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損害保険ジャパン株式会社

自動走行ロボット専用保険プランのご案内
（実証実験向けオーダーメイド型）



ごあいさつ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
当社業務に関しましては、平素より格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

昨今、新型コロナウイルス感染症予防の観点で、物流や施設管理などの分野では、人手を介さな
い「遠隔・非対面・非接触」の配送ニーズや作業ニーズが高まっており、自動走行ロボットを活用
した新たなサービスの早期実現が期待されています。
こうした背景から、自動走行ロボットを用いた自動での配送や消毒、警備などのサービス提供に

向けて、集合住宅・市街地・商業施設・工業地帯などの施設内に加え、公道でも自動走行の実証実
験が始まっています。それらの実証実験においては、自律走行や遠隔監視操作による「運行リス
ク」 や、配送貨物が破損した際の補償や警備作業中の誤認による人格権侵害といった「業務遂行
リスク」 など、多種多様なリスクへの対応が求められます。
損保ジャパンは、交通事故の削減や交通弱者等への移動手段確保として期待される自動運転技術

開発を支援するため、２０１６年より「自動運転専用保険（実証実験向けオーダーメイド型）」の
提供を開始し、これまでに全国各地で行われている自動運転車による公道実証実験にも多数参加し
てきました。
実証実験への参加と蓄積してきたリスクアセスメント経験を活かし、自動走行ロボットの安心・

安全な実用化に向けた研究開発を支援するため、自動走行ロボット専用保険プランを開発しました
ので、ご案内申し上げます。ご検討いただき、ご採用賜りますようお願い申し上げます。

末筆ながら、貴社の益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

敬具

損害保険ジャパン株式会社



自動走行ロボット実証実験のリスクに対応

損保ジャパンはこれまで数多くの自動運転実証実験に参画してきました。自動走行ロボット専用保険
プランは、実際に実証実験を行う企業や研究機関のみなさまからいただいた声をもとに開発しました。
社会実証に向けた実証実験を行う際に生じるリスクに備えることで、事業者のみなさまが安心・安全
なお取組みができるようSOMPOグループの保険商品・サービスの活用をご検討ください。

Voice1

自動走行ロボット実証実験の計
画を策定しているが、どのよう
な保険を手配すれば良いか分か
らない

Voice2

事故やトラブルに備え、自動走
行ロボットを共同･協力して開
発する各事業者にも安心しても
らえる保険に加入したい

Voice3

遠方で実証実験を行う計画があ
るが、故障等が発生した場合は
修理拠点までの長距離輸送が必
要になる

Voice4

遠隔型の自動走行ロボットのため、
遠隔運転手のリスクもカバーできる
保険手配が必要と考えている

Voice5

自動走行ロボットの活用シーンや走
行ルートにおける詳細リスク調査・
分析を行いたい

ＳＯＭＰＯグループの保険商品･サービスで、自動走行ロボットの
社会実証に向けた実証実験を支援します



自動走行ロボット実証実験のリスクに対応

運行リスク 業務遂行リスク

破損・故障リスク サイバーリスク

運事故発生時の負担
（臨時費用・ロボット搬送）

「安心」を支える保険設計

「安全」を支えるリスクコンサルティング

これまでの自動運転実証へ
の参画による経験と蓄積し
たノウハウを活かした

『自動走行ロボット専用保険（実証実験向けオーダーメイド型）』は、自動走行ロボットによる配送
や作業に関わるさまざまリスクに対する包括的な補償で「安心」を支える「運行や業務遂行リスクに
備えた専用保険プラン」 と、ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社のノウハウを活かした「安全」
を支える「リスクコンサルティング」から構成されます。 実証実験のさまざまな形態に対応するため、
オーダーメイド型の商品として、ニーズにあわせた設計が可能です。



自動走行ロボット専用プランとリスク事例

運行リスク（自動運転） 業務遂行リスク（ロボット作業）

・自動消毒ロボットが誤って対象外の
人や物に消毒液を散布し損害が発生
した

・自動警備ロボットが誤認識し、無実
無関係の人を通報、人格権侵害によ
り提訴された

・自動走行中のシステム不具合による
事故が発生し、協力開発企業との紛
争が懸念される

・遠隔操作者が運転中に通行人と接触
し、ケガを負わせたことにより刑事
責任を追及される可能性

費用発生リスク 破損・故障リスク サイバーリスク

・遠く離れた土地で実証実験を行って
いたが、事故トラブルにより研究開
発拠点への搬送が必要になった

・実験走行中の偶然な事故により、
自動走行ロボットに搭載している
高額な機器が破損した

・複数台の自動走行ロボットを管理す
るネットワークシステムがサイバー
攻撃により使用不能となった

具体的なリスク事例

自動走行ロボット専用プランについて

■「自動走行ロボット専用プラン」の対象となるお客さまは、自動走行ロボットの実証実験を行う企業
や大学、研究機関や自治体のみなさまです。

■本プランは自動車保険をベースとし、実証実験の内容や自動走行ロボットの行う作業・業務等に応じ
て、その他の保険商品を組み合わせてオーダーメイドで設計するプランです。

■お見積りをご希望の場合は、「質問書兼告知書」に、実証実験や使用する車両に関する情報をご記入
いただき、弊社営業店までご提出ください。

■保険期間は原則、実証実験を行う予定の短期間、または⾧期実証の場合は1年間となります。



主な補償とサービスの概要
区分 補償・サービス 内容

①『安心』の自動
走行ロボット専用保険

a.運行リスク補償 運行に起因する事故を全般に補償

歩行者等の過失100％補償【独自補償】 実験者が法律上の賠償責任を負う場合に、歩行者等の過失部分も含めて治療費等を支払
い

対物事故臨時費用【独自補償】 物損事故発生時の臨時費用（定額）を支払い

共同開発者への求償を不行使
【独自補償】

実施事業者が運送・消毒・警備事業者である場合に、システム開発事業者との責任関係
の紛争を未然防止

遠隔操作者への刑事責任に対する弁護士
費用 【独自補償】＜NEW＞

事故で相手方が死傷した場合において、遠隔操作者が刑事責任を追及された場合の弁護士費
用を支払い

b.破損・故障リスク補償 高額な専用機器の破損・故障損害を補償

自動車本体 通常の自動車保険では対象外となる、自動走行ロボット本体の故障損害を補償

専用機器 高額な専用機器の破損・故障損害も補償

c.サイバーリスク補償 サイバー攻撃を受けた際の損害を補償

d.業務遂行リスク ロボットが提供する作業リスク全般を補償

搬送物リスク補償 自動走行ロボットが運ぶ貨物を補償

誤作動リスク補償 自動走行ロボットの誤作動により生じた損害を補償

運送・消毒・警備事業者に
対する賠償

誤作動時の運送・消毒・警備事業者に対する損害賠償責任（または、それに対応する費
用）

調査費用等の各種費用 事故または誤作動※時の原因調査費用、再発防止措置費用などを補償
※配送ロボットによる誤配、警備ロボットによる本来撮影すべき犯罪者の写真が撮影で
きていない、消毒ロボットの消毒液の誤散布など

②『安全』を支援する
リスクコンサルティン
グ

自動走行実験リスクアセスメントの支援 総合的にリスクを洗い出し、評価を実施

事故発生時危機管理マニュアルの
作成支援

万が一の事故発生時における関係者の対応をまとめたマニュアルの作成を支援

③自動運転の実現のた
めの専用サービス

走行不能時の搬送無制限サービス
【独自サービス】＜NEW＞

自動走行ロボットが走行不能となった場合に、実施事業者の指定場所まで無償で搬送
サービスを提供



（ご参考）自賠責保険:自動運転における損害賠償責任

自動運転システム利用中の事故におけ
る自賠法の運行供用者責任をど
のように考えるか

従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険
会社等による自動車 メーカー等に対する求償権行使の
実効性確保のための仕組みを検討

ハッキングにより引き起こされた
事故の損害(保有者が運行供用者責任
を負わない場合)

必要なセキュリティ対策を講じておらず保守点検義務違
反が認められる場合等を除き、盗難車と同様に
政府保障事業で対応

自動運転システム利用中の
自損事故について、自賠法の保護
の対象（運転者≒他人）の考え方

現在と同様の扱いとし、
任意保険(人身傷害保険)等により対応
することが適当

｢自動車の運行に関し注意を怠らな
かったこと｣について

新たに自動運転システムのソフトウェアやデータ等を
アップデートすることや、自動運転システムの要求に応
じて自動車を修理すること等の注意義務を負うことが考
えられる

外部データの誤謬、通信遮断等により
事故が発生した場合、自動車の「構造
上の欠陥又は機能の障害」があるとい
えるか

かかる安全性を確保することができていないシステムは、
「構造上の 欠陥又は機能の障害」があるとされる可能
性がある

SOMPOグループが研究会事務局を受託

出典:国土交通省「自動運転における損害賠償責任に関する研究会 報告書」から抜粋して作成
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①②
損害賠償請求権

の確保

本来の損害賠償請求権
本来の損害賠償義務者

■自動運転車に事故が発生した場合、賠償責任を誰が負うか、その確定に時間を要するケースが
想定されます

■運転者が賠償責任を負うか否かに関わらず、一旦被害者に救済費用を支払い、本来の賠償義務者
との責任分担は事後協議する特約です

■迅速な被害者救済を確保するため、 万が一のセーフティネット特約として、損保ジャパンの
一般的な自動車保険に自動付帯しています

（ご参考）自動車保険:被害者救済費用特約の概要



SOMPOリスクマネジメント社について

社 名 :
（英文表記 Sompo Risk Management Inc.）

設立年月日: 1997年11月19日

本社所在地: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル

事 業 内 容 : リスクマネジメント事業／サイバーセキュリティ事業

拠 点: 東京・名古屋・大阪・福岡

従 業 員 数: 402名 (2019.4 現在）

資 本 金 : 3,000万円

株 主: ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（100％）

会社概要

介護
ヘルスケア

事業

組織組織

総務部

アナリティクス部

コーポレート・リスクコンサルティング部

危機管理コンサルティング部

BCMコンサルティング部

医療・介護コンサルティング部

モビリティコンサルティング部

リスクソリューション開発部

リスク調査部

インスペクション部

大阪支店

総合企画部

リスク
マネジメント
事業本部

監査役

取締
役会

内部
監査部

事業企画部

サービス推進部

プロダクト戦略部

サイバー
セキュリティ
事業本部

情報システム部

国 内
損害保険
事 業

国 内
生命保険
事 業

海外保険

事 業

事業開発部

関西営業推進室

■ＳＯＭＰＯリスクマネジメントは以下のような組織・体制にて、お客様企業の「リスクマネジメント活動」に対し、
リスクの洗い出し・評価・体制構築・運用チェックから監査支援まで、全てのステップにおいてお客様にとって
最適なソリューションを提案しています。

■自動走行ロボット実証実験につきましては、部門横断で様々なソリューションをご提供いたします。

損保ジャパン

SOMPOひまわり生命


