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自動車 運転過失傷害（変 更後の訴因 ・危険 運転

致傷，原審認定罪名・自動車運転過失傷害）被告事件
平成２７年７月２日

大阪高等裁判所第３刑事部判決
主

文

本件各控訴をいずれも棄却する。
理

由

検察官の本件控 訴の趣意は，検察 官永村俊朗作成の 控訴趣意書に，こ れに
対する答弁は，弁 護人中嶋俊太郎（ 主任）及び同 西野 航共同作成の控訴 答弁
書に，弁護人の本件控訴の趣意は，上記弁護人２名共同 作成の控訴趣意書に，
それぞれ記載のとおりであるから，これ らを引用する。
検察官の論旨は 事 実誤認であり， 弁 護人の論旨は事 実 誤認及び量刑不当 で
ある（なお，弁護 人は，事実誤認の 主張中，供述調書 の証拠能力につい て論
及する部分は，独 立して訴訟手続の 法令違反 を主張す るものではない旨 釈明
した。）。
第１
１

控訴趣意中，各事実誤認の点について
原判決の認定判断並びに検察官及び弁護人の各論旨 等
本件公訴事実

本件公訴事実（訴因変更後）の要旨は，「被告人は，平成２５年９月２４日
午前７時５３分頃，普通乗用自動車（以下「被告人車両」という。）を運転し，
京都府八幡市ａｂ番地のｃ先の東西に通じる道路（府道八幡木津線。以下「本
件府道」という。）に北から通じる道路（市道森線。以下「本件市道」という。）
が交わる交通整理 が行われておらず 北側入口に一時停 止標識が設置され た三
差路交差点（以下「本件交差点」という。）を北か ら東に向かい左折進行する
に当たり，後輪を 滑らせながらのい わゆるドリフト走 行をすべく，同交 差点
入口手前で一旦時速２０ないし３０km に減速して，セカンドギアに入れ替え，
左に急ハンドルを 切るとともに，ア クセルペダルを踏 み込んで急激に後 輪の
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回転数を上げ，後 輪を路面に滑らせ て車体を左回転さ せながら自車を時 速約
４０km 以上に急加速させ，もって進行を制御することが困難な高速度で自車
を走行させたこと により，本件府道 の東行き車線を越 えて西行き車線ま で進
出させて，制御不 能の状態で同道路 北側に向けて暴走 させ， 右転把する も及
ばず自車左後部を 道路北側のガード レール （以下「本 件ガードレール」 とい
う。）に衝突させた上，自車を道路南側 に向けて暴走させ，道路南側 の車道と
歩道との境に設置 された柵をなぎ倒 して，自車を同歩 道上に乗り上げさ せ，
折から同歩道上を 歩行中の原判示の 被害者５名に衝突 させるなどして， 同人
らに原判示の各傷 害を負わせた」と いうものであ ると ころ，検察官は， 被告
人の上記運転行為 は，平成２５年法 律第８６号による 改正前の刑法２０ ８条
の２第１項後段に いう「その進行を 制御することが困 難な高速度で自動 車を
走行させる行為」
（ 以下，同条項に該当する 運転を「高速度走行」と略称する。）
に該当し，被告人には危険運転致傷罪が成立す ると主張した。
原審における争点
原審において， 被 告人及び弁護人 は ，被告人が 前記 公 訴事実の日時場所で
被告人車両を前記 被害者らに衝突さ せて負傷させる交 通事故（以下「本 件事
故」という。）を起こしたことは争わないが，被告人が 故意にドリフト走行を
しようとしたことはなく，被告人車両の速度 も時速４０km に達していなかっ
たので，被告人の 運転行為は，高速 度走行には該当し ないから， 被告人 には
危険運転致傷罪は 成立せず，自動車 運転過失傷害罪が 成立するにとどま ると
主張した。
そして，原判決 は，本件の主要な 争点は，本件事故 時において被告人 にド
リフト走行をする意図があったか否か（争点１），制御不能状態に陥る前の被
告人車両の速度（ 争点２）及びこれ らを踏まえた危険 運転 致傷罪の成否 （争
点３）の３点であると整理した。
原判決の判断
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原判決は，上記 各 争点に ついて， 下 記ア以下のとお り 判断して，危険運転
致傷罪の成立を否定し，要旨，
「被告人は，本件交差点を左折進行するに当た
り，同交差点手前 の停止位置で 一時 停止するのはもと より，適宜速度を 調節
し，ハンドル・ア クセルを的確に操 作して，進路の適 正を保持し，急激 な加
速及び急激なハン ドル操作により自 車を制御不能の状 態に陥らせること がな
いようにして進行 すべき自動車運転 上の注意義務があ るのにこれを怠り ，ド
リフト走行をすべ く，同交差点手前 の停止位置で 一時 停止せず，時速約 ２０
ないし３０km に減速して，セカンドギアに入れ替え，急に左にハンドルを大
きく切るとともに ，アクセルペダル を強く踏み込んで 急激に後輪の回転 数を
上げ，後輪を路面 に滑らせて車体を 左回転させ，自車 を本件府道の東行 き車
線を越えて西行き 車線まで進出させ て制御不能の状態 に陥らせた過失に より，
本件事故を引き起こした」という自動車運転過失傷害の事実を認定した。
ア

争点１について
本件交差点を 左折する際の被告 人車両の挙動及び 被告人の運転方法 は，

左折時に通常想定 されるものと は著 しく異なり，ドリ フト走行を行う場 合の
手法と外形上合致 しているのであっ て，その運転方法 それ自体から ，被 告人
が故意にドリフト走行を試みたことが強く推認される。
さらに，① 被 告人は，平成２ ５ 年９月１０日 （ 以 下，同年の出来事に
ついては，特に必要のない限り年の表記を省略する。）に被告人車両のタイヤ
を交換しているが ，本件事故後に被 告人車両のタイヤ を見分した 原審証 人Ａ
の供述によれば， 左後輪タイヤのシ ョルダー部分に細 い線状の摩耗形状 （横
滑り痕）がはっき りと認められるこ とから ，上記交換 から本件事故まで の間
に，被告人車両は 少なくとも二，三 十回程度は横滑り をしたことがある と認
められること，② 被告人が，同月１ ９日に，ゲームセ ンター 等の施設の 駐車
場で，ドリフト走 行の練習として「 円書き」と呼ばれ る運転 （低速で後 輪を
横滑りさせながら 円を描くように車 体を回転させる運 転。以下，この運 転行
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為を単に「円書き」という。）をしていること，③被告人の友人であるＢの検
察官調書（原審甲１８。以下「Ｂ調書」という。）によれば，Ｂは，本件事故
前に，被告人が公 道上で被告人車両 の後輪を横滑りさ せて左折 するのを ５回
ないし１０回程度 ，同車の助手席か ら見たことが あっ たと認められるこ とか
らは，被告人は， 本件事故以前から ，被告人車両を故 意に横滑りさせる ドリ
フト走行を繰り返し行っていたと認められる。
加えて，被 告 人は，本件事故 当 日にエンジンを 始 動してから本件事故
発生までに，意図 的にＶＤＣという 横滑り防止装置を 解除したことによ り，
本件事故時の被告人車両の横滑りが生じたものと推認できる。
他方，ドリ フ ト走行の意図も 経 験も否定する被 告 人の供述は，被告人
のドリフト走行歴 が客観的証拠等に 照らし認められる し，被告人が本件 事故
日に急いでいたと いう弁解も，何ら 裏付けがないばか りか，単に急いで いた
だけでドリフト運 転特有の特殊な運 転をとっさに行え たとは考えられな いこ
とからも，全く信用できない。
以上によれ ば ，被告人は，本 件 事故時において ， ドリフト走行を行う
意図があったものと認められる。
イ

争点２について
高速度走行 に 当たるかどうか は ，制御不能状態 に 陥る前の速度をもっ

て判定すべきとこ ろ，本件で被告人 車両が制御不能状 態に陥ったのは， 被告
人車両が対向車線 に進出した地点（ 被告人立会いの下 の現場実況見分の 結果
を録取した実況見 分調書（原審甲４ ９）添付の交通事 故現場見取図を引 用し
た原判決添付図面 の⑥地点。以下， 特段の断りのない 限り「⑥地点」な どは
同図面上の記号の示す地点を指す。）付近であるから，同地点付近での被告人
運転車両の速度を検討する。
本件事故を 現 認した警察官で あ る原審証人 Ｃ（ 以 下「Ｃ警察官」とい
う。）は，被告人車両は，本件交差点に目測時速４０ km で進入してきた旨供
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述する（以下，Ｃ警察官の原審公判供述を｢Ｃ証言｣という。）が，その根拠は
感覚的なものにす ぎず，これだけを 根拠として被告人 車両の速度が時速 約４
０km 程度であったと認めることはでき ない。
交通事故鑑識 官である Ｄ（以下 「Ｄ鑑識官」とい う。）は，「被告人 車
両が本件府道の南側歩道に進入（

2

地点）する直前の走行速度は時速約４０

km 弱程度，本件

1

地点）する直前の走行速度は時速

約４６km 前後と推定する」旨の鑑定書を作成しているが，⑥地点付近でアク
セルを強く踏んだ 旨の被告人供述は 排斥できないから ，歩道進入直前や 本件
ガードレール衝突 直前の走行速度か ら直ちに⑥地点付 近における被告人 車両
の速度を推認できるわけではな い。
検察官は，延べ１８回の走行実験（以下「本件走行実験」という。）の
うち，被告人車両の軌跡を再現できた ５回の走行（６回目，７回目，９回目，
１１回目及び１２ 回目）では，実験 車両が模擬対向車 線に進入した際の 車両
速度の最大値は時速４５．７ないし４８．６km，特に，車両挙動の再現度が
高い７回目の実験では４６．２ km となっており，本件事故時の被告人車両の
対向車線進入時の 速度も同様の速度 と推認できる旨主 張する が，①本件 走行
実験は，Ｃ警察官 が供述する被告人 車両の経路や挙動 を前提にするとこ ろ，
その目撃状況等か らすると，Ｃ警察 官が被告人車両の 経路や挙動を厳密 に特
定できるものでは なく，前提条件自 体があやふやであ るから，本件走行 実験
の証拠価値には自ずと限界があ ること，②本件走行実験の設定条件は，
「模擬
停止線を時速約二，三十キロで越えてから加速 し，模擬対向車線を越えるが，
歩道縁石までは至 らない」というも のにすぎず，模擬 停止線の通過位置 やハ
ンドルを切り始め る位置等の選択に よって，上記条件 を満たす走行経路 は実
験結果のほかにも 数多く存するもの と思われるから， 再現の正確さや他 の走
行方法での再現可 能性等，種々の疑 問が残ること，③ 本件交差点の停止 線を
通過す る際の 被告 人車両 の速度 が時 速２０ ないし ３０ km だっ た旨の 被告 人
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供述は，Ｄ鑑識官 や同実験において 運転手役をした警 察官 Ｅ（以下「Ｅ 警察
官」という。）の各供述等に照らしても排斥できないのに，本件走行実験では，
停止線をそのよう な速度で超えた走 行は行われていな いことからすれば ，本
件走行実験の結果 からも本件事故直 前の被告人車両の 速度を推認するこ と は
できない。
以上によれば，被告人車両が対向車線に進出した時点で 時速４０km を
超えていたとは認められない 。
ウ

争点３について
本件交差点 を 本件市道から本 件 府道に左折する 際 に想定される円弧に

沿って曲がるための限界速度は時速４２．１ km であると認められる（以下，
この速度を「本件限界旋回速度」という。）が，被告人車両はそのような円弧
上を進行しておら ず，走行条件が大 幅に異なるから， 被告人の運転行為 が高
速度走行に当たる か否かの判断にお いて， 本件限界旋 回速度を参考にす るの
は相当ではない。
本件では， 急 加速という速度 的 な要因とともに ， 急ハンドルを大きく
切ったという運転 操作の要因が複合 して被告人車両が 制御不能となり， 本件
事故が生じたと認 めるのが相当であ るところ，本件の 証拠関係において は，
そのいずれが主た る原因か特定する ことは困難であり ，被告人車両が高 速度
で走行したが故に 本件事故が生じた と認めるには，な お合理的な疑いが 残る
から，被告人の運転行為は危険運転 致傷罪の構成要件に該当しない。
検察官及び弁護人の各論旨
弁護人の事実誤 認 の論旨は，争点 １ について，被告 人 にはドリフト走行を
行う意図はなかっ たのに，ドリフト 走行の意図があっ たと認めた 原判決 の認
定判断には，判決 に影響を及ぼすこ との明らかな事実 の誤認がある，と いう
のである。
また，検察官の 論旨は， ①争点２ について，対向車 線に進出した時点 にお
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ける被 告人車 両の 速度が 時速約 ４０ km を超 えてい たと は認め られな いと の
原判決の認定判断 には，栫証言及び 本件走行実験の正 確性を認めず，同 実験
の前提条件はあやふやだとした点において論理則，経験則違反があり，また，
②争点３について ，本件限界旋回速 度を参考にするの は相当ではないな どと
して危険運転致傷 罪の成立を否定し た原判決の認定判 断は，限界旋回速 度の
理解及び高速度走 行に当たるか否か の判断要素に誤り があって，これら の誤
りが判決に影響を及ぼすことは明らかである，というものである。
２

当裁判所の判断

そこで，原審記 録を調査して検討 すると， 原判決が ，争点１について は，
被告人にはドリフ ト走行をする意図 があった と認めら れるものの，争点 ２に
ついては，⑥地点付近における被告人車両の速度 が時速４０km に達していた
とは認められない として，争点３に ついて，被告人の 運転行為は高速度 走行
には当たらず，危 険運転致傷罪は成 立しないとした認 定 判断は，全て正 当と
して是認することができる。
以下，検察官と弁護人の各所論に鑑み，補足して説明する。
３

被告人のドリフト走行をする意図の有無について（争点１関係）

争点１に関する 原判決の

における弁護 人の

主張と同旨の原審 における弁護人の 主張を排斥してい る点 やその理由と して
説示している点を含め，全て首肯することができる。
以下，当審における弁護人の主な主張について付言する。
運転方法等からの推認に関する判断

について

弁護人は，原判 決 が，被告人車両 の 挙動及び被告人 の 運転方法 が左折時に
通常想定されるも のと著しく異なっ ていることを根拠 に，被告人が故意 にド
リフト走行を試み たことが強く推認 されるとした点に ついて，ドリフト 走行
の意図がなくとも ，本件時のような 車両の挙動や運転 操作が行われる可 能性
は十分にあるから，原判決の上記認定は不合理である 旨主張する。
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しかし，関係各 証 拠から認められ る 本件事故の際の 被 告人の運転方法は，
被告人車両が旋回 する前からアクセ ルを急に踏み込ん で加速した り，道 路の
形状に沿った自然 な経路ではなく， 本件市道を直線的 に進んで横断歩道 上の
⑤地点で急にハン ドルを左に大きく 切ったりした点で ，通常の走行方法 とは
著しく異なるもの であるし，その後 の運転方法を見て も，車両が横滑り を続
けているというの に，減速すること もなくあえてアク セルを踏み込むな ど，
被告人が意図的に 車両を横滑りさせ て旋回させるドリ フト走行を試みた もの
であることは明らかである。
弁護人は，運転 者 の意図以外に も 後 輪が滑る原因は い くらでもあると主張
するが，本件交差 点付近の路面は， 滑りにくい乾燥し たアスファルト舗 装で
あったことや，被 告人車両のタイヤ 等に特段の異常は なく，横滑り防止 装置
も施されているこ となどからすると ，被告人車両が 意 図せず偶発的に横 滑り
するようなことは，現実的にほとんど想定することができない。
被告人のドリフト走行歴の認定（
ア

）について

弁護人は， 被 告人車両のドリ フ ト走行歴に関し て ，①Ａは，何回横滑

りさせれば被告人 車両のようなタイ ヤの傷が発生する のか の実験を行っ たわ
けでもないのに， 数十回も横滑りを した ことがあると ，明らかに誇張し た供
述をしており，Ａ の供述は信用でき ない，②被告人車 両のタイヤに傷が つく
機序としては，被 告人が９月１９日 にした円書き， 事 故当日の横滑りそ のも
の，本件事故時に 柵やコンクリート ブロックに接触し たこと が考えられ ，こ
れらの影響を「引 き算」しなければ ，被告人がドリフ ト走行を繰り返し てい
たと認定できるはずがないのに，原判決 はそのような作業をした形跡がない，
と主張する。
しかし，①については，Ａは，原審公判において，
「被告人車両のタイヤは，
ショルダー部に摩耗パターン（細かい横に走る線）が明確に形成されており，
故意に繰り返し横滑りしたと考えられる。」，
「偶然に１，２回横滑りしただけ
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なら，タイヤの片 側にしか痕跡が付 かないし，あるか ないか分からない よう
な痕跡しか付かない。」などと具体的な根拠を示した上で，被告人車両は最低
でも二，三十回程度の横滑りをしたことがあると考えられる旨供述している。
また，Ａは，証人 として，あくまで も被告人車両のタ イヤの痕跡から何 が 分
かるかについて専 門家としての意見 を 求められ，その 範囲で供述してい るも
のであり，その供 述内容や供述態度 に照らしても，弁 護人が主張するよ うな
誇張などは認めら れない。また，② については，上記 のとおり， Ａは， 被告
人車両のタイヤの 傷は，円書きと本 件事故時の横滑り といった 一，二回 の横
滑りだけでは形成 されないし， 本件 事故時にタイヤが 空転 しながら柵や コン
クリートブロック に接触するなどし てできた傷は ，縦 方向の傷で，横滑 りの
痕跡である横方向 の傷とは見分ける ことができるなど と，それぞれに専 門的
知見に基づく根拠 を示して供述して いるのであり，被 告人車両のタイヤ の傷
から（円書きや本 件事故時を含め） 最低でも二，三十 回程度の横滑りを した
ことがあると認めることに疑問の生じる余地はない。
イ

弁護人は，被告人が９月１９日に円書きをしたことに関し，原判決が，

同事実を，被告人 が本件事故前にド リフト走行を繰り 返していたことを 推認
させる事実として考慮しているのは間違い である，とも主張する。
しかし，被告人 は ，円書きの際 ， さ ほど広くはなく 他 に駐車車両等もある
駐車場内において ，被告人車両を 故 意に横滑りさせて 旋回させ ており， それ
まで同様の運転行 為を繰り返してそ れなりに慣れてい たからこそできる 運転
行為と考えられる 。弁護人は，上記 主張に関連して， その際，被告人が 自己
の運転行為を自慢 し，Ｂがこれに同 調して興奮してい ることを指摘する が，
特殊な運転に成功 した後の未成年の 若者同士における ごく普通のやりと りに
すぎず，初めての円書きであることを裏付ける ものとはいえない。
弁護人は ，Ｂ調書（原審甲 １８）の証拠能力 について，原判決 が，
警察官が不適切な 取調べをした事実 があるのに，原審 弁護人が，検察官 によ
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る事情聴取するに 先立ち，警察での 事情聴取について 抗議し，検察庁で の取
調べは丁寧に行わ れたい旨申し入れ たことを根拠に， このような状況で 行わ
れた事情聴取で，担当のＦ検察官（以下「Ｆ検察官」という。）が無理に供述
を押しつけ，Ｂが 真意に反する供述 調書にたやすく署 名 指印するといっ た事
態が生じたとは考 えにくいとして， 同調書の特信性 を 認めているが，Ｆ 検察
官は，不適切な取 調べを行った警察 官に何の指導もせ ず， また，警察で の調
書のどのような点 が意に沿わないの かという点を供述 調書に記載しなか った
もので，真摯な態 度で事情聴取に臨 んで いないから， 上記のような経過 があ
るからといってＢ が真意に反する供 述調書にたやすく 署名押印すること がな
いとはいえない旨主張する。
しかし，Ｆ検察官は，原審公判において，「Ｂについて，警察官による事情
聴取が行われた後 ，１５分から２０ 分程度の簡単な事 情聴取を行った際 ， Ｂ
は，
『被告人がドリフト走行をするのを５回から１０回くらい見た 』旨話して
いた。その翌日，事情聴取を始める前に，Ｇ弁護人から，『警察の取調べのと
きに言い分を聞い てもらえなかった ，警察官が言うま まの調書に署名， 指印
させられたとのこ となので，厳重に 抗議する 』旨電話 があった。そこで ， Ｂ
に確認すると，駐車場で円書きを撮影した場所を覚えていないと言ったのに，
言い分を聞いても らえなかったとの ことだった。また ，事情聴取の中で ， Ｂ
は，
『自分が５回か１０回くらい見たのは，ドリフトではなく単なる横滑りで
ある』旨供述した 。自分としては， ドリフトか横滑り かは ，言葉の問題 と理
解してあまり関心 は持たず，むしろ 被告人車両がどの ような動作をした のか
に関心をもって詳 しく聴取した。警 察に対しては，捜 査を統括する交通 捜査
課の主任に事実確 認をした」旨供述 しているところ， その供述内容に特 段不
自然，不合理な点はなく，Ｂの原審公判供述（以下｢Ｂ証言｣という。）に照ら
してみても，特に 矛盾は見当たらな い。そうすると， Ｆ検察官は，弁護 人に
よる上記申入れも 念頭に，Ｂからの 事情聴取を行った もので，その取調 べ状
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況にも特段の問題はなかったというべきである。
弁護人は， Ｂ調書の内容の信 用性に関し て，① 同調書には，被告 人が
被告人車両を横滑 りさせて左折する ときの運転方法に ついて極めて具体 的な
供述が記載されて いるが，Ｂが普通 自動車の運転免許 を取得したのは平 成２
６年２月９日であ り，証言をした平 成２５年１０月９ 日の段階では教習 を除
けば自動車を運転 したことがなかっ たから，このよう な理路整然とした 説明
ができるはずがない，②原判決は，Ｂ証言について，
「被告人の左折時の運転
方法や，自身が署 名指印した検察官 調書の記載内容に ついてはよく覚え てい
ないなどと曖昧な 供述をしている」，「その供述内容は 到底合理的とはい い難
く」などとして信 用できないとする が，Ｂは原審当時 弱冠１９歳で，緊 張す
ることなく矛盾が ないように理路整 然と供述するのは 不可能である， と も主
張する。
しかし，①につ い ては，Ｂ調書に お いて，被告人の 運 転方法に関する供述
部分が相当整理さ れたものになって いることは確かで ある けれども，そ の中
で述べられている アクセルやハンド ルの操作，エンジ ンの回転数などと いっ
た事項は，自動車 に関心のある者で あれば ，運転経験 などがなくても十 分説
明できるごく一般 的な内容である。 そして，Ｆ検察官 の原審公判供述に よれ
ば，同検察官は， Ｂから事情聴取を した後， Ｂに対し ，自分の話した内 容と
違うところがあれ ば言ってほしいと 話した上で，その 面前で Ｂから聞い た内
容を検察事務官に口述し，同事務官にパソコン入力させて供述調書を作成し，
さらにプリントア ウトした供述調書 を Ｂに閲覧させな がら自ら読み上げ て内
容が間違いないこ とを確認させてか ら署名指印させた ことが認められる ので
あり，Ｂ調書の上 記記載部分につい ても，Ｂの供述ど おりの内容が録取 され
ていることに疑いは生じない。
②についても， Ｂ証言からは，弁 護人の主張するよ うな状況は何らう かが
われず，むしろ， Ｂは，被告人の言 い分に沿った弁護 人からの質問には 明確
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に供述するのに対 し，被告人車両の タイヤが滑るか空 回りするかした際 の具
体的な状況や被告 人が円書きの方法 を教わった際の様 子，検察官による 事情
聴取の状況等，被 告人に不利になる おそれのある事項 については，覚え てい
ないとか分からな いとかの供述を繰 り返しているので あって，Ｂ証言が 信用
できないとした原判決の判断に誤りはない 。
ＶＤＣ解除による横滑りの推認（

）について

弁護人は，原判 決は， 被告人車両 の製造元の関連会 社の従業員である Ｈの
「ＶＤＣが作動し ている場合，通常 のアスファルト路 面であれば，理論 上は
横滑りは１００％ 生じない」とする 原審 公判供述を信 用して，本件事故 発生
前に被告人がＶＤＣを解除していた旨認定したが，Ｈは，
「ＶＤＣが作動して
い る 場 合 に 横 滑 り が 生 じ な い こ と を １ ０ ０ ％ 保 証 し て い る わ け で は な い 」，
「路上に段ボール があるなどの条件 をつけない場合で あっても ，保証す る，
しないというのは できない」とも供 述している上，被 告人車両の製造元 の関
連会社の従業員で あり，本件事故の 発生に被告人車両 の不具合が寄与し た可
能性があると認定 されることを防ぎ たいと考える可能 性が高いから， 原 判決
がＨの上記供述を信用したのは不相当である旨主張する。
しかし，ＶＤＣ が 横滑りを防止す る のに有効な装置 で あるにしても，極め
て稀な事態を想定すれば，横滑りが１００％生じないと までいえないことは，
自明の理であり， 弁護人指摘のＨの 上記供述もそうし た趣旨であること は明
らかである。そし て，原判決は，Ｈ の上記供述や本件 走行実験の結果 を 踏ま
えて，本件事故前 の円書きや繰り返 されたドリフト走 行の際に， ＶＤＣ が作
動した状態で横滑 りするという極め て稀な事情が何度 も生じたとは考え 難く，
これらの運転の際 に，被告人がＶＤ Ｃを意図的に解除 していたことは明 らか
であるから，本件 事故の際の被告人 車両の横滑りも， 上記極めて稀な事 象な
どではなく，被告 人が本件事故発生 までに意図的にＶ ＤＣを解除したこ とに
よって生じたと推認できるとしたものであり， この認定判断も相当である。
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被告人の弁解の信用性判断（

）について

弁護人は，①原判決は，「本件事故時は，急いで勤務先に向かっていた」と
の被告人の原審公 判供述について， 何ら裏付けがない ばかりか，当日の 朝ま
で被告人と一緒に いた交際相手が， 被告人に特段急い だ様子はなかった 旨供
述していることか らも，信用できな いと説示するが， 上記交際相手は出 勤前
の被告人の様子を 見ただけであって ，被告人供述を排 斥する理由にはな らな
いし，一貫してい る上記被告人供述 を，裏付けがない ことを理由に排斥 する
のは不合理である，②原判決は，「（本件事故時に車が横滑りした際，）車両が
滑ったときにはハ ンドルを逆に切っ たらよいと知って いたので， 滑った と認
識した後すぐにハ ンドルを大きく右 に切ったら，横滑 りはましになった 」旨
の被告人の原審公 判供述について， ドリフト運転の詳 しいやり方を知ら なか
ったという被告人 が，このような特 殊な運転をとっさ に行えたものとは 到底
考えられないと説 示するが，車が滑 った時に逆ハンド ルを切るというこ とは
ある程度車好きな 者にとっては一般 的な知識であって ，経験則に反する ，と
主張する。
しかし，①につ い ては， 被告人の 供 述は，要するに ， 本件交差点で一時停
止しなかったり急 な運転操作をした りしたのは急いで いたからであると の趣
旨と解されるが， 裏付けが乏しいだ けでなく，被告人 が実際に行った特 殊な
運転方法にもそぐ わない不自然なも ので，到底信用す ることができない 。②
については，たと え逆ハンドルとい う運転操作を知識 として は知ってい たと
しても，実際に経 験のない者が思い がけず横滑りを始 めたという非常の 際に
とっさに行えるも のでないことは明 らかであるから， 原判決の上記説示 部分
も相当である。
以上のほか ，弁護人がるる主 張する点を検討し ても， 本件事故に 際し
被告人にドリフト 走行をする意図が あったとする前記 認定判断は動かな い。
弁護人の事実誤認の論旨は理由がない。
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４

被告人車両の速度について（争点２関係）
イ 記載の判断につ い ても ，その理由とし

て説示する点を含め，全て首肯することができる。
以下，検察官の主張に即して付言する。
Ｃ証言の信用性判断（

）について

検察官は，被告 人 運転車両の速度 に 関する Ｃ証言の 信 用性を否定した原判
決の判断について ，原判決は，同証 言はＣ警察官の感 覚的なものにすぎ ない
と説示するが，Ｃ 警察官は，原審公 判において，本件 交差点の幅約２０ ｍを
基準に，被告人車 両が約１１ｍの距 離を約１秒から１ ．５秒程度で進行 して
いたことを根拠と して，被告人車両 が本件交差点に進 入してきた速度が 時速
４０km と目測した旨供述していて，視認時の感覚のみに基づいて被告人車両
の速度を推測しているわけではない 旨主張する。
しかし，Ｃ証言 によれば，Ｃ警察 官は，目撃位置か ら見える本件交差 点の
北側隅切りから南 端の歩道の切れ目 までが約２０ｍで あることを前提 と して，
約１秒で約１１ｍの距離を走行している ことを根拠に，時速約４０km と目測
した旨供述してい るところ，Ｃ警察 官立会いの実況見 分調書（原審甲４ ） に
よれば，Ｃ警察官 が目撃した位置 ， すなわち，本件交 差点から約７０ｍ 東寄
りの本件府道北側 歩道上からは，本 件交差点全体が見 渡せるわけで はな く，
本件府道の幅員で ある１０ｍ足らず の範囲，すなわち ，被告人車両が停 止線
を越えて数ｍ本件 交差点内に進入し て以降しか見えな いことが明らかで ある
から，Ｃ証言はそ の前提を誤ったも の である。しかも ，Ｃ警察官は，被 告人
車両が約１１ｍを 走行した時間につ いて，１秒から１ ．５秒とも供述し てお
り，その速度を目 測した根拠も曖昧 なものというほか ない。さらに，Ｃ 証言
によっても，被告 人車両は，本件交 差点 に進入した後 は，横滑りしなが ら南
向きから東向きに 大きく方向転換し て，本件交差点南 端の手前で南方向 への
進行は終わったと いうのであるから ，Ｃ警察官が被告 人車両の最も速い 走行
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状態を見たのは視 野に入った後の一 瞬のことであった と考えられる。し たが
って，Ｃ証言は感 覚的なものにすぎ ず，これだけを根 拠 に，被告人車両 の速
度が時 速約４ ０km 程度 であっ たと は認め られな いと した 原 判決の 認定 説示
は相当である。
本件走行実験結果の証拠価値を否定した判断（

）につい

て
検察官は，本件走行実験結果の証拠価値を否定した原判決の判断に関して，
①原判決は，Ｃ警 察官の視認条件か らは，本件事故直 前の被告人車両の 経路
や挙動を厳密に特 定できるものでは ないと説示 するが ，Ｃ警察官は，交 通取
締りに従事中，暴 走車両の接近を察 知して注視を始め たその時，約７０ ｍ先
に被告人車両が現 れ，視野を遮る障 害物のない状態で ，本件事故の前後 の状
況を目撃したとい うのであり，心理 的にも物理的にも 視認状況は良好で ， そ
の供述は関係証拠 とも整合している から，その正確性 を認めなかった原 判決
には，論理則，経 験則違反がある， ②原判決は，本件 走行実験の設定条 件を
満たす走行経路は 実験結果以外にも 数多く存すると説 示するが， ドリフ ト走
行という特定の運 転方法で途中から 横滑りをして制御 不能となる態様の 再現
の試行を多数回繰 り返し，そのうち 被告人車両の挙動 及び走行経路に近 い再
現ができたケース の進行速度が一定 の範囲の値に収れ んするのであれば ，そ
の値が本件事故時 における被告人車 両の実速度の近似 値と考えるのが経 験則
上も相当であり，原判決の上記判断は，経験則に反する， と主張する。
ア

被告人車両の挙動等について

そこで，これら の 主張に鑑み，ま ず ，本件走行実験 結 果の証拠価値を吟味
する前提となる被告人車両の挙動や被告人の運転 方法について検討する。
被告人車両の挙動に関する目撃者の供述につい て
被告人車両の挙 動 に関する Ｃ証言 は ，本件交差点か ら 約７０ ｍ東方の本件
府道北側で速度取 締中，西の方角か らエンジンの高い 音やけたたましい タイ
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ヤのスリップ音も 聞こえ始め，その １秒後ぐらいに被 告人車両が見えた ，被
告人車両は，目測時速４０km で南向きに直線で入ってきており，タイヤを空
回りさせながら，西に後部を振るようにして，横滑りするような状態だった，
被告人車両は，本 件府道南側の柵す れすれまで進んだ （同人が指示説明 した
実況見分調書（原 審甲４）添付図面 によると，⑥地点 よりやや南東側で 上記
柵から約１．６ｍの地点。以下，この地点を「⑥’地点」という。）が，そのと
き，被告人車両は自分に正対する状態で，道の柵と平行に近い状態になった ，
その際，グリップ が回復するような 形で，若干音が下 がったが，その直 後に
また同じようなエ ンジン音に戻った ，被告人車両は， 北東の方向に頭を 振る
ような形でスリッ プを始めて，更に 南東の方向に振る ような形で滑るよ うな
形で加速が始まった，というものである。
一方，被告人車 両 の後方から追走 中 に本件事故を目 撃 した Ｉの検察官調書
（原審甲５）には，「被告人車両は，本件交差点に近づくと，ブレーキをかけ
て減速し，交差点入口の停止線付近では，時速２０から３０ km くらいになっ
た。被告人車両は ，停止線を越えて すぐくらいに，ア クセルペダルを踏 み込
んだようで，これ までに比べてかな り大きな排気音を 立て始め，それと 同時
に，後輪が空回りして路面に擦れ，
『キュルキュルキュル』という音を立てた。
そして，被告人車 両は，前進しつつ ，後輪が右に振れ て，車の前を中心 に車
の後ろが円を描く ように回り始め， 本件府道の中央線 を越えて，その車 体後
部が本件府道の南 側の柵から約１． ６ｍの地点（同調 書添付図面によれ ば，
Ｃ警察官が被告人車両が南側歩道に最も近づいた位置として指示説明する ⑥’
地点とは，基準点 が車体の前部か後 部かの違いはある ものの，上記柵か らの
距離はいずれも約 １．６ｍであり， おおむね同一地点 付近を指すものと 考え
られるが，その時 の被告人車両の向 きは ほぼ北東方向 とされている。以 下，
便宜上，Ｉが指示 説明した地点も Ｃ 警察官が指示説明 した地点と同一地 点と
みなして「⑥’地点」という。）に至った。この地点辺りから，被告人車両は前
- 16 -

の加速が勝ち始め て前に進み始めた が，その間ずっと 同じようなエンジ ン音
を立て，後輪を鳴 らしながら前へ進 もうとしている様 子が見えた。 その 後，
本件ガードレールに衝突するまで ，被告人車両は，一直線に進むのではなく，
ややカーブしなが ら，後輪を左に振 りながら進んだ。 このように，被告 人車
両は，停止線を越 えた辺りから急加 速を始めて，最終 的に本件府道南側 の柵
に衝突するまで， ずっと同じような エンジン音を立て ，タイヤが路面と 擦れ
るような音もしていた。」と記載されている（以下｢Ｉ供述｣という。）。
Ｉは，被告人と は ，小学生時代の 同 級生で親しい間 柄 にあり，本件当時も
会えば雑談をする ような関係にあっ たもので，殊更被 告人に不利な供述 をす
るとは考えられな いし，逆に，被告 人をかばうために 虚偽の供述をして いる
様子もうかがわれ ない。また，Ｉは ，本件交差点まで 被告人車両のすぐ 後ろ
から追走してきて おり，被告人車両 が横滑りを始めた ⑤地点付近では約 ８．
３ｍ，⑥’地点でも約１１．６ｍ後方から被告人車両を見ていたのであるから，
目撃状況も良好であり，供述内容に も特段不自然不合理な点は見 当たらない。
そうすると，Ｉ供述は，基本的に信用に値するというべきである。
そして，Ｃ証言とＩ供述は，⑥’地点付近における被告人車両の向きや ⑥’地
点以降の同車両の 旋回方向について 食い違いが見られ るところ， Ｃ証言 によ
れば，被告人車両は，⑥’地点で本件府道に沿った向きになった際に，一旦車
輪のグリップを回 復したが，その直 後に再び後輪を右 方向に横滑りさせ て車
体を北東（左）方 向に旋回させ始め た後に，車体を逆 の南東（右）方向 に振
るような形で横滑 りさせながら進行 させて本件ガード レールに衝突する に至
ったというのである。しかし，⑥’地点で一旦被告人車両の旋回が止まったの
であれば，その前 に被告人は右方向 に逆ハンドルを切 っているはずで あ るか
ら，その後再び後 輪が右方向に横滑 り するのは不自然 ではないか ，また ，も
しそのように後輪 が横滑りしたので あれば，被告人車 両の後端はより 本 件府
道の南側柵に近づくのではないか ，さらに，⑥’地点から本件ガードレールに
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衝突（⑧地点）す るまでの僅か二十 数ｍの間に，急加 速しつつ再び左旋 回を
した後，改めて本 件ガードレールに 左後部を接触させ るまで 右旋回する とい
うのは，車両の挙 動として急に過ぎ るのではないか と いった疑問がある 。こ
れに対し，Ｉが供述するように， 被告人車両が⑥’地点に至るまで後輪を右方
向に横滑りさせ続けて車体を大きく左旋回させたことによって，⑥’地点では，
車体が北東方向を 向くに至り，その 後， 後輪タイヤを 左方向に滑らせな がら
車体が右方向に大 きくカーブを描く ようにして進行し た結果，車体の左 後端
が本件ガードレー ルに衝突するに至 った ，という方が ，車両の挙動とし ては
むしろ自然といえ る。また，原判決 も指摘するとおり ，Ｃ警察官は約７ ０ｍ
離れた地点から被 告人車両の動きを 目撃したもので， １０ｍ前後の距離 から
被告人車両を見た Ｉの目撃状況の方 がはるかに良好で あったこと や，後 記の
とおり，Ｉ供述の 内容がＢ調書の内 容とも符合するこ とに照らしても， 被告
人運転車両の挙動 については上記Ｉ 供述のとおりに認 定するのが相当で ある。
被告人の運転方法に関するＢの供述について
次に，Ｂ調書に は ，被告人が ，本 件 事故前に，交差 点 で停止せず横滑り走
行をして左折した際の運転方法について，
「ブレーキペダルを踏み込み減速し
ながら交差点に近 づき，交差点入口 手前で，クラッチ ペダルを踏み込ん でギ
アを２速に入れる 。そして，クラッ チを踏んだままア クセルペダルを踏 み込
んでエンジンの回 転数を上げてから ，左に急ハンドル を切って，アクセ ルペ
ダルを踏み込んだ まま，クラッチペ ダルから足を 放し てギアをつなげる 。そ
の頃には，停止する直前くらいまで速度が落ちている が，ギアをつなげると，
車は，後輪を右に 滑らせながら急加 速し，車の前部が 左方を向くので， 素早
くハンドルを右に 切ってハンドルを 直進できる状態に 戻すことで左折が 終わ
る。」旨記載されている。
前記３

で検 討したとおり，Ｂ 調書は十分に信用 できる上，上記運 転方

法に伴う車両の挙 動については， ア クセルペダルを踏 み込む時期が遅れ たと
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うかがわれる点を 除き，Ｉ供述のそ れともおおむね整 合しているから， 被告
人は，本件交差点 を左折する際 ，基 本的にはＢ調書に あるような運転 操 作を
しようとしたと推認することができる。
本件交差点付近の状況等について
本件市道から本 件交差点に 進入す る際の見通し状況 を見ると，交差点 入口
の停止線付近まで は，左右に植え込 みやフェンスなど の 障害物があるた め，
本件府道の見通し は左右両方向とも 悪いのに対し，停 止線を越えると， 本件
市道が本件交差点 内で左右に大きく 隅切りされている ため，左右の見通 し状
況はかなりよくな ることが認められ る。また，本件事 故直前の本件交差 点付
近の走行車両とし ては，被告人車両 が交差点に進入す る直前に本件府道 を西
方向から東方向に時速三，四十 km で進行する車両があったものの，他に走
行車両はなかったことが認められる。
考察
以上のＩ供述や Ｂ調書，本件交差 点の見通し状況， 本件府道上に直前 に通
過車両があったこ となどからすると ，本件事故時にお ける被告人車両の 挙動
や被告人の運転方 法は，次のような ものであったと認 めることができる 。す
なわち，まず，被 告人は，本件交差 点 入口の停止線付 近（④地点）まで は，
クラッチペダルを踏むなどして，被告人車両を時速約２０から３０km 程度ま
で減速させていた が，停止線を越え た付近（⑤地点） からは，本件府道 上に
通過車両等がない ことを確認した上 ，ドリフト走行を しようとして，Ｂ 調書
にあるような方法 で，アクセルペダ ルを踏み込んでエ ンジンの回転数を 上げ
てから，ハンドル を左方向に大きく 切ると同時に クラ ッチをつなぎ，被 告人
車両の推進力を一 気に高めて ，車体 の横滑りを始めさ せた。それに伴っ て，
被告人車両が大き く左方向に旋回し 始めたため，被告 人は，右方向に逆 ハン
ドルを切って車体 の旋回を止めよう としたが，被告人 車両は， なおも旋 回を
続けながら本件府道の中央線を越えて⑥’地点付近まで進行して，北東方向を
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向くに至った。被 告人は，右にハン ドルを切りアクセ ルペダルを踏み込 んだ
状態のまま，本件府道に沿い東に向けて被告人車両を走行させようとしたが，
今度は，後輪が左 方向に横滑りをし て，車体が右方向 に大きくカーブを 描く
ように進行し，そ の左後部が本件ガ ードレールに衝突 するに至った 。以 上の
とおり認められる。
イ

本件走行実験結果の証拠価値について

そこで，以上の 検討を踏まえ，本 件走行実験結果の 証拠価値を検討す る前
提として，同実験 が被告人車両の本 件事故時の挙動等 を正確に再現した もの
となっているかど うかについて検討 すると，同実験に おいて運転手役を した
Ｅ警察官は，原審において，「本件走行実験では，交差点に 時速二，三十 km
でできるだけ垂直 に進入して，交差 点中央付近で後輪 を横に振り，その まま
反対車線の外側線 を越えて縁石に当 たる手前くらいま で滑らせる という 条件
で走行するよう求 められた。自分の 運転方法は，模擬 交差点の３０ｍく らい
手前から発進させ 加速してギアを２ 速まで上げ，軽く アクセルを緩めて フロ
ントに荷重をかけ たところでハンド ルを軽く左に切り ，それと同時にア クセ
ルを吹かし，その 後できるだけ素早 く逆ハンドルを切 って車の姿勢を整 え，
アクセルを弱めた り強めたりして調 整しながら自分の 行きたい方向に 車 体を
向けて行く，とい うものである。本 件走行実験で，模 擬 交差点への進入 速度
が時速３０km を下回ることがなかったのは，助走距離が短く調整が難しかっ
たことのほか，実 験時くらいの速度 の方が縁石付近ま で車体を滑らすの にち
ょうどよかったからである。」と供述している。
以上のようなＥ 警 察官が本件走行 実 験時に行った運 転 方法と， 前認定の被
告人の本件事故時 における運転方法 とを比べると， ま ず，横滑りをさせ る方
法として，Ｅ警察 官は，終始クラッ チペダルには触れ ることなく， 時速 ３０
km 以上の速度で交差点に進入してから，アクセルを一瞬緩めて ，車体の前側
に荷重を移動させ てから，ハンドル とアクセルとを軽 く操作することに よっ
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て横滑りを生じさ せているのに対し ，被告人は，クラ ッチペダルを踏む など
して時速二，三十 km まで速度を落として交差点内に進入し，アクセルペダ
ルを踏み込んでエ ンジンの回転数を 上げてから ，左ハ ンドルを切ると同 時に
クラッチをつないで急加速することによって，車体を横滑りさせている。
また，アクセル の 操作として， Ｅ 警 察官は，車体を 旋 回させる際 ，アクセ
ルを巧みに調整し ており，自らも， アクセルワークが ドラフト走行の要 であ
るとも供述してい るのに対し，被告 人は，アクセルを 強く踏み込 むのみ で調
整はほとんど行っていない。
さらに，想定どおりの車体の挙動を実現できたかについても，Ｅ警察官は，
本件走行実験にお いて，実験車両の 車体を交差点中央 付近から反対車線 の縁
石に当たる手前く らいまで滑らせて はいるが，これは ，同警察官がその よう
な挙動をあらかじ め想定し ，模擬交 差点への進入速度 等を適宜調整し て 想定
どおりの挙動を実 現させ，横滑りさ せた後も車体の制 御を保持していた のに
対し，被告人車両 が本件府道の対向 車線まで進出し， 本件交差点の南端 付近
まで大きく横滑り したのは，決して 被告人が意図的に そのようにさせた もの
ではなく，思いが けず車体を大回り させてしまったか らにすぎない上， その
後，被告人は，同 車両を逸走させて 本件事故を引き起 こしているように ，車
体の制御ができなくなったものである。
以上によれば，本件走行実験の際 のＥ警察官による実験車両の運転方法は，
同警察官のように 高度な運転技能を 有するからこそ可 能 となったもので ，そ
の運転技能のみな らず，運転の方法 や意図，車両制御 の程度においても ，被
告人のそれとは根 本的に異なってい るというほかない 。そうすると，本 件走
行実験は，被告人 運転車両の 本件事 故時の挙動を正確 に再現して走行速 度を
検証したものとは いえないから，そ の結果の証拠価値 を認める前提を欠 くと
いうべきであり， 原判決が，本件走 行実験の結果から 本件事故直前の被 告車
両の速度を推認できない旨認定説示したことは正当 である。
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被告人車両の速度の認定
ア

について

検察官は， 被 告人車両が対向 車 線に進出した時 点 における速度が時速

約４０km を超えていたとは認められないとした原判決の認定判断について，
本件走行実験の結果に照らし，少なくも時速約４０ km を超えていたと推認で
きる旨主張するが ，同実験の結果が 証拠価値を欠くこ とは，前判示のと おり
である。
イ

他の証拠に 基づき本件事故時 の被告人車両の速 度について検討す るに，

Ｄ鑑識官は，被告 人車両が本件ガー ドレールに衝突す る直前の走行速度 は時
速約４６km と推定する旨の鑑定書（原審甲５９）を作成している。そして，
このＤ鑑定意見は ，被告人車両の異 常診断データ記録 （フリーズフレー ムデ
ータ）には，異常検知時の速度として時速４８ km と記録されているという客
観的事実に，本件 事故時の被告人車 両の走行状況等 を 照らし合わせるこ とに
より，上記異常が 検知されたのは， 被告人車両が本件 ガードレールに衝 突し
た時点と認められ るとした上，同車 両に装着されてい たタイヤの外周径 によ
って数値を補正し ，上記のとおり認 定しているもので あって，十分に信 用す
ることができる。
もっとも，上記 異常診断データの 速度記録は，後輪 駆動である被告人 車両
の後輪の車軸の回 転数から算定さ れ たものであるとこ ろ， 前認定のとお り，
同車両は本件ガー ドレールに衝突す る頃まで タイヤが 横滑りしていたか ら，
この事実が上記速 度記録による同車 両の移動速度の認 定に影響を与える かに
ついてみると，Ｄ 鑑識官の原審公判 供述等によれば， 上記異常診断デー タ上
は，エンジンの回 転数が車軸速度に 相応する回転数を かなり上回ってい る か
ら，被告人は，本 件ガードレールに 衝突する直前に， クラッチを切る操 作を
したことがうかが われるのであり， そうだとすると， 被告人車両が本件 ガー
ドレールに衝突し た時点では，車軸 やタイヤにまでエ ンジンの動力が伝 わっ
ておらず，タイヤ の空転や横滑り も おおむね収まり， 車軸の回転速度は 車両
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の移動速度にかな り相応したものと なっていたと考え られ るから，Ｄ鑑 定の
信用性に影響を及ぼすことはない といえる。
ウ

このように ，被告人車両が本 件ガードレールに 衝突する直前（⑦ 地点

付近）の走行速度は，時速約４６km であったと認められるところ，その速度
に至るまでの同車両の進行速度の変化について検討する。
まず，前認定事 実 に関係各証拠を 総 合すると ，被告 人 車両は，本件交差点
入口の停止線を越 えた頃（④地点と ⑤地点の間付近） から本件ガードレ ール
に衝突する⑧地点 付近までの間は， ほぼアクセルペダ ルが強く踏まれた 状態
のままであったと ころ，アクセルペ ダルが踏み込まれ クラッチがつなが れて
ドリフト走行を開始（⑤地点付近）してから⑥’地点に到達するまでの間 は，
その後輪が右方向 に横滑りを続けて ，タイヤを大きく 空転させながら， 車体
を大きく左方向に旋回させて，⑥’地点では，北東方向を向くに至るとともに，
南に向けての進行を終えて，東に向けての加速を開始したと認められるから，
被告人車両の⑥’地点付近まで続いていた南向きの運動エネルギーが東向きの
それに転化する余地はかなり乏しかったと考えられる。
そして，Ｃ証言 や Ｉ供述等の関係 各 証拠から認めら れ る走行経路 からは，
被告人車両は，⑥’地点付近から本件ガードレールに衝突（⑧地点）するまで
の間も，後輪タイヤの空転や横滑りは続いていたものの，⑥’地点付近までに
比べれば，車体の 旋回は緩やかで， タイヤの空転の程 度も小さかったと 認め
られるから，加速の程度はより大きかったとうかがわれるのであり， ⑥’地点
から⑦地点までの 距離が２０ｍ以上 ある（被告人立会 の実況見分調書（ 原審
甲４９）によれば，⑥地点と⑦地点との距離は２３．５ｍとされている。）こ
とも考慮すると，⑥’地点付近における被告人車両の速度は，⑦地点付近の走
行速度である時速約４６km を相当下回っていたと考えられる。
次に，⑥’地点付近に至るまでの被告人車両の走行速度の変化について みて
も，前認定のとお り，被告人は，同 車両を南に向けて 進行させ，本件交 差点
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入口の停止線付近（④地点付近）までに，時速２０から３０km 程度まで減速
しており，Ｂ調書 によれば，被告人 はドリフト走行を 始める前にクラッ チを
切っていたとうか がわれるから，被 告人車両は，被告 人がドリフト走行 を開
始する⑤地点付近 まで加速すること はなかったものと 考えられる。また ，⑤
地点付近において ，被告人がドリフ ト走行のために ア クセルペダルを踏 み込
んではいるが，そ の直後から，後輪 が右方向に横滑り を続けて，タイヤ を大
きく空転させながら，車体を大きく左方向に旋回させ，⑥ ’地点付近では，北
東方向を向くに至 るとともに，南に 向けての進行を終 え て，東に向けて の加
速を開始したので あるから，アクセ ルを踏み込んだこ と による推進力は ，タ
イヤの横滑りや空 転，さらに９０度 を大幅に超す方向 転換によって大き く減
殺されたものと考 えられる。 したが って，アクセルペ ダルを踏み込んだ 後に
仮に加速することがあったとしても，⑥ ’地点付近までの間，被告人車両の走
行速度 が④地 点付 近にお ける時 速２ ０から ３０km 程 度の速 度を大 きく 上回
ることはなかったと容易に推認することができる。
エ

以上のとお り ，関係各証拠か ら 認められる被告 人 車両の走行状況等に

照らし，⑥’地点付近における被告人車両の速度は，時速約４６ km を大幅に
下回るとともに， 被告人がドリフト 走行を開始した⑤ 地点付近以降も， 時速
２０か ら３０ km 程度の 速度を 大き く上回 ること はな かった と認め られ るか
ら，本件公訴事実で問題とされている⑤地点付近から⑥地点付近までの間に，
検察官主張のように，被告人車両が時速４０km 以上の速度で走行したと認定
するには，合理的な疑いが残り，むしろ時速４０km を相当下回っていた可能
性が高いということができる 。
なお，⑤地点付 近から⑥地点付近 までの 間の被告人 車両の走行速度が 時速
２０から３０km 程度にとどまったとしても，後輪を横滑りさせ車体を旋回さ
せるドリフト走行 をすることが可能 なことは，Ｂ調書 のほか，被告人が 実際
に行った円書きの動画映像からも 明らかである。
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まとめ
以上によれば， 被告人車両の走行 速度に関する検察 官の主張は全て理 由が
なく，Ｃ証言及び これに依拠した本 件走行実験から被 告人車両の速度を 認定
できないとした原 判決の認定判断は 正当であ って，⑥ 地点付近における 被告
人車両 の走行 速度 が時速 ４０km を 超えて いたと は認 められ ない と する 判断
にも誤りはない。
５

危険運転致傷罪の成否について（争点３関係）
のとおり，被 告人の運転行為が 高速度走行 に当た るか

否かを判断するに 当たっては，本件 限界旋回速度，す なわち，時速４２ ．１
km を超える速度であったか否かを 考慮すべきである旨主張するが，前判示の
とおり，本件公訴事実で問題とされている⑤地点付近から⑥地点 ないし⑥’地
点付近までの間，被告人車両が時速４０km 以上の速度で走行したとは認めら
れないから，本件 限界旋回速度を考 慮すべきか否かに ついて検討するま でも
なく，検察官の主張は失当である。
そして，本件で は ，証拠上，被告 人 がドリフト走行 を 開始した後に被告人
車両の走行速度が最も速くなったのは，⑦地点付近の時速約４６ km であり，
それ以前には，時速４０km を相当下回っていたと認められるところ，この程
度の走行速度は， 前認定のような， 本件事故当時の周 囲の道路状況や交 通状
況に照らしても，それ自体，改正前の刑法２０８条の２第１項後段にいう「そ
の進行を制御することが困難な高速度」と は認められない。
この点，検察官 は ，本件では，被 告 人が選択したド リ フト走行を前提とし
て，どの程度の速 度であれば高速度 走行に当たるかを 検討すべきである 旨主
張する。しかし， 本件事故は，被告 人が本件交差点で ドリフト走行 しよ うと
して，前記のよう に，クラッチペダ ルを踏むなどして 減速しながら交差 点に
近づき，交差点入 口手前でギアを２ 速に入れ，クラッ チ ペダルを踏んだ まま
アクセルペダルを 踏み込んでエンジ ンの回転数を上げ てから，左に急ハ ンド
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ルを切り，アクセ ルペダルを踏んだ ままクラッチペダ ルから足を放して クラ
ッチをつなぎ，後 輪を右に滑らせて から素早くハンド ルを右に切るとい う，
通常の運転方法か らかけ離れた特殊 な運転操作をして ，交差点を素早く 直角
的に左折しようと したが，その操作 の時期や程度を誤 っ て，被告人車両 を制
御不能の状態に陥 れ，暴走させて引 き起こしたものと 推認される。そし て，
このように，被告 人が，ドリフト走 行をするため，あ えて上記のように 重大
な危険を生じさせ るべき運転操作を 行った場合，被告 人車両の速度の点 のみ
を切り離して，「高 速度走行」といえ るためには，原判 決が説示するとお り，
被告人車両が制御 不能に陥った主た る原因が，その速 度の点にあったこ とを
要すると解すべきところ，本件では，同 車両が制御不能に陥るまでの速度は，
前認定のように，時速４０km を相当下回っていたのであるから，この速度自
体が，同車両の制 御を不能にする主 たる要因であった とは 到底認められ ず，
同車両の制御が不 能になったのは， 被告人が上記のよ うな 特殊な運転方 法を
あえて選択し，し かも，その運転操 作を誤ったことに 起因するもの であ った
と認められる。し たがって，原判決 が，被告人車両が ，高速度，すなわ ち，
ハンドルやブレー キの操作のわずか なミスにより自車 を進路から逸脱さ せて
事故を発生させる ことになると認め られるような速度 で走行したが故に ，本
件事故が生じたと 認めるには，なお 合理的な疑いが残 るとした判断は， 正当
として是認できる。
もとより，本件 の ようなドリフト 走 行や被告人が現 に 行ったような特殊な
運転方法が，それ 自体，改正前の刑 法２０８条の２が 定め る危険運転行 為に
匹敵するほど極め て危険なものであ ることは明らかで あるが，同条は， そ の
ような運転方法を 危険運転行為とし ては規定していな いから， 罪刑法定 主義
の見地から，本件 運転行為について 危険運転致傷罪に 問う余地はないと いわ
ざるを得ない。
結局，事実誤認をいう検察官の論旨は全て理由がない。
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第２

控訴趣意中，量刑不当の点について

論旨は，被告人 を懲役１年６月以 上２年６月 以下に 処した原判決の量 刑は
重過ぎて不当であり，刑の執行を猶予すべきである，というのである。
そこで，原審記 録 を調査し ，当審 に おける事実取調 べ の結果も併せて検討
する。
原判決が認定し た被告人の犯罪行 為は，少年である 被告人が，自動車 を運
転して，交差点入 口に一時停止標識 が設置された 交通 整理の行われてい ない
三差路交差点を左折進行するに当たり，交差点手前の停止位置で一時停止し，
進路の適正を保持 して，急激な加速 等で自車を制御不 能に陥らせること なく
進行すべき自動車 運転者としての 注 意義務を怠り，一 時停止せず，無理 な運
転操作をして，後 輪を路面に滑らせ 車体を回転させる ドリフト走行を行 おう
としたことによっ て，自車を制御不 能の状態に陥らせ た過失により， 自 車を
暴走させて歩道に 乗り上げさせ，同 歩道上を歩行中の 小学生である被害 者ら
５名に衝突させる 交通事故を起こし ，被害者らにそれ ぞれ傷害を負わせ たと
いうものである。
そして，原判決 は，要旨， 被告人 は，被害者らを見 ていながら，公道 上で
無謀にもドリフト 走行を試みて本件 事故を引き起こし たもので，過失の 程度
は著しく大きいこと，しかも，被告人は従前からドリフト運転を行っており，
本件は起こるべく して起きた事故 で ，態様において最 も悪質な部類に属 する
こと，何ら落ち度 のない被害者らの 心身に相当の苦痛 を与え，中でも１ 名に
は重傷を負わせて ，日常生活にも支 障が出ており，生 じた結果も重いこ と，
ところが，被告人 は弁解に終始し， 真摯に事件と向き 合って反省してい るか
は疑問であること ，被告人に多数の 交通違反歴があり ，交通規範意識が 鈍麻
していること，各 被害者の親権者ら が極めて強い処罰 感情を有している こと
などを指摘した上 で，被告人が少年 であることなどの 原審弁護人が主張 した
情状を十分考慮し ても，懲役刑を選 択した上，直ちに 服役させてその更 生を
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図ることが相当である旨判断している。
以上のような原 判決の量刑事情の 指摘，評価及び量 刑判断はいずれも 正当
であって，被告人 を実刑に処した 原 判決の量刑が重過 ぎて不当であると はい
えない。
これに対し，弁 護人は， ①被害者 の処罰感情は，あ くまで量刑を判断 する
ための補助的な事 実であって，過度 に重視して量刑を 判断すべきではな い，
②被告人の交通違反歴や交通事故歴はいずれも軽微なものであり，
「被告人は，
その年齢にして早 くも交通規範意識 が鈍麻していると いわざるを得ず」 とい
う原判決の説示は 行き過ぎである， ③被告人は，自己 の責任の重大性を 十分
に自覚し，内省も 深まっている，④ １名の被害者との 間で示談が成立し てお
り，その余の被害 者についても，対 人無制限の自動車 共済から，民事上 の賠
償が見込まれる， ⑤被告人 車両は廃 車されており，運 転免許も取消しが 見込
まれ，再犯の可能 性はない，⑥被告 人の父親が母親と 共に被告人のこと を指
導監督していく旨 約束しており，勤 務先も被告人を厳 しく見守っていく 旨を
述べている，など と主張する（なお ，弁護人は，量刑 不当の論旨として も，
被告人にドリフト 走行の意図がなか ったとの主張をす るが，この主張が 理由
のないことは，前判示のとおりである。）。
しかし，①につ いては，原判決は ，被告人の反省に 疑問があることや 規範
意識が鈍麻してい ることを受けて， 被害者の親族らの 処罰感情が厳しい のは
当然であると説示 するにとどまり， 処罰感情を過剰に 量刑に反映させ て いる
様子はうかがわれ ない。②について は，事故当時１８ 歳の少年に交通違 反歴
が５件もあること は，それだけで交 通規範意識の鈍麻 ぶりを顕著に示す もの
であるから，原判 決の説示に不当は ない。③について は，被告人の原審 での
弁解内容は，明ら かな虚言を含む不 合理なものであり ，この点に関する 説示
も相当である。そ して，その余の点 はいずれも原審弁 護人の主張 ないし 立証
に現れており，原 判決がこれらの点 も十分考慮の上で 上記量刑判断を行 った
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ことは明らかである。弁護人の主張は いずれも採用することができない。
なお，原判決後 の情状として，被 告人は，被害者 ら に宛てた手紙を書 いて
いることや，被告 人がまじめに働い ており，雇用主も 引き続き被告人を 雇用
する旨約束したこ とが認められるが ，引き続き不合理 な弁解を重ねて お り，
上記量刑判断を左右するものとはいえない。
弁護人の量刑不当の論旨も理由がない。
第３

結論

よって，刑訴法 ３９６条により本 件 各控訴を棄却す ることとし，主文 のと
おり判決する。
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