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1.スポーツに内在する
危険と保険の必要性
　みなさんもスポーツ活動中に怪我をした
という経験が一度はあると思います。ス
ポーツ活動はその種類を問わず、身体活動
を伴うものである以上、常に事故の危険と
隣り合わせと言えます。こうした事故に備
えるための制度が『保険』です。
　少年野球チームを例に考えてみましょ
う。チームの練習中、ある少年がバットの
素振りをしていたところ、たまたま近くを
通りかかった別の少年の頭部に振ったバッ
トが当たって怪我をしたケースを考えてみ
ます。この場合、素振りをしていた少年や
その親は、怪我をした少年に治療費等の損
害を賠償する法的責任が発生する可能性が
ありますし、また、チームの指導者 (監督 )
も、こうした事故の発生を予見し未然に防
止する義務を怠ったとして、損害を賠償す
る法的責任が発生する可能性があります。
他方、怪我をした少年側も、場合によって
は誰に対しても責任追及できない可能性が
あり、自ら治療費等を負担しなければなら
なくなることもあります。怪我が軽ければ
まだいいですが、大怪我や死亡に至った場
合には、大きな経済的負担を抱えることに
なります。もちろん、このような場合に備
えて普段から貯蓄などで備えている方もい
るかもしれませんが、必ずしもそういった
方だけではありません。このような不測の
事態に備える制度が保険制度なのです。
　保険というと、まずは、生命保険や医療
保険、自動車保険といったものが頭に浮か
ぶと思いますが、スポーツ活動に関しても、

さまざまな保険が用意されています。ここ
では、保険の仕組みを簡単に説明した上で
スポーツに関する保険にはどういったもの
があるのか、また、保険に関する法律上の
問題点について紹介したいと思います。

２．保険の仕組みと分類
　保険制度は、保険加入者が「保険料」と
いう比較的少額の掛金を支払うことによ
り、将来発生する特定の危険（一般に保険
事故と言います。どういった危険に備える
かは保険の種類によって異なります）に対
して、必要額（一定額）の支払いを受けら
れというものです（保険の種類により受け
取る人が異なります）。
　日本の保険法では、
①損害保険契約（＝保険者が一定の偶然
な事故によって生ずることのある損害
を填補することを約するもの。保険法2
条6号）

②生命保険契約（＝保険者が人の生存又
は死亡に関し一定の保険給付を行うこ
とを約するもの。保険法2条8号）

③傷害疾病定額保険契約（＝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。保険法2条9号）
の３つに分類されています。
　保険契約における当事者は、「保険者」
と「保険契約者」です。「保険者」は、保
険契約の一方当事者として、保険事故が発
生したときに保険給付をなす義務を負う者
で、「保険契約者」は、保険契約のもう一
方の当事者で、保険料の支払義務を負う者
です。

　これらに加え、損害保険契約では「被保
険者」が、生命保険契約および傷害疾病定
額保険契約では「被保険者」と「保険金受
取人」という立場が存在します。損害保険
契約における「被保険者」は、損害保険契
約により填補することとされている損害を
受ける者です。生命保険契約における「被
保険者」は、その者の生存または死亡に関
し、保険者が保険給付を行うことになる者
で、傷害疾病定額保険契約における「被保
険者」は、その者の傷害または疾病に基づ
き保険者が保険給付を行うこととなる者、
「保険金受取人」は、保険事故が発生した
際に、保険金を受ける者として保険契約で
定められている者です。

3．スポーツ活動に関する
保険の紹介
　スポーツ活動に関する保険としては次の
ようなものがあります。

①スポーツ安全保険
　財団法人スポーツ安全協会が契約者とな
り、加入手続きを行った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、損害保険会社との間で傷害保
険、賠償責任保険を一括契約した補償制度
です。団体での活動中の事故のほか、団体
活動への往復移動中の事故も補償の対象と
なります。
　「社会教育関係団体」とは、地域住民で
構成された少年スポーツ団や、婦人バレー
ボールチーム、会員制スポーツクラブなど
をイメージして下さい。なお、家族だけで
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活動する団体や、プロスポーツを行う団
体、営利活動を行う団体はこれに含まれま
せん。また、学校管理下の事故については
対象になりません。学校管理下の事故につ
いては、後述③の「災害共済給付制度」が
あります。

②公認スポーツ指導者総合保険制度
　指導者の保険としては、「公認スポーツ
指導者総合保険制度」があります。指導者
自身の傷害・死亡に加え、他人からの損害
賠償金について補償するもので、対象は公
益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導
者に限られます。
　この他にも、「青少年団体指導者保険」
（地域によって呼び名は異なります）と
言って、市や区が保険料を負担し、当該市
区内の青少年団体（少年スポーツ団やボラ
ンティア団体等）の指導者を対象として、
指導者自身の傷害・死亡、損害賠償責任に
ついて補償する保険もあります。青少年団
体の指導者が安心して活動に従事できるよ
うにすることで、地域の活性化につながる
ことを目的としています。

③災害共済給付制度
　保険に類似の制度として、独立行政法人
日本スポーツ振興センターが運営する「災
害共済給付制度」があります。これは、学
校管理下で生じた負傷、疾病、障害および
死亡に対し、医療費や障害見舞金、死亡見
舞金を給付する制度です。ちなみに、平成
23年度の給付件数は、医療費が2,110,477
件、障害見舞金が381件、死亡見舞金が
82件となっています。同制度については、
後述の裁判例の紹介でも少し触れます。

④特定のスポーツに関する保険
　上記以外にも、特定のスポーツ活動につ
いての保険も用意されています。たとえ
ば、スキー・スノーボード保険や山岳保
険、ゴルフ保険などです。通常、こうした
保険では、自分が怪我をした場合はもちろ
ん、第三者を怪我させた場合の賠償責任も

補償対象となっています。少し面白いもの
として、ゴルフ保険では、ホールインワン
やアルバトロスを達成した際の贈答品や祝
賀会、キャディに対するご祝儀代等の慣習
として負担する費用が補償範囲に含まれて
います（ただし、支払いには条件がありま
すので事前の確認が必要です）。
　通常、保険は危険に対する備えですが、
このように喜ばしいことに関する補償とい
うのは珍しいと思い紹介しました。

⑤その他の保険
　上記に紹介した以外にも、自動車保険や
火災保険、傷害保険に、他人を怪我させて
しまった場合の補償を行う賠償責任保険を
特約として付加することもできます。いわ
ゆる「個人賠償責任保険」と呼ばれるもの
で、スポーツに限定せず、日常生活全般に
おける事故についてカバーしていますが、
業務中に発生したものは免責（保険金が支
払われない）されるので注意が必要です。
　また、忘れがちですが、クレジットカー
ドには、「国内旅行傷害保険」や「海外旅
行傷害保険」が付帯されているものがあり、
偶然な事故による死亡・後遺障害、怪我を
負った場合の治療費、他人を怪我させてし
まった場合の賠償責任などが補償されます
（カード会社・種類により内容・条件は異
なります）。したがって、旅行中のスポー
ツであれば、この保険が適用される可能性
があります。ご自分の持っているクレジッ
トカードにはどのような保険が付帯されて
いるのか、一度確認してみることをお勧め
いたします。

4．スポーツ活動に関する
保険について訴訟で争われたケース
　スポーツ活動に関する保険について、保
険適用の有無が訴訟で争われたケースを紹
介します。

（1）「スポーツの指導に従事中の損害」
かが争われたケース（東京地裁昭和63年
2月１日判タ676号134頁）

　原告らが、ダイビングツアー兼潜水指導
教室に参加し、海岸にてダイビング実習の
ために準備運動を行い、潜水用高圧空気ボ
ンベのバルブにレギュレーターを取り付け
ていた際、ボンベが破裂する事故が発生し、
骨折等の傷害を負いました。そこで、原告
らは、同ツアー兼教室を開催した会社およ
びその代表者、引率・指導者らに対し損害
賠償を求めるとともに、事故はダイビング
の「指導に従事中」に発生したとして、代
表者や引率・指導者との間で賠償責任保険
契約（以下、「本件保険契約」）を締結して
いた保険会社に対し、3,000万円の保険料
の支払いを求めた事案です。
　本件保険契約は、普通保険約款とスポー
ツ特別保険約款とから成り、スポーツ特別
保険約款には、「当会社が、てん補すべき
普通保険約款第1条の損害は、被保険者が
下欄記載のスポーツの練習、競技または指
導に従事中の損害に限る」と定められてい
ました。
　裁判所は、「指導に従事中の損害」とは、
字義どおり、当該損害が、被保険者が当該
スポーツの指導に従事している間に生じた
損害であれば足りる趣旨であって、必ずし
も被保険者の指導に起因して発生した損害
に限られるものではないとし、また、特別
保険約款に言う「スポーツの指導」とは、
当該スポーツの行為それ自体のほかに、こ
れに密接して行われる必要最小限度の行為
についての指導をも含むとしました。その
うえで、ダイビングでは、現場でのダイビ
ングポイント選択以後エントリーに至るま
での一連の行為も、少なくともダイビング
に密接して行われる必要最小限度の行為に
当たるとみることができるから、被保険者
が、初心者用のブイ設置のために潜水中で
あったとしても、設置場所が事故現場から
いくらも離れておらず、設置後はすぐに現
場に戻ってエントリー等の指示を与える段
取りをしていたこと、別の指導員に指揮さ
せて準備体操を行わせて器材の装着をも指
示していたことを理由に、本件事故はダイ
ビングの指導に従事中に発生したものと判
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断しました。ちなみに、単なるツアーの企
画に留まるものや「ボンベの充填」につい
ては、ダイビングの「指導」には当たらな
いとされています。
　本件はスポーツの「指導に従事中の損害」
と言えるかが争われた事案ですが、「指導
に従事中の損害」を当該指導に起因した損
害に限定せず、指導に従事している間に生
じた損害であれば足りるとして、保険会社
の損害填補責任を比較的広く認めた点、「ス
ポーツの指導」をスポーツの行為だけでな
く、それと密接に行われる必要最小限の行
為も含めた点に特徴があると言えます。

（2）「学校の管理下」における災害かが
争われたケース（東京高裁平成5年4月
20日判タ841号 257頁）
　サッカー部所属の市立中学2年生の生
徒が、冬休み中、市営グラウンドで他の部
員らとともに自主練習を行っていたとこ
ろ、突然倒れ、急性心不全のために亡くな
る事故が起きました。そこで、亡くなった
生徒の両親が、日本体育・学校健康センター
法（以下、「センター法」。現在の独立行政
法人日本スポーツ振興センター法）に基づ
き、本件事故が「学校の管理下における生
徒の災害」に当たるとして、日本体育・学
校健康センター（現在の独立行政法人日本
スポーツ振興センター）に対し、災害共済
給付（死亡見舞金1400万円）の支払いを
求めました。争点は、本件事故が「学校管
理下における災害」にあたるか否かです。
　裁判所は、センター法が、児童または生
徒が学校の教育計画に基づいて行われる課
外指導を受けているときを学校の管理下に
ある場合としていることを前提に、本件事
故が起きた自主練習は、学校の教育計画に
基づいて行われたものではないから、学校
管理下で発生したものとは認められないと
して、請求を認めませんでした。
　本件は、災害共済給付の要件である「学
校管理下」の該当性に関する事例判断の一
つです。私見ですが、自主練習が日常化し
ていて学校側もそれを黙認し、自主練習あ
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りきであったような場合は、形式的には教
育計画に基づかない自主練習であったとし
ても、学校管理下にあたるケースもあるの
ではいなかと考えています。
　ちなみに、本件とは少し離れますが、災
害共済給付制度における学校の管理下にお
ける災害とは、必ずしも学校内で負傷、死
亡したことが必要ではなく、その原因とな
る事由が学校の管理下において生じたもの
であれば足りるとされています（なお、死
亡については、文部科学省令で「学校の管
理下において発生した事件に起因する死
亡」などに限定されています）。したがっ
て、生徒が学校外で自殺したようなケース
でも、一定の場合には死亡見舞金が支給さ
れます。
　ただし、高校生が故意に負傷、死亡した
ときには、災害共済給付を行わないとされ
ており（センター法3条7項）、高校生が
自殺した場合には、原則として死亡見舞金
は支給されません。最近でも、ある高校の
バスケットボール部の生徒が、顧問から体
罰を受け、自宅で自殺するという悲しい事
件が起きました。こうしたケースで、「故
意に」死亡したと言えるのか、体罰の状況
等、自殺に追い込まれてしまった生徒の精
神状態によっては、「故意」には当たらず、
死亡見舞金が支給されるという判断もある
のではないかと思います。

５．おわりに
　最近ではランニングブームが起こるな
ど、私たちの生活にとってスポーツはより
一層身近になってきています。他方で、ス
ポーツ活動は、自分が怪我をすることはも
ちろん、他人を怪我させてしまうといった
危険をはらんでおり、こうした危険に備え
ておく必要性も増しています。スポーツ活
動への関わり方は多種多様であると思いま
すが、前述のとおりスポーツに関する保険
も立場に応じてさまざま用意されていま
す。
　事故なんて自分には関係ない、と思うの
ではなく、事故の防止に取り組むことはも

ちろん、もしもの場合に備えて、自分の立
場やスポーツの種類・取り組み方など自分
のスタイルにあった保険をみつけておくこ
とが、自分のため、怪我を負わせてしまっ
た他人のためにも必要であると私は思いま
す。その際、保険は内容が複雑で種類によっ
て保険料、保険金が支払われる条件などさ
まざまですから、約款をきちんと読み、わ
からないことがあれば担当者に聞くなどし
てきちんと内容を理解し、いざという時に
使えるようにしておくことも大切です。
　こうした事前の準備をしておくことで、
スポーツを心から楽しむことができるので
はないでしょうか。


