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1．はじめに
　スポーツ基本法前文は、スポーツによっ
てもたらされる重要な価値について次のよ
うに述べています。「スポーツは、心身の
健全な発達、健康及び体力の保持増進、精
神的な充足感の獲得、自律心その他の精神
の涵養等のために個人又は集団で行われる
運動競技その他の身体活動であり、今日、
国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化
的な生活を営む上で不可欠のものとなって
いる」、「スポーツは、次代を担う青少年の
体力を向上させるとともに、他者を尊重し
これと協同する精神、公正さと規律を尊ぶ
態度や克己心を培い、実践的な思考力や判
断力を育む等人格の形成に大きな影響を及
ぼすものである」。このように、スポーツ
によってもたらされる価値は非常に大きい
のです。
　しかし、他方で、スポーツにはそれ自体
に内在する危険性があり、またスポーツを
行う環境によってもたらされる危険性も存
在します。そのため、安全にスポーツを実
施するための施策が不可欠であり、スポー
ツ基本法においても国、地方公共団体、ス
ポーツ団体に対して安全の確保を義務づけ
ています（スポーツ基本法2条4項、5条
1項、12条 1項、14条、21条参照。義務
はいずれも努力義務）。
　安全の確保の努力をしても、スポーツ事
故が発生することはあり得ます。不幸にし
て、ひとたびスポーツ事故が発生した場合
には、治療、入院、通院などの費用、法的
責任や社会的責任の問題などさまざまな問
題が生じます。もちろん、徹底した安全対

策は最重要のリスク管理ツールですが、発
生してしまった治療費や損害賠償責任と
いったコストに対するリスク管理ツールと
しては、やはり保険の重要性を説かざるを
得ません。
　とくに損害賠償責任を負担した場合、そ
の支払うべき損害額が極めて高額であるこ
とがあり、とりわけ年少者の重度後遺障害
事案では介護費を中心に賠償額が高額化し
ます。たとえば、高等学校の生徒が課外の
クラブ活動としてのサッカーの試合中に、
落雷により負傷した事故について引率者兼
監督の教諭および大会主催者の会場担当者
の教諭に責任が認められたケース（高松高
裁平成20年 9月 17日判決）では、逸失
利益1億1,708万6,884円、治療関係費3,062
万 5,180円、自宅改造費1,933万 1,707円、
将来介護費1億2,048万 7,230円などが認
められ、合計3億14万 6,123円の損害賠
償が命じられています。
　そこで、以下にはスポーツに関わる者が
とりあえず知っておくべき保険に関するご
く基本的な事項を解説します。わかりやす
くするため若干不正確になる部分はご容赦
いただき、より詳細には引用の資料等を参
照してください。

2．保険の種類とスポーツ事故
　保険法では、保険契約の種類として、主
として、損害保険契約、生命保険契約、傷
害疾病定額保険契約の3種類を定めてい
ます。このうち、スポーツ事故に関しては、
負傷した場合に要する治療費などの支払い
や、損害賠償責任を負うことによる支払（経

済的負担）をカバーするものを準備する必
要があります。そこで損害保険のうちの責
任保険と傷害疾病定額保険を理解しておく
ことが大切です。
　競技者、指導者あるいは主催者は、漠然
と保険に入っておけば安心と考えているか
も知れませんが、どのような場合にどの保
険が使えるのかを理解していないと、とく
に、競技大会の場合など1）、その都度契約
の内容を定める必要がある保険契約を締結
するときに、保険契約を締結したにもかか
わらず、カバーする必要があるリスク範囲
をカバーしていないことにもなりかねませ
ん。

（1）責任保険（賠償責任保険）
　保険者が一定の偶然の事故によって生ず
ることのある損害をてん補することを約す
る損害保険契約（保険法2条 6号）のう
ち、被保険者が損害賠償の責任を負うこと
によって生ずることのある損害をてん補す
るものを言います（同法17条2項）。
　スポーツ事故では、事故が発生したこと
によって法的な賠償責任を負ってしまった
場合に、その支払いを保険で行えるように
するために利用します。したがって、保険
の対象となる者（被保険者）に法律上の損
害賠償責任が発生することが必要であり、
損害賠償責任が発生しない場合には、保険
金は支払われません。つまり、賠償責任保
険は、加害者のための保険ということにな
ります 2）。そのため、たとえばサッカーの
試合で、選手同士が衝突して一方の選手が
怪我をした場合や蹴ったサッカーボールが
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当たって怪我した場合に、加害選手がルー
ルを守っており、ラフプレーでもないため
法律上の損害賠償責任を負わないときは、
怪我をした選手は加害選手を被保険者とす
る賠償責任保険から支払を受けることはで
きません。怪我をした選手を被保険者とす
る傷害保険があれば、怪我の治療費の支払
いを受けることができます。
　なお保険契約には、保険金を支払わない
場合（免責）が定められています。保険法
では、保険者は、保険契約者又は被保険者
の故意によって生じた損害をてん補する責
任を負わない（同法17条 2項）等として
おり、保険約款ではこのほかに被保険者が
個人である場合に被保険者と住居および家
計を共にする親族に対する賠償責任なども
免責とされています。

（2）傷害疾病定額保険（傷害保険）
　これは、保険者が人の傷害疾病に基づき
一定の保険給付を行うことを約するものを
言います（保険法2条9号）。
　傷害保険では、保険期間内に、被保険者
が、急激かつ偶然な外来の事故によって身
体に傷害を被った場合に、傷害による死亡、
後遺障害、入院、手術、通院したときに、
所定の保険金が支払われます。所定の保険
金は「定額払い」と呼ばれており、予め契
約時に定められた金額であり、入院費、通
院費とも医療費の実費が支払われるのでは
ありません。
　保険の対象となる者（被保険者）は、ス
ポーツ事故によって怪我をした者ですの
で、傷害保険は、いわば被害者のための保
険です。そのため傷害保険では、賠償責任
保険とは異なり、法律上の責任が発生する
ことは必要ではありません。
　傷害保険にも免責事由が定められてお
り、保険法は、保険契約者または被保険者
が故意または重大な過失により給付事由
を発生させたとき（同法80条1号、2号）
等を定め、保険約款では、そのほか被保険
者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に
よる傷害、脳疾患、疾病または心神喪失に

よる傷害、地震・噴火またはこれらを原因
とする津波による傷害などを免責事由とし
て定めています。

3．おもな保険商品など
　スポーツ団体等や各保険会社からは、ス
ポーツに利用できる団体保険が各種販売さ
れています。各保険商品に関する詳細は保
険約款等を参照する必要があります。また、
危険度の高い種目については、その種目を
対象とする保険契約を締結しなければなり
ません。たとえば、スクーバダイビングに
参加する場合のダイバーズ保険 3）、ピッケ
ルやアイゼンを利用した山岳登はんに参加
する場合の運動危険割増付傷害総合保険な
どがあります。なお、治療に健康保険を利
用することや、企業所属のスポーツ選手の
場合に労働者災害補償保険を利用すること
が可能です。一般的な傷害保険やそれに附
帯する個人賠償責任保険が利用できること
もあります4）。
　以下にはスポーツに関する保険商品の一
部を紹介します5）。

（1）公認スポーツ指導者総合保険制度 6）

　公益財団法人日本体育協会が認定した公
認スポーツ指導者が加入資格を有し、公認
スポーツ指導者が負傷した場合の傷害保険
と、他人に対して法律上の損害賠償責任を
負担した場合の賠償責任保険をセットにし
た保険です。したがって、指導者が指導し
ている者（選手、生徒等）が負傷した場合に、
公認スポーツ指導者に法律上の賠償責任が
発生しないときは、この保険から保険金は
支払われません。賠償責任保険の保険金額
は1名、1事故につき1億円とされていま
す。傷害保険は、被保険者が指導中、自主
練習中など本来の業務に従事していないと
きに急激かつ偶然な外来の事故によって身
体に被った傷害および傷害に起因する死亡
および後遺障害が対象となります。

（2）スポーツ安全保険 7）

　公益財団法人スポーツ安全協会が保険契

約者となり、加入手続を行った5名以上
のアマチュアの社会教育関係団体の構成員
を被保険者として、東京海上日動火災保険
株式会社を幹事会社とする損害保険会社（9
社）との間に傷害保険および賠償責任保険
を一括契約した補償制度です。賠償責任保
険では、被保険者が日本国内で行う団体の
活動中および往復中、もしくは団体活動を
行うために被保険者が所有・使用・管理す
る動産に起因して、他人に怪我をさせたり、
他人の物を壊したことによって、法律上の
損害賠償責任を負った場合を対象とし、加
入区分に応じて若干異なりますが、概ね1
事故につき身体賠償は1億円とされていま
す。傷害保険は、被保険者が日本国内での
団体の活動中および往復中に、急激で偶然
な外来の事故により被った傷害（熱中症お
よび細菌性・ウイルス性食中毒を含む）に
よる死亡、後遺障害、入院、手術、通院を
補償するものであり、加入区分によって保
険料および保険金額が異なります。また、
日本国内での団体管理下における団体活動
中の事故が対象となりますが、学校管理下
の活動は対象となりません。

（3）スポーツファシリティーズ保険制度
（施設賠償責任保険）8）

　公益財団法人日本体育施設協会の会員・
準会員が所有・管理する社会体育施設にお
いて発生した人身事故・対物事故について
負担する法律上の賠償責任および施設にお
いて発生したスポーツ活動中の人身事故に
対する見舞金を支払うものです。
　公益財団法人日本体育施設協会が保険契
約者となり、加入手続きを行った協会会員
および準会員を被保険者として、東京海上
日動火災保険株式会社ならびに三井住友海
上火災保険株式会社を幹事会社とする損害
保険会社10社との間に一括契約する制度
です。
　体育施設の管理者が、施設・設備の不備
及び管理上の瑕疵があった場合ならびに体
育施設側の指導上の過失により、他人に損
害を与えた場合、国家賠償法あるいは民法
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709条、715条等の規定により損害賠償の
責任を負った場合の保険であり、傷害保険
はセットとなっていません。施設の種類に
よって保険料が異なり、対人賠償では、加
入区分に応じて1名に付き3,000万円から
3億円とされています9）。

（4）各保険会社によるスポーツ団体傷害
保険など
　各保険会社からは、アマチュアスポーツ
団体の管理下における運動競技中や練習中
の傷害等について補償するスポーツ団体傷
害保険、施設の入場者全員を被保険者とし
て施設内で傷害等を負った場合を補償する
施設入場者の傷害危険担保契約、行事（レ
クリエーション）参加者の傷害危険担保契
約1）などがあります10）。

（5）災害共済給付制度
　日本スポーツ振興センターの災害共済給
付制度は、センターと学校の設置者 11）と
の契約により、学校（保育所）の管理下に
おける児童生徒等の災害（負傷、疾病、障
害または死亡）に対して、災害共済給付（医

〔引用資料〕
１）レクリエーション参加者の傷害危険担保
契約などを用いる。主催者等が契約し、参加
者全員を被保険者とし、開催日における参加
中の傷害のみを補償するものである。種々の
加入条件があるので注意が必要である。スポー
ツではその危険度に応じて保険料が異なる。
賠償責任保険はセットでないこともあるので、
その場合には別途考慮する必要がある。
２）被害者にとっても、加害者に賠償責任保
険があることで、加害者に賠償資力がないリ
スクを回避できるという意味ではメリットが
あり、被害者保護機能を併せもっている。
3）スクーバダイビングに関しては、DAN 

Japanに加入することでレジャーダイビング
保険（傷害保険）に自動加入となる。オプショ
ンで個人賠償責任保険などを追加できる。イ
ンストラクター等の業務用オプションもある
（http://www.danjapan.gr.jp/service/02.html）
が、保険金額は低めである。インストラクター、
ダイブマスター等のための賠償責任保険（施
設所有管理者賠償責任保険）と傷害保険をセッ
トにした PADIのメンバー保険がある。賠償責
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任保険では 1事故 10億円がてん補限度額と
なっている。
4）スポーツの練習中を免責としているものも
ある。
5）2012年 10月現在の情報に基づいている。
詳細は必ず約款等で確認されたい。
6）http : / /www. japan-sports .or. jp /coach/

tabid/237/Default.aspx

7）http://www.sportsanzen.org/hoken/hoken1.

html

8）http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/hoken.

html

9）ただし 1事故あたりの限度額の定めがある。
10）同じような保険商品でも保険会社によっ
て名称が異なることがあるので注意が必要で
ある。本文のものは、東京海上日動火災保険
株式会社の商品名を用いた。
11）公立の場合は教育委員会、私立の場合は
法人の理事長等。
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代表幹事／菅原哲朗・キーストーン法律事務所
●入会方法
参加資格／幹事の承認を得たうえで参加していた
だきます。
年会費／ 5,000円
入会申し込み／会入会希望の旨を下記事務局ま
で、電話、FAX、E-mailにて申し込み、事務局か
ら送付する所定の申込書に必要事項を明記し返送
する。
●事務局
〒105-0003　東京都港区西新橋一丁目20番3号
虎ノ門法曹ビル 304号室「マーシャル・鈴木総合
法律事務所」
事務局長／西脇威夫
TEL：03-5501-4160　　FAX：03-5501-4161
E-mail：takeo.nishiwaki@marshallsuzuki.com

※会の詳細はもちろん、入会申し込みも下記アドレ
スからご利用いただけます。

http://sports-law-seisaku.jp/index.html

■『詳解　スポーツ基本法』
　2011（平成 23）年 6月、「スポーツ基本法」
が制定された。それに合わせ、「スポーツ基本法」
に関する最初の解説書が、日本スポーツ法学会
の編集・執筆によって出版された。
　スポーツ基本法が制定されたことは知ってい
ても、具体的にどのように関わってくるのかま
で、まだ理解できていないという方も多いので
はないだろうか。
　本書は、単に逐条解説を掲載しているのでは
なく、制定までの経緯や基本理念を述べたうえ
で、スポーツ分野とスポーツに関わる主体ごと
に章立てがなされている。したがって、スポー
ツ関係団体や関係者が、このスポーツ基本法と
どのように向き合い、そして活用していけばい
いのかなど、具体的かつわかりやすく解説され
ている。スポーツ関係者には必読の一冊。
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療費、障害見舞金及び死亡見舞金の支給）
を行うもので、義務教育諸学校では99％
以上の学校が加入しています。学校管理下
で発生したスポーツ事故による傷害および
障害、持続的・断続的な負荷が原因で発症
した野球肘などにも適用があります。


