平成２５年 ９月５日 宣告

裁 判所書記 官

平成２４年  第４８ ４号

自 動車運転 過 失致死傷被 告事件
判

主

決

文

被告 人を禁錮 ３年６月 に処する 。
理

由

（罪となる べき事実 ）
被告人は ，平成２ １年５月 １３日午 前 １１時４０ 分頃，フ ラワーポ ット在中 の コ
ンテナ（総 重量約２ 万３３９ ０㎏）を 積 載するトレ ーラを牽 引した大 型貨物自 動 車
を運転し， 名古屋市 ａ区ｂ町 ｃ番地ｄ 先 の前方が右 に湾曲（ 曲率半径 約７０ｍ ） し
ている道路 の第２車 両通行帯 をｅ方面 か らｆ方面に 向かい進 行するに 当たり， 同 コ
ンテナの横 転を防止 するため ，同トレ ー ラ前部の左 右各部に 取り付け られたロ ッ ク
ピン２本及 び同トレ ーラ後部 の左右各 部 に取り付け られたツ イストロ ック２本 の 全
てにより同 コンテナ を同トレ ーラに確 実 に緊締する とともに ，適宜速 度を調整 し て
進行すべき 自動車運 転上の注 意義務が あ るのにこれ を怠り， 前記ロッ クピン２ 本 に
よる同コン テナの緊 締がされ ていない 状 態のまま， 漫然時速 約４８㎞ で進行し た 過
失により， 同所を右 に旋回中 ，同コン テ ナを折から 第１車両 通行帯を 走行中の 被 害
者甲１（当 時４１歳 ）運転の 普通乗用 自 動車上に横 転させて 同車を押 し潰し， よ っ
て，同人を 同日午後 ３時１分 頃，同市 ｇ 区ｈ町ｉ丁 目ｊ番地 所在の丙 １病院に お い
て，外傷性 窒息によ り死亡さ せるとと もに ，同車同乗 者の被害 者甲２（ 当時６４ 歳）
を同日午後 １時５０ 分頃，同 市ｋ区ｌ 丁 目ｍ番ｎ号 所在の丙 ２病院に おいて， 多 発
外傷により 死亡させ ，さらに ，同車同 乗 者の被害者 甲３（当 時３９歳 ）に加療 約 ５
３３日間を 要する左 肩腱板断 裂，左第 １ ０肋骨骨折 ，肺挫傷 等の傷害 を負わせ た 。
（証拠の標 目）
（省 略）

（事実認定 の補足説 明）
１

弁護人 は，①本 件事故当 時，被告 人 がコンテナ 積載のト レーラを 牽引する 大 型
貨物自動車 を運転す るに際し ，同コン テ ナは同トレ ーラにロ ックピン により緊 締
されており ，かつ， 被告人は ，それを 目 視して確認 したので ，ロック ピンの緊 締
義務違反は なく，ま た，②被 告人は， 本 件事故の発 生した道 路付近で ，時速約 ４
８㎞の速度 で進行し たことは なく，相 当 程度減速し た上で進 行したの で，検察 官
の主張する 適宜速度 調整義務 違反もな い 旨主張し， 被告人も 公判廷に おいてこ れ
に沿う供述 をしてい る。そこ で，以下 検 討する。

２

関係証 拠により 明らかに 認められ る 事実関係


判示 の被告人 運転車両 は，フラ ワ ーポッドな どを収納 した海上 コンテナ （ 長
さ４０フィ ート（約 １２．１ ９２ｍ），幅 ８フィート （約２． ４３ｍ）， 高さ９
フィート６ インチ（ 約２．８ ９ｍ）で ， 積荷と合わ せた総重 量は約２ 万３３９
０㎏）を 積載し たコンテ ナセミト レーラ（ 以下，単 に「 トレーラ 」と いう。）を，
トラクタと 呼ばれる 大型貨物 自動車で 牽 引するもの であった（ 以下，ト ラクタ，
トレーラ及 びこれに 積載され たコンテ ナ を併せて「 本件車両 」という。）。
トラクタと トレーラ とは，ト ラクタ側 の カプラとい う連結部 にトレー ラ側の
キングピン が差し込 まれて連 結されて い た。
また，トレ ーラには ，積載さ れたコン テ ナの横転， 落下を防 止するた め，コ
ンテナの４ 隅をトレ ーラに緊 締する機 構 が設けられ ている。 この名称 につき，
本件証拠中 には種々 の表記が 用いられ て いるが，判示 事実を含 め，本判 決では，
トレーラの 前部左右 各部にあ る緊締装 置 を「ロック ピン」と ，後部左 右各部に
ある緊締装 置を「ツ イストロ ック」と 呼 称すること とする。



被告 人は，平 成２１年 ５月１３ 日 当時，上記 トラクタ のような 大型の牽 引 自
動車の職業 運転手と して，約 ３９年間 稼 働していた ものであ るが，同 日午前１
１時５分頃 ，本件ト ラクタを 運転して 愛 知県海部郡 ｏ内所在 の丁倉庫 Ｂヤード
に赴き，そ こで判示 のコンテ ナが積載 さ れたトレー ラをトラ クタに連 結し，同

日午前１１ 時１５分 頃，運送 先である 同 県高浜市内 所在の株 式会社戊 １に向け
て本件車両 の運転を 開始した 。
そし て，ｐ交 差点を右 折して国 道 ２３号線に 入り，丁 倉庫Ｂヤ ードから １ ３
㎞余り進行 した地点 にあるｅ 交差点を 右 折し，名古 屋市ａ区 ｂ町ｃ番 地ｄ付近
道路（以下 「本件現 場道路」 という。）に 差し掛かっ た。
本件 現場道路 は，南北 に走る片 側 ２車線の市 道名古屋 環状線で あるが， 本 件
当時，名古 屋高速道 路の橋脚 部建設工 事 中で，これ をう回し た仮設橋 を経由し
て通行する ため，判 示のよう にｅ方面 か らｆ方面に 向かい南 進する場 合，仮設
橋手前で右 カーブと 左カーブ の逆Ｓ字 カ ーブ（かつ 約５％の 上り勾配 ）を経て
同橋に至り ，本件現 場道路に 向けて， 今 度は左カー ブと右カ ーブが連 続したＳ
字カーブの 道路形状 となって いた。そ し て最後の右 カーブは ，曲率半 径約７０
ｍであり ，縦断 勾配約６ ％（ 下り），横断 勾配約１ ．３％ から１ ．６％（左 下が
り）であっ た。


被告 人は，同 日午前１ １時４０ 分 頃，本件車 両を運転 して本件 現場道路 の 第
２車両通行 帯を南進 していた ところ， 上 記最後の右 カーブに おいて， 牽引して
いたトレー ラに積載 されたコ ンテナが ， トレーラ後 部を伴う 形で進行 方向に向
かって左側 に横転し て第１車 両通行帯 に 落下し，折 から第１ 車両通行 帯を走行
していた判 示被害者 甲１運転 の普通乗 用 自動車を押 し潰し， 同人及び 同乗者ら
合計３名を 死傷させ る事故（ 以下「本 件 事故」とい う。）が発 生した。



本件事 故時，被 告人が運 転するト ラ クタは，横 転せずに ，第１車 両通行帯 と
第２車両通 行帯のほ ぼ中央に 停止し ，ト レーラ前部 もこれと 連結され た状態を
保っていた が，コン テナとと もに横 転し たトレーラ 後部と間 のトレー ラフレー
ムは，その 真後ろか ら見て反 時計回 りに ねじれた状 態になっ ていた。 また，本
件事故直後 ，本件ト レーラ後 部のツ イス トロックは コンテナ と緊締さ れていた
ものの，ト レーラ前 部のロッ クピンは 緊 締されてい ない状態 であった 。

３

本件事 故直後に コンテナ 前部がロ ッ クピンで緊 締されて いなかっ た原因



本件 車両のロ ックピン の仕組み 等 につき，次 の事実も 証拠上明 らかに認 め ら
れる。
すな わち，ロ ックピン は，トレ ー ラのシャー シ左右前 面にある ハンドル に 結
合している ピンであ って，左 右の各ハ ン ドルを操作 して所定 の位置に 押し込む
と，シャー シから突 き出た上 記ピンが ， 積載された コンテナ 左右前面 底部にそ
れぞれ設け られた固 定用の穴 （フロン ト ボトムコー ナーキャ スティン グ）に差
し込まれる ことによ り，コン テナをト レ ーラ上に動 かないよ うに固定 する仕組
みになって いる。そ して，ロ ックピン を 操作するハ ンドルを 誘導する ため，シ
ャーシには ，別紙（ 甲１０の 別添１の 写 し）写真① のように アルファ ベットの
小文字の「 ｈ」字状 の穴（た だし，左 前 面のもの） が設けら れていて ，ハンド
ルを同写真 の右方向 にスライ ドさせて か ら下方に押 し込むと ，その状 態で，上
述のとおり ロックピ ンがシャ ーシ及び コ ンテナの各 固定用の 穴を貫い た状態で
固定，すな わち「緊 締」され るように な っている。 さらに， ハンドル 上方に設
けられたハ ンドルス トッパが 別紙写真 ② のように自 重で垂れ 下がるこ とにより ，
緊締状態の ハンドル が跳ね上 がってロ ッ クピンが外 れる事態 を防止す る構造と
なっている 。



以上に 加え，本 件トレー ラの製造 メ ーカーであ る戊２株 式会社品 質保証部 ト
レーラ担当 リーダー の乙１は ，第２ 回公 判期日にお いて，証 人として ，要する
に以下のよ うな供述 をしてい る。す なわ ち，ロック ピンが緊 締されて いる状態
にある場合 ，トレー ラの走行 中の振 動等 によってロ ックピン が跳ね上 がること
は，ハンド ルストッ パの構造 上あり えな い。なぜな らば，ハ ンドルス トッパの
縦断面は， 数字の「 ９」のよ うな形 状を しており， その上部 の筒状部 分（断面
は○）にピ ンを通し てシャー シに固 定さ れ，これを 軸に回転 するよう になって
いるが，重 心は下部 の板状部 分（断 面は ｜）の中央 付近にあ り自重で この重心
が回転軸の 真下に来 ようとす るため ハン ドルストッ パ自体は ，別紙写 真②のよ
うに内側に 斜めの状 態で止ま る。そ して ，仮にハン ドルが跳 ね上がっ た場合で

も，ハンド ルストッ パに対し て時計 回り の方向のみ に力が働 き，ロッ クピン解
除の際にハ ンドルス トッパを 跳ね上 げる 方向である 反時計回 りの方向 には回転
しない構造 になって いるから である 。ト レーラの製 造メーカ ーに勤め ，ここ１
０年間，ト レーラの 事故調査 等を担 当し ていた中で ，トレー ラの走行 中に，ハ
ンドルスト ッパの跳 ね上がり 等でロ ック ピンが外れ て事故が 起きたと いう事例
の報告は受 けたこと がない。 また， 緊締 されていた ロックピ ンが本件 事故時に
外れた可能 性につい ては，仮 に緊締 され ている状態 のロック ピンが外 れたとす
ると，コン テナが回 転してト レーラ から 脱落する過 程で，ロ ックピン にらせん
状の傷が付 くはずで あるのに ，本件 トレ ーラを確認 したが， 左右とも ，そのよ
うな傷も， 新しい傷 もないこ とのほ か， ロックピン が緊締さ れていれ ばコンテ
ナないしト レーラだ けでなく トラク タも 同時に転倒 するはず であるの に，トラ
クタは転倒 していな いことか ら，その 可 能性はない ，という のである 。


乙１ は，上記 会社に３ ０年以上 勤 め，その間 ，主に自 動車の実 車実験等 を 担
当してきた ほか，事 故の原因 調査や報 告 にも従事し てきた者 であり， そのよう
な経歴によ れば，ト レーラに 関する知 識 ，事故調査 の経験等 は十分で あり，そ
の証言内容 も，ロッ クピン等 の構造， 自 社製品に関 する過去 の事故調 査の経験
及び前記２  の事実 を含む本 件事故後 の トレーラの 状況など 客観的事 実を裏付
けとするほ か，自然 法則にの っとった 合 理的で得心 のいく説 明となっ ている。
そうすると ，同人が 事故関係 車両の製 造 元の品質保 証部門の 従業員で あること
を踏まえて も，その 証言内容 は，十分 に 信用できる 。
なお ，弁護人 は，過去 にロック ピ ンが走行中 に外れた 事例があ った旨被 告 人
のみならず ，検察官 請求証人 乙２も供 述 しているこ とを指摘 して，前 記乙１の
証言は信用 できない 旨主張す る。しか し ながら，乙 ２は，過 去にロッ クピンが
走行中に外 れたとい う，その 証言に係 る 事例につい て，本件 車両のロ ックピン
とは異なり，ハンド ルストッ パがない 構造 のロックピ ンであっ たと述べ ている。
また，被告 人が自己 の体験で あるとし て 述べる事例 に関する 供述も抽 象的かつ

曖昧なもの にとどま る。そう すると， 上 記弁護人の 指摘は， 根拠のあ るものと
いうことは できず， 乙１の上 記証言の 信 用性を左右 しない。


そし て，前記 ２  ，  の各事実 に ，上記  の ロックピ ンの構造 及び信用 で き
る乙１証言 に表れた 事実を併 せれば， 事 故直後に， ロックピ ンが緊締 されてい
ない状態で あったの は，走行 中の振動 や 事故の衝撃 等で外れ たもので ある疑い
はなく，被 告人が本 件車両を 運転して 丁 倉庫Ｂヤー ドを出発 する以前 から緊締
されていな いままで あったも のと認め ら れる。
この 点につき ，被告人 は，公判 廷に おいて，丁倉 庫Ｂヤ ードを出 発する前 に，
目視で，ロッ クピンが 確実に 緊締され てい るのを確認 した旨供 述する。しかし，
その内容は 上記のよ うに客観 的に認定 で きるところ に反する 上，被告 人は，捜
査段階にお いては， 運転開始 前にロッ ク ピンを目視 で確認し たとはし つつ，こ
れ が 緊 締 さ れ て い た 状 態 で あ っ た か ど う か は は っ き り し な い 旨 述 べ て い た (乙
８)。これ らに照ら し，被 告人の上 記公判 供述は，到底信用 できない 。他に ロッ
クピンの緊 締の状態 につき上 記認定を 揺 るがすよう な証跡は ない。

４

本件現 場道路付 近におけ る本件車 両 の速度
本件事 故時に本 件車両に 備え付け ら れていた運 行記録紙 の記録内 容(甲１ ６)及
びその解析 結果であ る鑑定書 （甲１８ ） によれば， 本件車両 が，本件 事故直前 に
瞬間的に時 速約４８ ㎞の速度 に達して い たことが明 らかに認 められる 。
そして，本 件車両が 上記速度 を記録 して から本件事 故により 事故現場 で停止す
るまでに数 秒程度の 時間が経 過し，こ の 間の速度変 化が運行 記録紙上 に必ずし も
克明に記録 されるわ けでない ことなど ，弁 護人が指摘 する諸点 を考慮に 入れても ，
甲２及び同 ３の各交 通現場見 取図から 認 められる本 件車両の 停止位置 ，本件現 場
道路の形状（距離 関係を含 む。）からすれ ば，本件 車両が ，本件現 場道路の 最後の
右カーブに おいて， 時速約４ ８㎞の速 度 に達してい たことは ，なお動 かし難い と
いうべきで ある。
この点 ，被告人 は，公判 廷におい て ，本件事故 が起きた 辺りでは ，本件車 両 の

速度は時速 ２０㎞か ら３０㎞ であった 旨 供述してい る。しか し，格別 の根拠に 基
づくもので はなく， 上記事実 とも相容 れ ず，採用で きない。
５

本件事 故発生の 主要な機 序
以上２ ないし４ に認定し たところ を 前提に，本 件現場道 路におい て本件車 両 の
トレーラに 積載され たコンテ ナが横転 し た本件事故 がどのよ うな機序 で引き起 こ
されたのか について 検討する 。
乙３ 鑑定によ る横転機 序



捜査 段階にお いて，検 察官から 本 件トレーラ の横転原 因，複数 の原因が あ る
場合，それ ぞれの原 因が横転 に与えた 影 響の程度等 の鑑定を 嘱託され た己大学
工学部准教 授・博士（工学)乙 ３は，そ の 作成に係る 工学鑑定 書(甲１９ )及び第
３回公判期 日におけ る証言(以下，こ れら を併せて「 乙３鑑定 」という 。)にお
いて，本件 事故発生 の機序を 詳細に説 明 しており， その要旨 はおおよ そ次のよ
うに整理で きる。
ア

ト ラクタ，トレーラ やその上 に積 載されたコ ンテナが カーブを 進行する 際，
これらには 旋回外側 に遠心力 が生じ，これ に伴うロー ル角(ロー ルとは，前 後
を軸とする回転であり，ロール角とは，その回転の角度（傾き）をいう。)
が生じる。 本件コン テナ横転 は，本件 現 場道路の最 後の右カ ーブにお いて，
コンテナの ロール角 がある限 界を超え て しまったた めに起き た事象で あると
みることが できる。
ト レーラ等 のロール 運動が生 じ る場合，コ ンテナに は，おお むね次の ４ つ
のモーメン ト（回転 に関与す る力）が 作 用する。
①

コンテ ナのロー ル運動に よ る慣性モー メント

②

コンテ ナのロー ル角（傾 き ）に伴う重 力成分に よるモー メント

③

トレー ラのタイ ヤ－サス ペ ンションの 反力によ るモーメ ント

④

トラク タからカ プラ及び ト レーラフレ ームを伝 わってコ ンテナに 作 用
するモーメ ント

モ ーメント の釣合い という観 点 からは，横 転現象は ，①②の モーメン ト に
よるロール 運動を③ ④のモー メントが 抑 制するのに 不足する ことによ り起こ
る。
イ

本 件事故の 主要因は ，本件車 両 のロックピ ン及びツ イストロ ックのう ち ，
ロックピン が解除さ れており ，本来積 載 したコンテ ナの剛性 （曲げや ねじれ
に対する強 度）を含 めて保た れるはず の トレーラ車 体剛性値 （ここで は，ね
じれに係る ロール剛 性）が大 幅に低下 し ていること により， 旋回時の 車体ロ
ール角が増 加し，横 転限界速 度が低下 し ていること である。
す なわち，トレーラ は，本来，ロ ックピン及 びツイス トロック で緊締さ れ ，
トレーラと コンテナ とが一体 として鉄 の 塊のように なること で，コン テナの
剛性を含め てトレー ラ車体剛 性値が保 た れる設計と なってい る。そし て，こ
の状態であ れば，上 記ア④の モーメン ト が，トレー ラ及びコ ンテナの ロール
運動を大き く抑制す る。これ に対し， ロ ックピンを 外した状 態の場合 ，トレ
ーラ車体剛 性値は，トレーラ フレーム のみ の状態と等 しく，極 めて低く なる。
本件ではト レーラ上 の積載物 が２０ｔ を 超えている ため，フ レームは いわば
熱したあめ のような 状態の剛 性しかな く，このような トレーラ 車体剛性 では，
ツイストロ ックのさ れたトレ ーラフレ ー ムの後端で コンテナ に作用す る同④
のモーメン トは，ト レーラ及 びコンテ ナ の遠心力等 （前記ア ①，②の モーメ
ント）によ るロール 運動を抑 制する効 果 が不足し， トレーラ のタイヤ －サス
ペンション の復元力 （前記ア ③のモー メ ント）を合 わせても ，トレー ラのロ
ール角が増 大を続け ，横転に 至ること に なる。

ウ

そ して，本 件で被告 人が運転 し ていたトラ クタ，そ の牽引し ていたト レ ー
ラ及びその 積載して いたコン テナの重 量 ，大きさな どのほか ，本件現 場道路
の形状など を前提条 件として ，専用の シミ ュレーショ ンソフト で解析す ると，
本件現場道 路の最後 の右カー ブにおけ る 横転限界速 度は，コ ンテナを ロック
ピン及びツ イストロ ックで緊 締した状 態 の場合には 時速５２ ㎞である （ただ

し，トラク タもとも に横転）のに対し ，ロ ックピンを 外した状 態の場合 には，
時速４１㎞ となる（ ただし， トレーラ 及 びコンテナ のみ横転）。
エ

こ の他に道 路勾配， 連続カー ブ 及び横風と いった横 転限界速 度に影響 を 与
え得る要因 が考えら れるが， 上記シミ ュ レーション 結果によ れば，横 転限界
速度を時速 １㎞から ３㎞上下 させるに と どまる。ロ ックピン の緊締の 有無に
よるトレー ラ車体剛 性の影響 度が大き い ため，その 他の要因 の影響は 相対的
に少ないと いえる。



乙３ 鑑定の信 用性
乙３は，刑 事事件に 係る鑑定 こそ本件 が 初めてであ るという ものの， その学
識，経歴， 自動車工 学の専門 家として の 研究経験に 照らし， トレーラ などの大
型の連結車 両の走行 安定性や 制御につ い て調査研究 する十分 な資質を 有するも
のである。 そして， 乙３が工 学鑑定に お いて使用し たＴｒｕ ｃｋＳｉ ｍという
シミュレー ションソ フトは， 自動車メ ー カー等が実 車実験に 相当する ような試
験をコンピ ュータ上 で行うた めのシミ ュ レーション ソフトと して業界 標準とな
っているも のであり ，適正に 使用する こ とで極めて 精度の高 い試験が 可能とな
るものであ るところ ，乙３は ，Ｔｒｕ ｃ ｋＳｉｍの 使用方法 を熟知し ており，
使用するに 際し，被 告人運転 のトラク タ ，その牽引 していた トレーラ 及びその
積載してい たコンテ ナの重量 や大きさ な どのほか， 本件現場 道路の道 路線形な
ど，証拠上 客観的に 明らかな 諸条件を 適 正に代入し て計算を 行ってい る。しか
も，そのよう なシミ ュレーシ ョンによ り再 現された本 件コンテ ナの横転 位置は，
本件車両と 被害車両 との接触 位置を意 味 する本件現 場道路に 残された ガラス片
や油痕の位 置とほぼ 一致する ものであ っ たのであり ，このよ うな再現 精度の高
さからも， シミュレ ーション の正確性 が 裏付けられ ていると いえる。 これらに
よれば，乙 ３鑑定は 十分信用 に値する も のというこ とができ る。



他の 解析結果 と乙３鑑 定の信用 性 への影響
なお ，本件事 故原因に 関しては ， ㋐国土交通 省自動車 交通局自 動車運送 事 業

に係る交通 事故要因 分析検討 会による 報 告書（弁７ ）では， コンテナ 緊締装置
のアンロッ クがコン テナ横転 リスクを 上 昇させる要 因としつ つ，横転 限界速度
は時速約５ ５．１㎞ （ただし ，旋回半 径 ８０ｍ）と し，強風 や道路状 況，ハン
ドル操作に よる揺り 返しなど の影響で 実 際の横転限 界速度が 低下し， 時速４７
㎞程度でも 横転する 可能性が あったと さ れている。 また，㋑ 本件トレ ーラの製
造元である 戊２が行 った解析 （弁２， ４ ，６）でも ，横転限 界速度が 時速５０
㎞以上であ った（弁 ２）とか ，コンテ ナ の積荷が偏 っていた ことが本 件事故の
要因になっ た（弁４ ，６）と の指摘が あ る。
しか し，㋐㋑ の解析と も，ロッ ク ピンが緊締 されてい ないこと によるト レ ー
ラ車体剛性 の低下（ すなわち 前記  ア ④ のモーメン トの低下 ）に着目 したもの
でなく，重 心が高く なったと のみ捉え たり（㋐），遠心 力と積荷 の重心を 合成し
た力がトレ ーラフレ ームの幅 の中に収 ま っているか どうかを 問題とす る（㋑）
など，車両 に加わる 力の状態 が一定で あ ることを前 提とした 「静力学 」に依拠
している。 また，㋑ について は，積荷 が 格別偏って いなかっ たことは ，証拠上
明らかであ り（ 甲１４），本件 現場道路 の 直前の左カ ーブで横 転が起き ないこと
を踏まえて も，これ を要因と 捉えるこ と は，前提を 誤ったも のといわ ざるを得
ない。これ らに対し ，乙３鑑 定で用い ら れた手法は ，車両運 動が常に 動的に変
化している ことを前 提とし， 慣性力を 考 慮して解析 を行う「 動力学」 によるも
のであり， より車両 運動の実 態に即し た ものである ことは明 らかであ る。した
がって，乙 ３鑑定と 異なる上 記㋐㋑の 各 解析は，乙 ３鑑定の 信用性を 左右する
ものとはな らない。


小括
前記２な いし４の 事実に乙 ３鑑定に よ り認められ るところ を併せれ ば，本件
事故は，被 告人が， ロックピ ンが緊締 さ れず，トレ ーラ車体 剛性値が 極めて低
くなってい るため， 旋回時の 車体ロー ル 角の増大を 抑制する モーメン トが不足
する状態の 本件車両 を運転し ，本件現 場 道路の最後 の右カー ブを，時 速約４１

㎞前後と求 められる その横転 限界速度 を 超える時速 約４８㎞ の速度で 進行した
ことにより 発生した ものと認 められる 。
６

被告人 の過失
以上に 認定した 事実関係 によれば ， 本件事故は ，被告人 が，⒜本 件車両の 運 転
に当たりト レーラと コンテナ とをロッ ク ピンを確実 に緊締し ，又は， ⒝本件現 場
道路の最後 の右カー ブを漫然 と時速約 ４ ８㎞で走行 するので はなく， ロックピ ン
が緊締され ていなく てもコン テナが横 転 しないよう な速度に 調整して 走行して い
れば回避で きたもの であるこ とは明ら か である。
そして ，まず，  の点に つき，コ ン テナを積載 したトレ ーラを牽 引する大 型 貨
物自動車の 運転者で ある被告 人におい て ，道路の交 通安全確 保等の観 点から， 積
載物である コンテナ の転落（ 横転）防 止 のため必要 な措置を 講ずべき 一般的義 務
があること （道路交 通法７１ 条４号参 照 ）は言うま でもない ところ， ロックピ ン
の緊締は， ツイスト ロックの 緊締と併 せ て積載物で あるコン テナの転 落（横転 ）
防止措置の 要である ことは， 機構上自 明 であり，被 告人も， 本件当時 ，トレー ラ
とコンテナ とはロッ クピン及 びツイス ト ロックによ り緊締す る構造と なってい る
こと及びト レーラを 運行する に際しそ れ らを緊締す る必要が あること を認識し て
いた。そう である以 上，被告 人には， 自 らロックピ ン（及び ツイスト ロック） の
確実な緊締 をし，又 は，それ がされて い ることを確 認した上 で本件車 両の運転 を
する自動車 運転上の 注意義務 があると い うべきであ り，これ を尽くし ていれば 本
件事故は未 然に回避 されたの に，それ を 怠り，少な くとも本 件車両の ロックピ ン
が緊締され ていない ことを看 過したま ま 運転したた め，本件 事故を惹 起したも の
であるから ，この点 について 被告人の 過 失が優に認 められる 。
次に， ⒝の速度 調整の点 について も ，被告人と 同じくト ラクタの 職業運転 手 と
して稼働し ，本件事 故当時， 約６年間 の 運転歴があ った前記 乙２は， 当公判廷 に
おいて証人 として， 本件事故 現場を本 件 車両と同種 の車両で 何度も通 行したこ と
があるが， 上り下り の勾配が ある上， Ｓ 字カーブが かなりき つい道路 であり， コ

ンテナの横 転事故を 防止する ためには ， ロックピン 及びツイ ストロッ クを全て 緊
締していた としても ，時速３ ０㎞以内 で 走行してい たし，仮 にロック ピン２本 を
緊締してい ない状態 であれば ，横転の 危 険が一段と 高まるた め，更に 速度を下 げ
て時速２５ ㎞以下で 走行する 必要があ る と思う旨述 べている ほか，本 件同種車 両
の実地の運 転感覚と して，ロ ックピン を 緊締した状 態であれ ば，トレ ーラとト ラ
クタとは同 じような 感覚でカ ーブ外側 に 逃げるよう になるが ，トレー ラのロッ ク
ピンが外れ た状態で カーブを 走行する と ，トレーラ がカーブ 外側に逃 げようと す
るのに対し てトラク タは残る ような感 覚 があり，そ のような 違和感を 感じるこ と
でロックピ ンが外れ ているこ とに気付 く ことができ ，また， 運転席の 窓から顔 を
突き出して 後ろを眺 めれば目 視でロッ ク ピンが外れ ているか はすぐに 確認でき る
とも述べて いる。そ の証言内 容は，職 業 運転手とし ての自身 の体験に 裏打ちさ れ
ているだけ でなく， 乙３鑑定 の示す知 見 に照らして も合理的 で信用に 値するも の
と認められ る。そう すると， 同種車両 の 運転に長年 従事して いた被告 人におい て
も，具体的 にいかな る速度で 進行すべ き ものと判断 するかは ともかく ，本件現 場
道路のよう なカーブ を進行す る際には ， コンテナの 横転を防 止するた めに慎重 に
速度の調整 をする必 要があり ，まして や ，運転上の 違和感か らロック ピンが緊 締
されていな いことは 当然気付 くはずで あ るから，そ うした場 合に横転 を未然に 防
止するに足 りるよう な慎重な 速度調整 が 求められる ことも， 十分認識 できたは ず
であると認 められる 。それな のに，被 告 人は，漫然 と時速約 ４８㎞で 本件現場 道
路を進行し ，本件事 故を惹起 したもの で あるから， 速度調整 の点につ いても， 被
告人の注意 義務違反 すなわち 過失が認 め られる。
なお， 被告人の 立場にお いて，前 記 のように， ロックピ ンが外れ ているこ と に
よりトレー ラ車体剛 性値が極 めて低く な り，旋回時 の車体ロ ール角の 増大を抑 制
するモーメ ントが不 足して横 転限界速 度 が低下し， その横転 限界速度 を超えて 進
行したこと で本件事 故が惹起 されたと い う機序や， その際の 横転限界 速度の値 を
具体的に理 解・認識 すること までは期 待 できないと いうべき であるが ，ロック ピ

ンが緊締さ れないこ とでトレ ーラ及び コ ンテナが横 転しやす くなって いること ，
その状況下 において 横転しな い程度の 速 度で進行し なければ ，トレー ラ及びコ ン
テナが横転 し，それ らに付近 を通行中 の 人や他の自 動車等が 押し潰さ れたり， 衝
突したりす るなどし て人が死 傷する可 能 性があるこ とは，乙 ２証言に 照らして も，
十分具体性 をもって 予見可能 であり， こ れをもって 上記各注 意義務に 係る結果 回
避措置を期 待するに 足りると いえるか ら ，各過失の 成立は妨 げられな い。
そして ，ロック ピンの緊 締義務と 速 度調整義務 とは，本 件証拠関 係の下で は ，
いずれか一 方を尽く すことに より本件 事 故の発生回 避に十分 である（ その意味 で
それぞれが 独立した 因果性を 有するこ と は明らかで ある。）が，乙３ 鑑定によ り明
らかにされ たそれぞ れに係る 横転事故 発 生の危険性 の程度に 照らせば ，結果を 未
然に回避す る確実な 措置とし ては，上 記 各注意義務 の履践が ともに求 められる と
いうべきで あるから ，これら の過失は 併 存する。
７

弁護人 の主張に ついて
以上の 判断に対 し，弁護 人は，被 告 人にロック ピンの緊 締義務違 反及び速 度 調
整義務違反 はない旨 争うが， その立論 の うち，本件 車両のロ ックピン が緊締さ れ
ており，ま た，被告 人は，時 速約４８ ㎞ で走行した 事実はな いことを 前提とす る
部分は，そ の前提が 証拠上疑 いを入れ る 余地なく排 除される から，理 由のない こ
とは明らか である。
また， 速度調整 義務違反 について も ，規範の内 容が明ら かでない と論難す る 点
についても ，既に論 じたとこ ろから， 当 たらない主 張という べきであ る。
被告人 に判示の とおりの 自動車運 転 上の過失を 認定でき ることは 明らかで あ り，
これを争う 弁護人の 主張は理 由がない 。

（法令の適 用）
罰

条

科刑上一罪 の処理

判 示 被害者ごと に刑法２ １１条２ 項
刑 法 ５４条１項 前段，１ ０条（１ 個の行為 が ３
個の罪名に 触れる場 合である から，１ 罪 として

犯情の最も重い被害者甲１に対する自動車運
転過失致死 罪の刑で 処断）
刑種の選択

禁 錮 刑を選択

訴訟費用の 不負担

刑 事 訴訟法１８ １条１項 ただし書

（量刑の理 由）
被告人が 運転した 本件車両 は，２０ ｔ を超える貨 物を収納 した最大 級の規格 の 海
上コンテナ を積載し ていた。 また，被 告 人は，大型 貨物自動 車の職業 運転手と し て
４０年近く のキャリ アを有し ，その運 転 に当たって は特に慎 重な注意 深さを期 待 す
ることがで きた。そ れなのに ，被告人 は ，トレーラ とコンテ ナとをロ ックピン 及 び
ツイストロ ックによ り緊締す べきこと は 当然である と認識し ながら， ロックピ ン で
コンテナが 緊締され ていない ことを看 過 したまま本 件車両の 運転を開 始し，さ らに ，
その運転中 にロック ピンの緊 締がされ て いない状態 であるこ とを認識 し得たに も か
かわらず， 本件現場 道路のカ ーブを速 度 に留意する ことなく 進行し， このよう な 運
転行為がは らむ危険 をまさに 現実化さ せ て上記コン テナを横 転させ， これによ り ，
たまたま並 走してい た普通乗 用自動車 の 運転者及び 同乗者で ある被害 者らを， そ の
乗車する自 動車ごと 巨大なコ ンテナの 下 敷きとして 押し潰す という凄 惨な本件 事 故
を惹起した 。
トレーラ とコンテ ナの緊締 は，本件 事 故を契機に 強く意識 されるこ とになっ た 側
面がある。 また，そ れは，港 のコンテ ナ ふ頭から前 示のヤー ドまでト レーラに コ ン
テナを積載 して運ん でくる作 業に従事 す る者にも尽 くすこと が期待さ れる注意 義 務
であったと いえる。 しかし， 本件当時 に おいても， それを確 実に行う ことは， こ の
種大型貨物 自動車の 運転者の 常識に属 し ていた。ま た，この ような車 両で公道 を 通
行する以上 ，確実に 緊締が行 われてい る かどうかに 係る注意 義務が， その際の 運 転
者に直接的 かつ最終 的に課さ れること に なるのも自 明であっ て，先行 する他者 の 作
業を信頼す ることが 許される ような事 情 があるわけ でもない 。そうで ある以上 ， 上
記の諸点は ，被告人 の緊締義 務違反に 対 する非難の 程度を減 じる事情 となるも の で

はない。ト レーラと コンテナ の緊締は ， カーブにお ける速度 調整とも ども，い ず れ
も横転等に よる事故 回避のた め，この よ うな車両の 運転者に 求められ る基本的 な 注
意義務であ ったとい うべきで ある。そ し て，それら をいずれ も怠った ことによ る 必
然として本 件事故は 発生した 。決して 不 幸な偶然が 介在した り関与し たりして 事 故
に結びつい たもので はない。重大事故 の高 度の危険を 内包した 本件過失 に対して は，
厳しい法的 非難が妥 当する。
また，生 じた結果 も，極め て重大で 誠 に痛ましい ものであ る。被害 車両に乗 車 し
ていたのは ，当時６ ４歳の母 と，その 娘 ２人である が，うち 母と長女 の生命が 失 わ
れ，次女もひ ん死の重 傷を負 い，約５３ ３ 日間にも及 ぶ長期間 の治療を 強いられ た 。
被害者らに は何らの 落ち度も ない。身 内 を襲った突 然の悲劇 に，家族 の悲嘆は 今 な
お深く，中 でも惨劇 を目の当 たりにし な がら自らも 傷ついた 次女の肉 体的苦痛 ， 精
神的打撃も 非常に大 きく，そ の苦しみ は 今も続いて いる。次 女を含む 遺族らの 処 罰
感情が事故 後４年余 りを経て もいささ か も和らいで いないこ とにも， 事態の重 大 さ
と深刻さが 如実に表 れている 。
以上によ れば，被 告人の刑 事責任は ， 交通死傷事 故の中で も相当に 重いとい う べ
きであり， 比較的長 期間の禁 錮刑が妥 当 する。
そうする と，被告 人の本件 事故当時 の 勤務先会社 が契約し ていた保 険会社と 死 亡
した２名の 被害者の 遺族及び 負傷した 被 害者との間 で示談が 成立し， 賠償金が 支 払
われたこと ，被告人 に前科が ないこと ， 被告人が被 害者及び 遺族に謝 罪の手紙 を 送
付するなど ，事故自 体につい て深刻に 受 け止めてい るとうか がわれる こと等の 諸 事
情を考慮し ても，刑 の執行を 猶予する の が相当であ るとはい えず，主 文の程度 の 実
刑はやむを 得ないと 判断した 。
（検察官日 笠真木哉 ，主任弁 護人間瀬 聡 ，弁護人髙 橋美博， 同浅井貞 晴（いず れ も
私選）各出 席）
（求刑
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