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家庭用自動車総合保険普通保険約款家庭用自動車総合保険普通保険約款家庭用自動車総合保険普通保険約款家庭用自動車総合保険普通保険約款

第１章　賠償責任保険

賠償責任条項

第１条（当会社の支払責任－対人賠償）

①　当会社は，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）の所有，使用

または管理に起因して他人の生命または身体を害すること（以下「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，この賠償責任条項および一般条項に従い，対人賠償保険金を支払います。

②　当会社は，１回の対人事故による前項の損害の額が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（以下「自賠責保険等」といいます。）によって支払われる金額

（被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は，自賠責保険等によっ

て支払われる金額に相当する金額。以下同様とします。）を超過する場合にかぎり，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（当会社の支払責任－対物賠償）

当会社は，被保険自動車の所有，使用または管理に起因して他人の財物を滅失，破損

または汚損すること（以下「対物事故」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，この賠償責任条項および一般条項

に従い，対物賠償保険金を支払います。

第３条（被保険者－対人・対物賠償共通）

①　この賠償責任条項において被保険者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいま

す。

(1) 保険証券記載の被保険者（以下「記名被保険者」といいます。）

(2) 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者

(ｲ) 記名被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）

(ﾛ) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

(ﾊ) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子（婚姻歴のある者を含みませ

ん。）

(3) 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし，自動車

修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，陸送業，運転代行業等自動車を

取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，およびこれらの者が法人であ

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を含みます。）
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が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。

(4) 記名被保険者の使用者（請負契約，委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記

名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下この号において，同様と

します。）。ただし，記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している

場合にかぎります。

②　この賠償責任条項の規定は，それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし，

これによって，第１３条（支払保険金の計算－対人賠償）第１項および第１４条（支払

保険金の計算－対物賠償）第１項に定める当会社の支払うべき損害賠償保険金（対人賠

償保険金および対物賠償保険金をいいます。以下同様とします。）の限度額が増額され

るものではありません。

第４条（当会社による援助－対人・対物賠償共通）

被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には，当

会社は，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，当会社が被

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５条（当会社による解決－対人賠償）

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た場合，または当会社が損害賠

償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には，当会社

は，当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において，当会社の費用により，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。

②　前項の場合には，被保険者は当会社の求めに応じ，その遂行について当会社に協力し

なければなりません。

③　当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合は，第１項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，保険

証券記載の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，当会社と直接，折衝することに同意しない場合

(3) 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合

(4) 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合

第６条（損害賠償請求権者の直接請求権－対人賠償）

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，当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において，当会社に対



- 3 -
三井住友海上　2006年８月改定版

家庭用

して第３項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　当会社は，次の各号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次項に

定める損害賠償額を支払います。ただし，当会社がこの賠償責任条項および一般条項に

従い被保険者に対して支払うべき対人賠償保険金の額（同一事故につきすでに支払った

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) 次項に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額（同一事故につきすでに当会社

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

(5) 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について，次のいずれかに該

当する事由があった場合

(ｲ) 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明

(ﾛ) 被保険者が死亡し，かつ，その法定相続人がいないこと。

③　前条およびこの条の損害賠償額とは，次の(1)の額から(2)および(3)の合計額を差し引

いた額をいいます。

(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

(2) 自賠責保険等によって支払われる金額

(3) 被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額

④　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，当会社は，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　第２項の規定に基づき当会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当会社が被保険者に，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。

第７条（当会社による解決－対物賠償）

①　被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け，かつ，被保険者が当会社と解

決条件について合意している場合，または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に

基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には，当会社は，当会社が被保険者に対し

て支払責任を負う限度において，当会社の費用により，被保険者の同意を得て，被保険
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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。

②  前項の折衝，示談または調停もしくは訴訟の手続には，被保険自動車に生じた損害の

被保険自動車の所有者および被保険者から相手方への請求に関するものは含みません。

③　第１項の場合には，被保険者は当会社の求めに応じ，その遂行について当会社に協力

しなければなりません。

④　当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合は，第１項の規定は適用しません。

(1) １回の対物事故につき，被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証

券記載の保険金額（保険証券に免責金額の記載がある場合は,その額との合計額）を

明らかに超える場合

(2) 損害賠償請求権者が，当会社と直接，折衝することに同意しない場合

(3) 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合

(4) 保険証券に免責金額の記載がある場合は,１回の対物事故につき，被保険者が負担

する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を明らかに下回る場合

第８条（損害賠償請求権者の直接請求権－対物賠償）

①　対物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，当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において，当会社に対

して第３項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　当会社は，次の各号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次項に

定める損害賠償額を支払います。ただし，１回の対物事故につき当会社がこの賠償責任

条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うベき対物賠償保険金の額（同一事故

につきすでに支払った対物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すべての被保険者について，次のいずれかに該

当する事由があった場合

(ｲ) 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明

(ﾛ) 被保険者が死亡し，かつ，その法定相続人がいないこと。

③　前条およびこの条の損害賠償額とは，次の(1)の額から(2)および(3)の合計額を差し引
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いた額をいいます。

(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

(2) 被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額

(3) 保険証券に免責金額の記載がある場合は，その免責金額

④　損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の対物賠償保険金の請求と競合した

場合は，当会社は，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　第２項または第７項の規定に基づき当会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当会社が被保険者に，その被保険者の被

る損害に対して，対物賠償保険金を支払ったものとみなします。

⑥　１回の対物事故につき，被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額（同一事故

につきすでに当会社が支払った対物賠償保険金または損害賠償額がある場合は，その全

額を含みます。）が保険証券記載の保険金額（保険証券に免責金額の記載がある場合は,

その額との合計額）を超えると認められる時以後，損害賠償請求権者は第１項の規定に

よる請求権を行使することはできず，また当会社は第２項の規定にかかわらず損害賠償

額を支払いません。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，このかぎりではあ

りません。

(1) 第２項第４号に規定する事実があった場合

(2) 損害賠償請求権者が被保険者に対して，対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う

場合において，いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができない

と認められる場合

(3) 当会社への損害賠償額の請求について，すべての損害賠償請求権者と被保険者との

間で，書面による合意が成立した場合

⑦　前項第２号または第３号に該当する場合は，第２項の規定にかかわらず，当会社は，

損害賠償請求権者に対して，損害賠償額を支払います。ただし，１回の対物事故につき

当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき対物賠

償保険金の額（同一事故につきすでに支払った対物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。

第９条（保険金を支払わない場合－その１　対人・対物賠償共通）

①　当会社は，次の各号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，損害

賠償保険金を支払いません。

(1) 保険契約者，記名被保険者またはこれらの者の法定代理人（保険契約者または記名

被保険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) 記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし，それによってその被保険者が法律上

の損害賠償責任を負担することによって被る損害にかぎります。
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(3) 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（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区に

おいて著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

(5) 台風，こう水または高潮

(6) 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，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

(7) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染

(8) 第３号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混

乱に基づいて生じた事故

②　当会社は，被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は，そ

の特約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，

損害賠償保険金を支払いません。

第１０条（保険金を支払わない場合－その２　対人賠償）

①  当会社は，対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害さ

れた場合には，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) 記名被保険者

(2) 被保険自動車を運転中の者またはその父母，配偶者もしくは子

(3) 被保険者の父母，配偶者または子

(4) 被保険者の業務（家事を除きます。以下この条において，同様とします。）に従事

中の使用人

(5) 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし，被保険者が被保険自動車

をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。

②　前項第５号の規定にかかわらず，当会社は，被保険自動車の所有者および記名被保険

者が個人である場合は，記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用してい

るときに，同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することによ

り，記名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は，

対人賠償保険金を支払います。

③　前項の所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主

(2) 被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は，その

借主

(3) 前２号以外の場合は，被保険自動車を所有する者
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第１１条（保険金を支払わない場合－その３　対物賠償）

当会社は，対物事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有，使用または管理

する財物が滅失，破損または汚損された場合には，それによって被保険者が被る損害に

対しては，対物賠償保険金を支払いません。

(1) 記名被保険者

(2) 被保険自動車を運転中の者またはその父母，配偶者もしくは子

(3) 被保険者またはその父母，配偶者もしくは子

第１２条（費用－対人・対物賠償共通）

保険契約者または被保険者が支出した次の費用（収入の喪失を含みません。）は，これ

を損害の一部とみなします。

(1) 一般条項第１４条（事故発生時の義務）第１号に規定する損害の防止または軽減の

ために必要または有益であった費用

(2) 一般条項第１４条第６号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) 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において，損害の防止または

軽減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

じめ当会社の書面による同意を得て支出した費用

(4) 偶然な事故によって被保険自動車に積載していた動産（法令で積載が禁止されてい

る動産または法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。）が落下

したことに起因して，落下物を取り片づけるために被保険者が負担した費用のうち，

あらかじめ当会社の同意を得て支出した取片づけ費用

(5) 対人事故または対物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

が当会社の同意を得て支出した費用，および第５条（当会社による解決－対人賠償）

第２項または第７条（当会社による解決－対物賠償）第３項の規定により被保険者が

当会社に協力するために要した費用

(6) 損害賠償に関する争訟について，被保険者が当会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

第１３条（支払保険金の計算－対人賠償）

①　１回の対人事故につき当会社の支払う対人賠償保険金の額は，次の(1)および(2)の合

計額から(3)の額を差し引いた額とします。ただし，生命または身体を害された者１名
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につき，それぞれ保険証券記載の保険金額を限度とします。

(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

(2) 前条第１号から第３号までの費用

(3) 自賠責保険等によって支払われる金額

②　当会社は，前項に定める対人賠償保険金のほか，次の額の合計額を支払います。

(1) 前条第５号および第６号の費用

(2) 第５条（当会社による解決－対人賠償）第１項の規定に基づく訴訟または被保険者

が当会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１４条（支払保険金の計算－対物賠償）

①　１回の対物事故につき当会社の支払う対物賠償保険金の額は，次の(1)および(2)の合

計額から(3)および(4)の合計額を差し引いた額とします。ただし，保険証券記載の保険

金額を限度とします。

(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

(2) 第１２条（費用－対人・対物賠償共通）第１号から第４号までの費用

(3) 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得す

るものがある場合は，その価額

(4) 保険証券に免責金額の記載がある場合は，その免責金額

②　当会社は，前項に定める対物賠償保険金のほか，次の額の合計額を支払います。

(1) 第１２条（費用－対人・対物賠償共通）第５号および第６号の費用

(2) 第７条（当会社による解決－対物賠償）第１項の規定に基づく訴訟または被保険者

が当会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１５条（仮払金および供託金の貸付け等－対人・対物賠償共通）

①　第４条（当会社による援助－対人・対物賠償共通），第５条（当会社による解決－対人

賠償）第１項または第７条（当会社による解決－対物賠償）第１項の規定により当会社

が被保険者のために援助または解決にあたる場合には，当会社は，次の金額の範囲内で，

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会社の名において

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。

(1) 対人事故については，生命または身体を害された者１名につき，それぞれ保険証券

記載の保険金額（同一事故につきすでに当会社が支払った対人賠償保険金または第６

条の損害賠償額がある場合は，その全額を差し引いた額）

(2) 対物事故については，１回の事故につき，保険証券記載の保険金額（同一事故につ

きすでに当会社が支払った対物賠償保険金または第８条の損害賠償額がある場合は，

その全額を差し引いた額）
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②　前項により当会社が供託金を貸し付ける場合には，被保険者は，当会社のために供託

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　第１項の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては，第６条（損

害賠償請求権者の直接請求権－対人賠償）第２項ただし書，第８条（損害賠償請求権者

の直接請求権－対物賠償）第２項ただし書，同条第７項ただし書，第１３条（支払保険

金の計算－対人賠償）第１項ただし書および前条（支払保険金の計算－対物賠償）第１

項ただし書の規定は，その貸付金または供託金をすでに支払った損害賠償保険金とみな

して適用します。

④　第１項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，同

項の当会社の名による供託金または貸付金（利息を含みます。）が損害賠償保険金とし

て支払われたものとみなします。

⑤　一般条項第２０条（保険金の請求）の規定により当会社の保険金支払義務が発生した

場合は，第１項の仮払金に関する貸付金が損害賠償保険金として支払われたものとみな

します。
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第２章　傷害保険

第１節　人身傷害条項

第１条（当会社の支払責任）

①　当会社は，被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故（以

下「自動車事故」といいます。）により身体に傷害を被ることによって，被保険者また

はその父母，配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）もしくは子が被る損害（こ

の損害の額は第８条に定める損害の額をいいます。以下同様とします。）に対して，こ

の人身傷害条項および一般条項に従い，保険金請求権者に人身傷害保険金を支払います。

(1) 自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様とします。）の運行に起因する事故

(2) 自動車の運行中の，飛来中もしくは落下中の他物との衝突，火災，爆発または自動

車の落下

②　前項の傷害には，身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入，吸収

または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入，吸収または摂取した結果

生ずる中毒症状を除きます。）を含み，細菌性食物中毒，日射，熱射または精神的衝動

による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足り

る医学的他覚所見のないものを含みません。

第２条（被保険者）

①  この人身傷害条項において被保険者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいいま

す。

(1) 保険証券記載の被保険者（以下この項において，「記名被保険者」といいます。）

(2) 記名被保険者の配偶者

(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子（婚姻歴のある者を含みません。）

(5) 前各号以外の者で，保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）

の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁等により通行できないように仕切

られている場所を除きます。以下この項において，同様とします。）に搭乗中の者

(6) 前各号以外の者で，第１号から第４号までに規定する者が自ら運転者として運転中

（駐車または停車中を除きます。）の他の自動車の正規の乗車装置または当該装置の

ある室内に搭乗中の者

②　前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。

(1) 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者

(2) 業務として自動車を受託している自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動

車販売業，陸送業，運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの
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者の使用人，およびこれらの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を含みます。）

第３条（用語の定義）

この人身傷害条項において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。

(1) 保険金請求権者

自動車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。

(ｲ) 被保険者（被保険者が死亡した場合は，その法定相続人とします。）

(ﾛ) 被保険者の父母，配偶者または子

(2) 正規の乗車装置

乗車人員が動揺，衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保でき

る構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。

(3) 他の自動車

被保険自動車以外の自動車をいいます。ただし，次のいずれかに該当する自動車を

除きます。なお，(ﾊ)に定める自動車については，被保険者が，その使用者の業務の

ために運転している場合にかぎります。

(ｲ) 用途および車種が自家用バスである自動車

(ﾛ) 自動車検査証に事業用と記載されている自動車

(ﾊ) 前条第１項第１号から第４号までに規定する者の使用者が所有する自動車（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。以下同様とします。）

(4) 賠償義務者

自動車事故に起因して被保険者の生命または身体を害することにより，被保険者ま

たはその父母，配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担す

る者をいいます。

(5) 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。

(6) 対人賠償保険等

自動車事故に起因して他人の生命または身体を害することにより，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保険金または共済金を支払う保険

契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。

(7) 労働者災害補償制度

次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上

の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。

(ｲ) 労働者災害補償保険法

(ﾛ) 国家公務員災害補償法
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(ﾊ) 裁判官の災害補償に関する法律

(ﾆ) 地方公務員災害補償法

(ﾎ) 公立学校の学校医，学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

第４条（個別適用）

この人身傷害条項の規定は，それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第５条（保険金を支払わない場合－その１）

当会社は，次の各号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，人身

傷害保険金を支払いません。

(1) 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（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区に

おいて著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

(3) 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，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

(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染

(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて

生じた事故

第６条（保険金を支払わない場合－その２）

①　当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害に対しては，人身傷害保険金を支払い

ません。

(1) 被保険者の故意または極めて重大な過失（事故の直接の原因となりうる過失であっ

て，通常の不注意等では説明のできない行為（不作為を含みます。）をともなうもの

をいいます。以下この条において，同様とします。）によって生じた損害

(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合，酒

に酔った状態（アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をい

います。）で自動車を運転している場合，または麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シ

ンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転して

いる場合に生じた損害

(3) 被保険者が，自動車の使用について，正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動

車に搭乗中に生じた損害。ただし，当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって，

被保険者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており，かつ，被保険者がその

者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きま
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す。

(4) 被保険者の闘争行為，自殺行為または犯罪行為によって生じた損害

②　損害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失によって生じた場合は，

当会社は，その者の受け取るべき金額については，人身傷害保険金を支払いません。

③　当会社は，平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染

症（
たんどく

丹毒，
りんぱせんえん

淋巴腺炎，
はいけつしょう

敗血症，
はしょうふう

破傷風等）による損害に対しては，人身傷害保険金を支

払いません。

第７条（保険金を支払わない場合－その３）

①　当会社は，被保険者が，被保険自動車以外の次のいずれかの自動車を運転している場

合に生じた損害に対しては，人身傷害保険金を支払いません。ただし，(3)に定める自

動車については，被保険者が，その使用者の業務のために運転している場合にかぎりま

す。

(1) 用途および車種が自家用バスである自動車

(2) 自動車検査証に事業用と記載されている自動車

(3) 第２条（被保険者）第１項第１号から第４号までに規定する者の使用者が所有する

自動車

②　当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合に生じた損害に対しては，人身傷害保

険金を支払いません。

(1) 被保険者が，被保険自動車以外の第２条（被保険者）第１項第１号から第３号まで

に規定する者が所有（所有権留保条項付売買契約による購入，または１年以上を期間

とする貸借契約による借入れを含みます。以下この項において，同様とします。）ま

たは常時使用する自動車に搭乗している場合

(2) 第２条第１項第４号の被保険者が，被保険自動車以外の自ら所有または常時使用す

る自動車を運転している場合

③　当会社は，被保険者が被保険自動車以外の自動車に競技，曲技（競技または曲技のた

めの練習を含みます。）もしくは試験のために搭乗中，または，競技，曲技もしくは試

験を行うことを目的とする場所において搭乗中（救急，消防，事故処理，補修，清掃等

のために搭乗している場合を除きます。）に生じた損害に対しては，人身傷害保険金を

支払いません。

第８条（損害額の決定）

①  当会社が人身傷害保険金を支払うべき損害の額（以下「損害額」といいます。）は，被

保険者が自動車事故の直接の結果として，次の各号のいずれかに該当した場合に，その

区分ごとに，それぞれ＜別紙＞に定める基準により算定された金額の合計額とします。

ただし，賠償義務者がある場合において，区分ごとに定める上記の額が自賠責保険等に
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よって支払われる金額（自賠責保険等がない場合，または自動車損害賠償保障法に基づ

く自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は，自賠責保険等によって

支払われる金額に相当する金額）を下回る場合には，自賠責保険等によって支払われる

金額とします。

(1) 傷害

生活機能または業務能力の減少または滅失をきたし，医師の治療を要した場合

(2) 後遺障害

身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した場合

(3) 死亡

死亡した場合

②  賠償義務者がある場合には，保険金請求権者は，前項の規定にかかわらず，当会社の

同意を得て，前項の区分ごとに＜別紙＞に定める基準により算定された金額のうち，当

該賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを，当会社が人身

傷害保険金を支払うべき損害額として，当会社に請求することができます。

③  前項の場合には，一般条項第２３条（代位）第１項の規定にかかわらず，当会社は，

被保険者が当該賠償義務者に対して有する権利については，これを取得しません。

第９条（費　用）

保険契約者または被保険者が支出した次の費用（収入の喪失を含みません。）は，こ

れを損害の一部とみなします。

(1) 一般条項第１４条（事故発生時の義務）第１号に規定する損害の防止または軽減の

ために必要または有益であった費用

(2) 一般条項第１４条第６号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

に当会社の書面による同意を得て支出した費用

第１０条（支払保険金の計算）

①  １回の自動車事故につき当会社の支払う人身傷害保険金の額は，被保険者１名につき，

次の(1)の額から，(2)から(7)までの合計額を差し引いた額とします。この場合におい

て，１回の自動車事故につき当会社の支払う人身傷害保険金の額は，被保険者１名につ

き保険証券記載の保険金額（以下この条において，「保険金額」といいます。）を限度と

します。ただし，別表Ⅰの第１級，第２級または第３級３号もしくは４号に掲げる後遺

障害が発生し，かつ，介護が必要と認められる場合は，保険金額の２倍の金額を限度と

します。

(1)    第８条（損害額の決定）第１項の規定により決定される損害額および前条（費用）

の費用

(2) 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によっ
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てすでに給付が決定しまたは支払われた金額

(3) 対人賠償保険等によって賠償義務者が第１条（当会社の支払責任）第１項の損害に

ついて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すでに給付が決定し

または支払われた保険金もしくは共済金の額

(4) 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額

(5) 労働者災害補償制度によってすでに給付が決定しまたは支払われた額（労働福祉事

業に基づく特別支給金を除きます。以下この条において，同様とします。）

(6) 第８条第１項の規定により決定される損害額および前条の費用のうち，賠償義務者

以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は，

その取得した額

(7) 前各号のほか，第１条第１項の損害を補償するために支払われる保険金，共済金そ

の他の給付で，保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は，その取得した給

付の額またはその評価額（保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険もしく

は生命保険等の保険金または共済金を含みません。以下この条において，同様としま

す。）

②  前項の規定にかかわらず，保険金請求権者が，第８条（損害額の決定）第２項の規定

により，賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した

場合は，１回の自動車事故につき当会社の支払う人身傷害保険金の額は，次の(1)の額

から，(2)から(4)までの合計額を差し引いた額とします。この場合において，１回の自

動車事故につき当会社の支払う人身傷害保険金の額は，被保険者１名につき保険金額を

限度とします。ただし，別表Ⅰの第１級，第２級または第３級３号もしくは４号に掲げ

る後遺障害が発生し，かつ，介護が必要と認められる場合は，保険金額の２倍の金額を

限度とします。

(1) 第８条第２項の規定により，保険金請求権者が当会社の同意を得て請求した額およ

び前条の費用

(2) 労働者災害補償制度によってすでに給付が決定しまたは支払われた額

(3) 第８条第２項の規定により決定される損害額および前条の費用のうち，賠償義務者

以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は，

その取得した額

(4) 前各号のほか，第１条（当会社の支払責任）第１項の損害を補償するために支払わ

れる保険金，共済金その他の給付で，保険金請求権者がすでに取得したものがある場

合は，その取得した給付の額またはその評価額

第１１条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）

①　被保険者が第１条（当会社の支払責任）の傷害を被ったときすでに存在していた身体

の障害もしくは疾病の影響により，または同条の傷害を被った後にその原因となった事
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故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合

は，当会社は，その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。

②　正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り，または保険契約者もしくは保険金を受け

取るべき者が治療をさせなかったために第１条（当会社の支払責任）の傷害が重大とな

った場合も，前項と同様の方法で支払います。

第１２条（保険金請求権者の義務等）

①  被保険者またはその父母，配偶者もしくは子が第１条（当会社の支払責任）第１項の

損害を被った場合，賠償義務者があるときは，保険金請求権者は賠償義務者に対して遅

滞なく書面によって損害賠償の請求をし，かつ，次の事項を書面によって当会社に通知

しなければなりません。

(1) 賠償義務者の住所，氏名または名称および被保険者との関係

(2) 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およ

びその内容

(3) 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容

(4) 保険金請求権者が第１条第１項の損害に対して，賠償義務者，自賠責保険等もしく

は対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすで

に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は，その額

(5) 自動車事故の原因となった，被保険自動車以外の自動車がある場合，その自動車の

所有者の住所，氏名または名称および被保険者との関係

②  保険金請求権者は，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しなけ

ればなりません。

③　保険契約者または被保険者は，自動車事故による傷害の治療を受けるに際しては，公

的制度の利用等により費用の軽減につとめなければなりません。

④  当会社は，保険金請求権者が，正当な理由がなくて第１項または第２項の義務を怠っ

た場合は，人身傷害保険金を支払いません。

⑤　保険契約者または保険金請求権者は，損害賠償に係る責任割合等について，賠償義務

者に対して意思表示を行う場合，または賠償義務者と合意する場合は，あらかじめ当会

社の承認を得なければなりません。

⑥　保険契約者または保険金請求権者が，正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合

は，当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義

務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差し引いて人

身傷害保険金を支払います。

⑦  当会社は，賠償義務者または第１条（当会社の支払責任）第１項の損害を補償するた

めに保険金，共済金その他の給付を行う者がある場合，必要と認めたときは，これらの
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者に対し，保険金，共済金その他の給付の有無および額（保険金額および保険金日額等

が定額である傷害保険もしくは生命保険等の保険金または共済金を含みません。）につ

いて照会を行い，または当会社の支払保険金について通知することがあります。

第１３条（当会社の指定する医師による診断）

①  当会社は，一般条項第１７条（当会社の指定する医師による診断）によるほか，医師

による治療期間が１年を超える場合には，自動車事故の発生日の属する月の毎年の応当

月に，被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができます。

②  前項の診断のために要した費用（収入の喪失を含みません。）は，当会社が負担します。

③  第１項の当会社の求めに対し，正当な理由がなくてこれに応じなかった場合には，当

会社は，当該応当月の末日以降に発生した損害および費用に対しては，人身傷害保険金

を支払いません。



- 18 -
三井住友海上　2006年８月改定版

家庭用

第２節　搭乗者傷害条項

第１条（当会社の支払責任）

①　当会社は，被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によ

り身体に傷害を被った場合は，この搭乗者傷害条項および一般条項に従い，搭乗者傷害

保険金（死亡保険金，座席ベルト装着者特別保険金，後遺障害保険金，重度後遺障害特

別保険金，重度後遺障害介護費用保険金および医療保険金をいいます。以下同様としま

す。）を支払います。

(1) 保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）の運行に起因する事

故

(2) 被保険自動車の運行中の，飛来中もしくは落下中の他物との衝突，火災，爆発また

は被保険自動車の落下

②　前項の傷害には，身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入，吸収

または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入，吸収または摂取した結果

生ずる中毒症状を除きます。）を含み，細菌性食物中毒，日射，熱射または精神的衝動

による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足り

る医学的他覚所見のないものを含みません。

第２条（被保険者）

①  この搭乗者傷害条項において被保険者とは，被保険自動車の正規の乗車装置（乗車人

員が動揺，衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備

えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。）または当該装置のあ

る室内（隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。）に搭乗中

の者をいいます。

②　前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。

(1) 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者

(2) 業務として被保険自動車を受託している自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，

自動車販売業，陸送業，運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これ

らの者の使用人，およびこれらの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を含みます。）

③　この搭乗者傷害条項の規定は，それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第３条（保険金を支払わない場合－その１）

①　当会社は，次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては，搭乗者傷害保険金を支払

いません。

(1) 被保険者の故意または極めて重大な過失（事故の直接の原因となりうる過失であっ
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て，通常の不注意等では説明のできない行為（不作為を含みます。）をともなうもの

をいいます。以下この条において，同様とします。）によって生じた傷害

(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場

合，酒に酔った状態（アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状

態をいいます。）で被保険自動車を運転している場合，または麻薬，大麻，あへん，

覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険

自動車を運転している場合に生じた傷害

(3) 被保険者が，被保険自動車の使用について，正当な権利を有する者の承諾を得ない

で被保険自動車に搭乗中に生じた傷害

(4) 被保険者の闘争行為，自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害

②　傷害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失によって生じた場合は，

当会社は，その者の受け取るべき金額については，搭乗者傷害保険金を支払いません。

③  当会社は，平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染

症（
たんどく

丹毒，
りんぱせんえん

淋巴腺炎，
はいけつしょう

敗血症，
はしょうふう

破傷風等）に対しては，搭乗者傷害保険金を支払いませ

ん。

第４条（保険金を支払わない場合－その２）

当会社は，次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては，搭乗

者傷害保険金を支払いません。

(1) 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（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区に

おいて著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

(3) 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，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

(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染

(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて

生じた事故

第５条（死亡保険金）

①　当会社は，被保険者が第１条（当会社の支払責任）の傷害を被り，その直接の結果と

して，事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に死亡した場合は，保険証券記

載の保険金額（以下「保険金額」といいます。）の全額を死亡保険金として被保険者の

法定相続人に支払います。

②　前項の被保険者の法定相続人が２名以上である場合は，当会社は，法定相続分の割合
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により同項の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。

第６条（座席ベルト装着者特別保険金）

①  当会社は，被保険者が，被保険自動車に備えられている座席ベルトを装着（被保険自

動車に備えられた「道路運送車両の保安基準」第２２条の５に定める年少者用補助乗車

装置を使用している場合を含みます。）して道路（道路交通法第２条第１項第１号に定

める道路をいいます。）において第１条（当会社の支払責任）の傷害を被り，その直接

の結果として，事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に死亡した場合であっ

て，その被保険者について前条の死亡保険金が支払われるときは，その死亡保険金のほ

か，座席ベルト装着者特別保険金を被保険者の法定相続人に支払います。

②  前項の被保険者の法定相続人が２名以上である場合は，当会社は，法定相続分の割合

により同項の座席ベルト装着者特別保険金を被保険者の法定相続人に支払います。

③  １回の事故につき，当会社が支払うべき第１項の座席ベルト装着者特別保険金の額は，

保険金額の３０％に相当する額とします。ただし，３００万円を限度とします。

第７条（後遺障害保険金）

①　当会社は，被保険者が第１条（当会社の支払責任）の傷害を被り，その直接の結果と

して，事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に別表Ⅰに掲げる後遺障害が生

じた場合は，保険金額に同表の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を

後遺障害保険金として被保険者に支払います。

②　被保険者が事故の発生の日からその日を含めて１８０日を超えてなお治療を要する状

態にある場合は，この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度

を決定して，後遺障害保険金を支払います。

③　この搭乗者傷害条項において「後遺障害」とは，身体の一部を失いまたはその機能に

重大な障害を永久に残した状態をいいます。

第８条（重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金）

①　当会社は，被保険者が第１条（当会社の支払責任）の傷害を被り，その直接の結果と

して，事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に別表Ⅰの第１級もしくは第２

級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額の支払われるべき後遺障害または同

表の第３級３号もしくは４号に掲げる後遺障害が生じ，かつ，介護を必要とすると認め

られる場合は，保険金額の１０％に相当する額を重度後遺障害特別保険金として被保険

者に支払います。ただし，１００万円を限度とします。

②　当会社は，被保険者が第１条（当会社の支払責任）の傷害を被り，その直接の結果と

して，事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に前項に定める後遺障害が生じ，

かつ，介護を必要とすると認められる場合は，保険金額に別表Ⅰの各等級の後遺障害に
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対する保険金支払割合を乗じた額の５０％に相当する額を重度後遺障害介護費用保険

金として被保険者に支払います。ただし，５００万円を限度とします。

③　被保険者が事故の発生の日からその日を含めて１８０日を超えてなお治療を要する状

態にある場合は，この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度

および介護の要否を決定して，重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保

険金を支払います。

第９条（医療保険金）

①　当会社は，被保険者が第１条（当会社の支払責任）の傷害を被り，その直接の結果と

して，生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし，かつ，医師の治療を要した

場合は，次の各号に規定する額を医療保険金として被保険者に支払います。

(1) 医師の治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が５日

以上（５日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて１８０日以

内の場合にかぎります。）の場合は，傷害を被った部位およびその症状に応じ，部位・

症状別入通院給付金として，別表Ⅱに規定する額

(2) 前号以外で，事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に医師の治療のため

に病院または診療所に入院または通院した場合は，５日未満入通院給付金として，１

万円

②　前項第１号の場合において，別表Ⅱの各症状に該当しない傷害であっても，各症状に

相当すると認められるものについては，身体の障害の程度に応じ，それぞれその相当す

る症状に該当したものとみなします。

③　第１項第１号の場合において，同一事故により被った傷害の部位および症状が，別表

Ⅱの複数の項目に該当する場合，当会社はそれぞれの項目により支払われる金額のうち，

もっとも高い金額を医療保険金として支払います。

④　被保険者が医療保険金の支払を受けられる傷害を被り，第１項第１号に規定する治療

日数の合計が５日以上となる前に，さらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った

場合，当会社は，第１１条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）第１

項の規定にかかわらず，それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支

払うべき保険金の額のうち，高い方の額を医療保険金として支払います。ただし，すで

に第１項第２号による医療保険金を支払った場合は，このかぎりではありません。

⑤  第１項第１号の治療日数には，「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によって，同

条第４項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後，当該身体への

処置がされた場合であって，当該処置が同法附則第１１条に定める医療給付関係各法の

規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置（医療給付関係各法の適用

がない場合は，医療給付関係各法の適用があれば，医療の給付としてされたものとみな

される処置を含みます。）であるときには，当該処置日数を含みます。
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⑥　第１項第１号の治療日数には，被保険者が通院しない場合であっても，骨折の傷害を

被った部位を固定するために医師の治療により次の各号に該当するギプスを常時装着

したときは，その日数を治療日数に含めます。

(1) 長管骨（上腕骨・橈骨・尺骨・大腿骨・脛骨および腓骨をいいます。以下この項に

おいて，同様とします。）の骨折および脊柱の骨折によるギプス

(2) 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス

(3) 肋骨または胸骨の骨折による体幹部のギプス

第１０条（支払保険金の競合）

当会社は，死亡保険金を支払う場合において，１回の事故につき，被保険者に対しす

でに支払った後遺障害保険金があるときは，保険金額からすでに支払った後遺障害保険

金の額を差し引いて，その残額を支払います。

第１１条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）

①　被保険者が第１条（当会社の支払責任）の傷害を被ったときすでに存在していた身体

の障害もしくは疾病の影響により，または同条の傷害を被った後にその原因となった事

故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合

は，当会社は，その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。

②　正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り，または保険契約者もしくは保険金を受け

取るべき者が治療をさせなかったために第１条（当会社の支払責任）の傷害が重大とな

った場合も，前項と同様の方法で支払います。

第１２条（当会社の責任限度額等）

①  １回の事故につき，当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は，第

５条（死亡保険金），第７条（後遺障害保険金），第１０条（支払保険金の競合）および

前条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）の規定による額とし，かつ，

保険金額を限度とします。

②  当会社は，前項に定める死亡保険金および後遺障害保険金と第６条（座席ベルト装着

者特別保険金）および前条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）の規

定による座席ベルト装着者特別保険金ならびに第８条（重度後遺障害特別保険金および

重度後遺障害介護費用保険金）および前条の規定による重度後遺障害特別保険金および

重度後遺障害介護費用保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても，座席ベルト

装着者特別保険金，重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払

います。

③　当会社は，前２項に定める保険金のほか，１回の事故につき，第９条（医療保険金）

および前条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）の規定による医療保
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険金を支払います。
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第３章　車両保険

車両条項

第１条（当会社の支払責任）

①　当会社は，衝突，接触，墜落，転覆，物の飛来，物の落下，火災，爆発，台風，こう

水，高潮その他偶然な事故によって保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」とい

います。）に生じた損害および被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して，この

車両条項および一般条項に従い，被保険自動車の所有者（以下「被保険者」といいます。）

に車両保険金（車両損害保険金および費用をいいます。以下同様とします。）を支払い

ます。

②　前項の被保険自動車の盗難によって生じた損害には，被保険自動車の一部または全部

が盗難にあった場合のほか，被保険自動車の車室内・トランク内に収容またはキャリア

に固定されている動産の盗難にともなって被保険自動車に生じた損害を含みます。

③　被保険自動車には，その付属品を含みます。

第２条（用語の定義）

この車両条項において，次の各号の用語は，それぞれ次の定義によります。

(1) 費用

保険契約者または被保険者が支出した次の費用（収入の喪失を含みません。）をい

います。

(ｲ) 一般条項第１４条（事故発生時の義務）第１号に規定する損害の防止または軽減

のために必要または有益であった費用

(ﾛ) 一般条項第１４条第６号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

(ﾊ) 当会社が車両損害保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動する

ことができない場合には，これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会

社の指定する場所まで運搬するために要した費用，またはこれらの場所まで運転す

るために必要な仮修理の費用（以下「運搬費用」といいます。）

(ﾆ) 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用のうち，上記(ﾊ)に

規定する以外の費用（以下「盗難引取費用」といいます。）

(ﾎ) 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額

(2) キャリア

自動車の屋根またはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するた

めの装置をいいます。

(3) 付属品
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自動車に定着（ボルト，ナット，ねじ等で固定されており，工具等を使用しなけれ

ば容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。）または装備（自動車

の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に

従い自動車に備えつけられている状態をいいます。以下この号において，同様としま

す。）されている物，および車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に

固定されている自動車用電子式航法装置をいいます。ただし，次の物は含みません。

(ｲ) 燃料，ボデーカバーおよび洗車用品

(ﾛ) 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物

(ﾊ) 通常装飾品とみなされる物

(4) 保険価額

被保険自動車に損害が生じた地および時における被保険自動車と同一車種，同年式

で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。

(5) 修理費

損害が生じた地および時において，被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧する

ために必要な修理費をいいます。この場合，被保険自動車の復旧に際して，当会社が，

部分品の補修が可能であり，かつ，その部分品の交換による修理費が補修による修理

費を超えると認めたときは，その部分品の修理費は補修による修理費とします。

(6) 全損

修理費または第６条（車両損害保険金の支払における損害額の決定）第１項の損害

額が，保険価額以上となる場合をいいます。

第３条（保険金を支払わない場合－その１）

当会社は，次の各号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，車両

保険金を支払いません。

(1) 次のいずれかに該当する者の故意

(ｲ) 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である

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）

(ﾛ) 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間

とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの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）

(ﾊ) 上記(ｲ)および(ﾛ)に定める者の法定代理人

(ﾆ) 上記(ｲ)および(ﾛ)に定める者の業務に従事中の使用人

(ﾎ) 上記(ｲ)および(ﾛ)に定める者の父母，配偶者（内縁を含みます。以下同様としま

す。）または子。ただし，被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得さ

せる目的であった場合にかぎります。

(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
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変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって，全国または一部の地区に

おいて著しく平穏が害され，治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

(4) 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において，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

(5) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染

(6) 第２号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混

乱に基づいて生じた事故

(7) 差押え，収用，没収，破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし，消防ま

たは避難に必要な処置として行われた場合を除きます。

(8) 詐欺または横領

第４条（保険金を支払わない場合－その２）

当会社は，次の各号のいずれかに該当する損害に対しては，車両保険金を支払いませ

ん。

(1) 被保険自動車に存在する欠陥，摩滅，腐しょく，さびその他自然の消耗

(2) 故障損害（偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的

損害をいいます。）

(3) 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害

(4) 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし，被保険

自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合

を除きます。

(5) タイヤ（チューブを含みます。）に生じた損害。ただし，被保険自動車の他の部分

と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除

きます。

(6) 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害

第５条（保険金を支払わない場合－その３）

当会社は，次の各号のいずれかに該当する者が法令により定められた運転資格を持た

ないで被保険自動車を運転している場合，酒に酔った状態（アルコールの影響により正

常な運転ができないおそれがある状態をいいます。）で被保険自動車を運転している場

合，または麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転ができ

ないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては，車

両保険金を支払いません。

(1) 保険契約者，被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である場
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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）

(2) 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主，または１年以上を期間と

する貸借契約に基づく被保険自動車の借主（これらの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）

(3) 前２号に定める者の法定代理人

(4) 第１号および第２号に定める者の業務に従事中の使用人

(5) 第１号および第２号に定める者の父母，配偶者または子

第６条（車両損害保険金の支払における損害額の決定）

①　当会社が車両損害保険金を支払うべき損害の額（以下「損害額」といいます。）は，保

険価額によって定めます。

②  被保険自動車の損傷を修理することができる場合は，次の(1)の額から(2)および(3)

の合計額を差し引いた額を損害額とします。ただし，保険価額を限度とします。

(1) 修理費

(2) 修理に際し部分品を交換したために被保険自動車全体として価額の増加を生じた場

合は，その増加額

(3) 修理にともなって生じた残存物がある場合は，その価額

第７条（支払保険金の計算）

①　１回の事故につき当会社の支払う車両損害保険金の額は，次のとおりとします。ただ

し，保険証券記載の保険金額（以下「保険金額」といいます。）を限度とし，保険金額

が保険価額を超える場合は，保険価額を限度とします。

(1) 全損の場合は，保険価額

(2) 前号以外の場合は，損害額から保険証券記載の免責金額（当会社が支払責任を負う

事故の発生の時の順によって定めます。）を差し引いた額。ただし，保険金額が保険

価額に達しない場合は，これに保険金額の保険価額に対する割合を乗じた額とします。

②　当会社は，前項に定める車両損害保険金のほか，費用の合計額を被保険者に支払いま

す。ただし，運搬費用および盗難引取費用については，１回の事故につき，それぞれ，

保険金額の１０％または１０万円のいずれか高い額を限度とします。

③　損害額および費用のうち，第三者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収さ

れたもの（以下この項において，「回収金」といいます。）がある場合において，回収金

の額が被保険者の自己負担額（損害額および費用の合計額から前２項に定める車両保険

金の額を差し引いた額をいいます。）を超過するときは，当会社は前２項に定める車両

保険金の額からその超過額を差し引いて車両保険金を支払います。

④　当会社は，前２項の規定によって支払うべき費用と第１項および前項に定める車両損

害保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても，費用を支払います。
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第８条（現物による支払）

当会社は，被保険自動車の損害の全部または一部に対して，修理または代品の交付を

もって車両保険金の支払に代えることができます。

第９条（被害物についての当会社の権利）

①　当会社が全損として車両損害保険金を支払った場合は，被保険自動車について被保険

者が有するすべての権利を取得します。ただし，保険金額が保険価額に達しない場合に

は，当会社は，保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。

②　被保険自動車の一部が盗難にあった場合に，当会社がその損害に対して車両損害保険

金を支払ったときは，当会社は，車両損害保険金の損害額に対する割合によって被保険

者が盗難にあった物について有する権利を取得します。

③　前２項の場合において，当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して車両損害

保険金を支払ったときは，被保険自動車について被保険者が有する権利は当会社に移転

しません。

第１０条（盗難自動車の返還）

当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して車両損害保険金を支払っ

た日の翌日から起算して６０日以内に被保険自動車が発見された場合は，被保険者は，

すでに受け取った車両損害保険金を当会社に払い戻して，その返還を受けることができ

ます。この場合，発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対して車両保険金

を請求することができます。
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第４章　一般条項

第１条（保険責任の始期および終期）

①　当会社の保険責任は，保険証券記載の保険期間（以下この条において，「保険期間」と

いいます。）の初日の午後４時（保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は

その時刻）に始まり，末日の午後４時に終ります。

②　保険期間が始まった後であっても，当会社は，保険料領収前に生じた事故による損害

または傷害に対しては，保険金（賠償責任条項，人身傷害条項，搭乗者傷害条項および

車両条項の保険金をいいます。以下同様とします。）を支払いません。

第２条（保険責任のおよぶ地域）

当会社は，日本国内（日本国外における日本船舶内を含みます。）において生じた事

故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。

第３条（告知義務）

①　当会社は，保険契約締結の際，保険契約者，記名被保険者（車両条項においては，被

保険者とします。以下この条において，同様とします。）またはこれらの者の代理人が，

故意または重大な過失によって保険申込書の記載事項について知っている事実を告げ

なかった場合，または不実のことを告げた場合は，保険証券記載の保険契約者の住所に

あてた書面による通知をもって，この保険契約を解除することができます。

②　前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。

(1) 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合

(2) 当会社が保険契約締結の際，前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを

知っていた場合，または過失によってこれを知らなかった場合

(3) 保険契約者，記名被保険者またはこれらの者の代理人が，当会社が保険金を支払う

べき事故の発生前に，保険申込書の記載事項につき，書面をもって更正を申し出て，

当会社がこれを承認した場合。なお，当会社は，更正の申出を受けた場合には，その

更正を申し出た事実が，保険契約締結時に当会社に告げられていたとしても，当会社

が，保険契約を締結していたと認めるときにかぎり，これを承認するものとします。

(4) 当会社が保険契約締結の後，前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知

った時からその日を含めて保険契約を解除しないで３０日を経過した場合

(5) 前項の告げなかった事実または告げた不実のことが，当会社が行う危険測定に関係

のないものであった場合。ただし，その告げなかった事実または告げた不実のことが

この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または

共済契約（以下「他の保険契約等」といいます。）に関する事項であった場合を除き

ます。
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③　第１項の解除は，将来に向かってのみその効力を生じます。ただし，その解除が損害

または傷害の発生した後になされた場合であっても，当会社は，保険金を支払いません。

この場合において，すでに保険金を支払っていたときは，その返還を請求することがで

きます。

第４条（通知義務）

①　保険契約締結の後，次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には，保険契

約者または被保険者は，事実の発生がその責に帰すべき事由によるときはあらかじめ，

責に帰すことのできない事由によるときは発生を知った後遅滞なく，書面をもってその

旨を当会社に通知し，承認の請求を行わなければなりません。ただし，その事実がなく

なった後はこのかぎりではありません。

(1) 保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）の用途，車種または

登録番号もしくは車両番号を変更すること。

(2) 被保険自動車を競技，曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）もしくは

試験のために使用すること，または，被保険自動車を競技，曲技もしくは試験を行う

ことを目的とする場所において使用する（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。）こと。

(3) 被保険自動車に危険物（「道路運送車両の保安基準」第１条に定める高圧ガス，火

薬類，危険物もしくは可燃物，または「毒物及び劇物取締法」第２条に定める毒物も

しくは劇物をいいます。以下この号において，同様とします。）を積載すること，ま

たは被保険自動車が，危険物を積載した被けん引自動車をけん引すること。

(4) 被保険自動車の使用目的（業務使用，通勤・通学使用または日常・レジャー使用の

いずれかをいいます。）を変更すること。

(5) 前各号のほか，保険証券または保険申込書の記載事項に重要な変更を生ずべき事実

が発生し，かつ，危険が著しく増加すること。

(6) 他の保険契約等を締結すること。

②　当会社は，前項の事実が生じた時（同項の事実の発生が保険契約者または被保険者の

責に帰すことのできない事由による場合は，その発生を知った時とします。）からその

事実がなくなる時まで（同項の書面を受領した後を除きます。）の間に生じた事故によ

る損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。ただし，同項第１号および第４

号については，危険の増加が生じない場合はこのかぎりではありません。

第５条（被保険自動車の譲渡）

①　被保険自動車が譲渡（所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づ

く借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保

険自動車の返還を含みます。以下この条において，同様とします。）された場合であっ
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ても，この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は，

譲受人（所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みま

す。以下この項において，同様とします。）に移転しません。ただし，保険契約者がこ

の保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自

動車の譲受人に譲渡する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合に

おいて，当会社がこれを承認したときは，このかぎりではありません。

②　当会社は，被保険自動車が譲渡された後（前項ただし書の書面を受領した後を除きま

す。）に，被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金

を支払いません。

第６条（被保険自動車の入替）

①　次の各号のいずれかに該当する場合に，保険契約者が書面をもってその旨を当会社に

通知し，新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行い，

当会社がこれを承認したときは，新規取得自動車および所有自動車について，この保険

契約を適用します。

(1) 次のいずれかに該当する者が，被保険自動車と同一の用途および車種（別表Ⅲに掲

げる用途および車種をいいます。以下この条において，同様とします。）の自動車を

新たに取得（所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。以下この条におい

て，同様とします。）し，または１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場

合（この条において，「自動車の新規取得」といい，当該自動車を「新規取得自動車」

といいます。）

(ｲ) 被保険自動車の所有者

(ﾛ) 記名被保険者

(ﾊ) 記名被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下この号において，同様とします。）

(ﾆ) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

(2) 被保険自動車が廃車，譲渡または返還された場合（以下この条において，「被保険

自動車の廃車等」といいます。）。ただし，前号(ｲ)から(ﾆ)までのいずれかに該当する

者が所有（所有権留保条項付売買契約による購入，および１年以上を期間とする貸借

契約による借入れを含みます。）する自動車（被保険自動車および新規取得自動車を

除き，被保険自動車と同一の用途および車種の自動車とします。この条において，「所

有自動車」といいます。）がある場合にかぎります。

②  前項の所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は，その買主

(2) 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は，その借主

(3) 前２号以外の場合は，被保険自動車を所有する者

③　当会社は，自動車の新規取得または被保険自動車の廃車等のあった後（第１項の書面
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を受領した後を除きます。）に，新規取得自動車または所有自動車について生じた事故

による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。

第７条（管理義務）

保険契約者，被保険者もしくはこれらの者の代理人または被保険自動車の運行を管理

する者は，被保険自動車を常に安全に運転しうる状態に整備し，かつ，官庁の検査を受

けることを怠ってはなりません。

第８条（調　査）

当会社は，被保険自動車に関し，必要な調査をし，かつ，保険契約者または被保険者

に対し必要な説明または証明を求めることができます。

第９条（保険契約の無効）

保険契約締結の際，次の各号のいずれかに該当する事実があった場合は，保険契約は

無効とします。

(1) 保険契約に関し保険契約者，記名被保険者（車両条項においては，被保険者としま

す。以下この条において，同様とします。）またはこれらの者の代理人に詐欺の行為

があったこと。

(2) 保険契約者または記名被保険者が，当会社が保険金を支払うべき損害もしくは傷害

またはこれらの原因がすでに生じていることを知っていたこと。

(3) 他人のために保険契約を締結する場合において，保険契約者がその旨を保険申込書

に記載しなかったこと。

第１０条（解  除）

①  当会社は，次の各号のいずれかに該当する場合には，保険証券記載の保険契約者の住

所にあてた書面による通知をもって，この保険契約を解除することができます。

(1) 第４条（通知義務）第１項の事実が発生した場合（この事実がなくなった場合を除

きます。），または同項，第５条（被保険自動車の譲渡）第１項もしくは第６条（被保

険自動車の入替）第１項の規定により承認の請求があった場合。ただし，第４条第１

項第１号および第４号については，危険の増加が生じた場合にかぎります。

(2) 正当な理由がなくて第７条（管理義務）の規定に違反した場合

(3) 正当な理由がなくて第８条（調査）に規定する当会社の求めに応じない場合

(4) 保険金請求に関し，保険契約者，被保険者もしくは保険金を受け取るべき者，また

はこれらの者の法定代理人に詐欺の行為があった場合

②　前項のほか，当会社は，この保険契約を解除する相当な理由があると認めた場合は，

この保険契約（対人賠償保険契約は除きます。）を解除することができます。この場合
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には，当会社は，解除する日の前日から遡って１０日前までに書面をもって保険証券記

載の保険契約者の住所にあてて通知するものとします。

③　保険契約者は，当会社に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除すること

ができます。

④　前３項の解除は，将来に向かってのみその効力を生じます。

⑤　第１項第１号に基づく当会社の解除権は，その通知を受けた日からその日を含めて３

０日以内に行使しなければ消滅します。

第１１条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認の場合）

①　当会社は，第３条（告知義務）第２項第３号，第４条（通知義務）第１項，第５条（被

保険自動車の譲渡）第１項または第６条（被保険自動車の入替）第１項の承認をする場

合には，当会社の定めるところに従い，保険料を返還し，または追加保険料を請求でき

ます。

②　保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前

に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険金を支払いません。

③　当会社は，第１項のほか，保険契約締結の後，保険契約者が書面をもって保険契約の

条件の変更を当会社に通知し，承認の請求を行った場合において，当会社がこれを承認

するときは，当会社の定めるところに従い，保険料を返還し，または追加保険料を請求

できます。

④　保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は，当会社は，追加保険料領収前

に生じた事故による損害または傷害に対しては，保険契約条件の変更の承認の請求がな

かったものとして，この普通保険約款（被保険自動車について適用される特約を含みま

す。）に従い，保険金を支払います。

第１２条（保険料の返還－無効，失効の場合）

①　保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によ

る場合は，保険料を返還しません。

②　保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によ

らない場合は，無効のときには保険料の全額を，失効のときには未経過期間に対し日割

をもって計算した保険料を返還します。

第１３条（保険料の返還－解除の場合）

①　第３条（告知義務）第１項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，保険

料を返還しません。

②　第１０条（解除）第１項またはこの保険契約に適用される特約の規定により，当会社

が保険契約を解除した場合は，領収した保険料から既経過期間に対して別表Ⅳに掲げる
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短期料率によって計算した保険料を差し引いて，その残額を返還します。ただし，既経

過期間中に当会社が保険金を支払う損害または傷害が発生していた場合は，領収した保

険料は返還しません。

③　前項の場合，保険契約の解除が保険契約者または被保険者の責に帰すことのできない

事由によるときは，未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。

④　第１０条（解除）第２項の規定により，当会社が保険契約を解除した場合は，未経過

期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。

⑤　第１０条（解除）第３項の規定により，保険契約者が保険契約を解除した場合は，当

会社の定めるところにより計算した保険料を返還します。

第１４条（事故発生時の義務）

保険契約者または被保険者は，事故が発生したことを知った場合は，次のことを履行

しなければなりません。

(1) 損害の防止および軽減につとめ，または運転者その他の者に対しても損害の防止お

よび軽減につとめさせること。

(2) 事故発生の日時，場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。

(3) 次の事項を遅滞なく，当会社に通知すること。

(ｲ) 事故の状況，被害者の住所および氏名または名称

(ﾛ) 事故発生の日時，場所または事故の状況について証人となる者がある場合は，そ

の者の住所および氏名または名称

(ﾊ) 損害賠償の請求を受けた場合は，その内容

(4) 被保険自動車が盗難にあった場合には，遅滞なく警察官に届け出ること。

(5) 被保険自動車を修理する場合には，あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし，

必要な応急の仮手当については，このかぎりではありません。

(6) 他人に損害賠償の請求（共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を

含みます。以下同様とします。）をすることができる場合には，その権利の保全また

は行使に必要な手続をすること。

(7) 損害賠償の請求を受けた場合には，あらかじめ当会社の承認を得ないで，その全部

または一部を承認しないこと。ただし，被害者に対する応急手当または護送その他緊

急措置については，このかぎりではありません。

(8) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し，または提起された場合は，遅滞なく当会

社に通知すること。

(9) 第３号のほか，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。
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第１５条（事故発生時の義務違反）

①　保険契約者または被保険者が，正当な理由がなくて前条第２号（事故発生の通知），第

３号（事故内容の通知），第４号（盗難の届出），第８号（訴訟の通知）または第９号（書

類の提出等）の規定に違反した場合は，当会社は，保険金を支払いません。

②　保険契約者または被保険者が，正当な理由がなくて前条第５号(修理着工の事前承認)

の規定に違反した場合は，当会社は，保険金を支払いません。ただし，保険契約者また

は被保険者が，当会社に対して事故によって生じた損傷の程度および範囲を示す資料を

提出し，妥当な修理費であることを立証した場合には，このかぎりではありません。

③　保険契約者または被保険者が，正当な理由がなくて前条第１号（損害の防止および軽

減），第６号（請求権の保全等）または第７号（責任の無断承認の禁止）の規定に違反

した場合は，当会社は，次の金額を差し引いて保険金を支払います。

(1) 前条第１号に違反した場合は，防止または軽減することができたと認められる損害

額

(2) 前条第６号に違反した場合は，他人に損害賠償の請求をすることによって取得する

ことができたと認められる額

(3) 前条第７号に違反した場合は，損害賠償責任がないと認められる額

④　保険契約者または被保険者が，前条第３号（事故内容の通知）の事項について不実の

ことを告げた場合，または第４号（盗難の届出）もしくは第９号（書類の提出等）の書

類に故意に不実の記載をしまたはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場

合には，当会社は，保険金を支払いません。

第１６条（対人事故通知の特則）

賠償責任条項第１条（当会社の支払責任－対人賠償）第１項に定める対人事故の場合

において，当会社が保険契約者または被保険者から第１４条第３号（事故内容の通知）

に規定する通知を受けることなく，事故の発生の日の翌日から起算して６０日を経過し

たときは，当会社は，その事故による損害に対しては，保険金を支払いません。ただし，

保険契約者または被保険者が，過失がなくて事故の発生を知らなかった場合，またはや

むを得ない事由により，上記の期間内に通知できなかった場合は，このかぎりではあり

ません。

第１７条（当会社の指定する医師による診断）

①　当会社は，人身傷害または搭乗者傷害に関して，第１４条第２号（事故発生の通知）

または第３号（事故内容の通知）に規定する通知を受けた場合で，当会社が必要と認め

るときは，被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書（死体検案書を含みます。）

の提出を求めることができます。

②　前項の診断のために要した費用（収入の喪失を含みません。）は，当会社が負担します。
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③　第１項の当会社の求めに対し，正当な理由がなくてこれに応じなかった場合には，当

会社は，保険金を支払いません。

第１８条（重複契約の取扱い）

①　賠償責任条項，人身傷害条項および車両条項に関しては，他の保険契約等がある場合

において，次の(1)の額が損害額または費用を超えるときは，当会社は，次の(2)の額の

(1)の額に対する割合を損害額または費用に乗じて支払保険金の額を決定します。

(1) それぞれの保険契約または共済契約について，他の保険契約または共済契約がない

ものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額

(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額

②　前項の損害額または費用は，それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用が

ある場合には，そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。

③　第１項の規定にかかわらず，被保険者または保険金請求権者の請求があり，かつ，当

会社がこれを承認した場合は，次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額としま

す。

(1) この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は，他の保険契

約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額

(2) 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた

場合は，損害額または費用が，他の保険契約等によって支払われた保険金または共済

金の額を超える額

第１９条（評価人および裁定人）

①　当会社が支払うべき保険金の額の決定について，当会社と被保険者または保険金請求

権者との間で争いが生じた場合は，当事者双方が書面によって選定する各１名ずつの評

価人の判断に任せます。この場合において，評価人の間で意見が一致しないときは，双

方の評価人が選定する１名の裁定人にこれを裁定させます。

②　当事者は，自己の選定した評価人の費用（報酬を含みます。）を各自負担し，その他の

費用（裁定人に対する報酬を含みます。）は半額ずつこれを負担するものとします。

第２０条（保険金の請求）

①　当会社に対する保険金請求権は，次の時から，それぞれ発生し，これを行使すること

ができるものとします。

(1) 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては，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，判決が確定した時，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
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(2) 人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては，次の時

(ｲ) 被保険者が死亡した場合には，その死亡の時

(ﾛ) 被保険者に後遺障害が生じた場合には，その後遺障害が生じた時

(ﾊ) 被保険者が傷害を被った場合には，被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に

従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて

１８０日を経過した時のいずれか早い時

(3) 搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては，次の時

(ｲ) 死亡保険金および座席ベルト装着者特別保険金については，被保険者が死亡した

時

(ﾛ) 後遺障害保険金，重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金に

ついては，被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含め

て１８０日を経過した時のいずれか早い時

(ﾊ) 医療保険金については，被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事するこ

とができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて１８０日以

内の治療日数が５日となった時のいずれか早い時

(4) 車両条項に係る保険金の請求に関しては，事故発生の時

②　被保険者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は，前項に定める保険

金請求権発生の時の翌日から起算して６０日以内または当会社が書面で承認した猶予

期間内に，保険証券に添えて次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。

ただし，第３号の交通事故証明書については，提出できない相当な理由がある場合はこ

のかぎりではありません。

(1) 保険金の請求書

(2) 損害額，費用の額または傷害の程度を証明する書類

(3) 公の機関が発行する交通事故証明書（人の死傷をともなう事故または被保険自動車

と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊をともなう事故の場合にかぎり

ます。以下同様とします。）

(4) 盗難による損害の場合は，所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類

(5) その他当会社が特に必要と認める書類または証拠

③　人身傷害条項の保険金の請求は，被保険者ごとに保険金請求権者全員から委任を受け

た代表者を経由して行うものとします。

④　被保険者または保険金請求権者が第２項の書類に故意に不実の記載をし，またはその

書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には，当会社は，保険金を支払いませ

ん。

第２１条（保険金の支払）

当会社は，被保険者または保険金請求権者が前条第２項の手続をした日からその日を
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含めて３０日以内に保険金を支払います。ただし，当会社がこの期間内に必要な調査を

終えることができない場合は，これを終えた後，遅滞なく保険金を支払います。

第２２条（損害賠償額の請求および支払）

①　損害賠償請求権者が賠償責任条項第６条（損害賠償請求権者の直接請求権－対人賠償）

または同条項第８条（損害賠償請求権者の直接請求権－対物賠償）の規定により損害賠

償額の支払を請求する場合は，次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりませ

ん。ただし，第２号の交通事故証明書については，提出できない相当な理由がある場合

はこのかぎりではありません。

(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

(3) その他当会社が特に必要と認める書類または証拠

②　損害賠償請求権者が前項の書類に故意に不実の記載をし，また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には，当会社は，損害賠償額を支払いません。

③　当会社は，賠償責任条項第６条（損害賠償請求権者の直接請求権－対人賠償）第２項，

同条項第８条（損害賠償請求権者の直接請求権－対物賠償）第２項または同条第６項の

各号のいずれかに該当する場合には，損害賠償請求権者が第１項の手続をした日からそ

の日を含めて３０日以内に損害賠償額を支払います。ただし，当会社がこの期間内に必

要な調査を終えることができない場合は，これを終えた後，遅滞なく損害賠償額を支払

います。

第２３条（代　位）

①　被保険者または保険金請求権者（以下この項において，「被保険者等」といいます。）

が他人に損害賠償の請求をすることができる場合には，当会社は，その損害に対して支

払った保険金の額の限度内で，かつ，被保険者等の権利を害さない範囲内で，被保険者

等がその者に対して有する権利を取得します。

②　前項の損害賠償の請求が車両損害に関するものである場合は，当会社は，正当な権利

により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては，その権利を行使しません。

ただし，次の各号のいずれかに該当する損害に対しては，このかぎりではありません。

(1) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意によって生じた

損害

(2) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められ

た運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害

(3) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が酒に酔った状態（ア

ルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。）で被保

険自動車を運転している場合に生じた損害
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(4) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬，大麻，あへん，

覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険

自動車を運転している場合に生じた損害

(5) 自動車修理業，駐車場業，給油業，洗車業，自動車販売業，陸送業，運転代行業等

自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人，およびこれらの者が

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を含み

ます。）が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損

害

③　第１項の規定にかかわらず，当会社が搭乗者傷害条項の保険金を支払った場合であっ

ても，被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠

償請求権は，当会社に移転しません。

④　当会社が人身傷害条項の保険金を支払った損害について，保険金請求権者が，その補

償にあてるべき保険金，共済金その他の給付（保険金額および保険金日額等が定額であ

る傷害保険もしくは生命保険等の保険金または共済金を含みません。）の請求権を有し

ていた場合は，当該請求権は，保険金の支払時に当会社に移転するものとします。この

場合において，当該請求権を当会社が行使するにあたって，当会社が必要とする書類の

提出等を求めたときは，保険金請求権者は，これに協力しなくてはなりません。

第２４条（時　効）

保険金請求権は，次の時の翌日から起算して２年を経過した場合は，時効によって消

滅します。

(1) 第２０条（保険金の請求）第２項に定める手続が行われなかった場合には，同条第

１項に定める時

(2) 第２０条第２項に定める手続が行われた場合には，当会社が同項の書類または証拠

を受領した時の翌日から起算して３０日を経過した時

第２５条（損害賠償額請求権の行使期限）

賠償責任条項第６条（損害賠償請求権者の直接請求権－対人賠償）および同条項第８

条（損害賠償請求権者の直接請求権－対物賠償）の規定による請求権は，次の各号のい

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２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

第２６条（保険契約者が死亡した場合の取扱い）
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①　保険契約締結の後，保険契約者が死亡した場合，この保険契約に適用される普通保険

約款および特約に関する権利および義務は，その死亡した保険契約者の死亡時の法定相

続人に移転するものとします。

②　前項の法定相続人が２名以上である場合は，当会社は，代表者１名を定めることを求

めることができます。この場合において，代表者は代表者以外の法定相続人を代理する

ものとします。

③　前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には，法定相続人

の中の１名に対して行う当会社の行為は，他の法定相続人に対しても効力を有するもの

とします。

④　第１項の法定相続人が２名以上である場合には，各法定相続人は連帯してこの保険契

約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

第２７条（準拠法）

この約款に規定のない事項については，日本国の法令によります。
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＜別表Ⅰ＞　後遺障害等級表

この表は，人身傷害条項および搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します。

等級 後遺障害
搭乗者傷害条項
保険金支払割合

第１級 １　両眼が失明したもの
２　

そ

咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
３　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し，
常に介護を要するもの

４　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し，常に介護
を要するもの

５　両上肢をひじ関節以上で失ったもの
６　両上肢の用を全廃したもの
７　両下肢をひざ関節以上で失ったもの
８　両下肢の用を全廃したもの

１００％

第２級 １　１眼が失明し，他眼の視力が０．０２以下になっ
たもの

２　両眼の視力が０．０２以下になったもの
３　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し，
随時介護を要するもの

４　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し，随時介護
を要するもの

５　両上肢を手関節以上で失ったもの
６　両下肢を足関節以上で失ったもの

８９％

第３級 １　１眼が失明し，他眼の視力が０．０６以下になっ
たもの

２　
そ

咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
３　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し，
終身労務に服することができないもの

４　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し，終身労務
に服することができないもの

５　両手の手指の全部を失ったもの

７８％

第４級 １　両眼の視力が０．０６以下になったもの
２　

そ

咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すも
の

３　両耳の聴力を全く失ったもの
４　１上肢をひじ関節以上で失ったもの
５　１下肢をひざ関節以上で失ったもの
６　両手の手指の全部の用を廃したもの
７　両足をリスフラン関節以上で失ったもの

６９％

第５級 １　１眼が失明し，他眼の視力が０．１以下になった
もの

２　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し，
特に軽易な労務以外の労務に服することができない
もの

３　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し，特に軽易

５９％
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な労務以外の労務に服することができないもの
４　１上肢を手関節以上で失ったもの
５　１下肢を足関節以上で失ったもの
６　１上肢の用を全廃したもの
７　１下肢の用を全廃したもの
８　両足の足指の全部を失ったもの

第６級 １　両眼の視力が０．１以下になったもの
２　

そ

咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すも
の

３　両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること
ができない程度になったもの

４　１耳の聴力を全く失い，他耳の聴力が４０センチ
メートル以上の距離では普通の話声を解することが
できない程度になったもの

５　
せき

脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
６　１上肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの
７　１下肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの
８　１手の５の手指またはおや指を含み４の手指を失
ったもの

５０％

第７級 １　１眼が失明し，他眼の視力が０．６以下になった
もの

２　両耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では
普通の話声を解することができない程度になったも
の

３　１耳の聴力を全く失い，他耳の聴力が１メートル
以上の距離では普通の話声を解することができない
程度になったもの

４　神経系統の機能または精神に障害を残し，軽易な
労務以外の労務に服することができないもの

５　胸腹部臓器の機能に障害を残し，軽易な労務以外
の労務に服することができないもの

６　１手のおや指を含み３の手指を失ったものまたは
おや指以外の４の手指を失ったもの

７　１手の５の手指またはおや指を含み４の手指の用
を廃したもの

８　１足をリスフラン関節以上で失ったもの
９　１上肢に偽関節を残し，著しい運動障害を残すも
の

10　１下肢に偽関節を残し，著しい運動障害を残すも
の

11　両足の足指の全部の用を廃したもの
12　女子の外

ぼう

貌に著しい醜状を残すもの
13　両側の

こう

睾丸を失ったもの

４２％

第８級 １　１眼が失明し，または１眼の視力が０．０２以下
になったもの

２　
せき

脊柱に運動障害を残すもの
３　１手のおや指を含み２の手指を失ったものまたは

３４％
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おや指以外の３の手指を失ったもの
４　１手のおや指を含み３の手指の用を廃したものま
たはおや指以外の４の手指の用を廃したもの

５　１下肢を５センチメートル以上短縮したもの
６　１上肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの
７　１下肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの
８　１上肢に偽関節を残すもの
９　１下肢に偽関節を残すもの
10　１足の足指の全部を失ったもの
11　

ひ

脾臓または１側の
じん

腎臓を失ったもの
第９級 １　両眼の視力が０．６以下になったもの

２　１眼の視力が０．０６以下になったもの
３　両眼に半盲症，視野狭

さく

窄または視野変状を残すも
の

４　両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
５　鼻を欠損し，その機能に著しい障害を残すもの
６　

そ

咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
７　両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話
声を解することができない程度になったもの

８　１耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること
ができない程度になり，他耳の聴力が１メートル以
上の距離では普通の話声を解することが困難である
程度になったもの

９　１耳の聴力を全く失ったもの
10　神経系統の機能または精神に障害を残し，服する
ことができる労務が相当な程度に制限されるもの

11　胸腹部臓器の機能に障害を残し，服することがで
きる労務が相当な程度に制限されるもの

12　１手のおや指またはおや指以外の２の手指を失っ
たもの

13　１手のおや指を含み２の手指の用を廃したものま
たはおや指以外の３の手指の用を廃したもの

14　１足の第１の足指を含み２以上の足指を失ったも
の

15　１足の足指の全部の用を廃したもの
16　生殖器に著しい障害を残すもの

２６％

第１０級 １　１眼の視力が０．１以下になったもの
２　正面を見た場合に複視の症状を残すもの
３　

そ

咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
４　１４歯以上に対し歯科補

てつ

綴を加えたもの
５　両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話
声を解することが困難である程度になったもの

６　１耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること
ができない程度になったもの

７　１手のおや指またはおや指以外の２の手指の用を
廃したもの

８　１下肢を３センチメートル以上短縮したもの

２０％
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９　１足の第１の足指または他の４の足指を失ったも
の

10　１上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害
を残すもの

11　１下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害
を残すもの

第１１級 １　両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害
を残すもの

２　両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
３　１眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
４　１０歯以上に対し歯科補

てつ

綴を加えたもの
５　両耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解
することができない程度になったもの

６　１耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では
普通の話声を解することができない程度になったも
の

７　
せき

脊柱に変形を残すもの
８　１手のひとさし指，なか指またはくすり指を失っ
たもの

９　１足の第１の足指を含み２以上の足指の用を廃し
たもの

10　胸腹部臓器に障害を残すもの

１５％

第１２級 １　１眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害
を残すもの

２　１眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
３　７歯以上に対し歯科補

てつ

綴を加えたもの
４　１耳の耳殻の大部分を欠損したもの
５　鎖骨，胸骨，ろく骨，けんこう骨または骨盤骨に
著しい変形を残すもの

６　１上肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残す
もの

７　１下肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残す
もの

８　長管骨に変形を残すもの
９　１手のこ指を失ったもの
10　１手のひとさし指，なか指またはくすり指の用を
廃したもの

11　１足の第２の足指を失ったもの，第２の足指を含
み２の足指を失ったものまたは第３の足指以下の３
の足指を失ったもの

12　１足の第１の足指または他の４の足指の用を廃し
たもの

13　局部に頑固な神経症状を残すもの
14　男子の外

ぼう

貌に著しい醜状を残すもの
15　女子の外

ぼう

貌に醜状を残すもの

１０％

第１３級 １　１眼の視力が０．６以下になったもの
２　正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

７％
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３　１眼に半盲症，視野狭
さく

窄または視野変状を残すも
の

４　両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげは
げを残すもの

５　５歯以上に対し歯科補
てつ

綴を加えたもの
６　１手のこ指の用を廃したもの
７　１手のおや指の指骨の一部を失ったもの
８　１下肢を１センチメートル以上短縮したもの
９　１足の第３の足指以下の１または２の足指を失っ
たもの

10　１足の第２の足指の用を廃したもの，第２の足指
を含み２の足指の用を廃したものまたは第３の足指
以下の３の足指の用を廃したもの

第１４級 １　１眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげは
げを残すもの

２　３歯以上に対し歯科補
てつ

綴を加えたもの
３　１耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解
することができない程度になったもの

４　上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残
すもの

５　下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残
すもの

６　１手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったも
の

７　１手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸
することができなくなったもの

８　１足の第３の足指以下の１または２の足指の用を
廃したもの

９　局部に神経症状を残すもの
10　男子の外

ぼう

貌に醜状を残すもの

４％

注１．視力の測定は，万国式試視力表によります。屈折異状のあるものについては，矯正

視力について測定します。

注２．手指を失ったものとは，おや指は指節間関節，その他の手指は近位指節間関節以上

を失ったものをいいます。

注３．手指の用を廃したものとは，手指の末節骨の半分以上を失い，または中手指節関節

もしくは近位指節間関節（おや指にあっては，指節間関節）に著しい運動障害を残す

ものをいいます。

注４．足指を失ったものとは，その全部を失ったものをいいます。

注５．足指の用を廃したものとは，第１の足指は末節骨の半分以上，その他の足指は遠位

指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節（第１の足

指にあっては，指節間関節）に著しい運動障害を残すものをいいます。

注６．各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって，各等級の後遺障害に相当するも

のは，当該等級の後遺障害とします。
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注７．身体障害が２以上あるときは，重い方の身体障害の該当する等級によります。

ただし，下記に掲げる場合においては等級を次のとおり繰上げます。

(1) 第１３級以上に該当する身体障害が２以上あるときは，重い方の身体障害１級を

繰上げます。ただし，それぞれの後遺障害に該当する損害額または保険金支払額の

合計額が繰り上げ後の後遺障害の損害額または保険金支払額を下回るときは前記

合計額を採用します。

(2) 第８級以上に該当する身体障害が２以上あるときは，重い方の身体障害２級を繰

上げます。

(3) 第５級以上に該当する身体障害が２以上あるときは，重い方の身体障害３級を繰

上げます。

注８．すでに身体障害があった同一部位について，事故により障害が加重された場合は，

加重後の等級に応じた損害額または保険金支払額から既存の障害に応じた損害額ま

たは保険金支払額を差し引いて算出します。

注９．関節などの説明図

指節間関節

近位指節間関節

末節骨

末節骨 近位指節間関節

遠位指節間関節

指節間関節
末節骨

手関節

上
肢

下
肢

遠位指節間関節
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＜別表Ⅱ＞  医療保険金支払額基準

＜部位・症状別入通院給付金＞
頭 顔 面 部 頚 胸腹 背ま 上 肢 下 肢

部  位

症  状

部 眼･

歯
牙
を
除

く 眼 歯   

　 

牙

部 部
ま
た
は

部 部
・
腰
部

た
は
臀
部

手
指
を
除
く

手      

指

足
指
を
除
く

足      

指

打撲，擦過傷，挫傷，捻挫，筋の損
傷もしくは断裂（完全に切断されな
いもの）または腱の損傷もしくは断
裂（完全に切断されないもの）

5 5 － － 5 5 5 5 5 5 5

挫創または挫滅創 15 10 － － 10 15 15 10 10 10 10
筋または腱の断裂（完全に切断され
るもの）

－ － － － － 65 65 35 25 35 20

骨折または脱臼 65 30 － － 80 30 60 30 15 50 20
欠損または切断 － 20 － 10 － － － 60 25 75 30
頭蓋内の内出血もしくは血腫また
は眼球の内出血もしくは血腫

90 － 30 － － － － － － － －

神経 (脊髄を除く) の損傷または
断裂

90 40 60 － 40 － 40 40 30 40 20

脊髄の損傷または断裂 － － － － 120 － 120 － － － －
臓器の損傷もしくは破裂(手術を伴
うもの)または眼球の損傷もしくは
破裂

－ － 60 － － 90 － － － － －

臓器の損傷もしくは破裂(手術を伴
わないもの)

－ － － － － 55 － － － － －

熱傷 10 10 － － 5 10 10 5 5 5 5
その他 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

注１.胸部または腹部には，胸骨，肋骨，鎖骨および肩甲骨を含みます。

注２．同一の自動車事故により被った傷害の部位および症状が複数の項目に該当する場合，

それぞれの項目により支払われる金額のうち，もっとも高い金額を支払います。
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＜別表Ⅲ＞  被保険自動車の入替ができる用途・車種区分表

自家用普通乗用車　　　　　　　　　　　　　　自家用普通乗用車

自家用小型乗用車                            自家用小型乗用車

自家用軽四輪乗用車                          自家用軽四輪乗用車

自家用軽四輪貨物車                          自家用軽四輪貨物車

自家用普通貨物車　　　　　　　　　　　　　  自家用普通貨物車

（最大積載量０．５トン超２トン以下）          　  （最大積載量０．５トン超２トン以下）

自家用普通貨物車                            自家用普通貨物車

（最大積載量０．５トン以下）　              （最大積載量０．５トン以下）

自家用小型貨物車                            自家用小型貨物車

特種用途自動車                              特種用途自動車

（キャンピング車）                          （キャンピング車）

注　特種用途自動車（キャンピング車）とは，自動車検査証に記載の用途が特種用途であ

り，かつ，車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。

被  保  険  自  動  車 新たに取得しもしくは１年以上を期間とす
る貸借契約により借り入れる自動車，また
は被保険自動車を廃車，譲渡もしくは返還
する場合の所有する自動車



- 49 -
三井住友海上　2006年８月改定版

家庭用

＜別表Ⅳ＞  短期料率表

既経過期間 ７
日
ま
で

15
日
ま
で

１
か
月
ま
で

２
か
月
ま
で

３
か
月
ま
で

４
か
月
ま
で

５
か
月
ま
で

６
か
月
ま
で

７
か
月
ま
で

８
か
月
ま
で

９
か
月
ま
で

10
か
月
ま
で

11
か
月
ま
で

短期料率 10
％

15
％

25
％

35
％

45
％

55
％

65
％

70
％

75
％

80
％

85
％

90
％

95
％

ただし，保険証券記載の保険期間が１年を超える場合，またはこの保険契約に適用さ

れる特約条項の規定により，保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は，当会社の

定めるところによります。
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＜別紙＞人身傷害条項損害額基準

第１  傷害による損害

傷害による損害は，被保険者の被った積極損害（治療関係費，文書料，その他の費用），

休業損害，精神的損害およびその他の損害とする。

１．積極損害

(1)　治療関係費

ａ．応急手当費

応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。

ｂ．診察料

初診料，再診料または往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。

ｃ．入院料

原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。た

だし，被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は，上記以外の病室への

入院に必要かつ妥当な実費とする。

ｄ．投薬料・手術料・処置料等

治療のために必要かつ妥当な実費とする。

ｅ．通院費，転院費，入・退院費

通院，転院，入院または退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。

ｆ．看護料

(a) 入院中の看護料

原則として１２歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に１日につき４，１

００円とする。

ただし，「１２歳以下の子供に近親者等が付き添った場合」以外であっても，医

師の要看護証明書がある場合等医療機関の実績，傷害の態様等からやむを得ない

理由がある場合に限り，近親者等が付き添った場合は，必要かつ妥当な実費を認

めることができる。

(b) 自宅看護料または通院看護料

医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし，１２歳以下の

子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。

イ　厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者

立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。

ロ　近親者等

１日につき２，０５０円とする。

(c) 近親者等に休業損害が発生し，立証資料等により，(a)または(b)ロの額を超え
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ることが明らかな場合は，必要かつ妥当な実費とする。

ｇ．諸雑費

療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料，医師の指示により摂取した

栄養物の購入費，通信費等とし，下記による。

(a) 入院中の諸雑費

入院１日につき１，１００円とする。ただし，立証資料等により１，１００円

を超えることが明らかな場合は，社会通念上必要かつ妥当な実費とする。

(b) 通院または自宅療養中の諸雑費

社会通念上必要かつ妥当な実費とする。

ｈ．柔道整復等の費用

免許を有する柔道整復師，あんま・マッサージ・指圧師，はり師，きゅう師が行

う施術費用は，必要かつ妥当な実費とする。

ｉ．義肢等の費用

(a) 傷害を被った結果，医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢，歯

科補てつ，義眼，眼鏡（コンタクトレンズを含む。），補聴器，松葉杖等の用具の

制作等に必要かつ妥当な実費とする。

(b) (a)に掲げる用具を使用していた者が，傷害に伴い当該用具の修繕または再調達

を必要とするに至った場合は，必要かつ妥当な実費とする。

ｊ．診断書等の費用

診断書，診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

(2) 文書料

交通事故証明書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

(3) その他の費用

上記(1)治療関係費および(2)文書料以外の損害については，社会通念上必要かつ妥

当な実費とする。

２．休業損害

受傷により収入（専ら被保険者本人の労働の対価として得ているもの）の減少が生じ

た場合，減収額に応じて支払うものとし，原則として下記の算式による。なお，被保険

者が所属または勤務する企業等の損害は対象とならない。

(1) 有職者の場合

下記の算定方法による。ただし，１日あたりの収入額が５，７００円を下回る場合

およびその額の立証が困難な場合は，１日につき５，７００円とする。

対象休業日数は，実休業日数を基準とし，被保険者の傷害の態様，実治療日数等を

勘案して治療期間の範囲内で決定する。

ａ．給与所得者
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９０日
例給与等事故直前３か月間の月

×対象休業日数

(a) 給与所得者とは，原則として雇用主に対して労務を提供し，その対価として賃

金等を得ている者をいう。

(b) 事故直前３か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における３

か月の月例給与の合計額（本給及び付加給）とする。なお，雇用主が作成した事

故前年度の源泉徴収票等の税務資料の提出により確認できることを原則とする。

(c) 賞与等について，現実に生じた収入の減少があればその額を含める。

(d) 有給休暇を使用した場合は，欠勤により給与の支給がなかった場合と同様，対

象休業日数として扱う。

(e) 本給の一部が支給されている場合については，上記金額から対象休業日数に対

応する期間に対して現に支給された額を差し引く。

(f) 役員報酬は，原則として対象としない。ただし，専ら被保険者本人の労働の対

価として得ている給与と同一視しうるものは給与に含める。

ｂ．事業所得者および家族従業者

３６５日
額－必要経費事故前１か年間の収入

×寄与率×対象休業日数

とする。

(a) 事業所得者とは，原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいう。

(b) 過去１年間の収入額および必要経費は，被保険者本人についての事故前１か年

間の収入額および必要経費とし，確定申告書または市町村による課税証明等の公

的な税務資料により確認された額とする。ただし，公的な税務資料による確認が

困難である場合には，収入額および必要経費を証明するその他の資料に基づき，

付表Ⅲに定める年齢別平均給与額を上限として決定する。

(c) 寄与率は，被保険者の収入が事業収入，同一事業に従事する家族総収入等とし

て計上されている場合には，総収入に対する本人の寄与している割合とする。

ｃ．アルバイト・パートタイマー

９０日
例給与等事故直前３か月間の月

×対象休業日数

　とする。

(a) アルバイト・パートタイマーとは，原則として雇用期間を定めて雇用主に対し

て労務を提供し，その対価として賃金等を得ている者をいう。

(b) 就労日数が極めて少ない場合には，雇用契約書等の立証書類に基づき決定する。

(c) 休業日数が特定できない場合には，次の方法で対象休業日数を算出する。

９０日
労日数事故直前３か月間の就

×休業した期間の述べ日数
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(d) 家業の手伝いを行っているが，上記ｂ．の家族従業者に該当する収入がない場

合には，支払対象とならない。

(2) 家事従事者の場合

現実に家事に従事できなかった日数に対して，１日につき５，７００円とする。

(3) 無職者，金利生活者，地主，家主，恩給・年金生活者，幼児，学生または生活保護

法の被保険者等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象となら

ない。

３．精神的損害

精神的損害は各期間区分ごとに入院，通院の別に次の算式で計算した総合計額とする。

日額×対象日数×受傷態様係数

(1) 日額

対象日数　入院１日につき，８，４００円

対象日数　通院１日につき，４，２００円

(2) 対象日数

対象日数は，各期間区分ごとに定める下記の割合を入院，通院それぞれの基準日数

に乗じて決定する。

事故から３か月以内の期間　　　　：１００％

事故から３か月超６か月までの期間：　７５％

事故から６か月超９か月までの期間：　４５％

事故から９か月超 13 か月までの期間：　２５％

事故から 13 か月超の期間　　　　　：　１５％

なお，基準日数は次のとおりとする。

ａ．入院基準日数

実際に入院治療を受けた日数とする。

ｂ．通院基準日数

各期間区分ごとの総日数（治療最終日の属する期間区分においては治療最終日ま

での総日数）から入院基準日数を差し引いた日数の範囲内で，医師による治療を受

けた実通院日数の２倍を上限として定める。なお，骨折の傷害を被った部位を固定

するために医師の治療により次のいずれかに該当するギプスを常時装着したときは，

その日数を実通院日数に含みます。

(a) 長管骨（上腕骨・橈骨・尺骨・大腿骨・脛骨および腓骨をいう。）の骨折および

脊柱の骨折によるギプス

(b) 長管骨（上腕骨・橈骨・尺骨・大腿骨・脛骨および腓骨をいう。）に接続する三

大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス

(c) 肋骨または胸骨の骨折による体幹部のギプス
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 (3) 受傷態様係数

被保険者の受傷の態様別に下記の係数とする。

軽傷の場合　　　：１．０

通常の場合　　　：１．１

重傷の場合　　　：１．２５

なお，「軽傷」，「通常」および「重傷」とは，以下のとおりとし，「診断書」および

「診療報酬明細書」に記載された受傷部位および傷病により判断し，傷病が２つ以上

ある場合は，重い方をもって決定する。

ａ．軽傷

打撲・捻挫・挫傷・擦過傷・皮下血腫・挫創・裂創・切傷・裂傷，およびこれら

に類する傷病のもの。

ｂ．通常

脱臼・脳震盪・脳浮腫・非開放性骨折(皮下骨折)・骨髄炎・関節炎・椎間板損傷・

神経損傷・神経麻痺・腱断裂，およびこれらに類する傷病のもの。ただし，観血手

術を行った場合は「重傷」とする。

ｃ．重傷

開放性骨折・切断・脳挫傷・硬膜外血腫・硬膜下血腫・脳内血腫・脊椎脱臼骨折・

脊髄損傷，およびこれらに類する傷病のもの。

また，妊婦が胎児を死産または流産した場合の慰謝料として，上記とは別に次に

掲げる表の金額とする。

妊娠月数（週数） 月額
３ヶ月（12週）以内 ３０万円
４ヶ月（13週）～６ヶ月（24 週） ５０万円
７ヶ月（25週）～９ヶ月（36 週） ８０万円
10 ヶ月（37 週）～ １２０万円

４．その他の損害

上記１．から３．以外の傷害による損害は，社会通念上必要かつ妥当な実費とする。

第２  後遺障害による損害

後遺障害による損害は，逸失利益，精神的損害，将来の介護料およびその他の損害と

する。

なお，後遺障害の等級は，別表Ⅰによる。

１．逸失利益

逸失利益とは，後遺障害のために労働能力の一部もしくは全部を喪失したことにより

生じた将来の得べかりし利益をいい，逸失利益が認められる場合は，原則として，下記
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の(1)および(2)に従い次の算式で計算する。

収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

(1) 被保険者区分別逸失利益計算方法

ａ．家事従事者以外の有職者で現実収入額の立証が可能な者

下記(a)または(b)のいずれか高い額とする。

なお，就労して間もない若年の現実収入額立証可能な有職者については，将来の

収入額増加の蓋然性を考慮し，下記(c)とすることができる。

(a) 現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

(b) 年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッ

ツ係数

(c) 全年齢平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッ

ツ係数

ｂ．有職者で現実収入額の立証が困難な者，家事従事者および１８歳以上の学生

下記(a)または(b)のいずれか高い額とする。

ただし，労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応す

る年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合は，下記(a)とする。

(a) 年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッ

ツ係数

(b) 全年齢平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッ

ツ係数

ｃ．幼児および１８歳未満の学生

下記(a)とする。

ただし，労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応す

る年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合は，下記(b)とする。

(a) 全年齢平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッ

ツ係数

(b) 年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッ

ツ係数

ｄ．身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者

下記(a)または(b)とする。

(a) 症状固定時における被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額が全年齢平均

給与額を下回る場合

年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッ

ツ係数

(b) 症状固定時における被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額が全年齢平均

給与額を上回る場合
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全年齢平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッ

ツ係数

(2) 支払方法

下記ａ．の方法とする。ただし，下記「３．将来の介護料」の「(4)定期金による支

払」の規定に従い介護料を定期金として支払う場合はｂ．の方法とすることができる。

ａ．一時金による支払

上記(1)の算式で算出した額を一時金として支払う。

ｂ．定期金による支払

後遺障害の症状固定日から６か月毎に常に介護を要する状態が継続するかぎり，

収入額に労働能力喪失率を乗じた額を定期金として労働能力喪失期間支払う。なお，

収入額は上記(1)のａ．からｄ．の被保険者区分に従い決定する。

ただし，定期金の支払開始後に後遺障害者が死亡した場合は，その死亡時の年齢

をもとに次の算式で算出した額を一時金として支払う。この場合，収入額は被保険

者の後遺障害の症状固定日時点での上記(1)のａ．からｄ．の被保険者区分に従い，

また，労働能力喪失期間は症状固定日時点での状況等により決定する。

収入額×労働能力喪失期間から症状固定日以降生存していた期間を控除した期間

に対応するライプニッツ係数

(3) 収入額・労働能力喪失率・喪失期間，中間利息控除方法

上記(1)の算式における収入額，労働能力喪失率，労働能力喪失期間およびライプニ

ッツ係数は，下記のとおりとする。

ａ．収入額

(a) 「現実収入額」は，原則として，事故前１か年間または後遺障害確定前１か年

間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額で，かつ，事故または後遺障

害確定前年の確定申告書，市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確

認された額とする。

なお，定年等の事由により将来において現実収入額が減少する蓋然性が高い場

合は，減少後の年収については全年齢平均給与額または年齢別平均給与額を基礎

に決定する。

(b) 「年齢別平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表Ⅲによる。

ｂ．労働能力喪失率

付表Ⅰ「労働能力喪失率表」に定める各等級に対応する喪失率を上限に，被保険

者の障害の部位・程度，年齢，現実の減収額，将来の収入の蓋然性，事故前と後遺

障害確定後の就労状況・日常生活状況等を勘案して決定する。

ｃ．労働能力喪失期間

被保険者の障害の部位・程度，年齢・性別・職業，現実の減収額，将来の収入の

蓋然性等を総合的に勘案して決定する。ただし，付表Ⅳに定める就労可能年数の範
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囲内とする。

ｄ．ライプニッツ係数

労働能力喪失期間（年数）に対応するライプニッツ係数は，付表Ⅱによる。

２．精神的損害

精神的損害とは，後遺障害により被保険者本人の身体に生じた精神的・肉体的苦痛等

による損害をいう。

精神的損害の額は，後遺障害等級別に下記の金額とする。

第１級 ２，０００万円
第２級 １，５００万円
第３級 １，２５０万円
第４級 ９５０万円
第５級 ７５０万円
第６級 ６００万円
第７級 ５００万円
第８級 ４００万円
第９級 ３００万円
第 10級 ２００万円
第 11級 １５０万円
第 12級 １００万円
第 13級 ６０万円
第 14級 ４０万円

ただし，第１級，第２級および第３級に該当する者で，父母，配偶者，子のいずれも

いない場合は，第１級１，６００万円，第２級１，３００万円，第３級１，１００万円

とする。

３．将来の介護料

将来の介護料とは，後遺障害の確定後に生ずる介護料および諸雑費をいう。

将来の介護料が認められる場合は，下記の(1)，(2)，(3)および(4)により次の算式で

計算する。

年間の介護料×介護期間に対応するライプニッツ係数

(1) 介護料

ａ．後遺障害別等級第１級３号または４号に該当する後遺障害の場合で，かつ，終日

寝たきり，四肢の麻痺または知的機能の低下により，常に介護を要すると認められ

るとき

入院・自宅療養にかかわらず，１か月につき２０万円とする。

ｂ．後遺障害別等級第１級（３号および４号で常に介護を要する場合を除く。），第２

級，第３級３号および４号に該当する後遺障害の場合で，かつ，随時介護を要する

と認められるとき
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入院・自宅療養にかかわらず，１か月につき１０万円とする。

(2) 介護期間

ａ．後遺障害別等級第１級３号または４号に該当する後遺障害の場合で，かつ，終日

寝たきり，四肢の麻痺または知的機能の低下により，常に介護を要すると認められ

るとき

医師の診断等を勘案して妥当な生存可能年数をもって，付表Ⅴに定める平均余命

の範囲内で介護期間を決定する。

ｂ．後遺障害別等級第１級（３号および４号で常に介護を要する場合を除く。），第２

級，第３級３号および４号に該当する後遺障害の場合で，かつ，随時介護を要する

と認められるとき

障害の態様，機能回復の可能性，生活に対する順応可能性等についての医師の診

断等を勘案して，付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で介護期間を決定する。

(3) 中間利息控除係数

介護期間に対応するライプニッツ係数は，付表Ⅱによる。

(4) 定期金による支払

後遺障害別等級第１級３号および４号に該当し，かつ，終日寝たきり，四肢の麻痺

または知的機能の低下により，常に介護を必要と認められる被保険者が定期金による

支払を希望したときの将来の介護料は，常に介護を要する状態が継続する限り，入院・

自宅療養にかかわらず，６か月ごとの前払とする。

４．その他の損害

上記１．から３．以外の後遺障害による損害は，社会通念上必要かつ妥当な実費とし

５００万円を限度とする。

第３　死亡による損害

死亡による損害は，葬儀費，逸失利益，精神的損害およびその他の損害とする。

１．葬儀費

原則として６０万円とする。ただし，立証資料等により６０万円を超えることが明ら

かな場合は，１２０万円を限度に，実費とする。

２．逸失利益

逸失利益とは，被保険者が死亡したことにより生じた将来の得べかりし利益をいい，

原則として，下記の(1)および(2)に従い次の算式で計算する。

（収入額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

(1) 被保険者区分別逸失利益計算方法
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ａ．家事従事者以外の有職者で現実収入額の立証が可能な者

下記(a)または(b)のいずれか高い額とする。

なお，就労して間もない若年の現実収入額立証可能な有職者については，将来の

収入額増加の蓋然性を考慮し，下記(c)とすることができる。

(a) （現実収入額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

(b) （年齢別平均給与額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

(c) （全年齢平均給与額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ｂ．有職者で現実収入額の立証が困難な者，家事従事者および１８歳以上の学生

下記(a)または(b)のいずれか高い額とする。

ただし，労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応す

る年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合は，下記(a)とする。

(a) （年齢別平均給与額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

(b) （全年齢平均給与額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ｃ．幼児および１８歳未満の学生

（全年齢平均給与額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ｄ．身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者

下記(a)または(b)とする。

(a) 死亡時における被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額が全年齢平均給与

額を下回る場合

（年齢別平均給与額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

(b) 死亡時における被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額が全年齢平均給与

額を上回る場合

（全年齢平均給与額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 (2) 収入額・生活費・就労可能年数・中間利息控除方法

上記(1)の算式における収入額，就労可能年数およびライプニッツ係数は，下記のと

おりとする。

ａ．収入額

(a) 「現実収入額」は，原則として，事故前１か年間に労働の対価として得た収入

額とし，確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確

認された額とする。

なお，定年等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は，減少後

の年収については全年齢平均給与額または年齢別平均給与額を基礎に決定する。

(b) 「年齢別平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表Ⅲによる。

ｂ．生活費

生活費は，被扶養者の人数に応じて，収入額に対する下記の割合の額とする。

(a) 被扶養者がいない場合　　　　　５０％
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(b) 被扶養者が１人の場合　　　　　４０％

(c) 被扶養者が２人の場合　　　　　３５％

(d) 被扶養者が３人以上の場合　　　３０％

「被扶養者」とは被保険者に現実に扶養されていた者をいう。

ｃ．就労可能年数およびライプニッツ係数

就労可能年数およびライプニッツ係数は，付表Ⅳの被保険者の死亡時の年齢に対

応する年数による。

３．精神的損害

精神的損害とは，被保険者の死亡により本人のほか，父母，配偶者，子等の遺族が受

けた精神的苦痛等による損害をいう。

被保険者の属性別に下記の金額とする。

被保険者が一家の支柱である場合　２，０００万円

被保険者が６５歳以上の場合　　　１，５００万円

被保険者が上記以外の場合　　　　１，６００万円

４．その他の損害

上記１．から３．以外の死亡による損害は，社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
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付表Ⅰ　労働能力喪失率表

障害等級 労働能力喪失率
第１級
第２級
第３級
第４級
第５級
第６級
第７級
第８級
第９級
第10級
第11級
第12級
第13級
第14級

100／100
100／100
100／100
 92／100
 79／100
 67／100
 56／100
 45／100
 35／100
 27／100
 20／100
 14／100
  9／100
  5／100
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付表Ⅱ  ライプニッツ係数表

期間 ライプニッツ係数 期間 ライプニッツ係数
年

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

 0.9523
 1.8594
 2.7232
 3.5459
 4.3294
 5.0756
 5.7863
 6.4632
 7.1078
 7.7217
 8.3064
 8.8632
 9.3935
 9.8986
10.3796
10.8377
11.2740
11.6895
12.0853
12.4622
12.8211
13.1630
13.4885
13.7986
14.0939
14.3751
14.6430
14.8981
15.1410
15.3724
15.5928
15.8026
16.0025
16.1929

年
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

16.3741
16.5468
16.7112
16.8678
17.0170
17.1590
17.2943
17.4232
17.5459
17.6627
17.7740
17.8800
17.9810
18.0771
18.1687
18.2559
18.3389
18.4180
18.4934
18.5651
18.6334
18.6985
18.7605
18.8195
18.8757
18.9292
18.9802
19.0288
19.0750
19.1191
19.1610
19.2010
19.2390

注　幼児および 18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり，

労働能力喪失期間の終期が 18 歳を超える場合の係数は，終期までの年数に対応する係

数から就労の始期（18歳）までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。

（例）10歳，労働能力喪失期間 20 年の場合

　　　12.4622（20 年の係数）－6.4632（８年の係数）＝5.999
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付表Ⅲ　年齢別平均給与額・全年齢平均給与額表（平均月額）

年齢 男　子 女　子 年齢 男　子 女　子
歳

全年齢
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

円
415,400
187,400
199,800
219,800
239,800
259,800
272,800
285,900
298,900
312,000
325,000
337,300
349,600
361,800
374,100
386,400
398,000
409,600
421,300
432,900
444,500
450,500
456,600
462,600
468,600
474,700

円
275,100
169,600
175,800
193,800
211,900
230,000
238,700
247,400
256,000
264,700
273,400
278,800
284,100
289,400
294,700
300,100
301,900
303,700
305,500
307,300
309,100
307,900
306,800
305,600
304,500
303,300

歳
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68～

円
478,300
482,000
485,600
489,300
492,900
495,500
498,100
500,700
503,300
505,800
500,700
495,500
490,300
485,200
480,000
455,400
430,900
406,300
381,700
357,200
350,100
343,000
336,000
328,900
321,800
314,800

円
301,000
298,800
296,500
294,300
292,000
291,800
291,700
291,600
291,400
291,300
288,500
285,600
282,800
280,000
277,200
269,000
260,900
252,700
244,500
236,400
236,400
236,400
236,500
236,500
236,500
236,600
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付表Ⅳ　死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表

〔１〕18歳未満の者に適用する表

年齢
幼児・学生・働く意思と能力を

有する者
有 職 者     

就労可能
年数

ライプニッツ
係　　　　数

就労可能
年数

ライプニッツ
係　　　　数

歳
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17

年
49
49
49
49
49

49
49
49
49
49

49
49
49
49
49

49
49
49

 7.549
 7.927
 8.323
 8.739
 9.176

 9.635
10.117
10.623
11.154
11.712

12.297
12.912
13.558
14.236
14.947

15.695
16.480
17.304

年
67
66
65
64
63

62
61
60
59
58

57
56
55
54
53

52
51
50

19.239
19.201
19.161
19.119
19.075

19.029
18.980
18.929
18.876
18.820

18.761
18.699
18.633
18.565
18.493

18.418
18.339
18.256

注　幼児・18 歳未満の学生および働く意思と能力を有する者（有職者・家事従事者，18

歳以上の学生以外）の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は，下記（例）に準

じて算出する。

（例）３歳の幼児

(1) 就労の終期（67歳）までの年数 64 年（67 年－３年）に対応する係数　19.119

(2) 就労の始期（18歳）までの年数 15 年（18 年－３年）に対応する係数　10.380

(3) 就労可能年数 49 年（64 年－15 年）

(4) 適用する係数　8.739　（19.119－10.380）
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〔２〕18歳以上の者に適用する表

年齢 就労可能年数
ライプニッツ
係　　　　数

年齢 就労可能年数
ライプニッツ
係　　　　数

歳
18
19

20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

50
51
52
53
54

55
56
57

年
49
48

47
46
45
44
43

42
41
40
39
38

37
36
35
34
33

32
31
30
29
28

27
26
25
24
23

22
21
20
19
18

17
16
15
14
13

13
12
12

18.169
18.077

17.981
17.880
17.774
17.663
17.546

17.423
17.294
17.159
17.017
16.868

16.711
16.547
16.374
16.193
16.003

15.803
15.593
15.372
15.141
14.898

14.643
14.375
14.094
13.799
13.489

13.163
12.821
12.462
12.085
11.690

11.274
10.838
10.380
 9.899
 9.394

 9.394
 8.863
 8.863

歳
58
59

60
61
62
63
64

65
66
67
68
69

70
71
72
73
74

75
76
77
78
79

80
81
82
83
84

85
86
87
88
89

90
91
92
93
94

95
96
97
98
99

100～

年
11
11

11
10
10
9
9

9
8
8
8
7

7
7
6
6
6

5
5
5
5
4

4
4
4
3
3

3
3
3
3
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1

 8.306
 8.306

 8.306
 7.722
 7.722
 7.108
 7.108

 7.108
 6.463
 6.463
 6.463
 5.786

 5.786
 5.786
 5.076
 5.076
 5.076

 4.329
 4.329
 4.329
 4.329
 3.546

 3.546
 3.546
 3.546
 2.723
 2.723

 2.723
 2.723
 2.723
 2.723
 1.859

 1.859
 1.859
 1.859
 1.859
 1.859

 1.859
 1.859
 1.859
 1.859
 1.859

 0.952
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付表Ⅴ　第 18回生命表による平均余命

（単位：年）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳
男
女

76.38
82.85

75.73
82.17

74.78
81.21

73.82
80.25

72.85
79.27

71.87
78.29

70.88
77.30

69.90
76.31

68.92
75.33

67.93
74.34

10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳
男
女

66.94
73.34

65.95
72.35

64.97
71.36

63.98
70.37

62.99
69.38

62.00
68.39

61.02
67.40

60.05
66.42

59.08
65.43

58.12
64.45

20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳
男
女

57.16
63.46

56.21
62.48

55.25
61.50

54.29
60.52

53.33
59.54

52.37
58.56

51.40
57.57

50.44
56.59

49.48
55.61

48.51
54.63

30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳
男
女

47.55
53.65

46.59
52.67

45.62
51.69

44.66
50.72

43.70
49.74

42.74
48.77

41.78
47.79

40.82
46.82

39.87
45.85

38.91
44.88

40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳
男
女

37.96
43.91

37.02
42.95

36.08
41.99

35.14
41.03

34.21
40.07

33.28
39.12

32.36
38.18

31.45
37.23

30.55
36.30

29.65
35.36

50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳
男
女

28.75
34.43

27.87
33.50

26.99
32.58

26.12
31.65

25.26
30.74

24.41
29.82

23.56
28.91

22.72
28.00

21.89
27.10

21.08
26.20

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳
男
女

20.28
25.31

19.49
24.42

18.72
23.54

17.96
22.67

17.21
21.80

16.48
20.94

15.76
20.09

15.04
19.24

14.34
18.40

13.65
17.58

70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳
男
女

12.97
16.76

12.30
15.95

11.65
15.16

11.02
14.38

10.40
13.62

9.81
12.88

9.23
12.16

8.67
11.45

8.14
10.77

7.62
10.11

80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳
男
女

7.13
9.47

6.67
8.86

6.23
8.27

5.81
7.71

5.42
7.17

5.05
6.67

4.71
6.20

4.40
5.77

4.11
5.36

3.84
4.99

90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳
男
女

3.58
4.64

3.35
4.33

3.14
4.04

2.95
3.78

2.77
3.54

2.60
3.33

2.44
3.14

2.30
2.96

2.16
2.80

2.04
2.65

100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳
男
女

1.92
2.51

1.81
2.38

1.71
2.26

1.61
2.16

1.52
2.05

1.44
1.96

1.36
1.87

1.28
1.79

1.21
1.71

1.15
1.64

110歳 111歳 112歳 113歳 114歳 115歳
男
女

1.09
1.57

－
1.50

－
1.44

－
1.39

－
1.33

－
1.28


