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●本法は，自動車の運転による死傷事犯に対する罰則を内容とするものであ

り，従前，刑法に規定されていた危険運転致死傷等については，新たに本法

に規定されることとなった（刑法の一部改正も行われ，208条の 2 が削除されて208条

の３が208条の２と改められ，211条２項も削除された）。本法は，平成26年５月20日

から施行されている。なお，以下の記載においては，単に条数のみを記載す

る場合は本法の条項を指し，自動車の運転により人を死傷させる行為等の処

罰に関する法律施行令（平26政令166）を単に「政令」という。

第１条（定義）　この法律において「自動車」1）とは，道路交通法（昭和35年

　法律第105号）第２条第１項第９号に規定する自動車及び同項第10号に規

　定する原動機付自転車をいう。

②　この法律において「無免許運転」2）とは，法令の規定による運転の免許

　を受けている者又は道路交通法第107条の２の規定により国際運転免許証

　若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなけれ

　ば運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けない

　で（法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。）又

　は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで（同法第88

　条第１項第２号から第４号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸

　（住民基本台帳法（昭和42年法律第81 号）に基づき住民基本台帳に記録さ

　れている者が出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第60条

　第１項の規定による出国の確認，同法第26条第１項の規定による再入国

　の許可（同法第26条の２第１項（日本国との平和条約に基づき日本の国籍
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　を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第71号）第23

　条第２項において準用する場合を含む。）の規定により出入国管理及び難

　民認定法第26条第１項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされ

　る場合を含む。）又は出入国管理及び難民認定法第61条の２の12第１項の

　規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し，当該出国の日から３月

　に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。）

　をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。），道路

　（道路交通法第２条第１項第１号に規定する道路をいう。）において，運転

　することをいう。

１）　自動車　　本法における「自動車」の意義は，本法による改正前の刑法

208条の２及び211条２項における「自動車」の意義と同じであり，原動機に

より，レール又は架線を用いないで走行する車両をいい，具体的には，道路

交通法上の自動車及び原動機付自転車が含まれる。

２）　無免許運転　　本法６条は，危険運転致死傷罪等の罪を犯した時に無免

許運転であった場合の加重された法定刑を定める罪を定めているところ，こ

の罪を設ける趣旨（後記６条注１参照）からすると，道路交通法において処罰

対象とされている無免許運転（同法64・117 の２の２（1））と同じものとすべき

であることから，これを本法における「無免許運転」として定義したもので

ある。

第２条（危険運転致死傷）　次に掲げる行為を行い，よって，人を負傷させ

た者は15年以下の懲役に処し，人を死亡させた者は１年以上の有期懲役に処

する 1）。

　（1）　アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を

　　走行させる行為

　（2）　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

　（3）　その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

　（4）　人又は車の通行を妨害する目的で，走行中の自動車の直前に進入し，

　　その他通行中の人又は車に著しく接近し，かつ，重大な交通の危険を生



-2- -3-

　　じさせる速度で自動車を運転する行為

　（5）　赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し，かつ，重大な交通

　　の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

　（6）2）　通行禁止道路（道路標識若しくは道路標示により，又はその他法令

　の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって，

　これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令

　で定めるものをいう3）。）を進行し，かつ，重大な交通の危険を生じさせ

　る速度4）で自動車を運転する行為14）15）

  

　　　　政令

　　　　　第２条（通行禁止道路）　法第２条第６号の政令で定める道路又

　　　　　　はその部分は，次に掲げるものとする。

　　　　　　（1）　道路交通法（昭和35年法律第105号）第８条第１項の道路

　　　　　　　標識等5）により自動車の通行が禁止されている道路又はその

　　　　　　　部分6）（当該道路標識等により一定の条件7）（通行の日又は時

　　　　　　　間のみに係るものを除く8）。次号において同じ。）に該当す

　　　　　　　る自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び次

　　　　　　　号に掲げるものを除く9）。）

　　　　　　（2）　道路交通法第８条第１項の道路標識等により自動車の通行

　　　　　　　につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその

　　　　　　　部分10）（当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車

　　　　　　　に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。）

　　　　　　（3）　高速自動車国道（高速自動車国道法（昭和32年法律第79号）

　　　　　　　第４条第１項に規定する道路をいう。）又は自動車専用道路

　　　　　　　（道路法（昭和27年法律第180号）第48条の４に規定する自動

　　　　　　　車専用道路をいう。）の部分であって，道路交通法第17条第

　　　　　　　４項の規定により通行しなければならないとされているもの

　　　　　　　以外のもの11）

　　　　　　（4）　道路交通法第17条第６項に規定する安全地帯12）又はその他

　　　　　　　の道路の部分13）
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１）　趣旨　　本条は，本法による改正前の刑法208条の２に規定されていた

危険運転致死傷罪について，各号列記方式に改めた上で本法に移すとともに，

新たな危険運転致死傷罪の類型として６号を追加したものである。１号から

５号までの規定の趣旨は，本法による改正前の刑法208条の２と同じであり，

これらの号において用いられている各文言の解釈等については，従前のとお

りである。

２）　６号　　政令で定める通行禁止道路を進行し，かつ，重大な交通の危険

を生じさせる速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の危険運転行

為としたものである。

３）　通行禁止道路　　「通行禁止道路」は，政令２条に規定されており，そ

の内容は，①車両通行止め道路，自転車及び歩行者専用道路（政令２（1）），②

一方通行道路（政令２（2）），③高速道路（自動車専用道路を含む）の中央から右側

部分（政令２（3））及び④安全地帯及び道路の立入禁止部分（政令２（4））である。

以上の道路においては，他の通行者としては，自動車が進行してくることは

ないはずであるとの前提で通行しており，このような道路を進行し，かつ，

重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する行為は，２条１号から５号ま

での危険運転行為と同等の危険性・悪質性が存するといえることから，本罪

の対象とされたものである。

　本罪は，故意に危険運転行為を行った結果人を死傷させた者を，その行為

の実質的な危険性・悪質性に照らし，暴行により人を死傷させた者に準じて

処罰しようとするものであり，その成立には，「通行禁止道路」を進行した

認識が必要である。「通行禁止道路」であることを認識しているといえるた

めには，当該道路が人又は車に交通の危険を生じさせるものとして通行する

ことが禁じられているものであることの認識は必要であるが，政令における

「通行禁止道路」の指定がどのようにされているかの詳細についてまで認識

している必要はない。また，そのような意味での「通行禁止道路」であるこ

とについて，道路標識を見ることにより認識したのか，例えば，対向車から

のパッシング等それ以外の方法により認識したのかなど，その認識の方法は

問わない。なお，後記注５のとおり，道路交通法４条１項以外の法的根拠に

基づく車両通行止め規制がされている道路は客観的に「通行禁止道路」に該

当しないが，前記のとおり「通行禁止道路」についての故意は，通行するこ
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とが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして通行することが禁じられ

た道路であることを認識していれば足り，当該規制が道路交通法４条１項に

基づくものであることについての認識までは必要でないから，車両通行止め

の規制がされていることを知りながら，当該道路を進行したとの認識があれ

ば，「道路交通法による禁止ではなく道路法による禁止である」と誤信する

特段の事情でもない限り，通常は「通行禁止道路」を進行することの故意が

あるといえよう。

　また，本罪は，５号と異なり規制を「殊更に無視」することを要件として

いない。

４）　重大な交通の危険を生じさせる速度　　「重大な交通の危険を生じさせ

る速度」の意義は，２条４号及び５号におけるそれと同じである。すなわち，

自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速

度，あるいは，相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故にな

ることを回避することが困難であると一般的に認められる速度を意味する。

　本罪の成立には「重大な交通の危険を生じさせる速度」で運転したことの

認識が必要である。もとより，４号及び５号と同様，大きな事故になる蓋然

性や衝突回避の困難性という評価自体の認識が必要とされるわけではなく，

これらを基礎付ける事実の認識があれば足りる。

５）　道路交通法第８条第１項の道路標識等により　　道路標識等による通行

の禁止に限定されており，道路交通法６条２項の規定による警察官の現場に

おける通行の禁止がなされている道路や，道路法による通行の禁止など道路

交通法以外の根拠により通行が禁止されている道路は，「通行禁止道路」に

該当しない。

６）　道路又はその部分　　「道路」とは，道路交通法２条１項１号に規定す

る道路をいう。また，「その部分」とは，「道路」の「部分」であり，例えば，

マラソン大会等の際に，複数ある車線の一部のみについて自動車の通行が禁

止される場合など「道路」の一部について自動車の通行が禁止されたものが

これに該当する。

７）　当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通

行が禁止されているものを除く　　この除外規定により，自動車のうちの一

部についてのみ通行禁止となっている道路，例えば，車両総重量10トンを超
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える自動車の通行のみが禁止されている道路や原動機付自転車のみ通行禁止

の対象から除外している道路（すなわち，原動機付自転車の通行は許されている道

路）は，「通行禁止道路」に当たらないこととなる。これは，一定の条件に

該当する自動車に限って通行が禁止されているとしても，他の自動車の通行

は禁止されていないのであるから，他の通行者としては，自動車が進行して

くることはないはずであるとの前提で通行しているとまではいえないことか

ら，「通行禁止道路」から除外されたものである。

　また，通行禁止の対象の限定が「当該道路標識」によってではなく，別の

根拠により限定されている場合は，「通行禁止道路」から除外されない。し

たがって，例えば，道路交通法41条１項により道路交通法８条１項の規定を

適用しないこととされているパトカー等の緊急自動車，公安委員会が交通規

制の対象としないとして規則で定めた自動車（例えば，選挙運動用車両，ごみ収

集車，霊柩車等），あるいは道路交通法８条２項により通行を許可された自動

車については，これらの自動車は道路交通法上の通行禁止の対象から除外さ

れていることから，これらの自動車が通行したとしても本条の罪は成立しな

いが，これらの自動車が適法に通行できる道路であっても，そのことによっ

て当該道路が「通行禁止道路」に当たらなくなるものではないから，他の自

動車が当該道路を通行した場合には本条の罪が成立し得る。

８）　通行の日又は時間のみに係るものを除く　　いわゆるスクールゾーンや

歩行者天国などで，日又は時間を限って自動車の通行が禁止されている道路

は，規制に係る日又は時間においては「通行禁止道路」に当たる。すなわち，

このような道路においては，規制に係る日又は時間においては，他の通行者

としては，自動車が進行してくることはないはずであるとの前提で通行して

いるものであると考えられることから，これを「通行禁止道路」とはしない

道路から除くことによって，「通行禁止道路」の対象とされている。

９）　次号に掲げるものを除く　　政令２条２号に掲げる一方通行道路は，政

令２条１号によってではなく，政令２条２号によって「通行禁止道路」の対

象とする趣旨である。すなわち，政令２条２号の一方通行道路も，政令２条

１号にいう，道路標識等により通行が禁止されている道路に該当するが，交

通の実態等の面で異なることから，別々に規定することとされたものである。

10）　自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている　　いわゆ
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る一方通行規制を意味する。もとより，一方通行道路を禁止されていない方

向に通行する自動車にとっては，当該道路は「通行禁止道路」に当たらない。

11）　政令２条３号　　高速道路（自動車専用道路を含む）におけるいわゆる逆走

を対象とする趣旨であり，「道路交通法第17条第４項の規定により通行しな

ければならないとされているもの以外のもの」とは，道路の中央（道路交通法

17条４項の中央をいう）から右側部分を意味する。

12）　安全地帯　　道路交通法２条１項６号の安全地帯をいう。具体的には，

路面電車に乗降する者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設（道路

上にある路面電車の電停），横断している歩行者の安全を図るため道路に設けら

れた島状の施設（幅の広い道路に架かる横断歩道の中央分離帯相当部分等に設けられた

部分等）及び道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されてい

る道路の部分（道路標識，区画線及び道路標示に関する命令別表第１（408）の道路標識や，

同命令別表第５（207）の道路標示）が該当する。

13）　その他の道路の部分　　道路標識等により車両の通行の用に供しない部

分であることが表示されている道路の部分（道交17⑥）をいう。前記命令別表

第５（106）の道路標示がある道路の部分がこれに当たる。

14）　因果関係　　本罪が成立するためには，危険運転行為（通行禁止道路を進

行し，かつ，重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転すること）と死傷結果

との間に因果関係があることが必要である。「通行禁止道路」から出た直後

に人を死傷させた場合，例えば，一方通行の規制が，交差点で中断している

場合に，一方通行規制されている道路を逆走した上，当該交差点に進入した

直後に人に衝突して死傷させた場合，すなわち衝突した場所自体は，「通行

禁止道路」の外であった場合であっても，当該一方通行道路を重大な交通の

危険を生じさせる速度で進行したことと人の死傷との間に因果関係が認めら

れるときは，本罪が成立し得る。

15）　他罪との関係等　　１号から５号までの危険運転致死傷罪と，酒酔い，

速度違反，無免許，信号無視等の道路交通法違反の罪との関係と同様，本罪

においても，道路交通法上の通行禁止違反の罪を構成要件に取り込んでおり，

法定刑が特に重く設定されていること等に照らし，本罪が成立する場合には，

当該危険運転行為が同時に道路交通法違反行為に該当していても，別に同法

違反の罪が成立することはなく，本罪のみが成立する。もとより，本罪の危
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険運転行為が構成要件的に取り込んでいない道路交通法違反の罪は，本罪と

は別個に成立する。

　また，本罪は，４号と異なり，他の人や車との関係についてはこれを要件

としていないので，例えば，深夜早朝で通行禁止道路の交通量がほとんどな

い状況であっても，本罪は成立する。

第３条〔危険運転致死傷〕1）　アルコール又は薬物2）の影響により3），その走

行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で4），自動車を運転し，

よって5），そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に

陥り6），人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し，人を死亡させた者は15

年以下の懲役に処する7）。

②　自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

の影響により9），その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態

で10），自動車を運転し，よって，その病気の影響により正常な運転が困難な

状態に陥り11），人を死傷させた者も，前項と同様とする。12）

  

　　　　政令

　　　　　第３条（自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気）　法第

　　　　　　３条第２項の政令で定める病気は，次に掲げるものとする。

　　　　　　（1）　自動車の安全な運転に必要な認知，予測，判断又は操作の

　　　　　　　いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈

　　　　　　　する統合失調症

　　　　　　（2）　意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれが

　　　　　　　あるてんかん（発作が睡眠中に限り再発するものを除く。）

　　　　　　（3）　再発性の失神（脳全体の虚血により一過性の意識障害をも

　　　　　　　たらす病気であって，発作が再発するおそれがあるものをい

　　　　　　　う。）

　　　　　　（4）　自動車の安全な運転に必要な認知，予測，判断又は操作の

　　　　　　　いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈

　　　　　　　する低血糖症

8）
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　　　　　　（5）　自動車の安全な運転に必要な認知，予測，判断又は操作の

　　　　　　　いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈

　　　　　　　するそう鬱病（そう病及び鬱病を含む。）

　　　　　　（6）　重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

１）　趣旨　　本条は，２条の危険運転致死傷罪における危険運転行為と同等

とまではいえないものの，なお危険性・悪質性が高いと認められる運転行為

を敢えて行い，正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させる行為を危険

運転致死傷罪とし，その法定刑を２条の危険運転致死傷罪よりは軽く，過失

運転致死傷罪（５条）よりは重く定めたものである。これは，２条の危険運転

致死傷罪では，実行行為が死傷結果を惹起する具体的な危険性があるもので

あるのに対し，本罪では，因果の経過として，正常な運転が困難な状態に陥

ることを客観的要件としているが，その認識は不要であり，実行行為すなわ

ち「正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転」する行為

の危険性は抽象的なものにとどまり，その認識で足りるものとしていること

から，２条の危険運転致死傷罪よりも違法性及び責任非難の程度は低いこと，

他方で，アルコール等の影響により「正常な運転に支障が生じるおそれがあ

る状態」で自動車を運転するという，相当程度の危険性があるのに，そのこ

とを認識しながら運転行為に及び，その危険性が顕在化して正常な運転が困

難な状態に陥り人を死傷させるという点で，過失犯である５条の過失運転致

死傷罪よりは違法性及び責任非難の程度が高いことが考慮されたものである。

２）　アルコール又は薬物　　「アルコール」及び「薬物」の意義は，２条１

号におけるものと同じである。

３）　影響により　　「アルコール又は薬物の影響により」の意義は，２条１

号におけるものと同じであり，専らアルコール又は薬物の影響によることを

要するものではなく，アルコール又は薬物が他の要因と競合して正常な運転

に支障が生じるおそれがある状態になった場合も含まれる。

４）　その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で　　「正常な

運転に支障が生じるおそれがある状態」には，①正常な運転が困難な状態で

あるとまではいえないが，自動車を運転するのに必要な注意力，判断能力又

は操作能力が，そうではないときの状態と比べて相当程度減退して危険性の
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ある状態のほか，②そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれ

がある状態の両者を含む。アルコールの影響による場合，道路交通法の酒気

帯び運転罪に該当する程度のアルコールを身体に保有している状態にあれば，

通常はこれに当たる。もっとも，本罪は酒気帯び運転罪のように客観的に一

定程度のアルコールを身体に保有しながら自動車を運転する行為を処罰する

罪ではなく，運転の危険性・悪質性に着目した罪であるから，例えば，アル

コール等の影響を受けやすい者について，酒気帯び運転罪に該当しないアル

コール量を保有しているにとどまる場合であったとしても，自動車を運転す

るのに必要な注意力等が相当程度減退して危険性のある状態にあれば，「正

常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当する。また，薬物の影響

による場合には，薬物及びその薬理作用には多種多様なものがあるため，個

別に判断することを要するが，例えば薬理作用によって手足の動作に支障を

来たしたり意識が鈍麻するなど，自動車を運転するのに必要な注意力などが

相当程度減退して危険性のある状態にあるか，そのような危険性のある状態

になり得る具体的なおそれがある場合には，「正常な運転に支障を及ぼすお

それのある状態」に該当する。

　本罪の成立には，「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある

状態」で自動車を運転したことの認識を要する。その故意の内容としては，

前記の「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」にある

ことの認識を要し，かつ，それで足り，具体的にいつの時点でそのような状

態になるかまでを認識している必要はない。アルコールの影響による場合，

具体的なアルコールの保有量についてまで認識を要するものではないが，酒

気帯び運転罪の成立に必要な故意とは異なり，身体にアルコールを保有する

状態であることの認識だけでは足りない。具体的には，「正常な運転に支障

が生じるおそれがある状態」であるという評価についてではなく，それを基

礎付ける事実についての認識，例えば，自らの飲酒量や，足がふらつくなど

といった飲酒後の心身の状況等から，酒気帯び運転罪に該当する程度のアル

コールを身体に保有していることについて認識していれば足りる。なお，運

転者がアルコールの影響を受けやすく，酒気帯び運転罪に該当しない程度の

アルコール量でも客観的に「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」

にある場合には，故意の内容として，自己がアルコールの影響を受けやす
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く，当該アルコール量により，「正常な運転に支障が生じるおそれがある状

態」にあることを認識していることが必要であり，かつ，それで足りる。他

方，運転者が自らはアルコールの影響を受けにくいと認識していたとしても，

客観的に「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」にあり，かつ，酒

気帯び運転罪に該当する程度のアルコールを身体に保有していることを認識

していたのであれば，通常は，「正常な運転に支障が生じるおそれがある状

態」について故意があるといえる。

５）　因果関係　　本罪が成立するためには，正常な運転に支障が生じるおそ

れがある状態で自動車を運転したことと正常な運転が困難な状態に陥ったこ

ととの間，正常な運転が困難な状態に陥ったことと死傷結果との間及び正常

な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転したことと死傷結果

との間に，いずれも因果関係があることが必要である。

６）　正常な運転が困難な状態に陥り　　「正常な運転が困難な状態」の意義

は，２条１号におけるものと同じであり，道路及び交通の状況等に応じた運

転操作を行うことが困難な心身の状態をいう。正常な運転が困難な状態に陥

ることは，客観的な因果の経過として本罪の成立を限定する要件であり，そ

の点についての故意は不要である。

７）　２条１号の罪との関係　　本条１項の罪は，アルコール又は薬物の影響

により，その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車

を運転し，よって，そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難

な状態に陥り，人を死傷させる行為を危険運転致死傷罪としたものである。

２条１号の危険運転致死傷罪が，その成立に正常な運転が困難な状態である

ことの認識を必要としているのに対し，本罪は，前記注６のとおり，「正常

な運転が困難な状態」であることの認識を必要としていない点に違いがある。

したがって，本条１項の罪は，アルコール等の影響により，その走行中に正

常な運転に支障が生じるおそれがある状態にあることを認識しながら自動車

を運転し，客観的には，アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態

に陥るという経過を経て，人を死傷させたものの，「正常な運転が困難な状

態」の認識が認められない場合に適用されることとなる。

８）　自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

　政令３条各号に規定するとおりである。道路交通法令において運転免許の
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欠格事由として具体的に列挙されている病気（道交施行令33の２の３参照）は，

一般的・類型的に自動車の運転に支障を及ぼすおそれがあることから，この

ような病気に罹患している者には，運転免許試験に合格したとしても免許を

与えず若しくは免許を保留し，又は既に受けている免許を取り消す若しくは

免許の効力を停止することとされており，そのような者は自動車の運転をし

てはならないこととされている。そこで，政令３条では , この運転免許の欠

格事由として具体的に列挙されている病気の例を参考として病気が選択され

ている。なお，政令３条１号から３号まで，５号及び６号の規定する病気は，

道路交通法施行令３３条の２の３第１項，第２項１号及び２号並びに第３項

１号及び２号に規定する病気と同じものが規定されている。政令３条と道路

交通法施行令33条の２の３とでは規定の仕方が異なっているが，これは，本

罪における病気は罰則の構成要件となるものであり，運転行為の危険性・悪

質性に着目した本罪の趣旨及び特定の病名に該当することのみをもって運転

行為が危険となるものではないことからして，自動車の運転にとって危険な

状態となる症状がいかなるものであるのかという点に積極的に着目すること

がより適切であると考えられ，また，症状を積極的に規定した方が，検察官

が立証すべき内容がより明確となるという点でも，適切であると考えられた

ことによるものである。これに対し，政令３条４号は，「自動車の安全な運

転に必要な認知，予測，判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととな

るおそれがある症状を呈する低血糖症」と規定しており，運転免許の欠格事

由である「無自覚性の低血糖症（人為的に血糖を調節できるものを除く。）」

（道交施行令 33 の２の３②（3））とは内容が異なっている。これは，本罪の趣旨

からすると，前兆症状が自覚できる「低血糖症」であっても，糖分の摂取等

といった適切な措置を採らずに，走行中に正常な運転に支障が生じるおそれ

があることを認識しながら自動車を運転する行為には相当の悪質性・危険性

が存すること，及び同様に，人為的に血糖を調節することができる「低血糖

症」であっても，インスリン注射を控えたり糖分を摂取したりといった適切

な措置を採らずに，走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがあることを

認識しながら自動車を運転する行為には相当の悪質性・危険性が存すること

から，本罪の病気の対象とされたものである。他方，本罪の病気の対象は，

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある症状を呈するものに限定する必要
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があることから，同号の低血糖症についても，政令３条１号及び５号と同様，

「自動車の安全な運転に必要な認知，予測，判断又は操作のいずれかに係る

能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する」との限定が付されている。

  本罪が成立するには，具体的な病名の認識までは不要であり，自動車の運

転に支障を及ぼすような何らかの病気のために，正常な運転に支障が生じる

おそれがある状態にあることを認識していれば足りる。具体的には，例えば，

突然意識を失ったり眠りに落ちたりしてしまうなどの経験から症状を自覚し

ていたり，家族等から注意されるなどして症状を認識し，そのような病気の

症状の影響により，走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態に

あることを認識していれば，故意が認められる。

９）　影響により　　「病気として政令で定めるものの影響により」の意義は，

本条１項及び２条１号におけるものと同じであり，専ら病気の影響によるこ

とを要するものではなく，病気が他の要因と競合して正常な運転に支障が生

じるおそれがある状態になった場合も含まれると解される。

10）　その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で　　「正常な

運転に支障が生じるおそれがある状態」の一般的意義は，前記注４のとおり

であるが，具体的には，例えば，病気の症状が発現しつつある場合のほか，

意識喪失や急性の精神病状態に陥る具体的なおそれがある場合などが，これ

に当たる。「その走行中に」とあるのは，実行行為としての一連の運転行為

終了までの間に，「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」にあるこ

とを必要とするという趣旨であり，例えば，遠い将来において危険性のある

状態になり得るという場合はこれに当たらない。

11）　正常な運転が困難な状態に陥り　　「正常な運転が困難な状態」の意義

は，前記注６のとおり，２条１号におけるものと同じであるが，例えば，意

識を失うおそれがある病気（政令３条 2 号・３号 ･ ４号及び６号の病気）について

は意識を失っている状態，精神疾患（政令３条１号及び５号の病気）については

急性の精神病状態に陥っている場合であれば，これに当たる。

12）　罪数　　ある運転行為が本罪の複数の類型に当たる場合及びある運転行

為が２条又は３条の危険運転致死傷罪の複数の類型に当たる場合においては，

包括して一罪が成立するものと解される。また，過失運転致死傷罪（５条）と

の関係については，２条の危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪との関係と
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同様，故意犯である本罪が成立する場合には，保護法益を同じくする過失犯

である過失運転致死傷罪は成立しない。

　なお，本条の危険運転行為は，構成要件として，酒気帯び運転，酒酔い運

転，薬物影響運転の罪を完全に取り込んでいること，その法定刑が特に重く

設定されていること等に照らし，本罪が成立する場合には，当該危険運転行

為が同時に道路交通法違反行為に該当していても，別途道路交通法違反とし

て成立することはなく，本罪のみが成立することになる。もとより，本罪の

危険運転行為が構成要件として取り込んでいない道路交通法違反の罪は，本

罪とは別個に成立する。

第４条（過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱）１）２）３）　アルコール又

は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状

態で4）自動車を運転した者が，運転上必要な注意を怠り5），よって人を死傷

させた場合において，その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は

程度が発覚することを免れる目的で，更にアルコール又は薬物を摂取するこ

と，その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させる

ことその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為6）をし

たときは7）8），12年以下の懲役に処する。9）

１）　趣旨　　アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生

じるおそれがある状態で自動車を運転し，過失により人を死傷させた場合に

おいて，その運転の時のアルコール等の影響の有無又は程度が発覚すること

を免れる目的で，アルコール等の影響についての証拠収集を妨げる行為を

行った者について，これらの複合的な行為を一個の罪として処罰対象とする

ものである。すわなち，アルコール及び薬物の影響による危険運転致死傷罪

（２（1）及び３①）は，客観的に，これらの影響により「正常な運転が困難な

状態」にあったことを構成要件としているところ，犯人が逃走するなどして

アルコール等による影響の程度が立証できないことがあり，そうした場合に

は，自動車運転過失致死傷罪と道路交通法の救護義務違反の罪との併合罪を

適用せざるを得ない状況であったことを踏まえ，本罪は，アルコール等の影
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響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車

を運転し，過失により人を死傷させた上，更に，重い処罰を免れようとして

アルコール等の影響についての証拠収集を妨げるという悪質性の高い行為が

行われた場合に，適正な科刑を可能とすべく設けられたものである。

２）　本罪の性質及び保護法益　　本罪は，アルコール等の影響によりその走

行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転するとい

う故意行為，運転上必要な注意を怠り，よって人を死傷させるという過失行

為，更にアルコール又は薬物を摂取すること，その場を離れて身体に保有す

るアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程

度が発覚することを免れるべき行為（以下「免脱行為」と総称する）をするとい

う故意行為からなる言わば複合形態の罪である。本罪の保護法益は，主とし

て人の生命・身体であり，免脱行為を構成要件とする点で，併せて刑事司法

作用も保護法益とする。

３）　自己負罪拒否特権等との関係　　本罪は免脱行為を構成要件としている

が，憲法38条１項のいわゆる自己負罪拒否特権に抵触しないものと解される。

すなわち，憲法38条１項により拒否することのできる事柄の外延は，何らか

の意味で「供述」といえるようなものでなければならない（最判平９・１・30

集 51─１─335）ところ，本罪で構成要件とされている免脱行為は，例えばアル

コール等の影響の有無又は程度が発覚しないように「その場を離れて身体に

保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させること」などの行為であって，

何らかの自己負罪的な供述（例えば，アルコールによる影響の程度の申告）をしな

いことではないから，憲法38条１項との関係で問題を生じるものではない。

また，刑法の証拠隠滅等の罪においては，自己の刑事事件に関する証拠隠滅

が処罰対象とされていないが，これは，一般に期待可能性の欠如を考慮した

ことによると考えられているところ，犯人が他人に自己の刑事事件に関する

証拠の隠滅等を教唆した場合には，証拠隠滅等教唆罪の成立を肯定するのが

判例であり（大判明45・１・15 録18─１），自己の刑事事件に関する証拠の隠滅

行為であっても，一定の場合には期待可能性があり，これを処罰対象とする

ことも可能であると考えられる。そして，本罪についてみると，交通事故を

発生させたという状況の下では，自動車の運転者等は，道路交通法により救

護や報告等を行わなければならないことが義務付けられており，そのことは
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広く一般国民の常識ともなっているのであるから，それ以外の一般の犯罪を

犯した状況とは異なり，自己の刑事事件に関する証拠の隠滅行為を行わない

とすることへの期待可能性が十分にあると考えられる。また，本罪における

証拠隠滅の対象は，証拠一般ではなく，容易に隠滅されやすい「アルコール

又は薬物の影響の有無又は程度」に限定されており，そのような証拠の隠滅

が行われる類型的な実態があることに着目し，その限りで処罰対象とされて

いる。したがって，刑法の証拠隠滅等の罪との関係でも，整合性を欠くもの

ではないと考えられる。

４）　アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じ

るおそれがある状態で　　「アルコール」，「薬物」，「……の影響により」及

び「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の意義については，いず

れも３条におけるものと同じである。なお，運転開始時には「正常な運転に

支障が生じるおそれがある状態」であったとしても，その後の長時間の運転

中にアルコールの影響が低下していき，死傷を生じさせた運転の時点では

「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」でなくなっていた場合には，

本罪は成立しないと解される。

５）　運転上必要な注意を怠り　　「運転上必要な注意を怠り」の意義は，本

法による改正前の刑法211条２項の自動車運転過失致死傷罪における「自動

車の運転上必要な注意を怠り」と同じである。本罪においては，運転上必要

な注意を怠ったことが，アルコール又は薬物の影響によることは要件とはさ

れておらず，アルコール又は薬物の影響とは無関係な過失でもよい。

６）　アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき

行為　　免脱行為に当たるといえるためには，当該行為の結果，その影響の

有無又は程度が発覚することを現に免れたことまでは必要ないが，運転時の

アルコール等の影響の有無又は程度の発覚に影響を与えることができる程度

の行為がなされる必要がある。したがって，その場を離れて身体に保有する

アルコール又は薬物の濃度を低下させる行為については，その場から離れた

後に一定程度の時間が経過するなどしたことで，運転時のアルコール等の影

響の有無又は程度の発覚に影響を与える程度にアルコール等の濃度が低下し

た場合には免脱行為に当たるが，その場を離れたものの極めて短時間のうち

に現場に戻り警察官等への報告を行うなど運転時のアルコール等の影響の有
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無又は程度の発覚に影響を与えない程度の濃度しか低下していない場合は，

免脱行為には当たらないと解される（なお，後記注８参照）。「その他その影響の

有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」としては，例示されている

「更にアルコール又は薬物を摂取すること」や「その場を離れて身体に保有

するアルコール又は薬物の濃度を減少させること」と同様に，身体に保有す

るアルコール等の濃度を増減させることによって，運転時のアルコール等の

影響の有無又は程度の発覚を免れるべき行為であることが必要と考えられる。

したがって，例えば，身体に保有するアルコールを急速に分解する薬物を摂

取する行為などはこれに当たり得るが，同乗者を身代わりに立てたり，酒類

の容器を処分するだけでは，直ちに免脱行為に当たらないと解される。もっ

とも，運転者が身代わりの依頼をしただけでなく，依頼を受けた者が身代わ

りとして現場に駆けつけた警察官に申告するなどして，一定の時間，捜査が

運転者に及ばず，その間に，運転者が身体に保有するアルコールの濃度を減

少させたときは，免脱行為に当たり得ると解される。

７）　故意　　本罪における行為，すなわち，①アルコール又は薬物の影響に

よりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運

転する行為，②自動車の運転上必要な注意を怠り，よって人を死傷させる

行為，③免脱行為のうち，①及び③の行為については，その故意を要する。

「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に係る故意の内容につい

ては，３条におけるものと同じである。また，免脱行為については，「アル

コール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」が必要

である。その趣旨は，アルコール等の影響の発覚を免れる目的とは全く別の

目的でその場を離れたような当罰性の認められない場合を本罪の対象から除

外することにあり，積極的な原因・動機を要求するものではないと考えられ

る。したがって，例えば，現場を離れてアルコール等の濃度を低減させる行

為を，その旨を認識して行ったときは，通常は，アルコール等の影響が発覚

することを免れる目的があったことも認められる。また，他の目的，例えば

犯人性の発覚を免れる目的が併存していても，本罪の目的に欠けるところは

ない。免脱行為の時点では，人の死傷の結果が生じていることの認識が必要

である。これは，免脱行為とは，人の死傷の結果を生じさせた運転の時のア

ルコール等の影響の有無又は程度の発覚を免れる行為であって，人の死傷を
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当然の前提としていることによる。実質的にも，物損事故を起こしたという

認識しか有しないで免脱行為をした場合にまで本罪が適用され得ることとす

るのは，前記注１記載の趣旨との関係で適当ではないであろう。

８）　成立時期　　免脱行為のうち「その場を離れて身体に保有するアルコー

ル又は薬物の濃度を減少させる」行為の場合には，前記注６のとおり，その

場から離れて一定程度の時間を経過させるなどアルコール等の濃度に変化が

生じる程度に至らしめるなどして，運転時のアルコール等の影響の有無又は

程度の発覚に影響を与えることができる程度の濃度減少に達した時点で，本

罪が成立するものと考えられる。本罪は身体のアルコール等の濃度という重

要な証拠収集・保全を妨げることに高い違法性・責任非難があるという観点

から設けられた罪であるから，証拠収集・保全を妨げ得る状態に達すること

が必要であり，かつその段階に至れば足りるものと解される。

９）　罪数　　本罪は，２条１号及び３条１項の危険運転致死傷罪をいわば補

充するものであることからすれば，２条１号又は３条１項の危険運転致死傷

罪が成立する場合には，本罪は成立しない。また，本罪は，過失運転致死傷

罪の構成要件を完全に取り込んだものであること，本罪の法定刑が相当に重

く設定されていることに照らし，本罪が成立する場合には，過失運転致死傷

罪は成立しない。

　本罪の免脱行為のうち，「その場を離れて身体に保有するアルコール又は

薬物の濃度を減少させる」行為による場合と道路交通法の救護義務違反・報

告義務違反の罪との罪数が問題となり得るが，作為犯（本罪）と不作為犯（救

護義務違反等）という点が異なり，また，本罪は，救護義務違反等の罪と異な

り単にその場から立ち去ることにより直ちに成立する罪ではないから（前記

注６及び注８参照），本罪と道路交通法の救護義務違反・報告義務違反の罪と

は併合罪となると解される。もとより，これ以外の免脱行為，例えば「更に

アルコール又は薬物を摂取する」行為については，救護義務違反の罪等とは

各々の構成要件的行為が全く別であることから，併合罪となる。また，道路

交通法の酒気帯び運転罪や酒酔い運転罪との関係については，本罪が成立す

る場合に，同時に酒気帯び運転行為や酒酔い運転行為がなされていても別個

にこれらについて道路交通法違反の罪は成立しないと解される。
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第５条（過失運転致死傷）1）　自動車の運転上必要な注意を怠り，よって人

　を死傷させた者は，７年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

　に処する。ただし，その傷害が軽いときは，情状により，その刑を免除す

　ることができる。

１）　趣旨　　本罪は，本法による改正前の刑法211条２項の自動車運転過失

致死傷を移したものである。本法が自動車の運転によるものを対象とするも

のであることから，罪名は，「過失運転致死傷」とされた。

第６条（無免許運転による加重）1）　第２条（第３号を除く。）の罪を犯した

　者（人を負傷させた者に限る。）が，その罪を犯した時に無免許運転をし

　たものであるときは，６月以上の有期懲役に処する2）。

②　第３条の罪を犯した者が，その罪を犯した時に無免許運転をしたもので

　あるときは，人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し，人を死亡させた

　者は６月以上の有期懲役に処する3）。

③　第４条の罪を犯した者が，その罪を犯した時に無免許運転をしたもので

　あるときは，15年以下の懲役に処する3）。

④　前条の罪を犯した者が，その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ

　るときは，10年以下の懲役に処する3）。4）

１）　趣旨　　２条から５条までの罪を犯した時に無免許運転であった者につ

いて，加重した法定刑を定める規定である。無免許運転は，自動車運転のた

めの最も基本的な義務に違反した著しく規範意識を欠いた行為であるととも

に，運転免許制度が予定している運転に必要な適性，技能及び知識を欠いて

いるという意味で，抽象的・潜在的ではあるが危険な行為でもあるところ，

無免許運転の機会に人を死傷させた事案は，このような反規範性や危険性が

言わば顕在化・現実化したと評価できることから，本罪が設けられたもので

ある。

２）　１項　　２条１号，２号及び４号から６号までの危険運転致傷罪を犯し

た者を対象とするものであり，それらの者が，それぞれの「罪を犯した時」
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に無免許運転をしたものであることが必要である。本罪が成立するためには，

前提となる２条各号の罪を犯した時点で，自らが無免許であることについて

故意が必要である。

　２条３号の危険運転致死傷が本罪の対象からは除外されるとともに，対象

となる各号の罪についても致死が対象から除外され，致傷の場合に限定され

ている。

３）　２項から４項　　３条の危険運転致死傷罪を犯した者（２項），４条の過

失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪を犯した者（３項），５条の過失運

転致死傷罪を犯した者（４項）を対象とするものであり，それらの者が，それ

ぞれの「罪を犯した時」に無免許運転をしたものであることが必要である。

本罪が成立するためには，前提となる各罪を犯した時点で，自らが無免許で

あることについて故意が必要である。

４）　罪数　　本罪が成立する場合，死傷の結果を生じさせた機会の無免許運

転罪は，本罪と別個には成立しない。


