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自動運転中の自動車保険 
西澤文登君 

 今朝の日本経済新聞で
1 面トップの記事の見出
しは「自動運転 保険で
補償」というものでした。
障害物があるとセンサー
で察知し自動停止する車
が多く市場に出てきているということは既
に皆様よくご存知のことと思います。この
自動運転車の登場というのは自動車業界の
みならず保険業界はじめ関連の業界に非常
に大きな影響を与えます。経済だけでなく
改正を余儀なくされる法律も多くあります。
例えば道路交通法、民法、製造物責任法、刑
法などです。完全自動運転車が出てくると
自動車免許が必要かどうかも問われるかも
知れません。 
 自動車の運転は加速、操縦、制動（ブレー

キ）によって行いますが、自動運転システム
はこの内の 1 つの操作をシステムが担うの
をレベル 1、複数の操作を担うのをレベル 2、
緊急時にドライバーが対応するのをレベル
3、ドライバーが運転に関与しない完全自動
運転をレベル 4 と分けるのだそうですが、
現在レベル 2 まで実用化されています。日
産自動車の「セレナ」、アメリカ・テスラモ
ーターの「モデルＳ」がレベル 2 というこ
とです。 
 自動運転中にシステムの誤作動で走行中
に急停止したり、急に制御不能になって事
故になった場合、またネットで遠隔操作す
るハッキングによって事故になった場合、
どこに原因があり、どの部門の責任かを究
明し、その責任を問うて行かなければなり
ません。それにはかなりの時間が必要とな
ります。自動車メーカーの責任なのか、ソフ
トウェア会社の責任なのか、または通信業
者に責任があるのか、その責任割合はいか
ほどなのかなどクリアしなければ問題は山
積しているのです。現に今年の 5 月テスラ
モーターの自動運転車の事故でドライバー
が死亡した事故の原因究明はまだできてい
ないそうです。現在の状況では事故の被害
者への補償はかなり時間が必要だというこ
とになります。またそれらの業者の責任を
明らかにし、損害賠償を請求していくとい
う作業は個人で行うことはまず無理です。 
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 今日の日経の記事はこれらの問題を保険
会社がクリアしたいと名乗り出たというも
のです。東京海上日動が発表したものです
が、自動運転中に事故が発生した場合にま
ず運転者に保険金を支払い、東京海上日動
が関係の業者にまとめて求償していくとい
うわけです。運転者や被害者など個人の手
間を省くことができ、業者の方も対応しや
すくなります。自動運転中の事故の保険は
今回のものが国内のみならず世界でも初め
てのもので、画期的と言ってもよいものだ
と思います。他の保険会社も追随するでし
ょう。運転者もしくは運行供用者（業務上の
事故の場合の運転者の使用者など）に責任
を問えない事故の賠償責任は現在の保険で
は稼働しません。東京海上日動の今回の発
表は被害者救済ということが根本にあり、
原因不明の自動運転中の事故においてもま
ず保険金を支払い、あとはこちらにお任せ
くださいというものです。自動運転技術の
更なる開発にも大きく寄与するものだと言
えます。 

幹事代行 中澤 信敏君  
1. ボーイスカウト第 5団より 
 ・育成会からの御礼と総会のご案内 
2.AMUより 
 ・ボランティア募集のお知らせ 
3. UCVより 
 ・メンテナンス工事のお知らせ 
4.君にとどけ inうえだ実行委員会より 
 ・東日本大震災復興コンサート 
   御礼とご報告 
恵送 
1. 桐生赤城 RC様・・・会報 
2. 小さな親切運動様・・「冊子」秋号 
全会員配布物 
1. 当クラブ会報  第 914号 
その他 

1.本日例会後、理事会です。 
2.次週11/15(火)20周年事業企画計画会議

です。全会員の皆様のご出席をお願い
いたします。 

生川 秀樹君 
 
 
 
 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 23 11 - 52.17％ 
前々回 22 7 3 81.82% 

西澤文登君 朝夕寒くなってきました。体
を慣れさせなければなりませ
んね！ 

生川秀樹君 会長、柄澤さん『うさぎ追いし
～山極勝三郎物語』の映画チ
ケットありがとうございまし
た。先日観賞してきました。 

中澤信敏君 上田商工会議所青年部は今年
で 30周年を迎えます。今月 21
日にオリンピックロゴデザイナ
ーの野老(ところ)さんによる講
演会を開催します。是非いかが
ですか？ 

杉山 裕君 秋を通り越して冬になりそう
ですね。インフルエンザ出て
います。 

山田 豊君 水野さん、卓話御苦労様です。
お話楽しみにしています。 

田中栄一君 水野様の卓話ご苦労様です。 
水野泰雄君 秋も深まって参りました～紅

葉も街中でキレイです♪ 
      卓話本日はよろしくお願いい

たします。 
肥田野秀知君 笠原 一洋君 

飯島 俊勝君 斉藤惠理子君 
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会員卓話 
水野 泰雄君 

 ~マナーをわきまえた 
年賀状の書き方~ 

今年もいよいよ年賀
状の季節です。そんな
ときに注意したいこと
や、マナーについて年
賀状の挨拶文の書き方
などは完璧ですか？ 
恒例行事ではありま

すが、意外と奥が深いので適切な作法を知
らないと人間関係が悪化することも！ 
老婆心ながら、知っておくと絶対得なので、
総務の方々と一緒に一読お願いします。 
じつは普段なにげなく使って、「知っている」
つもりだった挨拶言葉も「使い方を間違え
ていたと」後で気づく場合が多いので正し
い使い方を知っておきましょう。 
特に相手がビジネス上の上司や得意先だと
したら間違った使い方をしてしまうと、良
かれと思っていて使ったあいさつ文が知ら
ず知らずに相手を傷つけてしまっては、大
変なことです。そこで年賀状のあいさつ文
を書くときの注意事項をまとめてみました。 
 
☆年賀状はいつまでに送るべきか  
上司への年賀状は元旦（１月１日）の朝に到
着するように送りましょう。元旦に上司の
手元に届けるためには、12月15日～12月
25日までにポストへ投函する必要がありま
す。また年賀状を出してもいいのは、松の内
（関東では１月７日、関西では１月15日）
までです。それ以降に送る場合は、年賀状で
はなく寒中見舞い（２月４日まで）を出しま
す。年賀状の送り漏れや、出していない人か
ら年賀状が届いた場合は、遅れたお詫びな
どを書いて寒中見舞いで返事をしましょう。 
 
☆「A Happy New Year」の意味について 

「A Happy New Year」は「よいお年を」
…というニュアンスなので、一般的にはク
リスマスカードに添えて使います。 
年が明ける前に使うので、年賀状では Aを
つけません。 
 
☆「1月1日元旦」はNG 
「1月元旦」や「1月1日元旦」といった書き
方をすると同じ言葉を2度繰り返すことに
なるので、正しくは 「平成○○年 元旦」
や、「20○○年 1月1日」 などの様に書き
ます。 
 
☆「新年明けましておめでとうございます」
は間違い？ 
よく「新年」と「明けましておめでとうござ
います」が重複しているから間違いだと言
われています。しかし、これは正しい表現で、
「夜 [旧年] が明ける」は現象の変化に、
「朝 [新年] が明ける」は変化の結果に注
目していうものなのです。しかし、一般的に
「新年明けましておめでとうございます」
は間違いです。という見解が浸透している
ので、「明けましておめでとうございます」
「新年おめでとうございます」を用いたほ
うが無難です 
 
☆年賀状の忌み言葉について 
忌み言葉とは縁起をかついで使うことを避
ける言葉です。 
「枯れる、衰える、破れる、失う、倒れる、
滅びる、」等があり、これらを年賀状に使う
のはタブーとされています。また、「去年」
という言葉も使わないで「昨年」「旧年」な
どとします。 
 
☆「迎春」でひんしゅくをかうことがある 
漢字1文字の「寿」「福」「賀」などは「お
めでたいことです」といっているにすぎま
せんし、漢字2文字でも「賀正（正月を祝い
ます）」「迎春（新年を迎えました）」「新
春（新しい年です）」といっているだけ。賀
詞の意味を考え、相手によって選びましょ
う。 
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■相手が目上の場合 
「謹賀新年」「恭賀新年」など4文字の賀詞。 
謹んで新春のご祝詞を申し上げます、謹ん
で初春のお慶びを申し上げます 
■相手が目下・友人の場合（目上の人に使っ
てはいけないもの） 
「寿」「福」など1文字の賀詞。 
「賀正」「迎春」など2文字の賀詞 
■相手を選ばず使える賀詞 
明けましておめでとうございます、新年お
めでとうございます、新春のお慶びを申し
上げます、Happy New Year...（相手が目
上の場合の賀詞もOK） 
 
☆賀詞をかならず取り入れること 
賀詞とは正月によく見かけるお祝いの言葉
です。 
代表的な賀詞 
「賀正」「迎春」「謹賀新年」「恭賀新年」 
「明けましておめでとうございます」 
「新年おめでとうございます」 
ほかにもいろいろあるのですが、今回はで
きるかぎり認知度が大きいものだけを例に
あげました。できるかぎり広く知られてい
る賀詞を書かないと、伝わるものも伝わら
なくなりますので注意です！相手にしっか
りと意味が伝わってこそ感動というものが
起きることを忘れずに！ 
 
また、賀詞ならどれでも良いわけではあり
ません。賀詞の使い方で気をつけることは
以下のとおりです。 
☆1文字または2文字の賀詞は使わない 
「賀正」「迎春」が一番使われることが多い
ですが、結構軽く感じられる意味なので残
念です。賀正は正月を祝いましょう！とい
う意味ですし、迎春は正月がきましたよ！
いう意味です。どうですか？正月になると
よく眼にするこの2文字の賀詞には、おめで
とうございます！という意味が薄いイメー
ジがしませんか？じつはおめでとうという
意味も少しはあるのですが、丁寧でへりく
だる感じではないのです…。そういうわけ
で、2文字の賀詞を目上の人に使うのはぜっ

たいにNGです。目上のひとに使う場合は以
下の賀詞をつかうようにしてください。 
 
☆４文字の賀詞を目上に使うこと 
「謹賀新年」、「恭賀新年」、「謹賀新春」 
などの４文字の賀詞はそれぞれ丁寧な意味
が含まれています。「謹賀新年」は謹んで新
年到来のお喜びを申し上げますという意味。 
先ほどの2文字の賀詞とは違い丁寧な感じ
がしませんか？「恭賀新年」と「謹賀新春」
も同様の意味が含まれています。目上の方・
上司に送る際の賀詞の種類は… 
 敬頌新禧・恭賀新年・謹賀新年 
 新春を寿ぎ謹んでご挨拶を申し上げます 
 謹んで新年のお慶びを申し上げます 
などにする事が目上や上司に年賀状を書く
時には無難な賀詞になるとされています。 
 
☆上司に対する年賀状は何で書くべきか  
上司や取引先などに出す年賀状を書くとき
もビジネスマナー上の注意が必要です。 
年賀状の文字には、か細い文字よりも太く
力強い文字の方が、縁起が良いとされてい
ます。そのため、以下の文具を使って書くよ
うにしてください。 
毛筆・万年筆・筆ペン・黒インクのペン。 
毛筆を使ったことのない人は、使い慣れた
ボールペンで年賀状を書きたいと考えがち
ですが、目上の人に送るときにボールペン
で書くのはビジネスマナー上、NGとされて
います。相手に事務的な印象を与えてしま
うことから避けておきましょう。上司や取
引先に送る年賀状のデザインは、おふざけ
が入っているデザインはやめておきましょ
う。また子どもや家族などの写真入りの年
賀状も避けたほうが無難です。ただし、家族
ぐるみでお付き合いをしている場合や、出
産祝いを頂いた場合は、写真入りでも喜ば
れることがあります。相手との関係性から
デザインを選ぶと良いでしょう。 


