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その被害の現状と対策
岸 郁子
Kishi Ikuko

弁護士。第二東京弁護士会所属。専門は交通事故などの損害賠償、自賠責保険、保険金請求などのほか、
一般民事、家事事件等も扱う。（財）日弁連交通事故相談センター本部二部会委員、同東京支部委員などと
して活動し、自転車事故に関する論文、講演なども多い。

近年ますます増加傾向にある自転車事故。多額の賠償責任や刑事罰が発生する重大な事故
も起きています。今月は、自転車事故の被害や対策などの最新情報を取り上げます。
自転車は子どもからお年寄りまで、誰もが気

自転車事故と刑罰

軽に乗ることのできる身近な移動手段ですが、
この数年の間に、自転車の「危険性」
、すなわち

自転車が加害者となる交通事故（以下、自転

自転車は交通事故の加害者（加害車）にもなり

車事故）で人を死傷させた場合には、過失致死

得るという点が、テレビや新聞などでもよく取

傷罪（刑法209、210条）
、あるいは、非常に危

り上げられるようになりました。

険な運転で人を死傷させた場合には重過失致死

警察庁が発表した統計＊１を見ると、自転車搭

傷罪（刑法211条１項後段）が適用になる場合
があります。

乗中の事故（自転車が被害者となる事故も含む）
自体の発生件数や割合は、交通事故全体の発生

人を死傷させなくとも、道路交通法（以下、道

件数同様、2000 ～ 2004年をピークに減少傾向

交法）違反があれば、自転車であっても刑罰が

にあります。しかし、10年前と比べ、自転車関

科される対象となります。例えば、酒酔い運転

連事故全体の件数は74％程度にまで減少したに

（道交法65条１項）
、信号無視（同７条）
、ブレー

もかかわらず、その中の自転車と歩行者、自転

キの付いていない自転車の運転（同63条の９第

車同士の事故のみ増加しています（自転車と歩

１項）などのほか、急ブレーキ・追越しの禁止

行者事故は134％、自転車同士の事故は111％）
。

違反（同24、30条）
、一時停止違反（同43条）、

また、自転車側が加害者であるなしに限らず、

左側通行義務違反（同17条４項）
、灯火や合図

自転車搭乗中の事故全体の死傷者数を見ると、

義務違反（同52、53条）なども、自転車に適用

16 ～ 24歳の若年者の割合が一番高く、次いで

となります。そのほか、都道府県の公安委員会

15歳以下、次が65歳以上と、いわゆる“交通弱

の定めによっては、傘差し運転や携帯電話を使

者”の死傷者が多いこと、そして、実際に生じ

用しながらの運転も、
運転者の遵守事項違反（同

た自転車に関する事故においては、60％以上の

71条６号）とされ、罰則が科される場合があり

事故で自転車側に交通違反がみられることなど

ます。また、
救護義務違反（いわゆるひき逃げ）

も指摘されています。

や事故報告義務違反（同72条１項）が問われる
こともあります。

以上のような自転車の事故の現状や傾向を受

自転車運転者に道交法違反があった場合には、

けて、警察庁、国土交通省（以下、国交省）な
どは、自転車の事故を減少させ、自転車と歩行

自動車とは異なり交通反則通告制度＊２が適用に

者双方の交通の安全を確保するためにさまざま

なりません。青切符で反則金を支払って済むと

な対策を講じているところです。

いうことはなく、赤切符により、
「前科」となる
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罰金が科されることとなります。以前は、自転

あることも少なくなく、このような場合には、未

車の交通違反で赤切符が切られたという話はほ

成年者の親権者の責任が問われるケースも往々

とんど聞きませんでしたが、最近では、取り締

にしてあります。

まりの強化により、罰金が科される例も出てき

未成年者が責任無能力とされた場合には、基

ました。自転車であっても交通ルールをきちん

本的にその親権者が子に代わって賠償責任を負

と守ることが求められているのです。

うことになります（民法712、714条）
。裁判例
を見ると、未成年者の責任能力はおおむね小学

損害賠償の現状

生以下であればないとされることが多いようで
すが、その判断はケースバイケースです。

自転車搭乗中に、歩行者や他の自転車運転者
あるいはバイク・自動車の運転者に傷害を負わ

一方、未成年者に責任能力があるとされた場

せたり（飛び出してきた自転車を避けようとバ

合であっても、判例法理により、親権者に具体

イクが転倒したような場合など）
、他人の物を壊

的な監督義務違反があるとして、親権者が未成

したりした場合には、刑事責任とは別に、民事

年者自身とは別に、賠償責任を負う場合があり

上の損害賠償責任を追及されることになります。

ます（最判昭和49年３月22日民集28巻２号347

自転車は、車体そのものが軽量で、多くの場

頁）
。裁判例を見ると、未成年者に責任能力があ

合は低速で走行していますから、人身事故であっ

る以上、親権者の責任が問われないことも少な

ても重傷となるケースはそう多くはありません。

くありませんが、未成年者が比較的若年で、か

とはいえ、転倒による骨折の例は少なくなく、転

つ、
その運転態様が危険であったような事案（高

倒して頭部を打ったりすれば、死亡や重度後遺

速度、無灯火など）では、親権者にも責任があ

障害という結果が生じることもあります＊３。被

るとされたものがあります。

害者に重度の後遺障害が残った事案では、死亡

自転車事故と保険

事案よりも賠償額が高額となる場合も多くあり
ます（表）。

自転車による事故で人に傷害を負わせ、ある
いは高価な物を損壊して高額な賠償義務を負っ

未成年者の親の責任

てしまった場合、頼りになるのは保険です。ま

自転車は子どもでも運転できる乗り物である

た、自転車事故の被害者となった場合にも、加

ことから、自転車事故では加害者が未成年者で

害者側に十分な資力がないことが多いため、被

裁判日付

被害者・後遺障害の
内容

事故態様

損害額（過失相殺や既
認容額
払い金控除前・弁護士
（過失相殺）
費用を含まない金額）

東京地判 H24.6.20
自保ジャーナル1878号

自転車同士の事故。被害自転車が歩
道を進行中、対向方向から来る加害 52歳女性。脳外傷に
7908万円余
自転車と接触して車道に転倒し、加 よる後遺障害３級
害自動二輪車とも衝突。

7117万円余
（10％）

大阪地判 H23.7.26
自保ジャーナル1864号

77歳女性。脳挫傷な
歩行者と自転車との事故。歩道上の
どによる要介護状態、 6223万円余
歩行者に自転車が後方から衝突。
後遺障害２級

4413万円余
（過失相殺なし）

東京地判 H20.6.5
自保ジャーナル1748号

自転車同士の事故。被害者がロード
１億7244万円余
8900万円余
レーサータイプの自転車で交差点を 24歳男性会社員。後
（これとは別に両親の
（50％）
通過したところで、道路を横断しよ 遺障害１級
慰謝料各150万円）
うとした高校生の自転車と衝突。

表

被害者に重度後遺障害が残った自転車事故事案の最近の裁判例
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害者側の保険も重要となります。

傷害保険によれば保険会社の認める「損害」額

▶加害者となって賠償義務を負った場合

が保険によって支払われることとなります（あ
くまでも保険会社の基準による金額です）。

この場合、加害者が使えるのは、個人賠償責

▶TSマーク保険

任保険です。これは、自転車事故に限らず、個
人（加害者）が日常生活上他人の生命や身体・

事故の際に搭乗していた自転車に有効期限内

財物に損害を与え賠償責任を負った場合に、加

のTSマーク＊４が貼付されている場合、TSマー

害者の負担をカバーするための保険です。

ク保険が適用される場合もあります。TSマーク

個人賠償責任保険は、それ自体単独で商品化

は、公益財団法人日本交通管理技術協会が認め

されてはおらず、自動車保険や火災保険、家財

た自転車安全整備士が、自転車の点検・整備を

保険、傷害保険などの特約として付帯されてい

行った際に貼付するもので、１年間の傷害保険

る場合がほとんどです。自動付帯ではなく任意

と賠償責任保険が自動付帯されます。TSマーク

付帯（加入あるいは更新の際に特約として付す

には赤マークと青マークがあり、マークの種類

ることを希望し、保険料を別途負担することが

によって、TSマーク保険による補償の内容が異

必要）とされている場合も多いようですので、

なります。TSマークの付いている自転車に搭乗

保険加入あるいは更新の際には付帯の有無を確

していた者（持ち主に限りません）が死亡また

認してみるべきでしょう。保険に限らず、
都民・

は重度後遺障害（１～４級）を負った場合には

県民共済や、生協の共済などでも同様です。

傷害補償（30 ～ 100万円）が、当該自転車による

ちょう ふ

そのほか、こども保険や、学校で加入する団

事故の相手方が死亡または重度後遺障害（１～

体保険にも賠償責任が自動付帯されている場合

７級）を負った場合には、賠償責任補償（1000

が多いようです。

万円・2000万円）が支払われることとなります。

個人賠償責任保険については、加害者の同居
の家族などが加入していれば、家族の保険によ

損害賠償の解決の方法

る補償が受けられる場合がほとんどですので、

自転車事故では、加害者は個人賠償責任保険

加害者自身のみならず家族の加入する保険も確

に加入していないことが多く、仮に加入してい

認してみるべきです。

る場合であっても示談代行サービスが付いてい

▶被害者となった場合

ない保険が多いため、示談交渉は、直接当事者
同士で行わざるを得ない場合が多いといえます。

自転車事故で被害者となった場合には、被害
者自身あるいはその同居する家族などの傷害保

当事者同士での示談交渉が難しい場合には、簡

険などの請求を検討すべきこととなります。通

易裁判所に調停を申し立てることや、相手方が

勤災害などの場合で労災保険が使えるようであ

賠償責任の有無を争っているような場合には民

れば、これも当然考慮に入れるべきでしょう。

事訴訟の提起を検討すべきこととなります。

一般に販売されている傷害保険のほとんどは

弁護士への依頼を検討している場合、公益財

定額保険で、入院や通院日数、あるいは部位・

団法人日弁連交通事故相談センター＊５の相談所

症状に応じて一定の金額が支払われるものです

の多くは、自転車事故の相談にも応じています

が、被害者の「実損」が支払われる人身傷害保

ので、同センターの無料相談でまずは事故の内

険が使える場合があります。通常、自動車事故

容を相談してみるとよいと思われます。

の場合にしか支払われない保険ですが、自転車

ところで、2013年２月26日、一般財団法人日

などを含む交通乗用具による事故も対象とする

本自転車普及協会が「自転車ADRセンター」を

特約が用意されている自動車保険があり、人身

設置し、自転車事故（自転車による器物の損壊
2013.7
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2008年に教則が改訂され、2011年10月には

も含む）に関する和解の仲介手続を始めました。
４月末日時点では同手続による解決事例はまだ

警察庁が通達を改訂し、自転車に対する指導取

なく、手続き上も、事故の相手方の応諾がなけ

り締まりの強化などを内容とする総合的な対策

れば仲介ができないという制約はありますが、

を打ち出しました。その後、自転車の交通違反

この動きは、自転車事故の問題に社会の意識が

の取り締まりが厳しくなり、
いわゆるピスト（ブ

向いているということの現れといえるでしょう。

レーキの付いていない自転車）などが一斉に取
り締まられたことはニュースにもなりました。

自転車事故減少に向けた
行政の取り組み

自転車の環境整備についても、2012年11月、
警察庁と国交省が共同でガイドラインを公表
し ＊８、自転車道の整備に向けた具体的な設計

以上で述べたように、ひとたび自転車事故が
生じると、賠償額が多額になる場合もある一方

などのガイドラインが示されました。

で、保険はあまり普及しておらず、子どもなど

そして、2013年６月には、改正道路交通法が

資力のない者が加害者になることもあることか

成立し、自転車で交通違反を繰り返す者に対し

ら、被害者にとっても加害者にとっても大問題

て「講習」を受けさせること、自転車を含む軽車

となる可能性があります。そのため、何よりも

両が走行できる路側帯を、道路の左側部分に設け

自転車事故自体を減らすことが大切です。

られた路側帯に限ることなどが定められました。

2007年の道交法改正（2008年６月施行）によ

以上のように、自転車をめぐっては、現在、

り、自転車の車道通行原則が徹底され、例外的

交通ルール徹底に向けた法改正のみならず、環

に歩道通行できる場合が明確化されたことは、

境整備に向けても大きな動きがあります。今ま

ご存じのかたも多いものと思われます。この改

ではほとんど見ることもなかった「自転車道」

正により、普通自転車＊6が歩道を通行できるの

も全国各地で徐々に見られるようになるかもし

は、①道路標識などにより歩道を通行すること

れません。

ができるとされているとき、②普通自転車の運

私たち一人一人が、自転車が従うべき交通

転者が児童・幼児その他自転車により車道を通

ルールを、今、改めて確認すべき時期ともいえ

行することが危険であると認められるものとし

るのではないでしょうか。

て政令で定める者（70歳以上の者、身体障害
者など。道交法施行令26条、道交法施行規則９
条の２の２）
、③その他、車道または交通の状況
に照らして当該自転車の通行の安全を確保する
＊１

ため歩道を通行することがやむを得ないと認め
られるときのみとされました（道交法63条の４

＊２

第１項１号ないし３号）
。
その前年の2006年11月に警察庁が公表した
提言＊７では、自転車事故の問題点として、自転
車の通行スペースが十分に確保・整備されてい
ないという道路環境の問題と、自転車の交通安
全教育の不足などが指摘されていました。

 013年２月28日公表 警察庁交通局「平成24年中の交通事故の
2
発生状況」http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=
000001108012
軽微な道路交通法の違反（反則行為）について，反則金を納付
することで刑事罰を受けずに済む制度。反則行為については、
交通反則告知書（青切符）が交付される。

＊３

 記警察庁の統計によると「自転車と歩行者の事故」により毎
前
年数名程度の死者が出ており（一番多い2007年は８名）
、
「自転
車同士の事故」でもほぼ毎年死者が出ている（2009年は５名）
。

＊４

ウェブ版『国民生活』2012年10月号「マークあれこれ」参照。

＊５

http://www.n-tacc.or.jp/（全国162カ所）

＊６

 体の大きさや構造が法令の定める基準に合致し、他の車両を
車
牽引していない自転車をいう（道交法63条の３）。歩行補助車
等や小児用の車は除かれる（道交法２条１項11号の２）
。

＊７ 「自転車の安全利用の促進に関する提言」

（警察庁自転車対策検
討懇談会）

現在の対策は、
この「環境整備」と「交通ルー

＊８ 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」

（国土交通省
道路局、警察庁交通局）

ルの徹底」に向けられているといえます。
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