第１章 事故により相手の方を死傷させた場合の補償
対人賠償責任条項
＜用語のご説明－定義＞
この条項において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(1)

死傷

人の生命または身体（注）を害することをいいます。なお、身体に対する侵害を伴わな
い単なる｢驚愕｣等の精神的侵害は含みません。
（注）身体と同時に被害を受けた場合の、義歯、義眼、近視矯正用眼鏡・コンタクトレン
ズ、補聴器、松葉杖その他身体に密着し、身体の機能を補完するための用具は、身体
の一部とみなします。
(2)

法律上の損害賠償責任
自動車損害賠償保障法（昭和 30 年法律第 97 号）、民法（明治 29 年法律第 89 号）

等法律に基づく損害賠償責任をいいます。
(3)

自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。

(4)

損害賠償請求権者

対人事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者をいい、対人事故の直接の被
害者、被害者が死亡した場合の被害者の法定相続人等をいいます。
(5)

被害者
対人事故により生命または身体を害された被保険者以外の者をいいます。

(6)

対人保険金額
当社が支払う対人賠償保険金の限度額であって、保険証券記載の対人保険金額をいいま
す。

１．保険金をお支払いする場合
第１条［保険金をお支払いする場合］
(1) 当社は、被保険者が借用自動車の運転に起因して他人を死傷させたこと（以下この条項に
おいて「対人事故」といいます。）により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担すること
によって被る損害に対して、この条項および基本条項に従い、対人賠償保険金を支払います。
(2) 当社は、１回の対人事故による本条(1)の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われ
る金額がある場合には、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに
限り、その超過額に対してのみ対人賠償保険金を支払います。
第２条［補償の対象となる方－被保険者］
この条項における被保険者は、借用自動車を運転している次の①または②のいずれかに該当
する者とします。
① 記名被保険者
② 指定被保険者

２．保険金をお支払いできない場合
第３条［保険金をお支払いできない場合］
(1) 当社は、次の①から⑧のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、対人賠
償保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者、指定被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変ま
たは暴動
③
④
⑤

地震もしくは噴火またはこれらによる津波
台風、洪水または高潮
核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この⑤において同様とします。）もしくは核燃
料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有

害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ 上記⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 上記②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づい
て生じた事故
⑧

借用自動車を競技もしくは曲技のために、または、それらのいずれかを行うことを目的
とする場所で使用すること。ただし、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用
する場合を除きます。

(2) 当社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特別の約定を締結している場合は、そ
の約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、対人
賠償保険金を支払いません。
(3) 当社は、次の①または②のいずれかに該当する場合に生じた事故により、被保険者が被っ
た損害に対しては、対人賠償保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使用者の所有する自動車（注）
を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取扱う業務
として受託した自動車を運転している場合
（注）所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１年以上を期間とする貸借
契約により借り入れた自動車を含みます。
(4) 当社は、対人事故により次の①または②のいずれかに該当する者が死傷した場合には、そ
れによって被保険者が被る損害に対しては、対人賠償保険金を支払いません。
①
②

被保険者の父母、配偶者または子
被保険者の業務（家事を除きます。）に従事中の使用人

３．お支払いする保険金の計算
第４条［お支払いする保険金の計算］
(1) １回の対人事故につき当社の支払う対人賠償保険金の額は、次の算式によって算出される
額とします。ただし、被害者 1 名につき、それぞれ対人保険金額を限度とします。

対人賠償保険金の額

＝

被保険者が損害賠償

第５条

請求権者に対して負
担する法律上の損害
賠償責任の額

［費用］①
－
から③ま
での費用

＋

自賠責保険等
によって支払
われる金額

(2) 当社は、本条(1)に定める対人賠償保険金の額のほかに、対人保険金額を超過しても、次の
①および②の額の合計額を対人賠償保険金として支払います。
① 第５条④および⑤の費用
② 第７条［当社による解決］(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当社の書面による同
意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第５条［費用］
保険契約者または被保険者が支出した次の①から⑤までの費用は、これを損害の一部とみな
します。ただし、これらの費用を支出する際の措置・手続によって得られなかった収入は対象
となりません。
費用の種類

お支払いする費用の内容

①

損害防止費用

基本条項第14条［事故発生時の義務等］(1)①に規定する損害の発
生または拡大の防止のために必要または有益であった費用

②

権利保全行使費用

基本条項第14条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な
手続をするために要した費用

③

④

緊急措置費用

示談交渉費用

対人事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止の
ために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損
害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことに
よって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その
他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得
て支出した費用
対人事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険
者が当社の同意を得て支出した費用、および第７条［当社による解
決］(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用

⑤

争訟費用

損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意
を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に
要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続を
するために要した費用をいいます。

４．当社による協力・援助および解決
第６条［当社による協力または援助］
被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担
する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限
度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援
助を行います。
第７条［当社による解決］
(1) 次の①または②のいずれかに該当する場合には、当社は、当社が被保険者に対して支払責
任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折
衝、示談または調停もしくは訴訟の手続（弁護士の選任を含みます。）を行います。
① 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当社と解決条
件について合意している場合
② 当社が損害賠償請求権者から第８条［損害賠償請求権者の直接請求権］の規定に基づく
損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2) 本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなけれ
ばなりません。
(3) 当社は、次の①から③のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
①

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、対人保険
金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合

②

損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合

③

正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合

５．損害賠償請求権者
５．損害賠償請求権者の直接請求権
損害賠償請求権者の直接請求権
第８条［損害賠償請求権者の直接請求権］
(1) 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償
請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)
に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当社は、次の①から⑤のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)
に定める損害賠償額を支払います。ただし、当社がこの条項および基本条項に従い被保険者
に対して支払うベき対人賠償保険金の額（同一事故につき既に支払った対人賠償保険金また
は損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額）を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被
保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調
停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被
保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対
して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべき被保険者について、次のいずれかに該当する事由が
あった場合

ア．被保険者（被保険者が死亡した場合は、その法定相続人）の破産または生死不明
イ．被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑤ 本条(3)に定める損害賠償額が対人保険金額（同一事故につき既に当社が支払った対人賠
償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額）を超えることが明ら
かになった場合
(3) 第７条［当社による解決］および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額を
いいます。

損害賠償額

(4)

＝

被保険者が損害賠償
請求権者に対して負
担する法律上の損害
賠償責任の額

－

自賠責保険等
によって支払
われる金額

被保険者が損害賠償

－ 請求権者に対して既
に支払った損害賠償
金の額

損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の対人賠償保険金の請求と競合した場合

は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) 対人事故により、本条(2)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支
払を行った場合は、その金額の限度において、被保険者の被る損害に対して、当社が被保険
者に対人賠償保険金を支払ったものとみなします。
第９条［損害賠償額の請求および支払］
(1) 損害賠償請求権者が第８条［損害賠償請求権者の直接請求権］の規定により損害賠償額の
支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
(2) 損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当
社が求めるものを当社に提出しなければなりません。ただし、当社が相当の理由があるもの
と認めた場合は、②の交通事故証明書について、その提出を省略できます。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠
①

損害賠償額の請求書

②

公の機関が発行する交通事故証明書（人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車
との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。）

③

死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収
入の額を示す書類および戸籍謄本

④

後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の
基礎となる収入の額を示す書類

⑤

傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および
休業損害の額を示す書類

⑥

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書

⑦

その他当社が本条(7)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類ま
たは証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの

(3) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支
払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者の
いずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、

損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
①
②

損害賠償請求権者と同居または生計を共にする戸籍上の配偶者（注ⅰ）
上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に損害賠償額を請求できな
い事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする３親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に損害賠
償額を請求できない事情がある場合には、上記①以外の戸籍上の配偶者（注ⅰ）または上
記②以外の３親等内の親族
（注ⅰ）この(3)の規定の適用においては、内縁は対象となりません。

(4)

本条(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が
損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の
被る損害に対して、対人賠償保険金を支払ったものとみなします。
(5) 当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(2)に掲げるも
の以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。
この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければな
りません。

(6) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)
もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしく
は変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を
支払います。
(7) 当社は、第８条(2)①から⑤のいずれかに該当する場合には、損害賠償請求権者が本条(2)
および(3)の規定による手続を完了した日（以下この条において「請求完了日」といいます。）
からその日を含めて 30 日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次の①から⑤ま
での事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
①

損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の
状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払わ
れない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、
治療の経過および内容
④

保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、
無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無

⑤

上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が
有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が
支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(8) 本条(7)の確認をするため、次表の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な
場合には、本条(7)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて同表に定め
る日数（注ⅱ）を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、
確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するも
のとします。

特別な照会または調査

日数

① 本条(7)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の
公の機関による捜査・調査結果の照会（注ⅲ）

180 日

② 本条(7)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他
の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会

90 日

③

本条(7)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するため

の、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結
果の照会
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域におけ
る本条(7)①から⑤までの事項の確認のための調査
⑤

本条(7)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的
な手段がない場合の日本国外における調査

120 日

60 日
180 日

（注ⅱ）複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
（注ⅲ）弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みま
す。
(9) 本条(7)および(8)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なく
その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（注ⅳ）には、これにより確認が遅延した
期間については、本条(7)または(8)の期間に算入しないものとします。
（注ⅳ）必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(10) 本条(7)から(9)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があら
かじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 10 条［損害賠償額請求権の行使期限］
第８条［損害賠償請求権者の直接請求権］の規定による請求権は、次の①または②のいずれ
かに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被
保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは
書面による合意が成立した時の翌日から起算して３年を経過した場合
②

損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合

６．仮払金および供託金の貸付け等
第 11 条［仮払金および供託金の貸付け等］
(1) 第６条［当社による協力または援助］または第７条［当社による解決］(1)の規定により当
社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は、被害者１名につき、対人
保険金額（同一事故につき既に当社が支払った対人賠償保険金または第８条［損害賠償請求
権者の直接請求権］の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額）の範囲内で、仮
処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供
託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託し、または
供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2) 本条(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金（利
息を含みます。以下この条において同様とします。）の取戻請求権の上に質権を設定するもの

とします。
(3) 本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第４条［お支払
いする保険金の計算］(1)ただし書および第８条(2)ただし書の規定は、その貸付金または供
託金を既に支払った対人賠償保険金とみなして適用します。
(4) 本条(1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、本条(1)
の当社の名による供託金または貸付金（利息を含みます。）が対人賠償保険金として支払われ
たものとみなします。
(5) 基本条項第 16 条［保険金のご請求］の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合
は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が対人賠償保険金として支払われたものとみなします。
７．その他
第 12 条［先取特権］
(1) 対人事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権（第５条
［費用］の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。）につ
いて先取特権を有します。
(2) 当社は、次の①から④のいずれかに該当する場合に、対人賠償保険金の支払を行うものと
します。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に
支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図によ
り、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③

被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が
本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に対
人賠償保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者
に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲り渡し、質権の目的とし、または本
条(2)③の場合を除いて差し押さえることができません。ただし、本条(2)①または④の規定
により被保険者が当社に対して対人賠償保険金の支払を請求することができる場合を除きま
す。
第 13 条［損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整］
対人保険金額が、第 12 条［先取特権］(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対し
て支払われる対人賠償保険金と被保険者が第５条［費用］の規定により当社に対して請求する
ことができる対人賠償保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する対人賠償
保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する対人賠償保険金の支払を行うものとします。

