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第２版 監修のことば

平成 29年８月の本書の発刊から、幸いにも読者の好評を得ることができ、ベスト
セラーとも言える売れゆきで、複数回の増刷を重ねることができたが、その間の令和
２年６月に公布・施行された、道路交通法の一部改正があり、同改正によって「妨害
運転（あおり運転）」に関する罰則が新設されることとなった。
これにより、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離
不保持等の違反を行うことは取締りの対象となり、最大で懲役３年の刑に処せられる
こととなった。また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合については、
最大で懲役５年の刑に処せられることとなり、近時、交通の安全を脅かしていたあお
り運転につき、厳しい処分を下せるようになった。
読者の方々からは、上記の法改正に対応した改訂版を望む声が、日に日に高まって
いたところ、株式会社立花書房出版部長（当時）の馬場野武氏から、第２版として「道
路交通法の改正に対応した本書をアップ・ツー・デートするもの」を是非、というこ
とで改訂を依頼され、読者の方々のためを思い、承諾した次第である。
今回の改訂により、最新の道路交通法の一部改正に対応し、かつ実務で頻繁に使う
部分だけでなく、それ以外の部分をも確実に押さえ、関連書籍の中では最大の記載例
数を誇る、使いやすく分かり易い、参照し易い記載例集が出来たと自負しているが、
読者の方々の御指摘や御叱正を頂き、さらに良いものにしていきたいと考えている。
なお、今回の「妨害運転（あおり運転）」の記載例については、条文のとおり罰則の
章に入れることとした。

最後に、本改訂版を出版するに当たり、立花書房編集部の馬場野武部長と本山進也
参与らには、企画・校正等でお世話になった。
この場を借りて、感謝申し上げたい。

　　令和４年５月

　草 山 哲 明
交通事故・事件捜査実務研究会顧問
東京区検察庁総務部長兼上席の検察官
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監修のことば

一口に交通事件と言っても、これに関係する法令は、刑法はもちろんのこと、道路
交通関係、道路運送事業関係、道路運送車両関係、道路及び交通施設関係、自動車損
害賠償保障関係、鉄道関係など多岐にわたっており、その内容も複雑である。

そして、このような人の社会生活に密接に関連する特別法の分野にあっては、時代
の流れと社会情勢の変化に伴って法令の改正が重ねて行われ、犯罪事実の記載の仕方
も変化していくものであり、それに応じて、違反行為を取り締まる側も、日々、勉強
を重ねていく必要がある。

交通事件の犯罪事実に関する解説書は少なく、従前は、宮田正之先生（元東京区検
察庁上席の検察官、現公証人）編著に係る、「交通事件犯罪事実記載例集　第４版」が
広く好評を博していたが、時が経過し、新たな解説書の発刊が望まれていたところで
ある。

本書「交通事件犯罪事実作成実務必携〜道路交通法から交通関係特別法・刑法ま 
で〜」は、前記「交通事件犯罪事実記載例集」の事実上の後継書として企画され、前
書の特長や特徴を活かしつつ、法改正と犯罪態様の変化に合わせて、その内容を適宜
修正するとともに、対象法令を広げ、犯罪事実記載例を大幅に書き加えて、新たに編
纂したものである。

本書における最大の特徴は、対象とした法令の幅広さと、収録した犯罪事実記載例
の数の多さにあろう。本書が収録の対象とした法令は、交通関係法規の主たるものを
ほぼ網羅している上、犯罪事実記載例の収録数については類書の中でも群を抜いて多
いと思われる。一部の法規については、行政罰である過料対象事件の違反事実記載例
も収録したほどである。
これは、多くの記載例を提供することが、読者の利便に資すると考えた所以である。
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犯罪事実の記載方法には、犯行に至る経緯や動機を記載するものと記載しないもの
とがあるが、いずれが正しくて、いずれが優れているかというものではない。

例えば、起訴状に記載する公訴事実においては、裁判官に予断を生じさせるおそれ
のある余事記載が禁じられているため、犯行に至る経緯や動機は記載せず、記載する
にしても必要最小限にとどめるのが通例ではある。他方、警察段階での捜査報告書や
部内での資料等においては、犯行に至る経緯や動機を記載した方が事案の概要が把握
しやすくなるため、これらを記載することが多い。
つまり、警察段階では、その用途、場面において、それにふさわしいスタイルの犯
罪事実を記載すれば良いのであって、構成要件該当事実を包含するという基本原則に
適っていれば、敢えて一つの型にこだわる必要はないかと思われる。

本書を利用するに当たっては、その目的に合わせて、多くの記載例の中から、適宜、
適切なものを選択して、実務に活かしていただきたい。なお、収録した記載例のうち、
公訴事実に用いることも可能な基本的ないし標準的なものについては、各記載例の右
上部に　　　　と表示してあるので、参考とされたい。
また、犯罪事実は、各都道府県警察によってその書き方が異なる場合がある。本書
には、東京で採用されている記載方法のみならず、いろいろなスタイルの記載例を収
録してあるが、あくまでも参考例であり、各所属において別異の表現を採っている場
合には、その指導及び運用例に従っていただきたい。

本書が、交通事件の捜査、取締り等に携わる多くの警察官に愛用され、そのお役に
立つことができれば、監修者として、この上ない喜びである。

最後に、本書を出版するに当たり、立花書房出版部馬場野武部長には、企画から編
集・校正等全般にわたり、また、本山進也参与等には、校正等で大変お世話になった。
この場を借りて、感謝申し上げる。

　　平成 29年７月

　殿 井 憲 一

基本形

交通事故・事件捜査実務研究会顧問
東京区検察庁刑事部長
（前東京区検察庁道路交通部長）

交通事件_0-2_003-006_監修のことば__2版_白修.indd   6 2022/06/03   15:33



vii

凡　　　例

	 　起訴状の公訴事実にも用いることができる、基本的ないし
標準的な記載例

【法令等略語】
法	 　道路交通法
令	 　道路交通法施行令
規　　　則	 　道路交通法施行規則
都　規　則	 　東京都道路交通規則
車　両　法	 　道路運送車両法
保	安	基	準	 　道路運送車両の保安基準
運　送　法	 　道路運送法
運	輸	規	則	 　旅客自動車運送事業運輸規則
貨物自運法	 　貨物自動車運送事業法
自　賠　法	 　自動車損害賠償保障法
保管場所法	 　自動車の保管場所の確保等に関する法律
高速道路法	 　高速自動車国道法
土砂運搬車両法	 　土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関

する特別措置法
自動車運転代行業法	 　自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
鉄　営　法	 　鉄道営業法
新幹線安全妨害行為等特例法	 　新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に

関する特例法
自動車運転処罰法	 　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
標　識　令	 　道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

【判例集等略語】
刑　　　集	 　最高裁判所刑事判例集
高　刑　集	 　高等裁判所刑事判例集
東	高	時	報	 　東京高等裁判所刑事判決時報
下　刑　集	 　下級裁判所刑事裁判例集
刑	裁	月	報	 　刑事裁判月報
判　　　時	 　判	例	時	報
判　　　タ	 　判例タイムズ
警　　　学	 　警察学論集
現　　　刑	 　現代刑事法

基本形
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記載例309   駐車方法の違反　４（左側端に沿わない駐車・法定）   168
記載例310   駐車方法の違反　５（放置駐車・法定）   169
記載例311   駐車方法の違反　６（路側帯に入れない駐車・法定）   170
記載例312   駐車方法の違反　７（路側帯設置場所で余地をとらない・法定）   171
記載例313   駐車方法の違反　８（路側帯に入れない放置駐車・法定）   171
記載例314   駐車方法の違反　９（指定方法に従わない放置駐車）   172
記載例315   駐車方法の違反　10（指定方法に従わない駐車）   172
記載例316   駐車方法の違反　11（指定方法に従わない駐車・指定）…過失   173
記載例317   駐車方法の違反　12（指定方法に従わない駐車・指定）…過失   173

第４節　時間制限駐車（法 49条の３）
記載例318   駐車違反　１（時間制限駐車時間超過・指定）   174
記載例319   駐車違反　２（時間制限駐車時間超過・指定）   174
記載例320   駐車違反　３（時間制限駐車時間超過・指定）   175
記載例321   駐車違反　４（時間制限駐車時間超過・指定）…過失   175
記載例322   駐車違反　５（時間制限駐車区間の指定場所外放置）   176
記載例323   駐車違反　６（パーキング・メーター不作動）   176
記載例324   駐車違反　７（パーキング・メーター不作動）   177
記載例325   駐車違反　８（パーキング・チケット不発給）   177
記載例326   駐車違反　９（パーキング・チケット不発給）   178
記載例327   駐車違反　10（パーキング・チケット不掲示）   178

第５節　交差点等への進入禁止（法 50条）
記載例328   交差点進入禁止違反　１   179
記載例329   交差点進入禁止違反　２   180
記載例330   交差点進入禁止違反　３…過失   180
記載例331   交差点進入禁止違反　４…過失   181
記載例332   横断歩道進入禁止違反　１   181
記載例333   横断歩道進入禁止違反　２   182
記載例334   横断歩道進入禁止違反　３…過失   182
記載例335   横断歩道進入禁止違反　４…過失   183
記載例336   踏切内進入禁止違反　１   183
記載例337   踏切内進入禁止違反　２…過失   184
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目　次 xxi

第６節　違法停車・駐車に対する措置等 
（法 50条の２、51条、51条の４、51条の５、51条の 12、51条の 15、 

75 条の８第２項・１項）

記載例338   違法停車に対する措置命令違反　１   185
記載例339   違法停車に対する措置命令違反　２（高速自動車国道等）   186
記載例340   違法駐車に対する措置命令違反　１   186
記載例341   違法駐車に対する措置命令違反　２（高速自動車国道等）   187
記載例342   確認標章の破損・汚損・除去   187
記載例343   放置違反車両使用者の報告徴収義務違反   188
記載例344   放置違反車両使用者の虚偽報告   188
記載例345   放置車両確認機関の役職員の守秘義務違反   189
記載例346   放置違反金関係事務受託法人の役職員の守秘義務違反   189
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xxii 目　次凡　例

第 1-3 編　道路交通法

第12章　灯火及び合図
第１節　車両の灯火（法 52条）

記載例347   自動車の前照灯無灯火　１（夜間）   192
記載例348   自動車の前照灯無灯火　２（濃霧）   192
記載例349   原動機付自転車の尾灯無灯火   193
記載例350   自動車の車幅灯無灯火…過失   193
記載例351   駐車灯無灯火   194
記載例352   自動車の減光等義務違反　１（灯火不操作）   194
記載例353   自動車の減光等義務違反　２（灯火不操作）   195
記載例354   自動車の減光等義務違反　３（灯火不操作）…過失   195
記載例355   原動機付自転車減光等義務違反   196

第２節　合図（法 53条）
記載例356   合図不履行　１（無合図）   197
記載例357   合図不履行　２（無合図）   197
記載例358   合図不履行　３（無合図）   198
記載例359   合図不履行　４（無合図）   198
記載例360   合図不履行　５（無合図）…過失   198
記載例361   合図不履行　６（無合図）…過失   199
記載例362   合図制限違反　１（終了後合図継続）   199
記載例363   合図制限違反　２（終了後合図継続）…過失   199
記載例364   合図制限違反　３（右折しないのに右折合図をした）   200
記載例365   合図制限違反　４（左折しないのに左折合図をした）   200
記載例366   警音器吹鳴義務違反　１（見とおしのきかない指定場所）   200
記載例367   警音器吹鳴義務違反　２（見とおしのきかない指定場所）   201
記載例368   警音器吹鳴義務違反　３（見とおしのきかない指定場所）…過失   201
記載例369   警音器吹鳴義務違反　４（見とおしのきかない指定場所）…過失   202
記載例370   警音器使用制限違反（警音器吹鳴）　１   202
記載例371   警音器使用制限違反（警音器吹鳴）　２   203
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目　次 xxiii

第13章　乗車、積載及び牽引
第１節　乗車又は積載の方法（法 55条）

記載例372   乗車積載方法違反（設備外乗車）　１   204
記載例373   乗車積載方法違反（設備外乗車）　２   205
記載例374   乗車積載方法違反（設備外乗車）　３   205
記載例375   乗車積載方法違反（設備外積載）   206
記載例376   乗車積載方法違反（外部からの車両番号標確認を妨害する積載）   206
記載例377   乗車積載方法違反（外部からの車両番号標確認を妨害する乗車・運転者）   207
記載例378   乗車積載方法違反（後写鏡の効用を妨害する乗車・運転者）   207
記載例379   乗車積載方法違反（設備外乗車・同乗）   208
記載例380   乗車積載方法違反（後写鏡の効用を妨害する乗車・同乗）   208
記載例381   乗車積載方法違反 

（外部からの車両番号標確認を妨害する乗車・同乗）   208

第２節　乗車又は積載の制限等（法 57条）
記載例382   積載物重量制限超過違反　１   209
記載例383   積載物重量制限超過違反　２   209
記載例384   積載物重量制限超過違反　３   210
記載例385   積載物重量制限超過違反　４…両罰、個人   210
記載例386   積載物重量制限超過違反　５…両罰、法人   211
記載例387   積載物重量制限超過違反　６…両罰、法人   211
記載例388   積載物長さ制限超過違反   212
記載例389   積載物幅制限超過違反   212
記載例390   積載物高さ制限超過違反   213
記載例391   積載方法制限超過　１   213
記載例392   積載方法制限超過　２   214
記載例393   積載方法制限超過　３   214
記載例394   定員外乗車　１   215
記載例395   定員外乗車　２   215
記載例396   定員外乗車　３（二輪）   216
記載例397   定員外乗車　４（原付）   216
記載例398   自転車の２人乗り   217
記載例399   自転車の積載物重量制限超過積載   217
記載例400   自転車の積載物大きさ制限超過　１（長さ）   218
記載例401   自転車の積載物大きさ制限超過　２（幅）   218
記載例402   自転車の積載方法制限超過   219

第３節　制限外許可証（58条）
記載例403   制限外積載許可条件違反   220
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xxiv 目　次凡　例

第４節　積載物の重量の計測等（法 58条の２）
記載例404   積載物の重量測定拒否　１   221
記載例405   積載物の重量測定拒否　２   221
記載例406   積載物の重量測定のための停止命令違反　１   222
記載例407   積載物の重量測定のための停止命令違反　２   222
記載例408   過積載車両の自動車検査証提示拒否   223

第５節　過積載車両に係る措置命令（法 58条の３）
記載例409   過積載車両に係る措置命令違反　１   224
記載例410   過積載車両に係る措置命令違反　２   224
記載例411   過積載車両に係る通行指示命令違反   225

第６節　過積載車両の運転の要求等の禁止（法 58条の５）
記載例412   被使用人に対する過積載車両の運転要求違反（両罰、法人）   226
記載例413   過積載運転黙認売渡し違反（両罰、法人）   227

第７節　自動車の牽引制限（法 59条）
記載例414   牽引制限違反　１（牽引不適当）   228
記載例415   牽引制限違反　２（牽引不適当）   228
記載例416   牽引制限違反　３（故障車牽引方法）   229
記載例417   牽引制限違反　４（故障車牽引方法）   229
記載例418   牽引制限違反　５（故障車牽引方法）   229
記載例419   牽引制限違反　６（故障車牽引方法）   230
記載例420   牽引制限違反　７（長さ制限）   230

第８節　自動車以外の車両の牽引制限（法 60条）
記載例421   原付牽引制限違反　１   231
記載例422   原付牽引制限違反　２   231

第９節　危険防止の措置（法 61条）
記載例423   積載等危険防止等措置命令違反　１（停止命令違反）   232
記載例424   積載等危険防止等措置命令違反　２（停止命令違反）   232
記載例425   積載等危険防止等措置命令違反　３（停止命令違反）   233
記載例426   積載等危険防止等措置命令違反　４（応急措置命令違反）   233
記載例427   積載等危険防止等措置命令違反　５（応急措置命令違反）   234
記載例428   積載等危険防止等措置命令違反　６（応急措置命令違反）   234
記載例429   積載等危険防止等措置命令違反　７（応急措置命令違反）   235
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目　次 xxv

第14章　整備不良車両の運転の禁止等
第１節　整備不良車両の運転の禁止（法 62条）

記載例430   整備不良　１（走行装置整備不良車運転）   236
記載例431   整備不良　２（走行装置整備不良車運転）   236
記載例432   整備不良　３（ハンドル整備不良車運転）   237
記載例433   整備不良　４（ハンドル整備不良車運転）   237
記載例434   整備不良　５（ハンドル整備不良車運転）   237
記載例435   整備不良　６（ハンドル整備不良車運転）   238
記載例436   整備不良　７（ハンドル等整備不良車運転）   239
記載例437   整備不良　８（ハンドル等整備不良車運転）   239
記載例438   整備不良　９（制動装置整備不良車運転）   240
記載例439   整備不良　10（車枠車体）   240
記載例440   整備不良　11（車枠車体）   241
記載例441   整備不良　12（車枠車体）   241
記載例442   整備不良　13（窓ガラスに着色フィルム貼付）   242
記載例443   整備不良　14（窓ガラスに着色フィルム貼付）   242
記載例444   整備不良　15（消音器）   243
記載例445   整備不良　16（排出ガス減少装置）   243
記載例446   整備不良　17（ブローバイ・ガス還元装置）   243
記載例447   整備不良　18（前照灯）   244
記載例448   整備不良　19（尾灯）…過失   244
記載例449   整備不良　20（方向指示器）   245
記載例450   整備不良　21（方向指示器）…過失   245
記載例451   整備不良　22（灯光の色等の制限違反車運転）   246
記載例452   整備不良　23（後写鏡）   246
記載例453   整備不良　24（窓拭器）   247
記載例454   整備不良　25（使用者の運転させた罪）   248
記載例455   整備不良　26（使用者の運転させた罪）…過失   249
記載例456   整備不良　27　…両罰、個人・行為者   249
記載例457   整備不良　28　…両罰、法人   250
記載例458   整備不良　29　…両罰、法人・行為者   250
記載例459   整備不良　30（ばい煙等発散防止装置）…両罰・法人   251

第２節　車両の検査等（法 63条）
記載例460   整備不良車両停止等命令違反　１（停止命令拒否）   252
記載例461   整備不良車両停止等命令違反　２（停止命令拒否）   252
記載例462   整備不良車両停止等命令違反　３（停止命令拒否）   253
記載例463   整備不良車両停止等命令違反　４（自動車検査証提示拒否）   253
記載例464   整備不良車両停止等命令違反　５（検査拒否）   254
記載例465   故障車両運転継続禁止命令違反　１   254
記載例466   故障車両運転継続禁止命令違反　２   255
記載例467   故障車両標章破損等違反　１（無断取り除き）   255
記載例468   故障車両標章破損等違反　２（無断取り除き）   256
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xxvi 目　次凡　例

第３節　運行記録計不備（法 63条の２）
1　運行記録計不備（法 63 条の２）   257

記載例469   運行記録計不備車両運転　１   258
記載例470   運行記録計不備車両運転　２   258
記載例471   運行記録計不良車両運転　１（運転者）   259
記載例472   運行記録計不良車両運転　２（使用者）   260
記載例473   運行記録の不保存　１   261
記載例474   運行記録の不保存　２   261

第４節　自転車の交通方法の特例 
（法 63条の３、63条の４、63条の８、63条の９、63条の 10）

記載例475   普通自転車の自転車道以外通行   262
記載例476   普通自転車の歩道通行　１   262
記載例477   普通自転車の歩道通行　２   263
記載例478   警察官等の自転車横断帯通行指示違反（交差点）   263
記載例479   制動装置不良自転車運転　１   264
記載例480   制動装置不良自転車運転　２…過失   264
記載例481   制動装置不良自転車停止命令違反   265
記載例482   制動装置不良自転車ブレーキ整備命令違反   265
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目　次 xxvii

第 1-4 編　道路交通法 

第15章　運転者の義務
第１節　無免許運転（法 64条）

記載例483   無免許運転　１   268
1　無免許運転（法 64 条１項）   268

記載例484   無免許運転　２   270
記載例485   無免許運転　３（免許外運転）   270
記載例486   無免許運転　４（免許の効力停止中）   270
記載例487   無免許運転　５（免許の効力停止中）   271
記載例488   無免許運転　６（国際運転免許証等）   271
記載例489   無免許運転　７（第二種免許）   272
記載例490   無免許運転　８（第二種免許）   272
記載例491   無免許運転　９（事実多数、別表使用）   273
記載例492   無免許運転教唆　１   274
記載例493   無免許運転教唆　２   274
記載例494   無免許運転教唆　３   275
記載例495   無免許運転幇助　１（指導）   275
記載例496   無免許運転幇助　２（指導）   276
記載例497   無免許運転幇助　３（偽造国際運転免許証の供与）   276
記載例498   無免許運転幇助　４（偽造国際運転免許証の供与）   277
記載例499   無免許運転幇助　５（偽造国際運転免許証の供与）   277
記載例500   無免許運転幇助　６（偽造国際運転免許証の供与）   278
記載例501   無免許運転車両提供　１   279
記載例502   無免許運転車両提供　２   280
記載例503   無免許運転車両同乗　１   280
記載例504   無免許運転車両同乗　２   281

第２節　飲酒運転の禁止（法 65条）
記載例505   酒気帯び運転　１   282
記載例506   酒気帯び運転　２   282
記載例507   酒酔い運転　１   282
記載例508   酒酔い運転　２   283
記載例509   酒酔い運転　３（自転車）   283
記載例510   車両提供　１（酒気帯び）   284
記載例511   車両提供　２（酒気帯び）   286
記載例512   車両提供　３（酒気帯び）   286
記載例513   車両提供　４（酒酔い）   287
記載例514   車両提供　５（酒酔い）   287
記載例515   車両提供　６（酒気帯び運転幇助）   288
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記載例516   車両提供　７（酒気帯び運転幇助）   288
記載例517   酒類提供　１（酒気帯び）   289
記載例518   酒類提供　２（酒気帯び）   290
記載例519   酒類提供　３（酒酔い）   290
記載例520   酒類提供　４（酒酔い）   291
記載例521   車両同乗　１（酒気帯び）   292
記載例522   車両同乗　２（酒気帯び）   293
記載例523   車両同乗　３（酒酔い） 

（酒に酔った状態を認識していなかった場合）   294
記載例524   車両同乗　４（酒酔い）   295
記載例525   車両同乗　５（酒酔い）（酒に酔った状態を認識していた場合）   295

第３節　過労運転等の禁止（法 66条）
記載例526   薬物等使用運転　１（トルエン）   296
記載例527   薬物等使用運転　２（大麻）   296
記載例528   薬物等使用運転　３（覚せい剤）   296
記載例529   薬物等使用運転　４（鎮痛薬）   297
記載例530   薬物等使用運転　５（睡眠導入剤）   297
記載例531   薬物等使用運転　６（危険ドラッグ）   297
記載例532   薬物等使用運転　７（危険ドラッグ）   298
記載例533   薬物等使用運転　８（酒＋精神安定剤等）   298
記載例534   居眠り運転　１（眠気）   298
記載例535   居眠り運転　２（眠気）   299
記載例536   病 気 運 転　１   299
記載例537   病 気 運 転　２   299
記載例538   過 労 運 転　１   300
記載例539   過 労 運 転　２   300

第４節　危険防止の措置（法 67条）
記載例540   停止命令違反　１   301
記載例541   停止命令違反　２   301
記載例542   停止命令違反　３   302
記載例543   飲酒検知拒否　１（乗車しようとした場合）   302
記載例544   飲酒検知拒否　２（乗車している場合）   303
記載例545   飲酒検知拒否　３（乗車している場合）   303
記載例546   飲酒検知妨害   304

第５節　共同危険行為の禁止（法 68条）
記載例547   共同危険行為　１   305
記載例548   共同危険行為　２   306
記載例549   共同危険行為　３   307
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記載例550   共同危険行為　４   307
記載例551   共同危険行為　５   308
記載例552   共同危険行為　６   309
記載例553   共同危険行為　７   310
記載例554   共同危険行為　８   311
記載例555   共同危険行為　９   312
記載例556   共同危険行為　10   313
記載例557   共同危険行為　11   314
記載例558   共同危険行為　12   315
記載例559   共同危険行為　13   316
記載例560   共同危険行為　14   317
記載例561   共同危険行為　15   318
記載例562   共同危険行為　16   318
記載例563   共同危険行為　17   319
記載例564   共同危険行為　18   319

第６節　安全運転の義務（法 70条）
1　安全運転義務違反（法 70 条）の適用について   320

記載例565   安全運転義務違反　１（手離し運転）   320
記載例566   安全運転義務違反　２（手離し運転）   321
記載例567   安全運転義務違反　３   321
記載例568   安全運転義務違反　４   322
記載例569   安全運転義務違反　５（急旋回）   322
記載例570   安全運転義務違反　６（急発進）   323
記載例571   安全運転義務違反　７（急発進、急ブレーキの繰返し）   323
記載例572   安全運転義務違反　８（蛇行進）   324
記載例573   安全運転義務違反　９（普通自動二輪車に水平乗り）   324
記載例574   安全運転義務違反　10 

（普通自動二輪車の前輪を空に浮かして運転）   325
記載例575   安全運転義務違反　11 

（普通乗用車の片側車輪を空に浮かして運転）   325
記載例576   安全運転義務違反　12（交差点における周回運転）   326
記載例577   安全運転義務違反　13 

（女性に気をとられ、構造物に接触する事故）   326
記載例578   安全運転義務違反　14…過失   327
記載例579   安全運転義務違反　15…過失   327
記載例580   安全運転義務違反　16…過失   328
記載例581   安全運転義務違反　17…過失   328
記載例582   安全運転義務違反　18…過失   329
記載例583   安全運転義務違反　19…過失   329
記載例584   安全運転義務違反　20…過失   330
記載例585   安全運転義務違反　21…過失   330
記載例586   安全運転義務違反　22…過失   331
記載例587   安全運転義務違反　23…過失   332
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第７節　運転者の遵守事項（法 71条、75条の 10、75条の 11）
記載例588   汚水飛散運転　１   333
記載例589   汚水飛散運転　２   333
記載例590   目が見えない者の通行妨害　１   334
記載例591   目が見えない者の通行妨害　２   334
記載例592   監護者が付き添わない幼児の歩行妨害   334
記載例593   監護者が付き添わない児童の歩行妨害   335
記載例594   停車中通園バス側方通過不徐行　１   335
記載例595   停車中通園バス側方通過不徐行　２   336
記載例596   安全地帯側方不徐行　１   336
記載例597   安全地帯側方不徐行　２   337
記載例598   転落等防止措置義務違反　１（ドアの開放運転）   337
記載例599   転落等防止措置義務違反　２（ドアの開放運転）   338
記載例600   転落等防止措置義務違反　３（貨物積載不確実運転）   338
記載例601   転落等防止措置義務違反　４（貨物積載不確実運転）   339
記載例602   転落積載物等危険防止措置義務違反   339
記載例603   安全不確認ドア開放等　１   340
記載例604   安全不確認ドア開放等　２   340
記載例605   安全不確認ドア開放等　３   341
記載例606   安全不確認ドア開放等　４   341
記載例607   安全不確認ドア開放等　５   342
記載例608   停止措置義務違反　１   342
記載例609   停止措置義務違反　２   343
記載例610   初心運転者等保護義務違反　１   343
記載例611   初心運転者等保護義務違反　２   344
記載例612   携帯電話使用等（交通の危険）　１   344
記載例613   携帯電話使用等（交通の危険）　２   345
記載例614   携帯電話使用等（保持）　１   346
記載例615   携帯電話使用等（保持）　２   347
記載例616   携帯電話使用等（保持）　３   348
記載例617   携帯電話使用等（保持）　４   348
記載例618   公安委員会遵守事項違反　１（横断歩行者妨害）   349
記載例619   公安委員会遵守事項違反　２（木製サンダル履き）   349
記載例620   公安委員会遵守事項違反　３（傘を差して運転）   350
記載例621   公安委員会遵守事項違反　４（すべり止め措置）   350
記載例622   公安委員会遵守事項違反　５（タイヤチェーン不装着）   351
記載例623   公安委員会遵守事項違反　６（後退時助手に誘導させない）   351
記載例624   公安委員会遵守事項違反　７（高音でカーラジオを聞きながら運転）   352
記載例625   公安委員会遵守事項違反　８（乗車装置に横向きに乗せて運転）   352
記載例626   公安委員会遵守事項違反　９ 

（乗車装置に立ったまま乗車させて運転）   353
記載例627   公安委員会遵守事項違反　10（赤色灯不正使用）   353
記載例628   公安委員会遵守事項違反　11（サイレン吹鳴）   353
記載例629   公安委員会遵守事項違反　12（サイレン吹鳴）   354
記載例630   公安委員会遵守事項違反　13（金属バットを携帯した者を 
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目　次 xxxi

同乗させて運転）   354
記載例631   高速自動車国道等運転者遵守事項違反　１（燃料切れ）   355
記載例632   高速自動車国道等運転者遵守事項違反　２（燃料切れ）   356
記載例633   高速自動車国道等運転者遵守事項違反　３（燃料切れ）…過失   357
記載例634   高速自動車国道等運転者遵守事項違反　４（燃料切れ）…過失   357
記載例635   高速自動車国道等運転者遵守事項違反　５（積載物転落）   358
記載例636   高速自動車国道等運転者遵守事項違反　６（積載物転落）…過失   359
記載例637   故障車両表示義務違反　１   360
記載例638   故障車両表示義務違反　２   361

第８節　消音器の備付け（運転者の遵守事項）（法 71条の２）
記載例639   消音器不備　１   362
記載例640   消音器不備　２   363
記載例641   消音器不備　３（消音器切断）   363
記載例642   消音器不備　４（排気口以外の穴開け）   364
記載例643   消音器不備　５（騒音低減機構を除去）   364

第９節　自動二輪車の運転者の遵守事項（法 71条の４第３項・４項・６項）
記載例644   高速道路の二人乗り運転　１（20 歳未満）   365
記載例645   高速道路の二人乗り運転　２（運転資格３年未満）   365
記載例646   高速自動車国道等における自動二輪車の２人乗り禁止違反   366
記載例647   初心の二人乗り運転   366

第 10節　初心運転者標識等の表示義務（法 71条の５）
記載例648   初心運転者標識表示義務違反　１   367
記載例649   初心運転者標識表示義務違反　２   367
記載例650   初心運転者標識表示義務違反　３…過失   368
記載例651   初心運転者標識表示義務違反　４…過失   368
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xxxii 目　次凡　例

第16章　交通事故の場合の措置等
第１節　交通事故の場合の措置（法 72条）

記載例652   不救護・不申告　１（人の死傷が自己の運転に起因しない場合 
＝法 117 条１項の不救護）   369

記載例653   不救護・不申告　２（人の死傷が自己の運転に起因する場合 
＝法 117 条２項の不救護）   370

記載例654   不　救　護   371
記載例655   危険防止措置違反（物損事故）   371
記載例656   事故不申告　１（人身）   372
記載例657   事故不申告　２（物損）   372
記載例658   事故不申告　３（教唆・人身）   373
記載例659   事故不申告　４（教唆・物損）   373
記載例660   事故現場不退去下命違反   374
記載例661   交通事故に際し警察官の指示違反   374

第２節　救護措置妨害の禁止（法 73条）
記載例662   救護措置等妨害　１   375
記載例663   救護措置等妨害　２   375

第17章　使用者の義務
第１節　安全運転管理者等（法 74条の３）

記載例664   安全運転管理者不選任　１（個人）   376
記載例665   安全運転管理者不選任　２（個人）   377
記載例666   安全運転管理者不選任　３（法人の代表者）   377
記載例667   副安全運転管理者不選任（両罰、法人・代表者）   378
記載例668   安全運転管理者等届出義務違反　１   378
記載例669   安全運転管理者等届出義務違反　２   379
記載例670   安全運転管理者解任、選任届出義務違反   379
記載例671   安全運転管理者等解任命令違反   380

第２節　自動車の使用者の義務等（法 75条）
記載例672   無免許運転容認…法人・安全運転管理者（両罰）   381
記載例673   無免許運転容認及び無免許運転…法人・安全運転管理者・ 

行為者（両罰）   382
記載例674   無免許運転下命及び無免許運転…法人・安全運転管理者・ 

行為者（両罰）   383
記載例675   過積載運転下命　１（両罰、法人・代表者）   384
記載例676   過積載運転下命　２（個人）   385
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記載例677   過積載運転下命　３（両罰、法人・安全運転管理者・行為者）   386
記載例678   過積載運転容認（両罰、法人・安全運転管理者・行為者）   388
記載例679   速度違反容認（両罰、法人・代表者）   390
記載例680   速度違反下命（両罰、法人・安全運転管理者・行為者）   392
記載例681   酒酔い運転下命（両罰、法人・安全運転管理者）   393
記載例682   酒酔い運転容認（個人・行為者）   394
記載例683   酒気帯び運転下命　１（個人）   395
記載例684   酒気帯び運転下命　２（個人・行為者）   396
記載例685   薬物使用運転下命　１（両罰、法人・安全運転管理者）   397
記載例686   薬物使用運転下命　２（両罰、法人・安全運転管理者・行為者）   398
記載例687   過労運転下命　１（両罰、法人・安全運転管理者）   399
記載例688   過労運転下命　２（両罰、法人・安全運転管理者・行為者）   400
記載例689   過労運転容認　１（会社経営者）   401
記載例690   過労運転容認　２（両罰、法人・安全運転管理者・行為者）   402
記載例691   放置駐車下命　１…法人・車両課長（両罰）   403
記載例692   放置駐車下命　２（個人）   404
記載例693   放置駐車下命　３（個人）   405
記載例694   放置駐車容認　１（両罰、法人・安全運転管理者）   406
記載例695   放置駐車容認　２（両罰、法人・安全運転管理者）   408
記載例696   放置駐車容認　３（個人）   408
記載例697   放置駐車容認　４（個人）   409
記載例698   放置駐車容認　５（両罰、法人の代表者で安全運転管理者） 

多数者による多数回の放置駐車   410
記載例699   自動車の運転禁止命令違反　１   411
記載例700   自動車の運転禁止命令違反　２（両罰、法人・安全運転管理者）   411
記載例701   運転禁止標章破棄   412
記載例702   運転禁止標章除去   412
記載例703   運転禁止標章除去及び運転禁止命令違反   413
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xxxiv 目　次凡　例

第 1-5 編　道路交通法

第18章　道路の使用等
第１節　道路における禁止行為（法 76条）

記載例704   信号機類似物の設置違反　１   416
記載例705   信号機類似物の設置違反　２   416
記載例706   道路標識類似物の設置違反   417
記載例707   標識効用妨害物設置違反　１   417
記載例708   標識効用妨害物設置違反　２   417
記載例709   信号機効用妨害物設置違反   418
記載例710   物件放置　１（個人）   418
記載例711   物件放置　２（個人）   418
記載例712   物件放置　３（法人、両罰規定）   419
記載例713   交通妨害　１（酒酔い）   419
記載例714   交通妨害　２（しゃがみ込み）   420
記載例715   交通妨害　３（立ち止まり）   420
記載例716   交通頻繁な道路での禁止違反　１（キャッチボール）   420
記載例717   交通頻繁な道路での禁止違反　２（遊戯等）   421
記載例718   道路における禁止行為違反　１（自動車に投石）   421
記載例719   道路における禁止行為違反　２ 

（人車等を損傷するおそれのある物件の投棄）   422
記載例720   道路における禁止行為違反　３（進行中の物件投棄）…同乗者   422
記載例721   道路における禁止行為違反　４（進行中の物件投棄）…同乗者   422
記載例722   道路における禁止行為違反　５（バスにつかまって進行）   423
記載例723   道路における禁止行為違反　６（進行中のバスに飛び乗り）   423
記載例724   道路における禁止行為違反　７ 

（氷結するおそれがあるのに道路に水まき）   423
記載例725   道路における禁止行為違反　８ 

（交通妨害となる道路上の汚水まき）   424
記載例726   道路における禁止行為違反　９（道路上におけるたき火）   424
記載例727   道路における禁止行為違反　10（進行中の車両から旗振り）   425
記載例728   道路における禁止行為違反　11 

（普通自動二輪車後部座席で旗振り）   425
記載例729   道路における禁止行為違反　12 

（交通妨害となる道路上の物件突き出し）   426
記載例730   道路における禁止行為違反　13 

（道路上における発煙（炎）筒、爆竹等の使用）   426
記載例731   道路における禁止行為違反　14 

（交通妨害となる道路上の家畜放し飼い）   427
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第２節　道路の使用許可（法 77条）
記載例732   無許可道路使用　１（作業）   428
1　法 77 条１項の解釈について   428

記載例733   無許可道路使用　２（工事）   429
記載例734   無許可道路使用　３（法人・許可の責任者）…両罰 

（水道工事のために無許可で道路を使用）   429
記載例735   無許可道路使用　４（法人・行為者）…両罰   430
記載例736   無許可道路使用　５（広告看板）   430
記載例737   無許可道路使用　６（広告看板）   431
記載例738   無許可道路使用　７（露店出店）   431
記載例739   無許可道路使用　８（露店出店）   431
記載例740   無許可道路使用　９（露店出店）   432
記載例741   無許可道路使用　10（露店出店）   432
記載例742   無許可道路使用　11（露店の併合罪）   433
記載例743   無許可道路使用　12…両罰（会社の役員と共謀の従業員の屋台出店）   433
記載例744   無許可道路使用　13（法人・役員・従業者）…両罰   434
記載例745   無許可道路使用　14（サンドイッチマン）   434
記載例746   無許可道路使用　15（サンドイッチマン）   434
記載例747   無許可道路使用　16（宣伝カーの運行）   435
記載例748   無許可道路使用　17（仮装行列の実施）   435
記載例749   無許可道路使用　18（撮影会）   436
記載例750   無許可道路使用　19（路上ライブ）   436
記載例751   無許可道路使用　20（路上ライブ・共謀）   437
記載例752   無許可道路使用　21（路上大道芸）   437
記載例753   無許可道路使用　22（ビラ配布）   438
記載例754   無許可道路使用　23（ビラ配布）…両罰、経営者・行為者 

（経営者と従業員を同時立件の場合）   438
記載例755   無許可道路使用　24（ビラ散布）   439
記載例756   道路使用許可条件違反　１（防護施設不完備）   439
記載例757   道路使用許可条件違反　２（防護施設不完備）   439
記載例758   道路使用許可条件違反　３（危険防止装置不備）   440
記載例759   道路使用原状回復義務違反　１（工作物不除去）   440
記載例760   道路使用原状回復義務違反　２（道路不舗装）   441

第３節　許可の手続（法 78条）
記載例761   道路使用許可証記載事項変更届出違反   442

第４節　違法工作物等に対する措置（法 81条、81条の２）
記載例762   違法工作物措置命令違反   443
記載例763   放置物件撤去命令違反   443
記載例764   道路使用条件遵守命令違反   444
記載例765   道路使用後の原状回復命令違反   444
記載例766   転落積載物等措置命令違反   444
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第５節　沿道の工作物等の危険防止措置（法 82条）
記載例767   沿道工作物危険防止措置命令違反　１   445
記載例768   沿道工作物危険防止措置命令違反　２   445
記載例769   沿道工作物危険防止措置命令違反　３   446

第19章　自動車及び原動機付自転車の運転免許
第１節　第一種免許（法 85条）

記載例770   大型自動車等無資格運転　１（21 歳未満・特定大型）   447
記載例771   大型自動車等無資格運転　２（免許期間３年未満・特定大型）   447
記載例772   緊急自動車無資格運転　１   448
記載例773   緊急自動車無資格運転　２   449

第２節　仮免許（法 87条）
記載例774   仮免許運転違反　１（条件）   450
記載例775   仮免許運転違反　２（条件）   450
記載例776   仮免許練習標識表示義務違反　１   451
記載例777   仮免許練習標識表示義務違反　２   451

第３節　免許の条件（法 91条、107 条の４第３項）
記載例778   免許の条件違反　１（限定）   452
記載例779   免許の条件違反　２（限定）   454
記載例780   免許の条件違反　３（限定）   454
記載例781   免許の条件違反（眼鏡不使用）   455
記載例782   国際運転免許等の免許条件違反（限定）   455

第４節　免許証の携帯及び提示義務（法 95条１項・２項）
記載例783   免許証不携帯　１   456
記載例784   免許証不携帯　２…過失   456
記載例785   免許証不携帯　３…過失   457
記載例786   免許証提示義務違反　１   457
記載例787   免許証提示義務違反　２   458
記載例788   免許証提示義務違反　３   458
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第20章　免許証の更新等
第１節　免許証の記載事項変更無届（法 94条）

記載例789   免許証の記載事項変更無届   459

第 2節　免許証の更新時の不申告（法 101 条）
記載例790   免許更新時の虚偽申告   460

第３節　免許の効力の停止（法 103 条の２）
記載例791   仮停止免許証不提出   461

第４節　免許証の返納等（法 107 条）
記載例792   免許証返納義務違反　１（取消）   462
記載例793   免許証返納義務違反　２（失効）   462
記載例794   免許証返納義務違反　３（亡失後発見）   462
記載例795   免許証返納義務違反　４（亡失後発見）   463

第５節　国際運転免許証所持者の運転禁止等（法 107 条の５）
記載例796   国際運転免許証不提出　１（運転禁止）   464
記載例797   国際運転免許証不提出　２（運転禁止）（出国後再上陸）   464
記載例798   国際運転免許証不提出　３（仮停止）   465

第６節　国外運転免許証の返納等（法 107 条の 10）
記載例799   国外運転免許証返納義務違反   466
記載例800   国外運転免許証提出義務違反   467
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xxxviii 目　次凡　例

第 1-6 編　道路交通法

第21章　罰　　　則
＜妨害運転に対する罰則の創設について＞

1　は じ め に   471
2　解　　　説   471

第１節　信号機・標識の操作・移転・損壊の罪（法 115 条）
記載例801   道路標識損壊　１（道路標識を折り曲げる）   481
記載例802   道路標識損壊　２（道路標識を投棄）   481
記載例803   信号機の操作　１（電源切断）   482
記載例804   信号機の操作　２（信号機を操作する）   482
記載例805   信号機の操作　３（信号機を停止させる）   482

第２節　過失建造物損壊（法 116 条）
記載例806   過失建造物損壊　１（カーブを直進して家屋に突入）   483
記載例807   過失建造物損壊　２（出合頭で被害車両を家屋に衝突させる）   484
記載例808   過失建造物損壊　３（電柱に接触した上家屋に突入）   485
記載例809   過失建造物損壊　４（対向車線に入り対向車と衝突した上家屋に突入）   485
記載例810   過失建造物損壊　５（急発進・急加速して暴走により工場に突入）   486
記載例811   過失建造物損壊　６（飲酒の影響により路外に逸走）   486
記載例812   過失建造物損壊　７（後退時に店舗突入）   487
記載例813   過失建造物損壊　８（前方不注視により路外に逸走）   487
記載例814   過失建造物損壊　９（歩行者を避けようとして逸走）   488
記載例815   過失建造物損壊　10（湿潤道路で滑走）   488

第３節　妨害運転：著しい交通の危険（法 117 条の２第６号、法 117 条の２の２第 11号）
記載例816   妨害目的による急ブレーキ禁止違反（一般道）   489
記載例817   妨害目的による進路変更禁止違反①   490
記載例818   妨害目的による進路変更禁止違反②   491
記載例819   妨害目的による駐停車禁止違反①（被害車両停止）   492
記載例820   妨害目的による駐停車禁止違反②（被害車両停止）   492
記載例821   妨害目的による駐停車禁止違反③（被害車両停止）   493
記載例822   妨害目的による駐停車禁止違反④（被害車両停止）   494
記載例823   妨害目的による駐停車禁止違反⑤（被害車両停止）   495
記載例824   妨害目的による駐停車禁止違反⑥（被害車両停止）   496
記載例825   妨害目的による駐停車禁止違反⑦（被害車両停止）   497
記載例826   妨害目的による駐停車禁止違反⑧（被害車両停止）   498
記載例827   妨害目的による駐停車禁止違反⑨（被害車両停止）   499
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記載例828   妨害目的による駐停車禁止違反⑩（被害車両停止）   500
記載例829   妨害目的による急ブレーキ禁止違反、駐停車禁止違反（被害車両停止）   501
記載例830   妨害目的による車間距離不保持、進路変更禁止違反、警音器使用等違反   502
記載例831   妨害目的による車間距離不保持、警音器使用等違反、 

安全運転義務違反（一般道）   503
記載例832   妨害目的による進路変更禁止違反、警音器使用等違反   504
記載例833   妨害目的による進路変更禁止違反、追越し方法違反、警音器使用等違反   505
記載例834   妨害目的による進路変更禁止違反、駐停車禁止違反（被害車両停止）   506
記載例835   妨害目的による追越し方法違反、駐停車禁止違反①（被害車両停止）   507
記載例836   妨害目的による追越し方法違反、駐停車禁止違反②（被害車両停止）   508

第４節　妨害運転：交通の危険のおそれ（法 117 条の２の２第 11号）
記載例837   妨害目的による急ブレーキ禁止違反①（自動車専用道）   509
記載例838   妨害目的による急ブレーキ禁止違反②   510
記載例839   妨害目的による急ブレーキ禁止違反③   510
記載例840   妨害目的による急ブレーキ禁止違反④   511
記載例841   妨害目的による急ブレーキ禁止違反⑤   511
記載例842   妨害目的による急ブレーキ禁止違反⑥   512
記載例843   妨害目的による急ブレーキ禁止違反⑦   512
記載例844   妨害目的による急ブレーキ禁止違反⑧   513
記載例845   妨害目的による急ブレーキ禁止違反⑨   513
記載例846   妨害目的による車間距離不保持①（自動車専用道）   514
記載例847   妨害目的による車間距離不保持②   514
記載例848   妨害目的による車間距離不保持③   515
記載例849   妨害目的による車間距離不保持④（自動車専用道）   516
記載例850   妨害目的による進路変更違反   516
記載例851   妨害目的による安全運転義務違反①   517
記載例852   妨害目的による安全運転義務違反②（自転車による対向車妨害）   517
記載例853   妨害目的による安全運転義務違反③   518
記載例854   妨害目的による安全運転義務違反④   518
記載例855   妨害目的による安全運転義務違反⑤   519
記載例856   妨害目的による通行区分違反、車間距離不保持、警音器の使用等違反   520
記載例857   妨害目的による通行区分違反、車間距離不保持、安全運転義務違反   521
記載例858   妨害目的による通行区分違反、車両等灯火違反、警音器使用等違反、

安全運転義務違反   522
記載例859   妨害目的による急ブレーキ禁止違反、進路変更禁止違反①   523
記載例860   妨害目的による急ブレーキ禁止違反、進路変更禁止違反②（自動車専用道）   524
記載例861   妨害目的による急ブレーキ禁止違反、進路変更禁止違反   525
記載例862   妨害目的による急ブレーキ禁止違反、進路変更禁止違反、 

安全運転義務違反   526
記載例863   妨害目的による急ブレーキ禁止違反、追越し方法違反   528
記載例864   妨害目的による急ブレーキ禁止違反、安全運転義務違反   528
記載例865   妨害目的による車間距離不保持、進路変更禁止違反   529
記載例866   妨害目的による車間距離不保持、進路変更禁止違反   530
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記載例867   妨害目的による車間距離不保持、進路変更禁止違反、 
追越し方法違反（高速道）   531

記載例868   妨害目的による車間距離不保持、進路変更禁止違反、 
警音器使用等違反（自動車専用道）   532

記載例869   妨害目的による車間距離不保持、進路変更禁止違反、 
警音器使用等違反、安全運転義務違反   533

記載例870   妨害目的による車間距離不保持、追越し方法違反、警音器使用等違反   534
記載例871   妨害目的による車間距離不保持、車両等灯火違反、警音器使用等違反   535
記載例872   妨害目的による車間距離不保持、警音器使用等違反   535
記載例873   妨害目的による進路変更禁止違反、車両等灯火違反、警音器使用等違反   536
記載例874   妨害目的による進路変更禁止違反、警音器使用等違反   536
記載例875   妨害目的による進路変更禁止違反、警音器使用等違反、安全運転義務違反   537
記載例876   妨害目的による進路変更禁止違反、安全運転義務違反①   538
記載例877   妨害目的による進路変更禁止違反、安全運転義務違反②   539
記載例878   妨害目的による進路変更禁止違反、安全運転義務違反③ 

（自動車専用道）   540
記載例879   妨害目的による警音器使用等違反、安全運転義務違反   541
記載例880   第１　妨害目的による進路変更禁止違反、安全運転義務違反 

 第２　妨害目的による進路変更禁止違反（自動車専用道）   542
記載例881   妨害目的による通行区分違反、車間距離保持違反、 

警音器使用等違反（暴行）   543
記載例882   妨害目的による急ブレーキ禁止違反、追い越し方法違反 

（暴行、不申告）   544

第５節　免許証不正取得（法 117 条の２の２第 12号）
記載例883   免許証不正取得　１（再交付＝免許停止処分に備えた場合）   545
記載例884   免許証不正取得　２ 

（再交付＝免許証をサラ金の担保に使用したため）   545
記載例885   免許証不正取得　３ 

（再交付前亡失免許証を発見し二重所持目的を持った場合）   546
記載例886   免許証不正取得　４（他人の氏名を名乗り自己の顔写真を 

添付した願書を提出して受験して合格した場合）   547
記載例887   免許証不正取得　５ 

（外国の運転免許を有しているよう偽装して試験を一部免除）   548
記載例888   免許証不正取得　６（虚偽の紛失届で再交付を受ける）   549
記載例889   免許証不正取得　７（養子縁組を偽装して改姓）   550
記載例890   免許証不正取得　８（不正受験）   551

第６節　免許証の譲渡・貸与（法 120 条１項 15号）
記載例891   免許証譲渡　１   552
記載例892   免許証譲渡　２   552
記載例893   免許証貸与   552
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目　次 xli

第22章　観念的競合

記載例894   無免許・酒気帯び運転   553
1　観念的競合と併合罪の関係について   554

記載例895   酒気帯び免許外運転   555
記載例896   無免許・酒酔い運転   555
記載例897   無免許・積載物重量制限超過違反   556
記載例898   無免許・無車検車両運転   556
記載例899   無免許・無車検・無保険車両運転   557
記載例900   無免許・無車検・無保険の検査対象軽自動車運転   558
記載例901   無免許・酒気帯び・無車検・無保険車両運転   559
記載例902   酒気帯び・無車検・無保険車両運転   559
記載例903   酒酔い・無車検・無保険車両運転   560
記載例904   無車検・無保険車両運転   561
記載例905   不救護・不申告（人身事故）   561
記載例906   不救護・不申告の教唆（人身事故）   562
記載例907   救護義務違反幇助   563

第23章　併　合　罪

記載例908   速度違反・赤色信号看過違反 
（速度違反でパトカーから逃走中、赤色信号看過違反）   564

記載例909   法定速度違反者の免許証提示義務違反   565
記載例910   停車違反と違法停車是正命令違反   566
記載例911   無免許・赤色信号看過違反   567
記載例912   無免許・速度違反（免許停止中の運転と法定速度違反）   567
記載例913   酒気帯び・速度違反   568
記載例914   酒酔い・赤色信号看過違反   569
記載例915   酒酔い・指定速度違反   570
記載例916   無免許運転（２件）   570
記載例917   酒気帯び運転（２件）   571
記載例918   無免許・酒気帯び運転（２件）   572
記載例919   無免許・酒気帯び・事故不申告・赤色信号無視（無免許・酒気帯び 

運転の検挙を逃れる途中の事故不申告・赤色信号無視）   573
記載例920   無免許・酒気帯び・事故不申告・赤色信号看過 

（事故を起こしパトカーから逃走中の違反）   574
記載例921   無免許・酒気帯び・不申告 

（無免許・酒気帯びで物損事故を起こして逃走）   575
記載例922   無免許・酒酔い・無車検・無保険車両運転（観念的競合事件が複数）   576
記載例923   酒酔い運転と飲酒検知拒否   577
記載例924   酒酔い運転者の免許証提示義務違反   578
記載例925   薬物施用運転者の免許証提示義務違反   579
記載例926   安全運転義務違反により物件事故を起こし事故不申告   580
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記載例927   免許証の貸与・無免許運転幇助   581
記載例928   他人名を詐称して免許証の不正取得   582
記載例929   他人名義で免許証を不正取得し、無免許運転で不実記載免状を 

提示行使   584
記載例930   重過失により人家に突入させて出火   585
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目　次 xliii

第 2-1 編　交通関係特別法

第１章　道路運送法・貨物自動車運送事業法
1　「道路運送事業」とは   588
2　「自動車運送事業」とは   588
3　「旅客自動車運送事業」の種類は   589
4　そ の 他 等   589

第１節　無許可旅客運送事業（白バス）
記載例931   無許可旅客運送事業　１（白バス営業）法人・代表者（両罰）   590
記載例932   無許可旅客運送事業　２（白バス営業） 

（両罰、法人・代表者・従業員）   591
記載例933   無許可旅客運送事業　３（白バス営業）（両罰、法人・代表者）   592
記載例934   無許可旅客運送事業　４（電磁的公正証書原本不実記録・ 

白バス併用車両の所有者・使用の本拠を偽り白バス営業）   593
記載例935   無許可旅客運送事業・同幇助　５（白バス営業） 

（両罰、法人・代表者・従業員・車両提供者）   594
記載例936   無許可旅客運送事業　６（白バス営業） 

（会社名義を使用した個人事業）   596
記載例937   無許可旅客運送事業　７（白バス営業）（個人）   597
記載例938   無許可旅客運送事業　８（白バス営業）（個人・共謀）   598
記載例939   無許可旅客運送事業　９（白バス営業）無免許運転   599
記載例940   無許可旅客運送事業　10（白バス営業）   600
記載例941   無許可旅客運送事業　11（白バス営業）  600
記載例942   無許可旅客運送事業（白バス営業）及び有償貸渡し禁止違反   601
記載例943   一般旅客自動車運送事業の名義利用（両罰）   602

第２節　無許可貨物運送事業（白トラ）
記載例944   無許可一般貨物自動車運送事業　１（白トラ営業）   603
記載例945   無許可一般貨物自動車運送事業　２（白トラ営業）   603
記載例946   無許可一般貨物自動車運送事業　３（白トラ営業）   604
記載例947   無許可一般貨物自動車運送事業　４（白トラ営業、両罰、法人・代表者）   604
記載例948   無許可一般貨物自動車運送事業　５ 

（白トラ営業、両罰、法人・経営者）   605
記載例949   無許可一般貨物自動車運送事業　６（白トラ営業の幇助）   605
記載例950   無許可一般貨物自動車運送事業　７（白トラ営業）   606
記載例951   無許可特定貨物自動車運送事業　１（白トラ営業）   606
記載例952   無許可特定貨物自動車運送事業　２（白トラ営業）   607
記載例953   無許可特定貨物自動車運送事業　３（白トラ営業、共謀）   607
記載例954   無許可特定貨物自動車運送事業　４（白トラ営業）（両罰、法人・ 

代表者）   608
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xliv 目　次凡　例

記載例955   無許可特定貨物自動車運送事業　５（白トラ営業） 
（法人の実質上のオーナー）   609

記載例956   無届け貨物軽自動車運送事業（白トラ営業）   610

第３節　無許可旅客運送事業（白タク）
記載例957   無許可旅客運送事業　１（白タク営業）   611
記載例958   無許可旅客運送事業　２（白タク営業・共謀）   611
記載例959   無許可旅客運送事業　３（白タク営業）   612
記載例960   無許可旅客運送事業　４（白タク営業）   612
記載例961   無許可旅客運送事業　５（貸切運送とその幇助）   613
記載例962   無許可自動車運送事業経営（白タク営業）と有償貸渡し禁止違反   614
記載例963   一般旅客自動車運送事業の貸渡し（両罰）   615

第４節　有償運送（白タク等）
1　有償運送禁止違反について   616

記載例964   有償運送禁止違反（白タク）　１   617
記載例965   有償運送禁止違反（白タク）　２   617
記載例966   有償運送禁止違反（白タク）　３   618
記載例967   有償運送禁止違反（白トラ）　１   618
記載例968   有償運送禁止違反（白トラ）　２   619

第５節　不当料金収受
記載例969   不当料金収受　１   620
記載例970   不当料金収受　２…法人・運転者（両罰）   620

第６節　タクシー事業者の違反
記載例971   運転者の制限違反（無資格者乗務）　１（両罰）   621
記載例972   運転者の制限違反（無資格者乗務）　２（両罰）   622

第７節　トラック事業者等の違反
記載例973   無認可事業計画変更　１   623
記載例974   無認可事業計画変更　２   623
記載例975   事業計画変更届出義務違反（事業用自動車に関する変更）   624
記載例976   運行管理者選任義務違反　１   624
記載例977   運行管理者選任義務違反　２（両罰、法人・代表者）   625
記載例978   貨物自動車運送事業の名義貸し　１   625
記載例979   貨物自動車運送事業の名義貸し　２（両罰、法人・代表者）   626
記載例980   貨物自動車運送事業の名義貸し　３   627
記載例981   一般貨物自動車運送事業の貸渡し禁止違反   627
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目　次 xlv

記載例982   一般貨物自動車運送事業管理の無許可委託（両罰、法人・代表者）   628
記載例983   一般貨物自動車運送事業の無許可休廃止   628
記載例984   特定貨物自動車運送事業の無届休止   629
記載例985   特定貨物自動車運送事業の管理無届委託   629
記載例986   特定貨物自動車運送事業法人の解散無届   630
記載例987   特定貨物自動車運送事業の無許可承継   630
記載例988   貨物運送事業用自動車の外側への記号等無表示   631
記載例989   事業用自動車が起こした重大事故の不申告   632

第８節　運送引受義務違反
記載例990   乗車拒否　１（個人タクシー）   634
記載例991   乗車拒否　２（従業者）   635
記載例992   乗車拒否　３（従業者）   635
記載例993   乗車拒否　４（両罰、法人・従業者）   636
記載例994   乗車拒否　５（両罰、法人）   636
記載例995   乗車拒否　６（両罰、法人・従業者）   637

第９節　事業計画変更違反
記載例996   事業計画変更違反（両罰）   638

第 10節　自家用自動車の所有者の不正
記載例997   自家用自動車の有償貸渡し　１   639
記載例998   自家用自動車の有償貸渡し　２   640
記載例999   自家用自動車の有償貸渡し　３   641

記載例1000  自家用自動車の有償貸渡し　４   641
記載例1001  自家用自動車の有償貸渡し　５   642
記載例1002  自家用自動車の使用禁止命令違反 

（貨物自運法３条違反による行政処分）   642
記載例1003  自家用自動車の使用禁止命令違反 

（運送法 78 条違反による行政処分）   643
記載例1004  自家用貨物自動車の外側に記号等表示違反   643

第 11節　乗客の禁止行為
記載例1005  乗客の禁止行為　１（禁止物品の持ち込み）   644
記載例1006  乗客の禁止行為　２（危険物品の持ち込み）   647
記載例1007  乗客の禁止行為　３（迷惑物品の持ち込み）   647
記載例1008  乗客の禁止行為　４（運転者への話しかけ）   648
記載例1009  乗客の禁止行為　５（運転者への話しかけ）   649
記載例1010  乗客の禁止行為　６（運転者への話しかけ）   649
記載例1011  乗客の禁止行為　７（車内から物を投げる）   650
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xlvi 目　次凡　例

記載例1012  乗客の禁止行為　８（車内から物を投げる）   650
記載例1013  乗客の禁止行為　９（非常口の扉を開ける）   651
記載例1014  乗客の禁止行為　10（非常口の扉を開ける）   651
記載例1015  乗客の禁止行為　11（運転装置に触れる）   652
記載例1016  乗客の禁止行為　12（禁煙表示に従わない乗客）   652
記載例1017  乗客の禁止行為　13（禁煙表示に従わない乗客）   652

第 12節　職務の執行妨害違反
記載例1018  乗務員に対する職務執行妨害　１   653
記載例1019  乗務員に対する職務執行妨害　２   653
記載例1020  乗務員に対する職務執行妨害　３   654

第 13節　一般乗合旅客自動車に投石
記載例1021  一般乗合旅客自動車に投石　１   655
記載例1022  一般乗合旅客自動車に投石　２   655

第 14節　一般乗合旅客自動車に対する危険行為
記載例1023  人の現在するバスに時限爆弾放置（未遂）   656

第２章　貨物利用運送事業法

記載例1024  第一種貨物利用運送事業無登録経営　１   657
記載例1025  第一種貨物利用運送事業無登録経営　２   658
記載例1026  第一種貨物利用運送事業無登録経営　３   659
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目　次 xlvii

第 2-2 編　交通関係特別法

第３章　道路運送車両法
第１節　無登録自動車運行

記載例1027  無登録自動車運行　１   662
記載例1028  無登録自動車運行　２（両罰、法人・行為者）   663
記載例1029  無登録自動車運行　３（両罰、法人・行為者）   663
記載例1030  無登録自動車運行　４ 

（盗んだナンバープレートを無登録・無保険車に使用）   664
記載例1031  臨時運行許可番号標返納義務違反   664
記載例1032  臨時運行許可番号標不正使用   665

第２節　ナンバープレート等の取り外し
記載例1033  ナンバープレート（自動車登録番号標）の取り外し　１   666
記載例1034  ナンバープレート（自動車登録番号標）の取り外し　２   666

第３節　抹消登録申請懈怠
記載例1035  変更登録不申請   667
記載例1036  移転登録不申請   667
記載例1037  抹消登録申請懈怠   668
記載例1038  抹消登録無申請   668

第４節　ナンバープレートの表示義務違反
記載例1039  ナンバープレート（自動車登録番号標）の表示義務違反　１ 

（汚損）   669
記載例1040  ナンバープレート（自動車登録番号標）の表示義務違反　２ 

（覆い隠し）   669
記載例1041  ナンバープレート（自動車登録番号標）の表示義務違反　３ 

（ナンバープレートを装着しない場合）   670
記載例1042  ナンバープレート（自動車登録番号標）の表示義務違反　４ 

（暴走行為の際、自動車登録番号標の一部を隠す）   670
記載例1043  ナンバープレート（自動車登録番号標）の表示義務違反　５ 

（番号標隠ぺい）   671
記載例1044  ナンバープレート（車両番号標）の表示義務違反　６ 

（二輪の小型自動車）   671
記載例1045  ナンバープレート（車両番号標）の表示義務違反　７ 

（二輪の小型自動車）   672
記載例1046  ナンバープレート（車両番号標）の表示義務違反　８ 

（二輪の小型自動車）   672
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xlviii 目　次凡　例

記載例1047  ナンバープレート（車両番号標）の表示義務違反　９ 
（検査対象軽自動車）   673

記載例1048  ナンバープレート（車両番号標）の表示義務違反　10 
（検査対象外軽自動車）   673

記載例1049  ナンバープレート（車両番号標）の表示義務違反　11 
（検査対象外軽自動車）   674

記載例1050  ナンバープレート（自動車登録番号標）不正使用　１   674
記載例1051  ナンバープレート（自動車登録番号標）不正使用　２   675
記載例1052  ナンバープレート（自動車登録番号標）不正使用　３   675
記載例1053  ナンバープレート（自動車登録番号標）不正使用　４   676
記載例1054  ナンバープレート（回送運行許可番号標）不正使用　５ 

（両罰、法人・経営者）   677
記載例1055  ナンバープレート（臨時運行許可番号標）不正使用　６ 

（両罰、法人・代表者）   677
記載例1056  ナンバープレート（自動車登録番号標）の廃棄等措置義務違反　１   678
記載例1057  ナンバープレート（自動車登録番号標）の廃棄等措置義務違反　２   678

第５節　自動車車台番号の塗まつ
記載例1058  自動車車台番号の塗まつ　１   679
記載例1059  自動車車台番号の塗まつ　２   679
記載例1060  自動車車台番号の塗まつ　３   680
記載例1061  自動車車台番号の塗まつ　４（教唆）   680
記載例1062  自動車車台番号の塗まつ　５（幇助）   681
記載例1063  自動車車台番号の塗まつ　６   681
記載例1064  車台番号等の打刻禁止違反   682

第６節　臨時運行許可証等（に関する不正）
記載例1065  臨時運行許可証の返納義務違反　１   683
記載例1066  臨時運行許可証の返納義務違反　２   683
記載例1067  臨時運行許可番号標の表示義務違反　１   684
記載例1068  臨時運行許可番号標の表示義務違反　２   684
記載例1069  臨時運行許可番号標の表示義務違反　３   684
記載例1070  臨時運行許可証不備及び臨時運行許可番号標の表示義務違反   685
記載例1071  臨時運行許可証不備違反   685

第７節　整備管理者
記載例1072  整備管理者選任義務違反   686
記載例1073  整備管理者選任届出違反   686

交通事件_0-4_008-058_目次_2版_白修.indd   48 2022/06/03   15:33



目　次 xlix

第８節　無車検自動車の運行
記載例1074  無車検自動車運行　１ 

（自動車　ただし、軽自動車・小型特殊自動車を除く）   687
記載例1075  無車検自動車運行　２   687
記載例1076  無車検自動車運行　３（検査対象軽自動車）   688
記載例1077  無車検自動車運行　４（教唆）   688
記載例1078  無車検自動車運行　５（情を知らない従業員に運転させる）   689
記載例1079  無車検自動車運行　６（両罰）   689
記載例1080  無車検自動車運行　７（両罰）   690
記載例1081  車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車の運行　１   690
記載例1082  車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車の運行　２   691

第９節　自動車検査証
記載例1083  自動車の譲渡証明書不交付違反   692
記載例1084  自動車検査証の記載事項変更記入違反　１   692
記載例1085  自動車検査証の記載事項変更記入違反　２   693
記載例1086  自動車検査証の記載事項変更記入違反　３（両罰）   693
記載例1087  自動車検査証の記載事項変更記入違反　４（幇助）   694
記載例1088  自動車検査証の記載事項変更記入違反　５（両罰）   695
記載例1089  自動車検査証備付け義務違反　１   695
記載例1090  自動車検査証備付け義務違反　２   696
記載例1091  検査標章表示義務違反　１   696
記載例1092  検査標章表示義務違反　２   696
記載例1093  自動車検査証備付け及び検査標章表示義務違反   697
記載例1094  有効期限切れ検査標章表示違反   697
記載例1095  自動車検査証の返納義務違反   698

第 10節　保安基準適合証の不正認証
記載例1096  保安基準適合証の不正認証　１   699
記載例1097  保安基準適合証の不正認証　２（共犯）   700
記載例1098  保安基準適合証の不正認証　３（両罰）   701

第 11節　保安基準不適合車両
記載例1099  保安基準不適合車両に対する整備命令違反   702
記載例1100  保安基準不適合車両に対する整備命令に従わない検査証不返納違反   703
記載例1101  保安基準不適合車両の使用経路制限違反   703
記載例1102  保安基準不適合車両に対する自動車登録番号標の領置義務違反   704
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l 目　次凡　例

第 12節　保安基準適合証
記載例1103  保安基準適合証不正交付　１   705
記載例1104  保安基準適合証不正交付　２（両罰）   706
記載例1105  保安基準適合証交付後指定整備記録簿に記載せず（両罰）   707

第 13節　自動車検査員
記載例1106  自動車検査員の不選任   708
記載例1107  自動車検査員選任無届違反   708
記載例1108  自動車検査員選任変更無届違反   708

第 14節　自動車特定整備事業
記載例1109  自動車特定整備事業の無認証経営　１   709
記載例1110  自動車特定整備事業の無認証経営　２   709
記載例1111  自動車特定整備事業の無認証経営　３（両罰）   710
記載例1112  自動車特定整備事業の無認証経営　４   710
記載例1113  指定外自動車の特定整備違反   712
記載例1114  車高を元に戻した場合の特定整備記録簿の記載業務違反（両罰）   713
記載例1115  自動車特定整備事業場の重要事項変更無届違反   713
記載例1116  自動車特定整備事業者の地位継承者無届違反   714
記載例1117  自動車特定整備事業の譲受無届違反   714

第 15節　自動車登録番号標等の偽造・同行使
記載例1118  自動車登録番号標の偽造　１   715
記載例1119  自動車登録番号標の偽造　２   715
記載例1120  偽造自動車登録番号標の行使　１   716
記載例1121  偽造自動車登録番号標の行使　２   716
記載例1122  自動車登録番号標の偽造及び同行使　１   717
記載例1123  自動車登録番号標の偽造及び同行使　２   717
記載例1124  模造自動車登録番号標使用　１   718
記載例1125  模造自動車登録番号標使用　２   718

第 16節　不正改造の禁止
記載例1126  車高短車への改造   719
記載例1127  車輪部分の突出   719
記載例1128  窓ガラスへの着色フィルム貼付   720
記載例1129  消音器の取り外し   720
記載例1130  暴走族の不正改造教唆と記載事項変更届出義務違反   721
記載例1131  不正改造、記載事項変更届出義務違反幇助及び整備不良車両運転幇助   722

❶道路交通法による車両の分類　724　　❷道路運送車両法による車両の分類　725 
❸道路交通法と道路運送車両法の区分のまとめ　727　　❹道路交通法の車両区分　729
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目　次 li

第 2-3 編　交通関係特別法

第４章　自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

記載例1132  営業停止命令違反   732
記載例1133  無認定営業   732
記載例1134  損害賠償措置義務違反   733

第５章　道　路　法

記載例1135  無許可道路継続使用　１   734
記載例1136  無許可道路継続使用　２   734
記載例1137  無許可道路継続使用　３   735
記載例1138  無許可道路占用の変更（現場責任者と法人を同時立件の場合）   735
記載例1139  道路に関する禁止行為　１（道路汚損）   736
記載例1140  道路に関する禁止行為　２（道路汚損）   736
記載例1141  道路に関する禁止行為　３（残土等路上投棄）   736
記載例1142  道路に関する禁止行為　４（残土等路上投棄）   737
記載例1143  通行の禁止・制限違反　１   737
記載例1144  通行の禁止・制限違反　２   737
記載例1145  通行の禁止・制限違反　３   738
記載例1146  通行の禁止・制限違反　４   738
記載例1147  通行の禁止・制限違反　５   738
記載例1148  通行の禁止・制限違反　６   739
記載例1149  通行の禁止・制限違反　７（両罰、法人・行為者）   739
記載例1150  通行の禁止・制限違反　８（両罰、法人・行為者）   740
記載例1151  通行の禁止・制限違反　９   740
記載例1152  通行の禁止・制限違反　10   741
記載例1153  特殊車両通行許可違反　１   741
記載例1154  特殊車両通行許可違反　２（両罰、法人・行為者）   742
記載例1155  特殊車両通行許可違反　３   742
記載例1156  道路損壊（道路の効用を害し又は交通に危険を生じさせる行為）   743

第６章　高速自動車国道法

記載例1157  高速自動車国道にウイスキー瓶破片を散乱 
（交通に危険を生じさせる行為）   744

記載例1158  高速自動車国道走行中の自動車をウイスキー瓶で破壊   744
記載例1159  高速自動車国道立入制限措置指示違反   745
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lii 目　次凡　例

第７章　自動車の保管場所の確保等に関する法律

記載例1160  道路を自動車の保管場所として使用　１   746
記載例1161  道路を自動車の保管場所として使用　２   748
記載例1162  道路を自動車の保管場所として使用　３（両罰） 

（従業員が勝手に駐車場所にしていた場合）   748
記載例1163  道路を自動車の保管場所として使用　４   749
記載例1164  道路を自動車の保管場所として使用　５   749
記載例1165  12 時間以上駐車　１   750
記載例1166  12 時間以上駐車　２   750
記載例1167  車庫を持たない者に対する運行供用制限命令違反   751
記載例1168  夜間８時間以上駐車　１   752
記載例1169  夜間８時間以上駐車　２   753
記載例1170  夜間８時間以上駐車　３   753
記載例1171  夜間８時間以上駐車　４（両罰、法人・従業者）   754
記載例1172  夜間８時間以上駐車　５（両罰）   754
記載例1173  虚偽登録申請（警察署長に虚偽の車庫申請をし、 

これに基づいて運輸支局に登録）   755
記載例1174  保管場所の変更届出違反　１   755
記載例1175  保管場所の変更届出違反　２   756
記載例1176  運行供用制限命令標章の破損・汚損・除去   756

第８章　駐 車 場 法

記載例1177  都市計画区域内における有料駐車場の無届経営   757
記載例1178  都市計画区域内における有料駐車場の規模・設備変更無届経営   757
記載例1179  都市計画区域内における有料駐車場の管理規程変更無届   758

第９章　土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

記載例1180  表示番号等を表示しない土砂等運搬大型自動車の使用   759
記載例1181  積載重量の自重計を取り付けていない土砂等運搬大型貨物自動車の使用   759
記載例1182  死亡事故を起こした土砂等運搬大型自動車の使用制限禁止違反   760
記載例1183  死亡事故等を起こした土砂等運搬大型自動車の検査証返納命令違反   760
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目　次 liii

第10章　自動車損害賠償保障法

記載例1184  無保険車両の運行　１   761
記載例1185  無保険車両の運行　２   762
記載例1186  無保険車両の運行　３（車両貸与し情を知らない被用者に運行させる行為）   762
記載例1187  無保険車両の運行　４（運転交替し情を知らない他人に運行させる行為）   763
記載例1188  無保険車両の運行　５（両罰、法人・行為者）   763
記載例1189  無保険車両の運行　６（両罰、法人・行為者）   764
記載例1190  無保険車両運行の教唆　１   764
記載例1191  無保険車両運行の教唆　２   765
記載例1192  無保険車両運行の教唆　３   765
記載例1193  無保険車両運行の幇助   766
記載例1194  損害賠償保険証明書備付違反　１   766
記載例1195  損害賠償保険証明書備付違反　２   767
記載例1196  保険標章の表示違反   767
記載例1197  原動機付自転車の保険標章表示違反   768
記載例1198  原動機付自転車の他車保険標章表示違反   768
記載例1199  原動機付自転車の有効期間切れ保険標章表示違反   769

第11章　鉄道営業法

記載例1200  鉄道会社係員の公衆に対する失行   770
記載例1201  鉄道会社係員の踏切開通懈怠による往来妨害   770
記載例1202  無賃乗車　１   771
記載例1203  無賃乗車　２   771
記載例1204  無賃乗車　３   771
記載例1205  無賃乗車　４（正犯と幇助）   772
記載例1206  普通乗車券でグリーン車両に乗車   772
記載例1207  氏名詐称による定期乗車券購入   773
記載例1208  危険品の託送   773
記載例1209  危険品の車中持込み   773
記載例1210  列車警報機の濫用   774
記載例1211  旅客の禁止事項違反　１（運転中の飛び降り）   774
記載例1212  旅客の禁止事項違反　２（貨物列車荷台部分に乗車）   774
記載例1213  旅客の禁止事項違反　３（連結器上に乗車）   775
記載例1214  物 品 販 売   775
記載例1215  寄 付 要 求   775
記載例1216  鉄道地立入　１   776
記載例1217  鉄道地立入　２   776
記載例1218  鉄道地立入　３   776
記載例1219  鉄道地立入　４（共犯）   777
記載例1220  JR 係員に対する職務執行妨害   777
記載例1221  JR 線駅ホームでの発砲   777
記載例1222  列車に対する投石   778
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liv 目　次凡　例

第12章　新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

記載例1223  運行保安設備をみだりに操作   779
記載例1224  線路上への置き石による列車の運行妨害   779
記載例1225  線路内不法立入　１   780
記載例1226  線路内不法立入　２   780
記載例1227   線路内不法立入　３   780
記載例1228  走行中の列車への物件投てき   781
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目　次 lv

第 3 編　交通関連刑法

第１章　公務執行妨害罪

記載例1229  公務執行妨害　１   784
記載例1230  公務執行妨害　２   784
記載例1231  公務執行妨害　３   785
記載例1232  公務執行妨害、傷害　１   785
記載例1233  公務執行妨害、傷害　２   786
記載例1234  公務執行妨害、器物損壊   786

第２章　文書偽造罪
第１節　免許証の改ざん等

記載例1235  有印公文書偽造・同行使（免許証の有効期間の改ざん）   787
記載例1236  偽造有印公文書行使・有印私文書偽造・同行使 

（偽造運転免許証でレンタカーを借り無免許運転）   788

第２節　交通関係標章の偽造
記載例1237  有印公文書偽造・同幇助 

（「駐車禁止除外指定車標章」偽造とその用紙の印刷）   789
記載例1238  有印公文書偽造・同行使 

（「駐車禁止除外指定車標章」の偽造及び行使）   790
記載例1239  偽造有印公文書行使・同幇助（偽造「駐車禁止除外指定車標章」の 

行使と情を知って同標章の譲り渡し）   791

第３節　免許証不正取得
記載例1240  有印私文書偽造・同行使・免状不実記載、免許証不正取得 

（別人の免許証を再交付申請）   792
記載例1241  有印私文書偽造・同行使、免状不実記載、免許証不正取得 

（他人名義の免許証を交付申請）   793
記載例1242  免許証不正取得（免許停止処分に備えて二重取得）   794
記載例1243  免状等不実記載・免許証不正取得等 

（別人の免許証を再交付申請）   794
記載例1244  免状等不実記載・免許証不正取得 

（自己が他人名義で取得した免許証の更新）   795
記載例1245  有印私文書偽造・同行使・免許証不正取得 

（他人名義で免許証紛失てん末書を偽造して免許証の再交付）   796
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lvi 目　次凡　例

記載例1246  有印私文書偽造・同行使・免状等不実記載・免許証不正取得 
（試験答案用紙に他人の氏名を署名し、 原付車の免許をサラ金で 
身分証明に使用するための取得）   797

記載例1247  免許証不正取得・有印私文書偽造・同行使（紛失名下に他人名義の 
免許証再交付を受け、交通違反の際、氏名詐称）   798

第４節　車庫飛ばし
記載例1248  免状等不実記載、電磁的公正証書原本不実記録・同供用　１ 

（運転免許証と自動車登録ファイルへの不実記載）   799
記載例1249  公正証書原本不実記載・同行使・電磁的公正証書原本不実記録・ 

同供用　２（住民基本台帳と自動車登録ファイルへの不実記載） 
（品川ナンバーの自動車登録番号にするため虚偽の住民登録をし、 
その旨運輸支局に申請）   800

記載例1250  電磁的公正証書原本不実記録・同供用　３   801
記載例1251  電磁的公正証書原本不実記録・同供用　４   802
記載例1252  電磁的公正証書原本不実記録・同供用　５   803

第５節　氏 名 詐 称
記載例1253  私印偽造・私印不正使用 

（交通違反の供述調書の氏名欄に他人の氏名を署名）   804
記載例1254  有印私文書偽造・同行使・犯人隠避教唆　１ 

（弟を身代わりにする）   805
記載例1255  有印私文書偽造・同行使　２（交通切符に知人の名前を署名）   806
記載例1256  有印私文書偽造・同行使　３ 

（駐車違反で出頭した際、 他人名義を署名）   807

第３章　犯人隠避罪等

記載例1257  犯人隠避教唆　１（放置駐車・電話で依頼）   808
記載例1258  犯人隠避教唆　２（放置駐車・電話で依頼）   809
記載例1259  犯人隠避教唆　３（駐車違反・喫茶店で依頼）   809
記載例1260  犯人隠避教唆　４（夜８時間以上駐車・自室で依頼）   810
記載例1261  犯人隠避教唆　５（放置駐車・走行車両内で依頼）   811
記載例1262  犯人隠避教唆　６（人身事故・不救護・不申告）   812
記載例1263  犯人隠避教唆　７（速度違反・被教唆者方で依頼）   813
記載例1264  犯人隠避　１（事故不申告）   814
記載例1265  犯人隠避　２（放置駐車）   814
記載例1266  犯人隠避　３（依頼を受け無免許運転の犯人を隠避）   815
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目　次 lvii

第４章　公用文書毀棄罪

記載例1267  公用文書毀棄　１（交通反則告知書等を引き裂く）   816
記載例1268  公用文書毀棄　２（酒酔い・酒気帯び鑑識カードを破る）   816
記載例1269  公用文書毀棄　３（速度違反取締りの際、測定記録紙を飲み込む等）   817
記載例1270  公用文書毀棄　４（呼気検知カードを引き裂く）   818
記載例1271  公用文書毀棄　５（交通事件原票（６枚）を引き裂く）   818
記載例1272  公用文書毀棄　６（令状を引き裂く）   819
記載例1273  公務執行妨害・公用文書毀棄   819
記載例1274  飲酒検知拒否・公用文書毀棄   820

第５章　過失往来危険罪等

記載例1275  過失往来危険　１（酒気帯び運転して踏切内に進入し、電車に衝突）   821
記載例1276  過失往来危険　２（前方が渋滞しているのに踏切に入り電車と衝突）   822
記載例1277  過失往来危険　３（安全確認を怠り踏切に入り電車と衝突）   823
記載例1278  過失往来危険　４（警報機の警報を無視して踏切に進入した直後、 

電車と衝突）   823
記載例1279  過失往来危険　５（ハンドル操作を誤り踏切内に立往生）   824
記載例1280  過失電車転覆   825
記載例1281  過失運転致傷・過失往来危険　１（踏切事故により負傷者発生）   826
記載例1282  過失運転致傷・過失往来危険　２（踏切事故により負傷者発生）   827
記載例1283  過失運転致傷・過失往来危険　３（踏切事故により負傷者発生）   828

第６章　贈　収　賄

記載例1284  贈　賄　１（速度違反の取締りを免れるため警察官に現金を差し出す）   829
記載例1285  贈　賄　２（無免許運転の取締りを免れた謝礼として現金を供与）   830
記載例1286  贈　賄　３（酒酔い運転で交通事故を起こし逮捕を免れるため 

警察官に５万円を差し出す）   831
記載例1287  贈　賄　４（酒気帯び運転の検挙を免れるため贈賄の申込みをする）   832
記載例1288  収　賄（無免許運転の犯人を隠避し、賄賂を収受）   833
記載例1289  贈収賄（民間車検場不正車検による賄賂）   834
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lviii 目　次凡　例

第７章　傷害罪・傷害致死罪・殺人罪等

記載例1290  傷　害　１   835
記載例1291  傷　害　２   835
記載例1292  傷　害　３   836
記載例1293  傷　害　４   836
記載例1294  傷　害　５   836
記載例1295  傷　害　６   837
記載例1296  傷　害　７   838
記載例1297  傷害・器物損壊   839
記載例1298  傷害致死　１   839
記載例1299  傷害致死　２   840
記載例1300  殺人未遂　１   840
記載例1301  殺人未遂　２   841
記載例1302  殺　人　１   841
記載例1303  殺　人　２   842

第８章　詐　欺　罪

記載例1304  詐　欺　１（休業の事実がないのに休業損害を詐取）   843
記載例1305  詐　欺　２（事故を偽装して３名共謀で保険会社から治療代を詐取）   844
記載例1306  詐　欺　３（虚偽の施術証明書による保険金詐取）   845
記載例1307  詐　欺　４（ダンプカーの積荷砕石が落下したため車が破損したと 

偽って保険会社に保険金を交付させる）   846
記載例1308  詐欺未遂（交通事故の受傷を装い休業補償金等を詐取しようとした）   847

第９章　恐　喝　罪

記載例1309  恐　喝　１（いわゆる当たり屋、未遂）   848
記載例1310  恐　喝　２（事故を偽装して示談金を喝取、共犯）   848
記載例1311  恐　喝　３（追突されたことに因縁をつけ２名共謀で保険会社から 

数回にわたり現金や車を喝取）   849

編著者紹介等   850
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2 第１編　道路交通法

第 ●1-1  編   道路交通法

第１章 ｜ 交 通 規 制

第 1節　公安委員会の交通規制（法 4条）

 記載例 1 警察官現場指示違反　1…車両等

《罰　条》 法 119 条 1項 1号、4条 1項後段
〈罰　則〉 3 月以下の懲役又は 5万円以下の罰金

被疑者は、日 時頃、場 所付近道路において、東京都公安委員会の緊急時
で道路標識等による交通の規制をすることが困難であるとの認定に基づき、警視
庁○○警察署巡査部長○○○○が赤色灯火信号相当の手信号により停止の指示を
したのに、これに従わないで、普通乗用自動車【注】を運転して通行したものであ
る。

【注】	 道路交通法違反事件の犯罪事実には、違反車両について、同法上の車両の種類
までを提示すれば足り、車両登録番号や車台番号を記載する必要はない。

 記載例 2 警察官現場指示違反　２…歩行者等

《罰　条》 法 121 条１項１号、４条１項後段
〈罰　則〉 ２万円以下の罰金又は科料

被疑者は、日 時頃、場 所付近道路において、東京都公安委員会の緊急時
で道路標識等による交通の規制をすることが困難であるとの認定に基づき、警視
庁○○警察署巡査部長○○○○が赤色灯火信号相当の手信号により停止の指示を
したのに、これに従わないで、歩行して通行したものである。

第●●1-1●編  道路交通法

第１章 ｜ 交 通 規 制

基本形

《罰　条》 法 119 条 1項 1号、4条 1項後段
〈罰　則〉 3 月以下の懲役又は 5万円以下の罰金

基本形

《罰　条》 法 121 条１項１号、４条１項後段
〈罰　則〉 ２万円以下の罰金又は科料
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 記載例 3 大規模災害発生時の交通規制に伴う警察官の指示違反　１…車両等

《罰　条》法 119 条１項１号、４条１項後段 
〈罰　則〉３月以下の懲役又は５万円以下の罰金

被疑者は、	日 時頃、	場 所付近道路において普通乗用自動車	（○○○○○○
号）を運転中、同市○○○丁目○○番地○○マンションがガス爆発のため周辺の
人車に危険が及ぶおそれがあったので○○県公安委員会が道路における危険を防
止するため、緊急を要し道路標識等を設置するいとまがないと認め、現場に出動
した○○県○○警察署巡査部長○○○○ほか２名に通行禁止の規制をすることを
命じたことにより、同警察官らが上記場所において○○２丁目方向へ通行しない
よう指示したのに、同自動車を運転して通行禁止区間を通行したものである。

 記載例 4 大規模災害発生時の交通規制に伴う警察官の指示違反　２…歩行者等

《罰　条》法 121 条１項１号、４条１項後段
〈罰　則〉２万円以下の罰金又は科料

被疑者は、日 時頃、場 所付近道路を歩行中、場 所○○マンションが
ガス爆発のため周辺の人車に危険が及ぶおそれがあったので、○○県公安委員会
が道路における危険を防止するため緊急を要し、道路標識等を設置するいとまが
ないと認め、現場に出動した○○県○○警察署司法巡査○○○○ほか３名に通行
禁止の規制を命じたことにより、同警察官らが同場所において○○マンション前
道路約○○○メートルの区間は通行禁止であるから通行しないよう指示したの
に、これに従わないで通行したものである。

《罰　条》法 119 条１項１号、４条１項後段 
〈罰　則〉３月以下の懲役又は５万円以下の罰金

《罰　条》法 121 条１項１号、４条１項後段
〈罰　則〉２万円以下の罰金又は科料
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第６章　踏切の通過

第７章　交差点における通行方法等

第８章　横断歩行者等の保護のための通行方法

第９章　緊急自動車等

第10章　徐行及び一時停止

第11章　停車及び駐車

道路交通法
第1-2編
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100 第１編　道路交通法

第 ●1-2  編   道路交通法

第６章 ｜ 踏切の通過

第１節　踏切の通過（法 33条）

 記載例 192 踏切不停止等　１

《罰　条》 法 119 条１項２号、33条１項
　　　 　  （道路標識等による停止線が設けられている場合は、法４条１項、令１条の

２第１項を加える。次例を参照のこと。）

〈罰　則〉 ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金

被疑者は、法定の除外事由【注１】がないのに、日 時頃、普通乗用自動車を運
転して場 所先の踏切を通過するに際し、その直前で停止【注２】することなく進
行したものである。

【注１】		『除外事由』

	 	 	 	　信号に従う場合（法 33条１項ただし書＝対面青色信号のことで踏切警報機
とは異なる。）。

【注２】		 法 33 条１項は、「一時停止」と「安全確認」の両方がなされることを要求
していることに注意されたい。

第●●1-2●編  道路交通法

第６章 ｜ 踏切の通過

基本形

《罰　条》 法 119 条１項２号、33条１項
　　　 　  （道路標識等による停止線が設けられている場合は、法４条１項、令１条の

２第１項を加える。次例を参照のこと。）

〈罰　則〉 ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金
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 記載例 193 踏切不停止等　２

《罰　条》法 119 条１項２号、33条１項、４条１項、令１条の２第１項
〈罰　則〉３月以下の懲役又は５万円以下の罰金

被疑者は、法定の除外事由がないのに、日 時頃、普通乗用自動車を運転し
て場 所先の踏切を通過するに際し、停止線の手前で停止することなく進行し
たものである。

【注】	 道路標識や停止線について、公安委員会の意思決定がある場合は、踏切の直前
ではなく、「停止線の手前」と記載すべきである。

 記載例 194 踏切不停止等　３

《罰　条》法 119 条１項２号、33条１項
〈罰　則〉３月以下の懲役又は５万円以下の罰金

被疑者は、法定の除外事由がないのに、日 時頃、普通乗用自動車（○○○
○○○号）を運転して場 所先 JR○○線踏切を通過するに際し、その直前で停
止せず進行して、同踏切を通過したものである。

【注】	「踏切不停止」と「過失往来危険罪（刑法 129 条１項）」は、併合罪の関係にある。

《罰　条》法 119 条１項２号、33条１項、４条１項、令１条の２第１項
〈罰　則〉３月以下の懲役又は５万円以下の罰金

《罰　条》法 119 条１項２号、33条１項
〈罰　則〉３月以下の懲役又は５万円以下の罰金
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第12章　灯火及び合図

第13章　乗車、積載及び牽引

第14章　整備不良車両の運転の禁止等

道路交通法
第1-3編
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192 第１編　道路交通法

第 ●1-3  編   道路交通法

第12章 ｜ 灯火及び合図

第１節　車両の灯火（法 52条）

 記載例 347 自動車の前照灯無灯火　１（夜間）

《罰　条》  法 120 条１項５号、52条１項前段、令 18条１項１号、車両法 41条
13号、保安基準 32条１項

〈罰　則〉 ５万円以下の罰金

被疑者は、夜間である日 時頃、場 所付近道路において、法令に定める前
照灯をつけないで普通貨物自動車を運転したものである。

 記載例 348 自動車の前照灯無灯火　２（濃霧）

《罰　条》  法 120 条１項５号、52条１項後段、令 19条、18条１項１号、車両
法 41条 13号、保安基準 32条１項

〈罰　則〉 ５万円以下の罰金

被疑者は、日 時頃、場 所付近道路において、普通乗用自動車を運転中、
同所は濃霧のため視界が 50メートル以下であったのに、前照灯をつけないで前
記自動車を運転したものである。

第●●1-3●編  道路交通法

第12章 ｜ 灯火及び合図

基本形

《罰　条》  法 120 条１項５号、52条１項前段、令 18条１項１号、車両法 41条
13号、保安基準 32条１項

〈罰　則〉 ５万円以下の罰金

基本形

《罰　条》  法 120 条１項５号、52条１項後段、令 19条、18条１項１号、車両
法 41条 13号、保安基準 32条１項

〈罰　則〉 ５万円以下の罰金
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 記載例 349 原動機付自転車の尾灯無灯火

《罰　条》  法 120 条１項５号、52条１項前段、令 18条１項２号、車両法 44条
６号、保安基準 62条の３第１項

〈罰　則〉５万円以下の罰金

被疑者は、夜間である日 時頃、場 所付近道路において、法令の定める尾
灯をつけないで原動機付自転車（○○○○○○号）を運転したものである。

 記載例 350 自動車の車幅灯無灯火…過失

《罰　条》  法 120 条２項・１項５号、52条１項前段、令 18条１項１号、車両
法 41条 13号、保安基準 34条１項

〈罰　則〉５万円以下の罰金

被疑者は、夜間である日 時頃、場 所付近道路において、法令の定める車
幅灯がついていることを確認して運転すべき義務を怠り、これがついていないこ
とに気付かないで普通乗用自動車	（○○○○○○号）	を運転したものである。

《罰　条》  法 120 条１項５号、52条１項前段、令 18条１項２号、車両法 44条
６号、保安基準 62条の３第１項

〈罰　則〉５万円以下の罰金

《罰　条》  法 120 条２項・１項５号、52条１項前段、令 18条１項１号、車両
法 41条 13号、保安基準 34条１項

〈罰　則〉５万円以下の罰金
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第15章　運転者の義務

第16章　交通事故の場合の措置等

第17章　使用者の義務

道路交通法
第1-4編
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268 第１編　道路交通法

第 ●1-4  編   道路交通法

第㆒⓹章 ｜ 運転者の義務

第１節　無免許運転（法 64 条）

 記載例 483 無免許運転　１

《罰　条》 法 117 条の２の２第１号、64条１項
〈罰　則〉 ３年以下の懲役又は 50万円以下の罰金

被疑者は、公安委員会の運転免許を受けないで、日 時頃、場 所付近道路
において、普通貨物自動車を運転したものである。

 解 　 説 

1  無免許運転（法 64条１項）
「無免許運転」とは、公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自

転車を運転することである。
ア 　公安委員会の運転免許を取得している場合でも①免許停止期間中（法 90 条５

項、103 条１項・４項、103 条の２第１項、104 条の２の３第１項・３項・５項、103

条４項）②免許取消処分（法 103 条１項・２項、104 条の２の２）を受けたとき。
③免許の更新をしなかったとき（法 105 条）は運転資格を失う。

イ 　国際運転免許証又は外国運転免許証（以下「国際運転免許証等」という。）を所
持する者は、本邦に上陸をした日から起算して１年間は我が国で自動車の運転が
できる（法 107 条の２）のであるが、①免許証が外国にあり、本邦に持ち込んで
いない場合、又は免許証を紛失した場合、②本邦に上陸してから１年間を経過し
てから免許証を外国から取り寄せたとしても自動車の運転はできない（故に国際

運転免許証等を所持している者については絶えずパスポート等により出入国記録を確認

してその者が１年以内に本邦に上陸している事実を確認しなければならない）。

第●●1-4●編  道路交通法

第㆒⓹章 ｜ 運転者の義務

基本形

《罰　条》 法 117 条の２の２第１号、64条１項
〈罰　則〉 ３年以下の懲役又は 50万円以下の罰金
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③本邦で自動車を運転して交通違反をして運転禁止（期間限定＝免許停止と免許

取消しに該当する５年間までの禁止） となったときは本邦での自動車運転資格を失う。
④本邦で交通違反により運転を禁止されている期間は、外国で国際運転免許を

取得してきてもその禁止期間中は運転資格がない（法 107 条の２、88 条１項２号

から４号）。
また、住民基本台帳に記録されている者が出国し、当該出国の日から３か月に

満たない期間内に再び本邦に上陸した場合は、「上陸をした日から起算して１年
間」の「上陸」に当たらないとされている（法 107 条の２）。

これは、本邦において公安委員会の運転免許を取得していない者が、国際運転
免許証等により本邦で自動車を運転し、本邦入国後１年を経過する直前に出国し
て国際運転免許証等を再取得して再上陸して本邦に入り、本邦において自動車の
運転を繰り返すような国際運転免許証等を悪用する事例が見られたことから平成
13 年の法改正により規定の改正が行われたものである。

ウ 　免許証の不正取得（他人の氏名による免許取得＝自らが受験して試験点数が合格点

に達し、自己の顔写真の貼付された他人の氏名の免許証を取得した場合）。
他人の氏名による免許取得の事例としては、 ①免許試験受験資格に欠格事由がな

いが、 何らかの事情で自己の氏名が公になる （住民登録をして住民票を取り寄せ、 これを

提出しなければ受験できない。） ことを忌避したい場合と、 ②免許取消処分を受け免許
試験受験資格に欠格事由があるため、 自己の氏名では受験を拒否される場合がある。

①につき、 千葉地判昭 60・９・９は無免許運転の成立を否定した （判時 1173・

160）。
②につき、 札幌地判昭 51・６・１は有罪としている （判例集等未登載、 なお本件

は量刑不当で最高裁に上告され上告棄却となっている）。
エ　過失による無免許運転は処罰規定を欠く。

ただし、無免許運転ではあるから反則者には該当しない（大阪簡判昭 43・10・

18　下刑集 10・10・1021）。
「過失無免許運転の例」
①無免許者が会社の資材置場内で特殊自動車の位置の移動を企て、バックギア

に入っているのに気付かず始動させ、道路上に当該自動車を移動（大阪地判昭

40・４・30　判タ 176・210）、②運転免許の更新期日が経過していることに気付
かないまま運転（東京高判昭 49・３・27、東京高判昭 49・３・28　判時 752・108

参照）等がある。
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第18章　道路の使用等

第19章　自動車及び原動機付自転車の運転免許

第20章　免許証の更新等

道路交通法
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416 第１編　道路交通法

第 ●1-5  編   道路交通法

第㆒⓼章 ｜ 道路の使用等

第１節　道路における禁止行為（法 76 条）

 記載例 704 信号機類似物の設置違反　１

《罰　条》 法 118 条１項６号、76条１項
〈罰　則〉 ６月以下の懲役又は 10万円以下の罰金

被疑者は、日 時頃、場 所先道路に、信号機に類似する工作物をみだりに
設置したものである。

 記載例 705 信号機類似物の設置違反　２

《罰　条》法 118 条１項６号、76条１項
〈罰　則〉６月以下の懲役又は 10万円以下の罰金

被疑者は、日 時頃、場 所先道路において、信号機に類似する工作物をみ
だりに設置したものである。

第●●1-5●編  道路交通法

第㆒⓼章 ｜ 道路の使用等

基本形

《罰　条》 法 118 条１項６号、76条１項
〈罰　則〉 ６月以下の懲役又は 10万円以下の罰金

《罰　条》法 118 条１項６号、76条１項
〈罰　則〉６月以下の懲役又は 10万円以下の罰金
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 記載例 706 道路標識類似物の設置違反

《罰　条》法 118 条１項６号、76条１項
〈罰　則〉６月以下の懲役又は 10万円以下の罰金

被疑者は、場 所自宅前道路を大型ダンプカーが通行するのを阻止するため、
日 時頃、前記道路上に車両進入禁止の道路標識に類似する物件をみだりに設
置したものである。

 記載例 707 標識効用妨害物設置違反　１

《罰　条》 法 118 条１項６号、76条２項
〈罰　則〉 ６月以下の懲役又は 10万円以下の罰金

被疑者は、日 時頃、場 所先道路において、東京都公安委員会が設置した
一時停止の道路標識が見えなくなるような位置に、広告看板１枚（縦約３メート

ル、横約１メートル）を取り付け、もって道路標識の効用を妨げるような工作物
を設置したものである。

 記載例 708 標識効用妨害物設置違反　２

《罰　条》法 118 条１項６号、76条２項
〈罰　則〉６月以下の懲役又は 10万円以下の罰金

被疑者は、場 所に店舗を設けてレストラン○○○を営んでいるものである
が、日 時、○○県公安委員会が被疑者方店舗前に設置した一時停止の道路標
識が全く見えなくなる位置に、横○○センチメートル、縦○ メートルの木製看板
を取り付け、 もって道路標識の効用を妨げるような工作物を設置したものである。

《罰　条》法 118 条１項６号、76条１項
〈罰　則〉６月以下の懲役又は 10万円以下の罰金

基本形

《罰　条》 法 118 条１項６号、76条２項
〈罰　則〉 ６月以下の懲役又は 10万円以下の罰金

《罰　条》法 118 条１項６号、76条２項
〈罰　則〉６月以下の懲役又は 10万円以下の罰金
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第21章　罰　　　則

第22章　観念的競合

第23章　併　合　罪

道路交通法
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470 第１編　道路交通法

第 ●1-6  編   道路交通法

第㆓㆒章 ｜ 罰　　　則

＜妨害運転に対する罰則の創設について＞

第 117 条の２　次の各号のいずれかに該当する者は、５年以下の懲役又は 100
万円以下の罰金に処する。
一～五（略）

六  　次条第 11 号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を
停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

第 117 条の２の２　次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役又は
50 万円以下の罰金に処する。
一～十（略）

十  一　他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつ
て、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方
法によるものをした者

　イ　第 17 条（通行区分）第４項の規定の違反となるような行為
　ロ　第 24 条（急ブレーキの禁止）の規定に違反する行為
　ハ　第 26 条（車間距離の保持）の規定の違反となるような行為
　ニ　第 26 条の２（進路の変更の禁止）第２項の規定の違反となるような行為
　ホ  　第 28 条（追越しの方法）第１項又は第４項の規定の違反となるような行為
　へ　第 52 条（車両等の灯火）第２項の規定に違反する行為
　ト　第 54 条（警音器の使用等）第２項の規定に違反する行為
　チ　第 70 条（安全運転の義務）の規定に違反する行為
　リ　第 75 条の４（最低速度）の規定の違反となるような行為
　ヌ  　第 75 条の８（停車及び駐車の禁止）第１項の規定の違反となるような行為

第●●1-6●編  道路交通法

第㆓㆒章 ｜ 罰　　　則
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 第 21 章　罰　　　則 471
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 解 　 説 

1  は じ め に
他の車両等の通行を妨害する目的で、「急ブレーキ禁止違反」、「車間距離不保持」

等の一定の違反行為であり、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせる
おそれのある方法によるものをした者を、３年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に
処することになった（法 117 条の２の２第 11 号）。

また、この罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、そ
の他道路における著しい交通の危険を生じさせた者を５年以下の懲役又は 100 万円
以下の罰金に処することになった（法 117 条の２第６号）。

以下、法 117 条の２の２第 11 号の罪に当たる行為を「妨害運転：交通の危険のお
それ」、法 117 条の２第６号の罪に当たる行為を「妨害運転：著しい交通の危険」と
し、それぞれ解説する。

2  解　　　説
⑴　「妨害運転：交通の危険のおそれ」について

道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為を、他の車両等の通行を
妨害する目的で、あえて行うことの悪質性・危険性を踏まえ、一般に「あおり運転」
と呼ばれるこのような行為を、厳罰の対象とすることになった。

ア　「他の車両等の通行を妨害する目的」
これは、相手方に自車との衝突を避けるために急な回避措置をとらせる等、他

の車両等の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいい、単
に認識・認容があるだけでは足りないとされる。
　したがって、例えば、

○  　追越車線を走行中の遅い車両に対して、当該車両の運転者が自らの違反
（通行帯違反）に気がついて自発的に車線を変更することを期待して、車間を
詰めるような行為（車間距離不保持）
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第１章　道路運送法・貨物自動車運送事業法

第２章　貨物利用運送事業法

交通関係特別法
第2-1編
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588 第２編　交通関係特別法

第 ●2-1  編   交通関係特別法

第１章 ｜ 道路運送法・貨物自動車運送事業法

	解	　	説	

1	 「道路運送事業」とは

①　旅客自動車運送事業

②　貨物自動車運送事業

③　自動車道事業

をいう（運送法２条１項）。

2	 「自動車運送事業」とは

①　旅客自動車運送事業

②　貨物自動車運送事業

をいう（運送法２条２項）。

第●●2-1●編  交通関係特別法

第１章 ｜道路運送法・貨物自動車運送事業法
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3	 「旅客自動車運送事業」の種類は

①　一般旅客自動車運送事業
　イ　一般乗合旅客自動車運送事業
　ロ　一般貸切旅客自動車運送事業
　ハ　一般乗用旅客自動車運送事業

②　特定旅客自動車運送事業

である（運送法３条）。

4	 	その他等
このうち、貨物自動車運送事業については、従来、道路運送法に規定がなされてい
たが、平成元年法律第 83号により、「貨物自動車運送事業法」が制定され、平成２
年 12月１日から施行された。

そのため、道路運送法の第３章貨物自動車運送事業 46条において「貨物自動車運
送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。」とされている。

交通事件_587-782_02編01-12章_2版_白修.indd   589 2022/06/03   15:40



交通関係特別法
第２-2編

第３章　道路運送車両法
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662 第２編　交通関係特別法

第 ●2-2  編   交通関係特別法

第３章 ｜ 道路運送車両法

第１節　無登録自動車運行

 記載例 1027 無登録自動車運行　１

《罰　条》 車両法 108 条１号、４条
〈罰　則〉 ６月以下の懲役又は 30万円以下の罰金

被疑者は、法定の除外事由【注】がないのに、日 時頃、場 所付近道路にお
いて、自動車登録ファイルに登録を受けていない小型乗用自動車（車台番号○○
○○○○○○○○○○）を運転して運行の用に供したものである。

【注】	『除外事由』

	 	 		 臨時運行の許可（車両法 34条）、回送運行の許可（車両法 36条の２）を受
けた場合。

第●●2-2●編  交通関係特別法

第３章 ｜ 道路運送車両法

基本形

《罰　条》 車両法 108 条１号、４条
〈罰　則〉 ６月以下の懲役又は 30万円以下の罰金
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 第３章　道路運送車両法 663
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 記載例 1028 無登録自動車運行　２（両罰、法人・行為者）

《罰　条》車両法 108 条１号、４条、111 条２号
〈罰　則〉６月以下の懲役又は 30万円以下の罰金、法人は罰金刑のみ

被疑者○○工業株式会社は、場 所に本店を置き、道路の清掃及び維持管理
等の業務を営むもの、被疑者△△△△は、同社の従業員であるが、被疑者△△は、
同社の業務に関し、日 時頃、場 所付近道路において、法定の除外事由がな
いのに、自動車登録ファイルに登録を受けていない大型特殊自動車（製品識別番
号○○○○○○○○○○○○○○○○）を運転して運行の用に供したものである。

 記載例 1029 無登録自動車運行　３（両罰、法人・行為者）

《罰　条》車両法 108 条１号、４条、111 条２号
〈罰　則〉６月以下の懲役又は 30万円以下の罰金、法人は罰金刑のみ

被疑者○○工業株式会社は、場 所に本店を置き、道路の清掃及び維持管理
等の業務を営むもの、被疑者△△△△は、同社の従業員であるが、被疑者△△は、
同社の業務に関し、日 時頃、場 所付近道路において、法定の除外事由がな
いのに、自動車登録ファイルに登録を受けていない大型特殊自動車（製品識別番
号○○○○○○○○○○○○○○○○）を運転して運行の用に供したものである。

基本形

《罰　条》車両法 108 条１号、４条、111 条２号
〈罰　則〉６月以下の懲役又は 30万円以下の罰金、法人は罰金刑のみ

基本形

《罰　条》車両法 108 条１号、４条、111 条２号
〈罰　則〉６月以下の懲役又は 30万円以下の罰金、法人は罰金刑のみ
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交通関係特別法
第２-3編

第４章�　自動車運転代行業の業務の適正化に関する
法律

第５章　道　路　法
第６章　高速自動車国道法
第７章　自動車の保管場所の確保等に関する法律
第８章　駐�車�場�法
第９章�　土砂等を運搬する大型自動車による交通事

故の防止等に関する特別措置法
第10章　自動車損害賠償保障法
第11章　鉄道営業法
第12章�　新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げ

る行為の処罰に関する特例法
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732 第２編　交通関係特別法

第 ●2-3  編   交通関係特別法

第４章 ｜ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

 記載例 1132 営業停止命令違反

《罰　条》 自動車運転代行業法 31条、23条１項
〈罰　則〉 １年以下の懲役若しくは 50万円以下の罰金又は併科

被疑者は、○○代行運転の名称で運転代行業を営むものであるが、自己が自動
車運転代行業の業務の適正化に関する法律に違反したことにより、東京都公安委
員会から、年月日から年月日までの間、その営業の停止を命じられたのに、
年月日、場 所付近道路において、酔客○○○○から依頼されて同人管理に係
る普通乗用自動車を同人に代わって運転する役務を提供し、もって自動車運転代
行業を営んだものである。

 記載例 1133 無認定営業

《罰　条》自動車運転代行業法 32条１号、５条１項、４条
〈罰　則〉30万円以下の罰金

被疑者は、「○○代行運転」の名称で、自動車運転代行業を営んでいたもので
あるが、法律で定められた申請書を公安委員会に提出しないで、日 時頃から
日 時 頃まで間、利用者である⊠⊠⊠⊠の依頼に応じ、 場 所 駐車場から
場 所付近道路まで、同人を乗車させた代行運転自動車を運転させた上、従業
員△△△△に随伴用自動車を運転させ、もって公安委員会の認定を受けないで自
動車運転代行業を営んだものである。

第●●2-3●編  交通関係特別法

第４章 ｜自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

《罰　条》 自動車運転代行業法 31条、23条１項
〈罰　則〉 １年以下の懲役若しくは 50万円以下の罰金又は併科

《罰　条》自動車運転代行業法 32条１号、５条１項、４条
〈罰　則〉30万円以下の罰金
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 第４章　自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 733

第1-1編
（
第
１
〜
５
章
）

道
路
交
通
法

第1-2編
（
第
６
〜
11
章
）

道
路
交
通
法

第1-3編
（
第
12
〜
14
章
）

道
路
交
通
法

第1-4編
（
第
15
〜
17
章
）

道
路
交
通
法

第1-5編
（
第
18
〜
20
章
）

道
路
交
通
法

第1-6編
（
第
21
〜
23
章
）

道
路
交
通
法

第2-1編
（
第
１
〜
２
章
）

交
通
関
係
特
別
法

第2-2編
（
第
３
章
）

交
通
関
係
特
別
法

第2-3編
（
第
４
〜
12
章
）

交
通
関
係
特
別
法

第3編
交
通
関
連
刑
法

 記載例 1134 損害賠償措置義務違反

《罰　条》  自動車運転代行業法 32条３号、12条、国土交通省関係同法施行規則
３条

〈罰　則〉30万円以下の罰金

被疑者は、○○県公安委員会から認定を受け、場 所に営業所を設け、「○○
○代行」の名称で自動車運転代行業を営んでいるものであるが、日 時頃、
場 所付近道路において、国土交通省令で定める基準に適合する損害賠償責任
保険契約又は損害賠償責任共済契約が締結されていない普通乗用自動車（車両番
号〇〇〇〇〇〇〇号）を随伴用自動車として従業員である△△△△に運転させ、
もって代行運転自動車の運転により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財
産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するも
のを講じなかったものである。

《罰　条》  自動車運転代行業法 32条３号、12条、国土交通省関係同法施行規則
３条

〈罰　則〉30万円以下の罰金
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第１章　公務執行妨害罪

第２章　文書偽造罪

第３章　犯人隠避罪等

第４章　公用文書毀棄罪

第５章　過失往来危険罪等

第６章　贈　収　賄

第７章　傷害罪・傷害致死罪・殺人罪等

第８章　詐　欺　罪

第９章　恐　喝　罪

交通関連刑法
第３編
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784 第３編　交通関連刑法

第 ●３  編   交通関連刑法

第１章 ｜ 公務執行妨害罪

 記載例 1229 公務執行妨害　１

《罰　条》刑法 95条１項

被疑者は、日 時頃、場 所先歩道上において、警視庁第○方面交通機動隊
勤務の巡査○○○○（当時○○歳）から交通違反の取締りを受けた際、同巡査に
対し、その右手を挙骨で２回殴る暴行を加え、もって同巡査の職務の執行を妨害
したものである。

 記載例 1230 公務執行妨害　２

《罰　条》刑法 95条１項

被疑者は、日 時頃、場 所警視庁○○警察署○○交番内において、被疑者
に対する交通反則告知書を作成していた同署地域課勤務の巡査部長○○○○（当
時○○歳）に対し、その胸部を両手で１回押す暴行を加え、もって同巡査部長の
職務の執行を妨害したものである。

第●●３●編  交通関連刑法

第１章 ｜ 公務執行妨害罪

基本形

《罰　条》刑法 95条１項

基本形

《罰　条》刑法 95条１項
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 第１章　公務執行妨害罪 785
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 記載例 1231 公務執行妨害　３

《罰　条》刑法 95条１項

被疑者は、日 時頃、場 所先路上において、普通自動二輪車を運転中、警
視庁○○警察署交通課勤務の巡査部長○○○○（当時○○歳）から交通違反の取
締りを受けた際、一旦停止し、前方に同巡査部長を認めたにもかかわらず、あえ
て同車両を発信させて同車両を同巡査部長の左大腿部に接触させるなどの暴行を
加え、もって同巡査部長の職務の執行を妨害したものである。

 記載例 1232 公務執行妨害、傷害　１

《罰　条》刑法 95条１項、204 条

被疑者は、日 時頃、場 所先国道○号線上り車道上において、第二種原動
機付自転車を運転して走行中、交通違反の取締りのため被疑者に停止を求めた警
視庁○○警察署交通課勤務の巡査○○○○（当時○○歳）に対し、自車前部を同
巡査の身体に衝突させて同巡査を路上に転倒させる暴行を加え、もって同巡査の
職務の執行を妨害するとともに、前記暴行により、同巡査に全治まで約○○日間
を要する右手関節、左膝足部打撲挫創、右膝挫創の傷害を負わせたものである。

基本形

《罰　条》刑法 95条１項

基本形

《罰　条》刑法 95条１項、204 条
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850凡　例 編著者紹介等

【交通事故・事件捜査実務研究会顧問等略歴】

　殿井　憲一（とのい　けんいち）

　　平成 10年４月「副検事任官」
　　�　静岡地方検察庁沼津支部、東京地方検察庁交通部、同庁八王子支部、同庁刑事部、東京区検察庁
刑事部勤務を経て、平成 20年４月法務省法務総合研究所教官。その後、立川区検察庁統括副検事、
東京区検察庁総務部副部長、同庁刑事部副部長、同庁道路交通部長、同庁公判部長、同庁刑事部長、
同庁総務部長兼上席の検察官を歴任。現在は退官し公証人を務める。

　【主要編著書】
　「交通事故事件捜査 110 講（新訂版）」（共著、警察時報社、2003 年）
　「�罪種別・事例中心�現行犯人逮捕手続書・緊急逮捕手続書・被害届作成ハンドブック」（編著、立花書房、2016 年）
　「��交通事件犯罪事実作成実務必携〜道路交通法から交通関係特別法・刑法まで〜」（監修、立花書房、2017 年）
　「�すぐに役立つ地域・刑事警察官一件書類記載例集〔強制捜査編〕〜頻出 20事例と一口メモ〜」（監修、立花書房、2017 年）
　「�すぐに役立つ地域・刑事警察官犯罪事実記載要領〔第２版〕〜重要・頻出記載例と詳細解説〜」（監修、立花書房、2018 年）
　「定番シリーズ　交通事件犯罪事実記載例集」（編著、立花書房、2018 年）
　「定番シリーズ　現行犯人・緊急逮捕手続書記載例集」（編著、立花書房、2018 年）
　「�すぐに役立つ地域・刑事警察官一件書類記載例集〔任意捜査編〕〔第２版〕〜頻出 20事例と一口メモ〜」（監修、立花書房、2019 年）
　「�地域警察官実務必携〜一件書類作成から犯罪事実記載等まで〜」（監修、立花書房、2019 年）

　草山　哲明（くさやま　てつあき）

　　平成 11年４月　「副検事任官」
　　�　新潟区検察庁、新潟地方検察庁高田支部、東京地方検察庁交通部、同庁八王子支部、東京区検察
庁刑事部、同庁公判部、さいたま地方検察庁川越支部、東京地方検察庁立川支部を経て、平成 26
年 10 月町田区検察庁上席の検察官。その後、立川区検察庁統括副検事（検務担当）、東京区検察
庁道路交通部副部長、同庁総務部副部長を歴任し、令和３年４月から同庁総務部長兼上席の検察官。

　【主要編著書】
　「定番シリーズ　交通事件犯罪事実記載例集第２版」（編著、立花書房、2022 年）
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