellions against the crinoline costumes that were popular in the 19th century, that is, the narrow waists 

that were extremely stuffed with corsets and the long skirts that spread out to just barely reach the floor. Around 

this time, although not invented by Mrs. Bloomer, she published an article suggesting that women's clothing 

combined with Turkish-style pants was more practical than the dresses that were in fashion at the time. The 

article was picked up by a New York newspaper and caused a sensation. The news of "women in pants" soon 

crossed the Atlantic. Punch magazine and the London Light Theatre laughed at the attire, claiming that women 
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were now taking over the established male role. The opposition to this new fashion did not last long. The idea 

of femininity was revived, as was the return of undergarments that conformed to the style of dress. 

   Behind the remarkable development of the capitalist system in the latter half of the 19th century, we cannot 

overlook the remarkable creation and development of machinery and technology, as well as the progress of 

natural science and its transformation into industry. In particular, the sewing machine is regarded as a decisive 

and revolutionary machine in the economic history of Japan, which shifted the garment manufacturing from the 

manufacture to the factory system and produced mass production with surplus value (for the invention and 

development of the sewing machine and sewing machines in Japan, see Chiyo Tanaka, 1991, pp. 1006-1007, 

note [Japanese (7)]). The machine that became the basis of the sewing machine used in homes today was 

invented by Howe. However, due to the extremely low wages of sewing workers, who mainly worked with 

women and children, this machine did not become a reality in either the U.S. or the U.K. at the time of its 

invention. Shortly thereafter, improvements were made. One of the innovators was the American Isaac Merritt 

Singer. In 1851, he introduced a much improved foot-operated sewing machine, which attracted much attention, 

and then established a well-known sewing machine manufacturing company. 

 

2. Dissemination of photographic technology 

Next, I should mention the development of ambrotype and tintype photographic technology as the background 

of the 1850s in relation to clothing (Shino Yasutomo, 2009, pp. 36-39, note [Japanese (8)]). 

Daguerreotype photographic technology was not something that ordinary people could easily use to take pictures, 

and it was very expensive. The preparation of silver plates was complicated and troublesome, so the 

development of simpler, cheaper, and easier to use photosensitive materials was undertaken. As a result, in 1851, 

Frederick Scott Archer, an Englishman, developed collodion wet plate photography, which uses glass plates 

instead of silver plates. 

However, in wet plate photography, it was necessary to apply photosensitive collodion in a dark room or other 

dark place immediately before taking the picture, and expose the image while the agent was still wet. When the 

agent dries, its photosensitivity is impaired, making it difficult to handle.  

Wet plate photography is basically a method of obtaining a paper-bound positive image from a glass negative, 

but soon after wet plate photography was invented, "ambrotype" or "tintype" (ferrotype) photography, derived 

from wet plate photography, was also invented. James Ambrose Cutting (1814–1867)  patented collodion 

positives under the name Ambrotype.  

Adolphe Alexandre Martin (1824-1886), a Frenchman, invented a photographic method based on the reversal 

of negatives called tintype in 1853. Instead of applying photosensitive collodion to a glass plate, he painted a 

thin iron plate black and applied photosensitive material for wet plates on it. Due to the black color of the 
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substrate, the image was reversed and a positive image was seen. 

Tintype and ambrotype photography using wet plate photography became widespread from the 1850s onward 

as an alternative to the expensive daguerreotype (silver plate photography), where the positive image can be 

seen directly. 

 

3. Findings 

   From the results of the analysis of photographs by Severa in this chapter, I have obtained the following 

findings. 

(1) Following the daguerreotype, the invention of the ambrotype and tintype photographic techniques made 

photography more popular in the 1850s.  

(2) However, middle class people who wanted to join the elite society through clothing tried to dress up as much 

as possible to appear in photographs. They also took pride in appearing in expensive daguerreotype 

photographs (44 out of 58), even after the invention of the inexpensive tintype. 

(3) In deciphering the photographs by focusing on clothing, we must also decipher the consciousness of these 

people and the background they were in. 

(4) It is worth noting that there are also daguerreotype photographs taken outdoors (Photos 43, 47, 57, Severa, 

pp.120-121, p.127, p.140). 

(5) I am convinced that the task of deciphering photographs of common 

people taken by common people, rather than those dressed up as 

daguerreotypes, will be very useful in examining the clothing life of 

middle-class and lower-class people. Examples of Ambrotypes - Photo 

42, Severa, pp.118-119; Examples of Tintypes - Photo 59, Severa, p.142. 

(6) Focusing on clothing, we can read from the photographs the development 

of men's ready-made clothes (photos 46, 47, 83, Severa, p.126, p.127, 

p.171) and the aspect of servants' hand-me-downs (photo 45, Severa, 

pp.124-125). 

 

Ⅳ The 1860s 

1. Historical background and characteristics of clothing 

   The historical background is the Civil War (1861-65) and post-war Reconstruction (1865-1877). 1860 

Lincoln, a Republican, was elected president, but the South refused to recognize this, and in 1861 formed the 

United States of America with Jefferson Davis as president, and seceded from the Union. This was the beginning 

of the Civil War, an unprecedented civil war. In the beginning, the Southern army had the upper hand. In 1865, 

Fig.4 1852-1855 
TintypeYoung men 

Courtesy of The National Museum 
of American History(59.229) 

Joan Severa, p.142. 
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Richmond, the capital of the South, fell, and the Confederate army surrendered, ending the Civil War. 

   In 1865, the Fifteenth Amendment to the U.S. Constitution provided for the abolition of slavery. The 

rebuilding of the South after the war was a major task for the United States. In particular, ensuring the land, 

work, food, clothing, and shelter of the freed slaves was a critical issue. 

 

2. Dissemination of photographic technology 

   This chapter introduces and analyzes photographs of the common people taken by the common people as 

well as photographs of the wealthy in their finery. 

   As mentioned earlier, the photographic techniques of carte de visite, glass plate negatives, cabinet 

photography, studio portraiture, and stereoscopic view became popular after the 1850s. The following is an 

explanation of these photographic techniques. 

   According to "The Story of the Beginning of Photography" by Shino Yasutomo, the carte de visite was a 

substitute for the business card and was invented by French inventor André-Adolf-Eugène Disdéri (1819-1889) 

in 1859. The peak period was 1863-1876, and the decline period was 1877-1880. The material is arubamen print. 

According to Shino Yasutomo, "In those days, business cards were not exchanged upon first meeting, as is the 

case today (Shino Yasutomo, 2009, note (8)). 

   Osamu Maekawa describes the difference between the daguerreotype and the carte de visite as follows. "The 

CDV differs from the daguerreotype, which was already a published photographic process in 1839, in several 

significant ways. First, it relied on a paper photographic process called albumen printing. ...Second, the CDV 

was able to produce multiple prints from paper negatives. Compared to the daguerreotype, which was one-of-a-

kind, expensive, and had a limited audience, this process finally embodied the true potential of photography in 

the history of photography: reproducibility. The third thing I would like to emphasize is that CDV became a 

medium for copying other photographic media. For example, tintypes of the time were reduced to CDV size and 

sold in paper frames similar to CDVs, and similarly, existing photographs such as daguerreotypes and 

ambrotypes were frequently copied onto CDVs for sale" (Osamu Maekawa, March 2013, pp. 5-6, note [Japanese 

Magazine (9)]). 

 

   Next, glass plate negative (Leeds V. Junkins, 1998, pp.32-33, note [Japanese journal (9)]) is a glass dry plate 

that appeared shortly after the ambrotype. The predecessor of the 35-element film used in the past was a single 

glass plate. The ambrotype was called a wet plate because chemicals were applied to the glass and the film was 

shot before the chemicals dried, but the glass dry plate, as the name implies, has the chemicals dry on the glass 

plate. This is the negative-positive method. The advantage of this method is that it can be used anywhere, and 

at the same time, there is no need to develop the film on the spot. It also made it possible to produce multiple 
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copies. The glass negative expanded the field of photography in every sense. 

   Cabinet Photographs (Shino Yasutomo, 2009, p. 91, note [Japanese (8)]) has a name derived from the fact 

that it was displayed in a cabinet. This card also marks the beginning of an era in which private portraits were 

exposed to the eyes of a complete third party. Like the Carte de Visite (also known as CDV), it is mounted with 

an albumen print. 

   Stereoscope Vue (Shino Yasutomo, 2009, p.102, note [Japanese (8)]) is a 3-D photograph taken through a 

stereoscope. The same photo is pasted on a board on both sides, and when you look at it with both eyes through 

a stereoscope, it appears as 3-D. 

 

3. Findings 

   Now, what kind of people are the common people? This book contains photographs of common people 

belonging to various categories of middle and lower classes, such as home sewers, school teachers, people 

involved in the reform dress movement, immigrants, western settlers, agricultural workers, freed slaves, free 

blacks, and Native Americans. Therefore, I took 54 photographs of these people and summarized their 

background and clothing characteristics. As a result, the following findings were obtained. 

(1) Most of the photographs taken in the 1860s are quite different from those taken in the 1840s and 1850s in 

studio daguerreotype photography because of the development of glass plate negatives, cabinet cards, and 

stereo cards. 

(2) In the photographs of the common people taken by the common people, we can read the characteristics of 

their clothing and their backgrounds, which are clear from Severa's commentary. In other words, we can 

read concretely that there were middle-class and lower-class Americans in 

the 1860s who wore more or less unfashionable and shabby clothes for 

economic reasons, unlike the upper-class and upper-middle-class people 

who tried to follow the European French fashion.  

(3) The author shows how a woman who made clothes for her family by 

sewing at home was able to pass on her simple life to her daughter's 

generation. 

(4) The fact that some people were involved in the dress reform movement, 

wearing reform dresses, pants and boots for health and mobility reasons 

(photos 114 and 139, Severa, pp. 238-239), and James C. Jackson's health 

spa. The fact that there were people who were involved in the dress reform 

movement (photos 114 and 139, Severa, pp.238-239), and the fact that 

people who suffered from ill health due to tight clothing wore reform 

Fig.5 1862-1867 
Carte de Visit 

Right: Lydia Sayer Hasbrouck 
Left: John W. Hasbrouck  

Courtesy of Deborah Fontana 
Cooney 

Joan Severa, p.238. 
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dresses at Our Home on the Hill, James C. Jackson's health spa (photos 123 and 124, Severa, p.240, p.251,) 

are supported by several valuable photos and their explanations.  

(5) The dress reform movement is discussed in "From Paris Mode to American Look: A Modern and 

Contemporary History of American Fashion Society" by Masako Hamada (Next Publishing, Impress P&D 

POD Publishing Service, Inc., January 2018).  

 

Ⅴ The 1870s 

1. Historical background and characteristics of clothing 

Against the backdrop of the Civil War, industrial development, the development of railroads and sewing 

machines, the publication of fashion magazines, the election of Republican Hayes to the presidency in 1877, 

and the failure of the Southern Reconstruction Movement, the American fashion industry in the 1870s underwent 

change and development. The Franco-Prussian War (1870-71) was also a major event that temporarily 

interrupted the transmission of fashion to other countries. Nevertheless, the influence of French fashion on the 

United States was profound. 

As the United States entered the so-called "Gilded Age," it became very easy for fashion-conscious American 

women to adopt French styles, which were at the forefront of fashion. In the U.S. at that time, Godey's Lady's 

Book, Peterson's Magazine, The Delineator, The Lady's Home Journal, Harper's Bazer and other fashion 

periodicals were published in the United States at the time, and these magazines included instructions on how 

to make dresses. Among them, Godey's Lady's Book shows the style of the French upper class people. However, 

it was only some women from wealthy families who were able to adopt all the French fashions. Women from 

less affluent families made full use of their sewing machines to adopt and enjoy the fashions. 

 

2. Findings 

   The author made the following findings from the analysis of the photographs of Severa in this chapter. 

(1) As shown in Table 1, with the development of photographic technology, photography became increasingly 

popular in the 1870s, and many photographs taken outdoors show the clothing of ordinary people. 

(2) In her book, Severa shows the connection between society and fashion, saying that in the 1870s, the first 

couple of years were recessionary and people could not afford to buy new clothes, but gradually, society 

forced everyone to follow the fashion of clothing (Severa, p.293). In other words, thanks to the development 

of transportation, patterns and fabrics were available wherever people lived, and the idea that it was 

unavoidable for clothes to go out of fashion because they were local was no longer valid. This view of Severa 

is an issue for today's clothing researchers to consider. 
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(3) It is difficult to grasp the reality of working-class clothing, as only photographs of a newspaper delivery girl 

(Photo 183, Severa, p.369) and a girl in a textile factory 

(Photo 184, Severa, p.370) are included. 

(4) Group photos of immigrants from Northern Europe 

(Photos 160, 161, 162, 163, 164, Severa,pp.338-339, 340-

341, 342-343, 344-345, 346-347) suggest that they 

somehow tried to assimilate or integrate into American 

society through clothing. It is clear that they were trying 

to somehow assimilate or integrate into American society 

through clothing. 

 

Ⅵ The 1880s 

1. Historical background and characteristics of clothing 

   In Europe, in the 1880s, the bustle costume was the center of women's clothing, following the crinoline 

costume. To keep up with the Parisian mode, American women also used a waistband to make their skirts fuller. 

The 1880s, which began with the glamorous bustle costumes, was also a turbulent time for the United States. 

By 1890, with the construction of the railroads and the extermination of the Indians, farms, ranches, mines, and 

cities large and small could be found throughout most of the continent that would become part of the United 

States. By the early 1900s, two changes had emerged that more closely linked rural settlers to modern society. 

The first was the expansion of mail order companies such as Montgomery Ward and Sears Roebuck, which 

began in the 1870s and 1880s, making the products of industrial society available to almost everyone. 

   The second change was that the government greatly expanded the rural free deivery system. Farmers no 

longer suffered from a lack of information, and letters, newspapers, advertisements, and catalogs were delivered 

to their homes almost daily. 

   Through photographs, Severa explains and analyzes the fashions of the common people that developed under 

this background. 

 

2. Findings 

   The author has made the following findings from the analysis of her photographs. 

(1) With the popularization of photography, the actual situation of the popularization of clothing, that is, the 

approach to modern costumes, can be read from the photographs. 

(2) The 1880s has a very important meaning in women's fashion. The development of the pattern system made 

it possible to incorporate a certain amount of fashion into home sewing. In addition, mass production of 

Fig.6  circa 1873 
An immigrant family from Denmark 

Courtesy of The State Historical Society of Wisconsin 
(WHi［D31］760) 
Joan Severa, p.342. 
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clothes became possible, and the development of department stores and mail order systems made less 

expensive clothes available in ready-to-wear. We can also see a gradual shift to simpler clothing due to 

changes in lifestyle. However, as the photos show, the change was slow, and it is true that American women 

longed for the high fashion of Europe. In other words, it does not mean that restrictive high fashion 

disappeared immediately, and we can see these garments together in the photographs from this period. 

(3) The social advancement of women had an impact on fashion, and one of the characteristics of women's 

working clothes is the juxtaposition of the high fashion of upper class women and active clothing that 

directly translates into modern clothing. Until then, fashions had been established according to the tastes of 

upper-class women only, but it can be said that the democratization of fashion began during this period. 

1880s women's fashion was characterized by the appearance of bustle garments (photos 193 and 208, Severa, 

pp. 402-403), as well as it is very interesting to see glimpses in the photographs of garments approaching 

the modern costumes (Photo 224, Severa,p.451) that became widespread in the 1890s. 

 

Ⅶ The 1890s 

1. Historical background and characteristics of clothing 

   In the 1890s, mass production of coats, capes, shirts, blouses, skirts, and other items of clothing for women 

as well as men became possible in the U.S. Department stores increased, and the retail catalog market developed. 

In 1896, the Rural Free Delivery program was launched as an experiment. In 1896, the Rural Free Delivery 

program was launched as an experiment, the postal parcel system developed, Montgomery and Ward (1870) and 

Sears and Roebuck (1893) succeeded in catalog shopping, and the Rural Free Delivery program became effective 

after 1896 in conjunction with catalog shopping. This is how shopping by mail order became possible in the 

United States, especially in rural areas. 

 

2. Findings 

   The author has made the following findings based on the analysis of the photographic analysis of Severa in 

this chapter. 

(1) The 1890s is an important transitional period in the history of clothing, as the bustle garments that were 

popular in the 1880s gave way to more modern costumes. It was during this period that the demand for 

ready-to-wear clothing began to become more prevalent, bringing about a major change in women's clothing 

and their perception of the value of clothing. There was a shift from elaborate ornamentation to simpler 

forms of clothing. Lifestyle changes were definitely taking place, and it became economically feasible for 

one person to own a large number and variety of clothes. Paris was still a strong source of fashion, but the 

tendency to cinch the waist was not as prevalent in the United States during this period. 
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(2) However, the home was still a place of production and not necessarily a place of consumption. Mass 

production brought inexpensive ready-to-wear clothes to the market, but many housewives used patterns and 

sewing machines to obtain more up-to-date clothing through home sewing, and lived frugally. 

(3) As women entered the workforce, engaged in work, enjoyed sports, and rode bicycles, there was a great 

demand for simple, functional clothing. This is where the new item, the shirt blouse, comes into play. Since 

this blouse did not have to fit very well, it could be easily made at home and there seemed to be no need to 

buy ready-made clothes. 

(4) Separate skirts could also be easily sewn at home, and cotton home clothes, make-up clothes, and Mother 

Hubbard could also be made at home, in one day. Thus, the American housewife at the end of the 19th 

century lived a rational life, saving money on one hand and buying ready-made clothes on the other. 

(5) Custom-made suits for women were made by men's tailors. 

(6) Women involved in labor can be seen in nurses (Photo 247, Severa, p.503), female factory workers (Photos 

235, 242, Severa, p.488, p.496), and black nurses (Photo 262, Severa, pp.522-523). We also see a woman 

trying to ride a bicycle (Photo 248, Severa,pp.504-505). Severa's commentary on these photographs is very 

clear and informative from the perspective of clothing and labor, clothing and sports. 

(7) In this chapter, the transitional period of the 1890s toward a mass-production, mass-consumption society is 

reflected in 52 photographs of middle- and lower-class people in a very realistic and interesting way. It is 

infinitely profound and enjoyable to decipher the history of American clothing society from each precious 

photograph, while anticipating the 20th century to come.  

Fig.8 1895 
A Lady and Bicycle 

Courtesy of The Atlanta History Center
（4209）  

Joan Severa, p.504. 

Fig.7 1893-1896 
Chapil Plane Factory 

Courtesy of The Connecticut Historical Society (882) 
Joan Severa, p.496. 
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Ⅷ Future Assignment 

   Finally, based on the above findings, I would like to summarize what can be seen about American clothing 

and customs from these photographic materials, what is lacking or has potential for research, and what kind of 

research needs to be done in order to achieve this, in order to suggest a kind of future direction for research. I 

hope to suggest some future directions for research. 

  

(1) Research on the history of clothing in the U.S., including not only upper class clothing from the 1840s to 

the 1890s, but also middle class and lower class clothing, is rare. and Severa's book is a valuable resource 

for research on middle- and lower-class clothing. It is especially valuable in revealing the American customs 

of Native Americans, African Americans, immigrants from Scandinavia, and the everyday and working 

clothes of the common people. 

(2) However, I would like to see more in-depth research on the clothing culture of Native Americans by tribe, 

and on the clothing of immigrants by ethnicity, such as the clothing of Jews, using photographic materials. 

(3) In Japan, books on photographic techniques have been published (see note [Japanese (11)]), but there are no 

books on clothing as seen in American photographs. I am convinced that the translation and publication of 

Severa's major work will bring about the birth of a book on the history of 19th century American clothing, 

especially the history of popular clothing, which is currently lacking in Japan. 

(4) The study of costumes in 20th-century American photographs is an issue for the future. After the Second 

World War, American fashion for Americans was born, breaking away from its European orientation. 

Currently, American clothing researchers are discovering the careers and activities of female clothing 

designers who were active during this period. There is a lack of research in this field. Adequate research 

should be conducted using photographs, fashion magazines, and actual materials in the future. 

(5) The 20th century American fashion designers are discussed in "The Unknown Truth about 20th Century 

American Women Designers: A History of American Fashion Society, Continued" by Masako Hamada 

(Impress P&D POD Publishing Service, April 7, 2021).  

 

   Finally, I would like to add a note about my future writing activities. 

   I am planning to publish the following books in ebook and paperback from Amazon.co.jp. 

   "The Common People's Clothing in Modern American Photographs: Guidebook of Joan Severa, Dressed for 

the Photographer: Ordinary Americans and Fashion, 1840-1900, kent State University Press, 1995." 

 

   Hamada's book is a new study, a guidebook, if you will, to help readers make the most of Severa's 600-page 

book. Based on Severa's photographic analysis, the author has provided an easy-to-understand explanation of 
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the popular dress of modern America as told by photographs from her unique perspective. I have been 

researching American popular clothing for 38 years, and I am very grateful to Severa for her wonderful work, 

which has made it possible for me to publish a popular version of this new research book. 

 I hope that Hamada's guidebook will be of use to the guides of historical tourist sites in Wisconsin above all. 

It would also be a great pleasure if this guidebook could be of help to researchers, archivists, and students of 

clothing to understand Joan Severa's 600-page book, as there are no other books on 19th century American 

popular clothing other than her book. 

 

【Note】References 

Japanese books, Japanese journals, and notes 

(1)  Japanese book: Kaoru Tanno, "World History of Clothing" (Hakusuisha, 1985). 

(2)  Japanese book: Tadashi Aruga, Shoichi Oshimo, "Overview of American History [New Edition] -Dreams 

and Realities of the New World-" (Yuhikaku, 1990). 

(3)  Japanese books: Tadashi Aruga, Shoichi Oshimo, Kosuke Shimura, Takashi Hirano, World History 

Compendium: American History 1 (Yamakawa Shuppansha, 1994). 

(4)  Japanese book: Masako Hamada, A History of American Fashion Society (Tokyo Do Shuppan, 2009). 

(5)  Japanese book: "The age of ready-to-wear clothing: the development of the American clothing industry" 

by Yasuko Kajima (Kasei Kyoikusha, 1988.) 

(6)  Notes: L.J.M. Daguerre, Commentary and translation by Masao Nakazaki, "[Complete translation] 

Daguerreotype instruction manual: History and operation of silver plate photography 

DAGUERREOTYPE" (Asahi Sonorama, 1998). The recommendation on the front cover of this book reads 

as follows. The booklet "The Daguerreotype Manual," which detailed the daguerreotype operation, was 

released in Paris on August 20, 1839, and sold out that day. This book is the first complete translation of 

the long awaited "Daguerreotype Manual," a milestone in photography. It is no exaggeration to say that 

this book is a must-read for all photography enthusiasts, with its detailed "explanations" including the 

prehistory of the invention of the daguerreotype and the secret story of how this revolutionary invention 

was completed. 

(7)  Japanese book: For the invention and development of the sewing machine and sewing machines in Japan, 

see Chiyo Tanaka, Shin Tanaka Chiyo Fukusyoku Jiten (New Tanaka Chiyo's Dictionary of Clothing) 

(Doubunsyoin, 1991). 

(8)  Japanese book: Shino Yasutomo, Shashin no Hajimari Monogatari (The Beginning Story of Photography) 

(Raikosha, 2009). 
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(10)  Translation: Lise V. Junkins, Tetsuro Nakaoka. See Takamatsu Tohru and Nakaoka Shunsuke, Translation: 

A World History of Film and Camera: Technical Innovation and Enterprise, Heibonsha, 1998.  

(11)・Translation:  

① Alan Trachtenberg, translated by Hideyo Ikui and Yasushi Ishii, America: Reading Photography: Images as 

History, Hakusuisha, 1995. 

② L.J.M. Daguerre, Commentary and Translation by Masao Nakazaki, DAGUERREOTYPE, Asahi Sonorama, 

1998. 

③ Leeds V. Junkins, ibid. 

④ C. E. K. Meehan translated by Shinobu Korematsu, The Story of Research and Development in the History 

of Photographic Technology as Told by Dr. Mies, Kodansha Business Partners, 2013. 

・Japanese book: 

Shino Yasutomo, Shashin no Hajimari Monogatari (The Beginning ・Story of Photography) (Raikosha, 2009). 

 

Foreign books and notes 

(1)  Foreign books: Joan Severa, Dressed for the Photographer, Ordinary Americans and Fashion ,1840-1900, 

Kent State University press, Ohio, Kent, 1995. 

(2)  Note: In June 1830, the first hand-colored, watercolor fashion plates were printed in the United States, and 

the magazine in which they appeared was Godey's Lady's Book. For the background of the publication and 

the characteristics of the magazine, please refer to Part II, Chapter 1, Section 4. 

(3)  Foreign book: Robert Taft, Photography and the American Scene, New York: McMillan Co.,1938.  

 

This article is a revised version of " Journal of the Japan Society for Historical Mannes and Customs 

58-02_Minor Special Feature_Masako Hamada's " Mannes and Customs Studies in Photographs in Modern 

America: Based on Joan Severa's Research," with additions and revisions based on her subsequent research 

findings. 

  



一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念財団 

森下財団紀要 第７号 

 
Morisita Memorial & Research Foundation 

Journal of Morisita Memorial Research No.7 

23 

 



保険金詐欺疑義事案に対する調査手法についての一考察 
日野 一成 

 24 

【 論 文 】 
 
保険金詐欺疑義事案に対する調査手法についての一考察 
A study about research techniques against insurance fraud cases 

 
日野 一成* 

Kazunari Hino 

【要 旨】 

保険の基本的機能は、個人・企業あるいはその他の組織に対し、純粋危険の発生から生じる可能性のある経済的

損害に対する保護を提供することである。すなわち、その主要な価値は、付保された危険事故の作用によって現

実に発生する損害の規模に影響を与えることではなく、むしろリスクに対する社会の対応から生じる費用を極小

化することにある。 
 一方、保険会社の収益性は、保険金に係る損害費用を通じて、危険事故によって顕在化する現実損害に密接に

関連することから、保険会社は損害費用の適正化を導くことに関心を示すのであり、保険金詐欺疑義事案であれ

ば、特にその適正な対応が要請される。 
 そこで本稿では、保険金詐欺疑義事案に対する適正化を図る手段としての調査に係る手法等についてささやか

な考察を行うものである。 
 
キーワード：モラルリスク、保険金詐欺、保険調査  
 
 

１．はじめに 

 米国の保険学者は、一般的にモラルハザード（moral hazard）とモラールハザード（morale hazard）

を次のように区別している。すなわち、モラルハザード（moral hazard)は、積極的に問題を引き起こそ

うとしたり、あるいは、もしも損害が発生した場合に、その拡大を食い止めるためにほとんど何もし

ないか、あるいは結果的に生じる保険金請求を不正に水増ししようとしたりするところの被保険者の

性格から生じる事情として取り扱われる。一方、モラールハザード（morale hazard）は、保険によって

保護されているために、多くの被保険者が損害防止に対してほとんど注意を払わない、という人々の

態度を説明するために用いられる1。 

 保険会社は、保険金請求にかかわるモラルハザード（moral hazard）やモラールハザード（morale hazard）

 
* 鹿児島国際大学経済学部教授 Professor, Faculty of Economics, The International University of Kagoshima 
1 R・Ｌ・カーター著・玉田巧＝高尾厚共訳『保険経済学序説』（千倉書房、1988 年）57 頁参照。Ｓ・Ｅ・ハリソ

ン＋Ｇ・Ｒ・ニーハウス、米山高生＋箸方幹逸監訳、岡田太＋柳瀬典由＋石坂元一＋諏訪吉彦＋曽耀鋒『保険と

リスクマネジメント』（東洋経済新報社、2007 年）295 頁参照。具体例として、ボブという人物が帰宅して就寝

しようとしているときに、５マイル離れた事務所の鍵をかけ忘れ、パソコンを置いたままにしていたことに気づ

いた場合を仮定し、ボブがパソコンの盗難による損失を保険カバーの有無によって、行動の相違、すなわち、保

険に加入していたならば、ボブが事務所に戻らないと推定している。筆者は、本ケースでの説明は的を射ないも

のと考える。すなわち、パソコン自体の価値に対するカバーを保険で行うことができたとしても、パソコン内の

データ関連の損失までもカバーすることはできないと考えるからであり、具体例としては不適切と考えられる。

田村祐一郎『モラルハザードは倫理崩壊か』（千倉書房,2008 年）212 頁参照。田村は、「この概念に触れる論者

は、用語はともかくとして、保険による不注意増進効果を確信している。確かに保険犯罪の意味であれば、モラ

ルハザードは保険犯罪が発覚するかぎりにおいて実在する。しかし、残念ながらモラールハザードの方は実在が

証明されていない」と指摘している。 
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の悪影響を十分に承知しており2、危険選択、保険約款、保険金請求に伴う損害査定、損害防止の調査

等を通じて、保険契約者ないし被保険者に対するコントロールを積極的に行おうとし、差別的な保険

料率の適用や損害防止活動を通じてリスクの軽減を図ろうとする。 

 ここで重要な点は、保険サーベイヤー（insurance surveyors）の活動であり、個々のリスクを評価す

るのに必要な情報を保険会社に提供したり、モラルハザードに対して若干のコントロールを行使した

り、リスク改善のための勧告を行ったりすることが可能である。 

 すなわち、保険会社に任命された鑑定人（claims official）や損害査定人（loss adjusters）3は、損害に

関する鑑定や査定を通じて保険金の適正化に寄与している4。 

保険の基本的機能は、個人・企業あるいはその他の組織に対し、純粋危険（pure risk）の発生から生じ

る可能性のある経済的損害に対する保護を提供することである。すなわち、その主要な価値は、付保

された危険事故の作用によって現実に発生する損害の規模に影響を与えることではなく、むしろリス

クに対する社会の対応から生じる費用を極小化することにあると考えられる5。 

 一方、保険会社の収益性は、保険金に係る損害費用を通じて、危険事故によって顕在化する現実損

害に密接に関連することから、保険会社は損害費用の適正化を導くことに関心を示すのであり、モラ

ルハザードであれば、特にその適正な対応が要請される。 

 そこで、本稿では、狭義のモラルハザード、すなわち、モラルリスク（保険金詐欺疑義）事案に対

する適正化を図る手段としての調査、とりわけその手法等について考察を行うことを課題としたい。 

 

２．モラルリスクとは何か 

（１）何故、保険会社は保険金詐欺(疑義)事案をモラルリスクと呼ぶのか 

 保険研究者において、モラルハザードやモラールハザードの言葉の用法に一致が見られず、田村の

分類では、８通りの用法があるとされる6。 

 しかし、日本の保険業界において、保険金の不正請求という意味でのモラルハザード(moral hazard)

 
2 中林真理子『リスクマネジメントと企業倫理』(千倉書房、2003年）23頁参照。中林は、個人の行為に関係す

るハザードとして、パーソナルハザードを指摘し、保険市場では、保険の存在に相関するパーソナルハザードが

問題であるとする。すなわち、犯罪行為や保険事故を引き起こしたり拡大させる故意や悪意、さらに重過失をモ

ラルハザード、これに至らない過失をモラールハザード、また、悪意はないものの積極的に行った判断が結果的

に損失を引きこしたり拡大させる場合には、ジャッジメントハザードとされるとしている。 
3 火災原因鑑定に関する著書として、小林良夫『火災鑑定 放火犯は自宅に火を放つ！』（メディカルファクトリ

ー、2009 年）、技術アジャスターのモラルリスク対応に関する事例の著書として、大空真『自動車保険金の不正・

不当請求事件を暴く」(ブックウェイ、2013年）参照。 
4 本稿では、鑑定人（claims official）や損害査定人（loss adjusters）について言及したが、保険会社の保険

金支払部署の社員の役割の重要性は論を待たない。 
5 カーター前掲注 1・53頁参照。 
6 田村・前掲注１・81 頁参照。 
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は、「倫理の欠如」と邦訳され、それを「道徳的危険」と置き換え7、モラルリスク(moral risk)8という

和製英語が創造、使用されている9。 

 この点、保険業界が使用するモラルリスクという文言は、本来、極端な形態のモラルハザード10であ

り、刑法上の詐欺罪に抵触する行為、すなわち「保険金詐欺」を指しているものであり11、保険経済学

でいうところのモラルハザードとは別のものであると考えられる12。 

 しかし、保険業界がモラルリスクという文言を使用することで、そこには保険がもつリスクの移転

手段の機能におけるリスクとの厳格な意味での相違が曖昧になり、費用対効果の観点から13、その排

除に対する厳格さが必ずしも十分ではないことが想定され得る14。 

 すなわち、保険会社がこのモラルリスクを厳格に排除するためには、モラルリスクという文言を廃

し、「保険金詐欺疑義事案」という文言に置き換えていく必要があると考えられる15。すなわち、この

保険金詐欺疑義に対し、保険会社の社員がその疑いを認知した段階で、その排除に対する取り組みの

不作為があった場合には、保険会社の社員側に「保険金詐欺幇助」という刑法上の問題が生じ得る16。

とりわけ、保険金詐欺として、刑事上、立件された事案はなおさらであり、その排除に対する真摯な

取り組みが必須となる17。 

 
7 山下友信＋米山高生『保険法解説』（有斐閣、2010年）173頁参照。この用語に関連して、「道徳危険事実」と

いう用語があるが、生命保険において、保険契約者側の関係者が故意の事故招致等により不正な保険給付を受け

る意図を有している事実をさす。 
8 田村・前掲注１・82頁参照。モラルリスクの文言を田村が見た最古の例として、近藤成虎「火災保険ニ於ケル

道徳的危険ニ就テ」『保険雑誌』一二三（明治三九年）で、「道徳ノ危険（Moral risk)」と書かれていたとして

いる。 
9 山下＋米山・前掲注７・392 頁参照。モラルハザードの第２分類として、保険契約者が保険事故の発生確率を

意図的に高めることによって保険契約を自身に有利なものとすることを指摘し、それを狭義のモラルハザードあ

るいはモラルリスクと呼ばれるとしているが、保険業界では、モラルリスクというのが一般的であると考えられ

る。 
10 カーター前掲注 1・298 頁参照。 
11 杉野文俊『保険とリスクマネジメント』(白桃書房、2014年）87 頁参照。杉野は、モラルリスクにかかわる保

険犯罪を次の３類型としている。(1)故意による保険事故招致、(2)保険事故の捏造、(3)保険事故の原因・内容

の偽装。 
12 米山高生『リスクと保険の基礎理論』（同文館出版、平成 24年）184頁参照。 
13 たとえば、10 万円の保険金不正請求に対し、50 万円以上の調査費用をかけて排除に取り組むのかという命題

である。 
14 拙稿「自動車損害賠償事案における柔道整復師の施術に関する一考察」(鹿児島経済論集第 60巻第 2号、2019

年 9月）242頁参照。損害賠償事案や傷害保険事案の問題として、柔道整復師の施術の問題が認められる。すな

わち、2017 年度の全医療機関における被害者一人あたりの診療期間は 68.4日（実診療日数 19.4日）であるが、

柔道整復師施術所では、被害者一人あたりの施術期間は、105.2 日（実施術日数 48.4 日）となっている。これ

は、医師にかかるよりも柔道整復師にかかる方が、賠償額や傷害保険金を多く受け取れるということを示してお

り、そこに作為的な要素が加わる可能性があり、そのような問題にも厳格に対処することが望まれる。 
15 拙稿「（超低速度衝突）むち打ち損傷受傷疑義事案に対する一考察 ―工学的知見に対する再評価として― 」

（損害保険研究第 79 巻第 1 号、2017 年）159 頁以下参照。保険金詐欺疑義事案に並んで、損害賠償事案におけ

る被害者の不正請求が認められるが、本稿では、保険金詐欺疑義事案について考察している。 
16 拙稿「火災保険における被保険者関与の放火の推認」(鹿児島経済論集第 60巻第 4号、2020年 3月）746頁参

照。 
17 一花正章『保険詐欺の手口 ―事実は小説よりも奇なり』(文芸社、2002 年）49 頁参照。一花は、保険詐欺は

詐欺を働こうとしたり、その行為をした者が悪いことは明白としつつ、そういう行為をさせるような風土なり土

壌が保険会社になかったか、という視点も詐欺の動機を考える上で需要であるとして、保険会社のスキについて

問題提起をしている。 
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 また、そうでなかったとしても、そのような事案が一般事案として扱われるのであれば、善良な保

険契約者にとっては、保険料率上、期待損失コストを上回る負担をすることになり、保険会社側の不

作為は保険契約者に対する背信的な行為という問題も生じ得ると考えられる18。 

 

（２）保険募集人の契約引受姿勢 

 保険金殺人の主犯は、その多くが保険金受取人であり、保険がなければ、殺人を起こすことはなか

ったかもしれない。すなわち、そこには、「保険なければ殺人なし」との条件関係が認められる。つま

り、保険契約の当事者である保険会社の保険募集人（以下、「保険募集人」という）が被害者を被保険

者とする保険契約をもう一方の保険契約当事者である保険契約者と締結しなければ、被保険者は殺害

されることは無かったという条件関係があり、このような場合、保険募集人の保険募集行為と被害者

の死亡との「事実的因果関係」が認められるということになる19。 

 そうすると、民法 70９条により、保険募集人が被害者遺族に対して、損害賠償責任が認められるに

は、保険募集上の瑕疵に加え、「相当因果関係」を必要とされるから、「事実的因果関係」との相違点

は、「相当性」ということになる。この相当性の意味は、「結果発生の予見性」や「結果発生の蓋然性」

と考えられ、保険契約に関し、保険募集人をして、結果発生（被保険者の殺害）について、予見性が

認められれば、保険募集人に保険募集上の瑕疵や相当因果関係が認められ、被保険者（相続人）に対

する損害賠償責任が生じる可能性があることを意味する。これは、一般的には考えらえていないが、

不法行為の成立要件の観点からは考え得ることである。 

例えば、損害賠償では、被保険者の年齢と現在収入から逸失利益が算定されることが一般的である。

人が将来必要となる金額は、扶養家族数等によって個人差があるが、逸失利益を算定し、将来の必要

額を想定したうえで、その範囲内において生命保険契約の募集に当たるのが合理的である。 

しかし、その額を著しく超えるような死亡保険金額が設定されるときには、保険募集人の保険募集上

の瑕疵（過失）が問題として問われ得る。そこには、過失の概念である「結果発生の予見性」が問題

となるが、逆に被害者の相続人からすれば、この予見可能性を立証することで、因果関係の「相当性」

や保険募集人の「過失」を同時に立証するという場面も考えられる。 

したがって、保険募集人は契約の締結に際し、合理性の範囲での契約に臨む必要があり20、専門的職業

人としての適正な態度を貫く必要があると考えられる。 

 
18 東京海上日動火災保険株式会社編著『損害保険の法務と実務』(ぎょうせい、2010年)323頁参照。善意契約性

の上に成り立つ保険契約の健全性を維持するためには、モラルリスクの排除は極めて重要と考えられる。 
19 拙稿「海外旅行傷害保険における同伴者による被保険者の故殺と免責条項の適用」(鹿児島経済論集第 61巻第

2号、2020年９月）99 頁以下参照。海外旅行者傷害保険では、同伴者が互いに保険金受取人の指定を行うことも

あり得るが、通常は相続人が受取人になる。 
20 日本生命保険生命保険研究会編『生命保険の法務と実務 第３版』(金融財政事情研究会、2016 年）109 頁参

照。高額保険、特に高額定期保険の死因では自殺が多い傾向にあり、この現象は、このような属性の保険契約に、

モラルリスクの混入した契約が含まれている危険性が高いために生じるものであるとしている。 
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（３）保険会社による警察との連携の重要性 

 保険金詐欺疑義事案を排除することは、保険会社に要請される社会的使命であり、当該事案の費用

対効果の観点で判断されるべきではなく、厳格に排除されなければならないと考えられる。すなわち、

これは、各都道府県警察本部においても、保険金詐欺を専門に扱う部署も認められるが、要員的には

必ずしも十分ではない警察組織も多く、保険会社の積極的な情報提供と警察との連携が重要である。

また、警察の保険金詐欺摘発体制は国家的な課題ともいうべきものであり、その当事者性の観点から

保険会社の果たすべき役割は重要であると考えられる21。 

 

３．訴訟における保険調査報告書の評価 

 訴訟における保険調査報告書の扱いについて、さいたま地判平成 16 年３月 11 日交民集 37 巻２号

321頁を手掛かりとして確認しておきたい。 

（１）事案の概要 

 Ａは、平成 13年２月 22 日午前５時ころ、Ｂ所有の普通乗用自動車（以下「本件自動車」という）

を運転し、国道一七号線を戸田市方面から上尾市方面に時速 70ないし 80キロメートルで直進進行中、

同日午前５時頃、さいたま市北区宮原町４丁目 105 番地先路上で、赤色信号で停車していたＣ運転の

普通貨物自動車に追突する交通事故を起こし、本件自動車の助手席に同乗していた原告Ｘに頸髄損傷、

第五頸椎骨折の傷害を負わせた。 

 本件自動車が任意保険無保険であるため、Ａを被保険者とする被告保険会社Ｙの他車運転危険担保

特約が対象となるか、すなわち、本件自動車が同特約において被保険自動車とみなされない「常時使

用する自動車」に該当するか否かについて争われ、ＸがＹに対する直接請求権を行使し、同特約の適

用が認められた事例である。 

 （その際に、保険調査員の調査に関連する判断がなされており、主にその点についてのみ記載する） 

 

（２）被告Ｙの抗弁 

①常時使用する自動車への該当  

 ア 本件保険契約の他車運転特約において、被保険自動車とみなす他の自動車から、被保険者、その

配偶者または被保険者の同居の親族が常時使用する自動車を除くものとされている。  

 イ しかるに、本件自動車は、もと訴外Ｄの所有であったものであるところ、平成 12年 12月１日こ

ろ、Ｂが譲り受け、その後同 13年１月 28 日ころ、Ａに預けたものである。そしてＡは預かった後、

一度もＢに返還することなく、継続して保管、使用していた。しかも、使用についてもＡは本件自動

 
21 生損保保険協会ベースでの警察組織に対する出向も検討すべき課題であると考えられる。 
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車の鍵を預かり、Ｂから自由な使用を認められており、燃料についてもＡが入れており、Ｂは、保管

場所が見つからない場合、本件自動車をＡに譲渡してもよいと述べていた。  

 ウ このように長期間継続して本件自動車を保管、使用し、その自由な使用を認められていた上、

本件事故当日も、他人を同乗させ、自宅まで送り迎えしており、本件自動車に対する事実上の支配は

Ａにあったというべきであるので、本件自動車は、Ａにとって、上記特約所定の「常時使用する自動

車」に該当するというべきである。  

 エ したがって、本件自動車による事故につき、本件保険契約の他車運転特約は適用されない。 

 

（３）抗弁に対する認否  

 ①抗弁①について  

 ア イのうち、Ｂが本件自動車をＤから譲り受けたこと及びＡ宅に置いていたことは認め、ＢがＡ

に同自動車を譲渡してもよいと述べたことは否認する。保険調査会社作成の報告書（乙第二号証、以

下「本件報告書」という）には、ＢがＡに対し、本件自動車を譲渡する意思であったかのように述べ

た箇所があるが、これも、勤務中に調査を受け、誘導的な質問のためにこうした答えとなったもので、

Ｂの真意とは異なる。  

 イ ウのうちＡが本件自動車の事実上の支配をしていたことは争う。Ａは、父所有の乗用車と小型

トラックを使用しており、本件自動車を日常的に使用する必要はなく、また、アルバイト先への出勤

やドライブの際は本件自動車を使用していなかった。Ａが本件自動車を使用したのは、本件事故の際

も含めて２ないし３回に過ぎない。 

 

（４）裁判所の判断 

 ①保険調査会社である有限会社ＳＫＲの調査員であるＥ（以下、「調査員Ｅ」という）は、平成 14

年４月９日、あらかじめ約束を取り付けた上で、Ｂの勤務先を尋ね、Ｂに対し、本件自動車をＡに預

けた経緯などについて尋ねた。このとき、Ｂは、仕事中であり、仕事をしながら調査員Ｅの調査に応

じ、調査員Ｅも、従業員が顧客と接するカウンターのところに立ち、Ｂへの質問をした。そして、Ｂ

は、Ａに本件自動車を預けたり、また、本件事故が起きてから、１年以上が経過して記憶も薄れてお

り、また、仕事をしながらの対応であり、かつ、自己の供述内容が、本件契約の他車運転特約の適用

の成否に関わるという認識もなかったことから、必ずしも正確に受け答えをしたわけではなかった。  

 そして、調査員Ｅは、Ｂに対し、本件自動車をＡからＢに返還する時期は、未定だったか尋ねると、

Ｂは未定である旨答えた。さらに、Ａは、Ｂに対し、もし、Ｂにおいて駐車場を確保できなかった場

合は、Ａに譲渡する意思もあったのではないかと質問したところ、Ｂも、そうした意思も全く否定で

きないと考えて、これを肯定する答えをした。  

 そして、Ｂは、調査員Ｅから求められて、「確認書」と題する書面の「六・当該車両の返却予定日時」
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という項目に、自筆で、「未定 自分が使わなかった場合、Ａに譲渡する予定でした」と記載し、調査

員Ｅ作成の本件報告書にも、調査員Ｅの「返却予定は未定でしたか」との質問に対するＢの答えとし

て、「未定でした。もし、駐車場が見つからず、保管場所が確保できなかった場合、Ａさんに譲渡する

つもりでした」という記載がある。しかし、前記調査員Ｅの、駐車場が見つからなかった場合どうす

るつもりだったのかという質問は記載しなかった。調査員ＥによるＢへの調査は、Ｂが上記確認書へ

の記入をした時間も含め、約 20 分ないし約 30 分を要した。 

 ②前記のとおり、本件報告書には、Ｂの自筆の確認書を含め、同人がＡに譲渡する意図があったか

のような記載がある。しかし、これは前記のとおり、Ｂにおいて、本件事故等から１年以上が経過し、

かつ、他車運転特約の成否に関する問題であるとの認識に欠け、仕事をしながらの状態で、調査員Ｅ

による質問（しかも、その質問自体は記載されていない）に誘導される形でなされたものと評価でき、

Ｂの正確な認識が述べられたものとは評価できない。 

 

（５）考察 

 ①本件の保険調査上の問題は次の２点である。１点目は、1億円を超える損害賠償認定事案であり、

他車運転特約の対象となる事故か否かは、事故当初に確認されるべきものであり、事故後１年を経過

した時点での調査の実施それ自体に問題があると考えられる。 

 ２点目は、保険調査員は、車両所有者のＢの職場において、仕事中に立ち話で行われており、調査

員ＥによるＢへの調査は、Ｂが「確認書」への記入をした時間も含め、20 分ないし 30 分程度のもの

であり、調査確認のレベルに問題があったと考えられる。 

 １点目は保険会社の問題であり、２点目は保険調査会社の問題であるが、保険調査の内容が保険会社

の指示による定型的な調査の可能性があり、保険会社の指示の問題かもしれない。しかし、それを受

託した保険調査会社としては、事案の特殊性からより踏み込んだ確認を行うべきであったと考えられ

る。 

 ②本件での保険調査について 

 例えば、他車運転特約については、すでに以下のように下級審裁判例も多くあり、これらを参考と

して必要な事項を詳細に確認すべきであったと考えられる。 

（ⅰ）函館地判平成元年７月 12 日 交民集 22巻４号 840頁 

 「常時使用」に当たるか否かは、当該他車を使用するに当たって被保険者に許容された使用上の裁

量の程度、被保険者における他車の使用目的、使用期間及び使用頻度・回数等の事情を総合勘案して

判断するのが相当である。 

（ⅱ）横浜地小田原支判平成元年９月 21 日自動車保険ジャーナル第 830号 

 認定事実によれば、被告車は昭和 60年３月 12日の売買契約に基づき広瀬から被告康守に売渡され、

同月 17 日その引渡もなされ、同年５月 19 日から本件事故時まで同被告が被告車を排他的に所有して
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いたものと認められるので被告車は本件特約にいう『他車』には当らないものというべきである。 

（ⅲ）東京地判平成３年１月 18 日交民集 24巻１号 56頁 

 本件事故後に、原告は、警察官に対し、購入した車である旨供述していることが認められ、これに

加えて、原告は、事故発生車を夜間使用するという制限があったものの、原告に許容された使用上の

裁量の程度は広く、使用目的は自由であり、使用期間内における使用頻度、回数、時間等の諸事情を

総合勘案して判断すれば、原告には事故発生車に対する所有意思が認められ、原告の使用は、本件特

約第２条ただし書にいう常時使用する自動車に当たるものとするのが相当であるから原告の被告に対

する請求は理由がない。 

（ⅳ）東京地判平成 11年２月９日判例時報 1684号 104頁 

 被保険者らが「常時使用する自動車」とは、その使用状況に鑑みて、事実上被保険者らが所有して

いるものと評価し得る程の支配力を及ぼしている自動車を指すものと解するのが相当である。 

（ⅴ）東京地判平成 12年 11月６日（控訴）自動車保険ジャーナル第 1384号 

 「常時使用している場合」とは、被保険者やその家族が、その使用状況に照らして、事実上所有し

ているのと同程度の支配力を及ぼしていると評価できる場合を指すものと解するのが相当である。 

（ⅵ）名古屋高判平成 15年５月 15 日交民集 36巻３号 603頁（確定） 

 被保険自動車以外の自動車が、他車運転危険担保特約における『他の自動車』から除外されること

となる『常時使用する自動車』に該当するかどうかは、当該自動車の使用期間、使用目的、使用頻度、

使用についての裁量権の有無等に照らし、当該自動車の使用が、被保険自動車の使用について予測さ

れる危険の範囲を逸脱したものと評価されるものか否かによって判断すべきものである。  

（ⅶ）東京地判平成１８年９月２７日判決（確定）自動車保険ジャーナル第 1660号 

被告車両に対する支配関係、使用期間、使用頻度、使用目的等を総合すると、被告車 

両は、他車運転危険担保特約にいう「常時使用する自動車」に該当するというべきである。 

 

４．保険金詐欺疑義事案に対する調査22 

（1）保険金詐欺疑義事案に対する調査の要領 

①保険調査に対するスタンス 

保険金請求事案は、真正不真正に関わらず、保険事故の発生を前提としており、全ての事故が唯一無

二の事象であり、多面的かつ相対的であると考えられる。また、対立関係にある事象においても、一

定の条件下において、一定の繋がりを有している。したがって、最終的には訴訟において、正確な事

 
22 本内容は、近畿損害調査事務所代表橋本経之氏（故人）の教示によるころが大きい。 
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実認定のもとに、立証責任の観点から23、有無責の判断がなされるべきものと考えられる24。そこで、

保険調査においては、正確な事実認定を行うために、当該事案資料の分析、調査手順の立案、調査の

実施を行い、その上で調査結果の総合的な考察を踏まえ25、調査報告書の作成を行う必要がある26。  

②保険調査に対する対処方法 

 保険調査では、保険調査員が調査対象者から基本的に歓迎されるものではなく、被保険者に対する保

険会社の調査協力要請や保険約款上の調査協力義務27を前提に調査を実施するものであるから、そこ

には自ずと調査の限界というものがある。しかし、調査対象者との約束時間を遵守したり、調査対象

者が時間を遵守しなくても平穏に待機したりしながら調査を実施することが、調査業務の手順である

と考えれば、一般的な対人折衝業務を伴うビジネスとの差異はないと考えられる28。 

 実際の調査では、調査対象者との良好な人間関係構築に努めながら対話を通じて調査を進め、関係

資料を含む情報の開示を依頼する必要があり、調査対象者に対する人権尊重や守秘義務遵守、法律遵

守等は、極めて重要と考えられる。また、調査対象者に対し、事前に調査目的を明示することは、説

明責任および調査の円滑性の観点から必要である。 

 さらに調査対象者に対する面談のアポイントメントは正確な記録を残すとの観点から携帯電話間で

行うのが好ましく、調査対象者に対する面談時の言動や態度、服装は高度な配慮が必要である。また、

調査対象者に対する言葉使いとして、「疑う」や「詐欺」という言葉は絶対的な禁句であり、「確かめ

たい」や「不実」等に置き換えての言葉使いが原則であると考えられる。 

 これに対し、保険金請求者である被保険者等の調査対象者はゲーム感覚で保険金詐欺をおこなうこ

 
23 拙稿「対人・対物賠償責任保険における事故の偶然性の立証責任」(鹿児島経済論集第 59 巻第 2 号、2018 年

12月）155 頁以下参照。従来の立証責任の観点は、物保険と傷害保険について論じられているが、モラルリスク

の排除の観点からは、賠償責任保険についてもその観点から論じることも必要と考えられる。 
24 拙稿「車両保険における車両盗難事故の外形的事実の認定」(鹿児島経済論集第 61 巻第 1 号、2020 年６月）

47 頁以下参照。判例では、車両盗難事故の外形的事実の立証責任は被保険者が負うとしており、同事案の調査に

おいては、最終的に被保険者において、車両盗難の外形的事実（「被保険者の占有に係る被保険自動車が保険金

請求者の主張する所在場所に置かれていたこと」および「被保険者以外の者がその場所から被保険自動車を持ち

去ったこと」）の立証の可否について事実調査を行う必要があると考えられる。 
25 拙稿「生命共済請求における私闘免責 ―特定抗争指定暴力団の事例― 」(鹿児島経済論集第 60 巻第 2 号、

2020 年 9 月）本事案はモラルリスクではないが、特定抗争指定暴力団に指定された暴力団幹部が氏名不詳の者

に殺害された事案において、「私闘免責」が福岡高裁においても認められなかった事案である。 

暴力団同士の抗争状態下であり、「抗争」という行為を全体的に捉える必要があり、本事案における調査もその

ような前提で行われる必要があったと考えられる。 
26 拙稿「自動車保険アフロス契約についての一考察 ―最近の裁判例を手掛かりに― 」(鹿児島経済論集第 60巻

第 1 号、2019 年）96 頁参照。アフロス契約では、事故発生日時と契約締結日時との関係性が問題となるが、特

に自動車保険では IT の進化に伴い、デジタルなログ情報の確認を通じて、その真偽の判定が容易になっている

状況もあり、事実認定については、事案ごとに応じた適切な対応が望まれる。 
27 「自動車保険の解説」編集員会編『自動車保険の解説 2017』（保険毎日新聞社、2017 年）225 頁参照。自動車

保険約款の基本条項（事故発生時の義務）「当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合に

は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること」として、調査協力義務

を規定している。この調査協力義務に違反した場合には、「それによって当社が被った損害の額を」差し引いて

保険金を支払うとの規定をしている。 
28 尤も、調査対象者が故意に時間を守らないこともあり、そのような行為についても調査の判断要素のうちと

考えることも重要と考えられる。 
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とが多く、調査員の質問事項等や言動の端々を捉えて揚げ足とり的な反撃を行うこともある。その際

には、保険約款における問題点を明示し、丁寧に説明を行う必要がある。その前提として、当該事案

に対する客観的な把握や解析を十分行っておく必要があり、その場の不都合を回避するために間違っ

ても虚言を弄してはならない。 

 ③調査対象者からの提供資料、指示項目等の解析 

 調査過程で浮かび上がった約款に抵触しそうな項目については、躊躇なく、その理由を説明して、

資料の追加提供を調査対象者に依頼するべきである。すなわち、保険会社が提供した事故受付票によ

る事故状況を事故当事者の立場にたって事故前後の詳細を時系列的、地理的、行動的に想定し、すで

に掌握した事実と照合しながら、曖昧点や不明点、矛盾点を列挙していく。そのうえで、保険金請求

者や関係者の歴史的、環境的背景を掌握するために、車両や携行品、被害備品等の保有歴と入手資料、

免許証、許可証等の資格歴、職歴、事故・保険金請求歴、家族・世帯主・同居人、動産および不動産

の所有内容、確定申告書・納税証明書・源泉徴収票、預金通帳等の収入資料、等の情報・資料開示リ

ストを提供し、情報開示を要請する。 

 

（２）個別の調査手順・面談聴取項目案 

 ①面談アポイントメント 

 調査員の身分を明らかにして、調査目的の概要を述べ、所要時間、本人確認のための運転免許証等、

同意書用の印鑑の用意を要請。日時、場所は本人都合を優先する。あらかじめ、同意書用紙の作成日・

事故日・提供先等を鉛筆書きした同意書用紙と、箇条書きした開示資料要請書および返信用封筒数枚

を用意する。また、「面談調査聴取項目案」を作成し、面談時に提示すべき書類・写真・地図を精査し

選択しておく。 

 ②面談 

 名刺交換、身分証明書を開示して、人権尊重および守秘義務遵守、法律遵守、調査目的の概要を説

明。同意書の用紙を手渡して鉛筆書き部分の本人による清書と署名、捺印を求める。以下の調査目的

を説明した後に、開示資料要請書を渡して、項目ごとの詳細聴取を終えてから調査対象者と協議して

必要な資料を決めたい旨を説明する。 

 ③調査目的 

 例えば次のような説明を実施する。「本件は保険金高額支払い見込み事案であり、事故報告内容や初

動確認を補完するための確認が目的です。業務上、秘密は厳守します。本件では、相手方が不明のた

め、本件事故についての形式的な質問事項以外に、被保険者側の多面的な情報も必要です。この結果、

プライバシー上の問題に抵触する可能性があるかもしれませんが、問題のない範囲で極力情報開示を

お願います。どうしても回答したくない事項は、合理的な理由をおきかせ願えれば、保険会社に伝え

ます」。 
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 ④面談聴取 

 あらかじめ用意した調査項目ごとに詳細な聴取を実施する。聴取の流れの中で、確認内容が本筋よ

り逸れていても、後の総合判断の上で重要と考えられる事項は聞き出し、メモ書きしておくことが望

ましい。 

 ⑤面談終了 

 調査対象者の面談聴取協力へのお礼を述べ、確認した内容について、「確認書」を作成するので、そ

の内容を調査対象者に確認してもらうために、再面談を依頼する。調査対象者が再面談に応じない場

合等は、無理に面談要請を行わず、郵送で確認書を送付する旨、申し入れ、了解を得る。 

 ⑥確認書作成 

 面談終了後、別途、その内容を「確認書」として作成する。そのうえで、再面談アポイントメント

をいれ、面談を実施し、確認書の内容を読み聞かせ訂正等を行い、相違のないことを互いに確認した

旨を追記して署名を求める。署名を拒否したときは理由を聞き、その旨を文責者が自筆する。再面談

が困難な場合は、郵送し「確認書」の訂正および署名捺印を求める。「確認書」を受領後、電話により、

「確認書」の内容に相違がなかったか再確認するなど、「確認書」を異義のない状態で取得する。 

 

（３）事故状況確認調査項目（案） 

 事案や保険種目ごとに以下（本稿では自動車事故を例とする）のような項目を取捨選択し、調査項

目を策定する。 

①事故状況 

 事故発生日時、場所、天候、ワイパーの使用、規制、道幅、出発地点・時刻、立寄先・行き先、運

転車両・車番、車両所有者名・使用者名、運転者氏名・年齢・職業・住所。同乗者氏名・年齢・職業、

シートベルトの使用の有無、積載品・牽引物、その方法・手段・地点、同行車両・運転者氏名・同乗

者氏名、運転目的、運転免許証の現認。 

②事故直前状況 

 進行方向・ライト角度・速度・前後左右の状況、最初に危険を感じた理由とその距離、相手方の動

向、講じた緊急回避行動と効果。 

③事故発生から停止まで 

 衝突地点、衝突部位、衝突音、衝撃・反動による二次衝突、停車・停止、衝突地点とエンスト等の

状況、損壊・受傷程度、目撃者・降車地点、双方の第一声と対応、車両の移動時刻・場所。 

④通報など 

 参集者、通報先順位・方法と対応・指示の内容、代理店等への通知方法・日時。 

⑤警察・消防の臨場 

 到着順位・手段・時期・対応内容、提示書類名、アルコール検査の有無・検査場所・方法、アルコ
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ール数値の開示、鑑識票の作成、事故状況についての双方の主張・警察の見解、見分立会、現場を離

れた時刻・手段・帰着時刻、調書作成日・場所・送致の有無。 

⑥事後処理 

 事故車両の入庫方法・日時・入庫先名・場所・立会者氏名、損傷跡確認日・確認者氏名損傷部位・

程度、古傷の有無。 

⑦その他 

  実況見分調書、信号機表示周期表、ドライブレコーダー29、ＥＴＣ履歴、事故発生時の現場写真、診

療録、人身・物損事故歴、車両盗難・部品・積載品盗難被害歴、車両乗換歴、任意保険付保歴、契約

内容遍歴。飲酒気配の事故：鑑識票項目に準じて飲酒時間帯・場所・店名・同席者氏名・注文品名、

クレジットカード使用歴。酒の種類・銘柄・数・被害申告額・購入年月日・購入先・金額・領収証・

資金源の証明方法。 

 

５．おわりに 

 保険会社が私企業である以上、そこには収益性が重要であり、保険業法等、企業存続性の観点から、

その重要性は一般企業よりも高いと考えられる。その結果、とりわけ、保険金詐欺疑義事案について

は、収益性の観点から考えれば、費用対効果の選択肢もあり得るようにみられるが、長期的視点に立

てば、その選択肢は誤りであり、徹底した排除が必要であると考えられる。そのためには、この対策

を専門的に行う部署の創設が望ましいと考えられるが、そこには社員および社外調査機関の保険調査

員の育成が極めて重要であると考えられる。 

 最後に、その為には、保険調査員のあるべき姿を示す必要があるのではないかと考えられ、筆者は、

この点、以下の「保険調査員心得５箇条」を提案しておきたい。 

（１）調査員は一貫して中立、公正な調査態度を貫かなければならない30。 

（２）調査員は職業的懐疑心を常に保持しなければならない31。 

（３）調査員は専門的知識および能力の向上に努めなければならない。 

（４）調査員は調査品質のレベル維持‣向上に努めなければならない。 

（５）調査員は情報管理に厳重に留意し、コンプライアンスを遵守しなければならない。 

 

 

 
29 大島眞一『交通事故事件の実務 ―裁判官の視点― 』(新日本法規出版、2020年）191 頁参照。ドライブレコ

ーダーの記録は、代替性のない資料であり、客観的な証拠の一つとして有用としている。 
30 保険調査員は保険会社との業務委託に基づいて業務を行っていることから、保険会社に従属的な身分である

と捉えがちであるが、その業務の本質からは、中立性が維持されているべきであり、保険会社もその認識を十

分に持つ必要があると考えられる。 
31 職業的懐疑心の保持とは、調査で得た証拠を批判的に評価する姿勢であり、証拠自体が不正の可能性を示し

ていないかどうか継続して疑問をもつことが必要であると考えられる。 
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【Abstract】 

   The basic function of insurance is protection against economical damage from occurrence of pure danger 

for individuals, enterprises or other organizations. In other words, its main value is to minimize costs occurred 

from social correspondence to risks. On the other hand, since the profitability of insurance companies are closely 

related to the actual damages related to insurance claims, insurance companies are interested in guiding the 

optimization of damage costs. In the case of alleged insurance fraud cases, appropriate measures are particularly 

required. So, here is a study about research techniques against insurance fraud cases as means to optimize them 
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一般財団法人 京都大学名誉教授 
森下正明研究記念財団 

 
紀要「森下財団紀要」 

－投稿規程－ 

制定 ２０１５年 ８月 １６日 

改訂 ２０１９年 ４月  １日 

 

１．掲載原稿の原則 

（１）掲載原稿は、依頼原稿と投稿原稿に分けられる。 

（２）投稿原稿のカテゴリーは、原則として「論文」「論

説」「研究ノート」｢調査報告｣「講演記録」「その他」と

し、依頼原稿においては、編集委員会において適当なカ

テゴリー設定をできる。また、投稿原稿については、上

記のカテゴリーでは適応できないと判断できるものに

ついては、執筆者と編集委員会において適切なカテゴ

リーの設定をできる。 

（３）掲載原稿は、日本語、又は英語によるものとする。

但し、事前に編集委員会が認めたものはこの限りでは

ない。 

（４）依頼原稿は、編集委員会における編集方針のもと編

集局より依頼する。 

（５）投稿原稿「論文」については、査読に付す。「論文」

以外のカテゴリーの投稿原稿については、編集委員会

が必要と認める場合は査読に付す。 

（６）執筆要領については別途定める。 

（７）原稿の掲載について判断は編集委員会で行う。 

（８）掲載原稿は、電子化・公開する。 

（９）事務局が特約を締結した場合を除いて、掲載原稿の

著作権は京都大学名誉教授森下正明研究記念財団に帰

属する。但し、執筆者自身は、当該原稿について自由に

利用できる。なお、その場合、利用箇所、掲載誌、発行

年月等を速やかに事務局に報告しなければならない。 

 

２．投稿の条件 

（１）原稿は未発表のものに限る。但し、既掲載であって

も編集委員会もそれを認め、現掲載箇所を示した場合

はその限りではない。 

（２）投稿原稿は、京都大学名誉教授森下正明研究記念財

団の構成員又はその指導する大学院生若しくは大学院

修了者、及び財団理事の推薦のある者によるものとす

る。共著の場合は、筆頭著者が当該要件を満たす必要が

ある。 

（３）京都大学名誉教授森下正明研究記念財団の構成員

の指導する大学院生又は大学院修了者が投稿する場合、

京都大学名誉教授森下正明研究記念財団の構成員たる

指導教員の承認を得なければならない。当該指導教員

は、その承認を与えるに当たり、本紀要の掲載に耐えら

れる内容であることを確認しなければならない。 

 

３．投稿原稿の内容 

 当面、観光に関する研究とする。ただし、編集委員会

が認めた場合はこの限りでない。 

 

４．投稿原稿の採否 

投稿原稿は、編集委員会が必要と認める場合は査読に

付す。査読実施の要領については以下に示す通りであ

る。 

（１）査読は、２名で行う。査読者は編集委員会における

協議の上、編集局より依頼する。なお、査読者のうち最

低１名は京都大学名誉教授森下正明研究記念財団の構

成員とし、京都大学名誉教授森下正明研究記念財団の

構成員以外のものに査読を依頼する場合は、編集委員

会は京都大学名誉教授森下正明研究記念財団の趣旨及

び査読要領を了解できる者を選任することとし、編集
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局は査読者に対してその旨周知する。 

（２）査読者は、次の点に留意して査読をする。 

 １）原稿条件に合致しているかどうか 

 ２）誤字、脱字がないかどうか 

３）他の文献等からの無断引用、剽窃、出典の不記載な

ど著作権をしていないかどうか 

 ４）執筆要領に反していないかどうか 

５）著しく論理性を欠くなど掲載に耐えられないもの

でないかどうか 

６）査読者との見解の相違や新規性のある着眼点であ

ったり、提言、発想等であることにより成熟性が欠

けることを理由に、当該原稿を否定したり、新たな

展開の可能性の芽を摘んでいないかどうか 

（３）査読者は、投稿原稿につき、「掲載」、「修正後掲載」、

「改稿後掲載」、「不掲載」の判断を編集局に通知する。

また、査読者は「修正後掲載」の場合その箇所を、「改

稿後掲載」の場合はその理由及び改稿のための指針、

「不掲載」の場合はその理由を付して通知しなければ

ならない。編集局はその結果を執筆者に通知する。なお、

「掲載」はそのまま掲載を可能し、「修正後掲載」は、

修正個所が修正されているかを編集局で確認の上掲載

する。この場合この時点で「掲載」と判断されてものと

する。また、「改稿後掲載」については再度査読に付す。 

（４）２名の査読者のうち１名が「掲載」と判断した場合

は、掲載を認めるものとする。但し、執筆者においては、

他の判断の理由を考慮してその範囲において一部改変

することを可能とする。 

（５）上記にかかわらず「掲載」が認められない場合は、

執筆者は編集委員会に異議申し立てをすることができ

る。但し、京都大学名誉教授森下正明研究記念財団の構

成員の指導する大学院生又は大学院修了者が異議申し

立てをする場合、京都大学名誉教授森下正明研究記念

財団の構成員たる指導教員の承認を得なければならな

い。 

（６）前項の場合、編集委員会は、査読者及び執筆者の主

張を考慮して、掲載についての判断を行う。 

 

５．投稿手続き 

投稿者は、Microsoft Word（97より新しいバージョ

ン）、及びPDF形式の電子データを本財団編集委員会宛

に提出する。 

 

６．経費負担 

 当面、投稿料は徴収しない。ただし、図版の作成し直

しや特殊な印刷を必要とする場合、著者に実費を請求す

る。 

 

７．校正 

 著者校正を原則とする。必要に応じて編集委員会が校

正を行う場合がある。 

 

８．抜刷 

 抜刷については、希望者は実費にて購入できるものと

する。 

 

  



一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念財団 

森下財団紀要 第７号 

40 
Morisita Memorial & Research Foundation 

Journal of Morisita Memorial Research No.7 
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紀要「森下財団紀要」 

－執筆要領－ 

制定 ２０１５年８月１６日 

 

１．原稿の構成と書式 

 投稿する原稿の執筆に当たっては、原則として

Microsoft Word（97より新しいバージョン）を用いて作

成すること。 

また、原稿はA4用紙を用い、表紙・本文・注・参考文

献・図表・要旨で構成する。各構成要素の書式は以下のと

おりである。 

（１）表紙：表題・著者名・所属（原則1つ。ただし編集

委員会が認めた場合はこの限りでない）・キーワード（5

つ以内。ただし論文、論説、研究ノートに限る）を日本語

と英語で記載する。書評については、キーワードのかわり

に対象論文、書籍の書誌情報を原著の言語で記載するこ

と。また、投稿原稿の種別についても明記すること。 

（２）本文：日本語の場合、横書きで1頁あたり40行×

40字で作成する。外国語の場合はこれに準じた分量で印

刷すること。 

（３）注：番号順に掲載し、本文中の該当箇所に番号を付

すこと。使用しない場合は省略することができる。 

（４）参考文献：書籍の場合は「著者名・書名・出版社名・

発行年」、論文の場合は「著者名・論文名・雑誌名・巻号・

頁・発行年」に関する情報を必ず記載し、アルファベット

順に並べて掲載すること。ただし、文献の挙示は著者の採

用する方式に準拠するものとする。使用しない場合は省

略することができる。 

（５）図表：本文中に出てくる順に、注とは別に番号を付

与し、本文中の該当箇所にあらかじめ表示するか、該当箇

所を指示すること。ただし、図と表の両方を使用する場合

は、それぞれで番号を別に付与すること。使用しない場合

は省略することができる。 

（６）要旨：日本語の場合は 400字以内、英語の場合は

これに準じた分量とする。なお、論文・論説に限り日本語

と英語の両方の要旨を記載するものとする。また、英語で

の論文・論説については投稿者の了承を得て、編集委員会

にて邦訳する。 

 

２．原稿の分量 

 刷り上がり頁数で、12頁を上限頁とする。この長さを

超えるものでも、編集委員会が必要と認めた場合は、掲載

することがある。 
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［通信欄］ 
 
一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念

財団の紀要『森下財団紀要』は、このたび第 7号を

発行することができました。継続した発行ができま

したことに、ご尽力いただいた皆様に編集委員を代

表して御礼申し上げます。 
今号では、査読対象の論文 2 本を掲載できました。

これからも、より多くの掲載を期待します。なお、

論文、論説、研究ノートになじまない原稿はそれ以

外のカテゴリーでの掲載も可能ですのでご相談いた

だければ幸いです。 
本号の発行も財団代表理事である丸山政行氏と編

集委員、編集局として活躍していただいた大島知典

氏に負うところが大きく、深く感謝いたします。ま

た、査読等で本号の完成にご協力いただきました皆

様には、この場を借りて御礼申し上げます。 
本財団は、Euro-Asia Tourism Studies 

Association（ETASA）や旅行ビジネス研究学会と

緊密な関係をもち、これらの学会から得られた成果

も本紀要に掲載していきます。次号以降も、皆さま

の積極的な投稿を期待しております。 
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