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辰 村 吉 康

岐阜大学教養部

(1978年 10月 14 日受理)

不利益供述拒否権と交通事故の報告義務
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The Privilege叫

1. は じ め に

現行道路交通法一以下道交法という- 72条 1項は, 交通事故が発生した場合に, 犬車両等の

運転者が講じなければならない措置について, 前段ではいわゆる救助義務として負傷者を救

助し, 道路交通の危険を防止する等の措置を講ずる義務を課す と ともに, 後段では, 「警察官

が現場にいるときは当該警察官に, 警察官が現場にいないとき昧直ちにもよりの警察署の警

察官に, 当該事故が発生した日時及び場所, 当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の

負傷の程度並びに損傷した物及び損壊の程度並びに当該交通事故について講じた措置」 を報

告すべき義務を課している。 いわゆる報告義務といわれるものである。 この報告をしなかっ

た場合については, 同法 119条 1項 10号は, 「 3月以下の懲役又は3万円以下の罰金」 に処

すと定めている。 従って, 例えば, 自動車を運転中, 過って人を殺傷した場合に, 殺傷の事

実を報告しなければ, た とえ負傷者に適切な手当をするなどの事後の措置に力をつ く したと

しても, 右の刑罰を うけることになるのであ り, これは端的にいえば, 刑罰の威嚇によって

事故の報告を強制するとい う ことになる。このような報告義務を課す理由は, 「警察官を して,

速に, 交通事故の発生を知 り, 被害者の救護, 交通秩序の回復につき適切な措置を とらしめ,

以って道路における危険とこれによる被害の増大を防止し, 交通の安全を図る等のため(1)」と

されている。 最高裁は一般人が, 交通事故の際, 負傷者を救護 しかつ交通の安全を確保する

ことに元来素人であるから, 専門家である警察官に適切な応急措置をとらしめる機会を与え,

道路における危険とこれによる被害の増大を防止し, なおかつ交通の安全を確保させるため

に報告義務を課すものと理由づけるのであるが, 思 うにこの限 りにおいては合理的なものと

もいえよう。 しかしながら, 交通事故といっても√負傷者の存在しない場合, また交通秩序

は乱されず, 安全確保の措置を とる必要のない場合においても報告義務を課すとすると, こ

の報告義務は一体どのような役割を果すこ とになるのだろ うか。 またそのような場合にも,

なおかつ報告義務を課すことの理由づけは一体何であろ う。 一

ところで, 報告義務は, 事故を起こ した運転者に対して事故の内容を警察官に申告するこ
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とを義務づけるものであ り, 事故を報告すると刑事責任と く に刑法211条で規定する業務上

過失致死傷罪の刑事責任を追及される可能性が多分にある。 このことから報告義務を課すこ

とは, 自己に不利益な供述を強制するものとして, 憲法 38条 1項に規定する不利益供述拒否

権を侵害するのではないかという疑問が生じるのは当然である。 現行道交法の前身ともいう

べき道路交通取締法 24条 1項, 道路交通取締法施行令 67条 2項には, 報告すべきものを,

ただ漠然と 「事故の内容」 とのみ定められていたことから, 報告義務が憲法に違反するか否

かの論義が, 昭和 30年代の前半に判例(2)においても学説においても激し く行われた。 しかし

この論争は, 昭和 37年 5月2 日に最高裁大法廷判決が, 報告義務の合憲性を確認したことに

より, 一応ピ リオ ドが打たれた(3)とされている。 昭和 37年 5月 2 日の大法廷判決については

後述するが, この判決が, 合憲性を打ち出すに際しては, 「警察官が交通事故に対する応急の

処理をするに必要な限度においてのみ報告義務がある」 と述べ, 本規定適用の趣旨を局限し

ていた。 しかるに, 最近の最高裁等の判決をみてみると, ①事故を起こした運転者が, 負傷

者を救護し, 交通秩序は回復され, 道路上の危険が存在しない場合(4), ②事故の相手方または

第三者において報告した場合(5), ③警察官が交通事故の発生直後に現場に来合わせて救護等

の措置を開始した場合(6), ④運転者が暴行の犯意のもとに, 車両の運転により人を死傷させた

場合(7), あるいは⑤純然たる車内において発生した一見軽微な人身事故の場合(8)のそれぞれに

も報告義務を認めている。 このようになれば, 報告義務を課した本来の目的が一切閑却され

て, 「交通事故が発生した以上その具体的状況のいかんにかかわらず報告の義務を課した趣

旨(9)」 といわ しめる状況をまさに顕出しているこ とになる。

筆者は憲法に規定された不利益供述拒否権の重大性を鑑みるとき, あるいは報告義務を課

した本来の目的に照らしても, 最近の判決の傾向は異常としかいえない印象を うけている。

このような状況を考えるとき, 不利益供述拒否権と報告義務の問題は即にピリオ ドを打たれ

たものと して一蹴さるべき問題ではな く , 再度この問題についての論争を深めるべきである

と考える。本稿はこのような目的意識の下に, 最近の報告義務に関する判例の流れのなかで,

不利益供述拒否権の意義や内容を検討し よう と したものである。

2. 不利益供述拒否権について

0 沿 革

憲法 38条 1項は, 「何人も自己に不利益な供述は強要されない」 と定め, いわゆる不利益

供述拒否権 (theprivilegeagainstself-incrimination) を規定している。 この規定は, アメ

リカ合衆国憲法修正第 5条中の 「何人も, 刑事事件において, 自己に不利益な証人となるこ

とを強要されない」 (Nopersonshall becompelledinanycriminal casetobeawitness

againsthimself) と い う規定 に 由来 し て い る と いわれ る と こ ろ で あ る が, そ の源 ははるか に古

い 。

この不利益供述拒否権の沿革をたどれば, 古 く は, ステュアー ト王朝時代にまで遡るとい

われる(lo)。 この時代は, 英国国教と異なる信仰が厳し く禁止された時代である。 宗教裁判所

と星座裁判所とが中心になって, 異教徒を取り締った。 その手続は, 訴をまたずに職権で訴

訟を開始し, 審理を行い, 被告人に対し, 宣誓のうえ真実を述べるこ とを強要し, これに応

じない場合には, 激 しい拷問を加え, 刑罰を科したのである。 また供述した場合でも, 国教

を信仰していると述べれば, 偽証罪に問われ, 国教を信仰していないと述べれば反乱罪で処

罰された とい う。 つま り供述しても しな くても, そ こには刑罰が設けられていたのである。

そこで国民は, 「何人も自らを曝露する義務はない」 と叫んで, この証言の強制に対する抗争
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を開始し, 1650年頃には, 不利益供述拒否権が相当認められるに至 り, クロムウェルの時代

の末期には, 不利益供述拒否権はコモソ・ローの一部と して確立されたとのこ とである(11)。

アメ リカにおいても, 植民地総督のとった証言強制の実施に対して頑強な抵抗が続けられ,

ついに, 1776年のヴァージュア憲法の8条は「すべての重罪または他の犯罪の訴追に際し,

人はその訴追の理由及び性質を訊ねる……権利を有する。 また, 何人も, 自己に不利益な証

拠を与えるこ とを強制されることはない(12)。」 と定めるに至った。 その後 1791年に制定され

た合衆国憲法修正第 5条にも本規定が定められ, ついでアイオワ州及びニュージャージ州を

除く, すべての州の憲法中にも, 同趣旨の規定が挿入されたのである(13)。

(=二)内容及び効果

不利益供述拒否権が保障されるといっても, 問題はいかなる内容の供述を拒否するこ とが

でき, またいかなる場合に拒否できるのか, その具体的な内容を追求しなければならない。

アメ リカにおいては, この特権は, まった く個人的なものであ り, 人は, だれか他人を有罪

ならしめるおそれのあるこ とを理由に証言の拒否をなし得ないとされている(14)のに対し, 日

本の場合は, 日本社会の強い家族関係を認めて, 自己以外の者に不利益を蒙らしめるおそれ

のある場合にも証言しな く ともよい としている(15)。 しかし この問題は本稿の報告義務の問題

とは係ってこないのでおいてお く。

報告義務との関係で問題となるのは, いかなる事実について拒否する権利があ石かとい う

こ とである。 元来それは, 「犯罪の定義においては本質的な事実 (それ自身可罰的な事実) な

いしは証人を訴追するに関連する部分 (刑訴 146条の 『刑事訴追を受ける虞』 ある事実参照)

に限られていた。 ところが, アノ リカにおいては, 更に広 く利用されて, 可罰的事実を発見

する手がか り となる事実にまで適用されると考えるに至った(16)」 のであ り, 我国の判例上,

されないこ とを保障したものと解すべきであることは, この制度発達の沿革に徴して明らか

である(19)。」 (傍点筆者) と断定している。 このことは不利益供述拒否権のもつ人権擁護の趣

旨を高く評価した上でのこと七あるが, 「虞ある事項」 あるいは「可罰的事実発見の手がかり

となる事実」 とい うものの限界があいまいなだめ, 何がそれにあたるかとなると判例上にお

いても, 争いがある。 具体的にいえば, たとえば氏名 ・職業 ・住所の如きは 「虞ある事項」

に入るか否かの議論があり, 学説においても肯定説, 否定説に分れるが, 前掲判例(昭和 32・

2 ・20) は 「虞 あ る事項 につ いて供述 を 強要 さ れ な い」 と し つ つ も , 「被告人 の氏名の如 き は,

原則 と して不利益な事項とい う こ とはで きず, それについて黙秘する権利があるとはいえな

い」, また住所については, 「刑事事件の捜査上氏名 ・住所を知るため外国人登録証明書の呈

示を要求しても憲法の条項に違反するものではない」 (最小判昭和 33・ 1・16刑集 12巻 1号)

と し てい る。 十

またっ ぎに問題となるのは, 憲法 38条 1項に規定する不利益供述拒否権が, 刑事手続にお

いてのみな らず民事手続や行政手続にまで及ぶかとい う点である。 本項が, その権利成立の

歴史的沿革からいって, 犯罪捜査と刑事裁判の手続について認められたものであるこ とは明

らかであり, そのことから, 「前後の条文と比較して一般の行政手続には適用がないものと解

する。第 38条第 2項および第 3項が明らかに刑事手続の規定であるから, 第 1項を反対に解

する理由はない(20)」とする説もある。 しかし, ①アタ リカ合衆国憲法修正第5条には, 「刑事

事件において」 ( inanycriminal case) と規定しているが, 日本国憲法には, そのよ うな明

15

この点狭義説(17)と広義説(18)に分かれるが, 最高裁はアメ リカの学説と同趣旨に解して, 「憲法

38条 1項の法文では, 単に 『何人も自己に不利益な供述を強要されない』 とあるに過ぎない
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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示的規定はない, ②憲法上の不利益供述拒否権は, 国家を構成する生きた人間に対し, 最低

限度の自衛本能を尊重する制度であること, ③行政手続における供述であっても, 自己が刑

事責任を問われる虞のある事項に関するときは, 刑事手続における供述となんら異なるとこ

ろがない, ④刑事責任について, 刑事手続とそれ以外の場合とを区別する合理的根拠がない,

といった理由で学説の大勢は刑事手続以外にも適用があるものと解している。 判例において

も, 確かに, 本項を 「本条の位置, 本項 と 2項及び3項との均衡よ り見て刑事事件における

供述に限定される」 とする判例 (名古屋高判昭和26・ 6 ・14, 福岡高判昭和26・10・10) も

あるが, 昭和 31年には福岡高裁が, 憲法 38条 1項の保障は, 民事手続や行政手続にも及ぶ

と判決している。 本判決は肯定説の論理を代表していると思えるので以下, その論旨を掲げ

てお く。

「憲法第 38条第 1項はもっぱら刑事事件における供述に関する規定と解すべ く……というのであ

るが, そのようにせまい解釈は, 憲法第 38条第 1項の規定の文理に反するのみならず, た とえば,

民事の手続, 国会の国政調査, 公正取引委員会の審判手続, その他立法部門, 行政部門の各種調査の

手続において, 当事者もし く は証人として, ある事項につき供述を求められる者は, もし該事項が自

己に刑事責任を帰するような不利益な事項にわたるときは, た とえ, その手続が犯罪の捜査を目的と

するものでな く とも, あるいは, その供述を拒みうる旨の特別の規定がな く と も, かかる事項に関す

る供述を強要さるべきでないこと, いわゆる刑事事件における場合と何ら異なると ころがないので

あるから, 憲法第 38条第 1項は, かかる不利益供述の強要をも禁止する趣旨であると解すべきであ

り, 憲法第 38条第 1項がアメ リカ修正憲法第 5条と異り, 『刑事事件において』とい う文言をこ とさ

ら用いなかったのも, 不利益供述の強要禁止をいわゆる刑事事件に局限することの適切でないこと

を特に顧慮した結果にほかならないと解せ られる。 したがって, 所論が外国人登録法第3条第 1項に

よる外国人登録の手続は, た とえ不法に入国した外国人に登録の申請を求める場合であっても, 刑事

事件の手続ではないからとい う理由で憲法第38条第 1項の適用の範囲外にある旨を主張する点に

は賛同し難い(21)。」

因みに不利益供述拒否権の効果を考えてみると 「強要されない」 とあることから, 拷問 ・

脅迫その他の強制手段によって, 供述するよう直接に強制されないことはもちろん, 刑罰そ

の他の法律上の不利益を与えることによって間接に強制することも許さない趣旨であると解

さねばならない。 また, 供述拒否という事実を根拠に, これを有罪の証拠にした り, 本人に

とって不利益な推測を導く ことは許されないものといえる。 不利益供述拒否権を行使した場合

には, この者に対し, 或る種の犯罪を犯したものとの不利益な推測を下し易いの錯当然の理

であるが, 憲法 38条 1項はこれを禁ずる趣旨である。

3. 判例における違憲論 ・合憲論の展開

以下に, 前述めような不利益供述拒否権の意義を前提にして, それと道交法に規定する報

告義務との関係をみてい く。 と ころで旧道路交通取締法は道交法の制定にともなって昭和 36

年に廃止されたのであるが, その24条 1項は, 交通事故を起したときは, 「車馬の操縦者は,

命令の定めるところにより, 被害者の救護その他必要措置を講じなければならない」と定め,

その違反に対し 「 3月以下の懲役, 5, 000円以下の罰金又は科料」 を科すものと していた (同

法28条 1項 1号) 。 そして同法を承けた道路交通取締法施行令 67条第 2項は, 「前項の車馬

……の操縦者……は。 同項の措置を終えた場合において, 直ちに事故の内容および規定によ

り講じた措置を……警察署に報告し……なければからない」 と定めていたのである。 ここで

は報告を要求される事項が 「事故の内容」 となってお り, この点現行法とは違っているが。

16
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違憲論 ・合憲論のよって立つ論拠については, 現行法下においても実質的な違いはないと思

えるので, 当時の諸判例を参考に違憲論 ・合憲論の論旨をみてみる。

報告義務を課すことを違憲とする判例にはっ ぎのようなものがある。

①神戸地裁尼崎支部昭和34年 5月28 日判決 (下級刑集1巻5号 1320頁)

「令第67条第2項中交通事故が生じた場合において当該操縦者が事故の内容を所轄警察署の警察

官に報告する義務のあることを定める部分は, 法第 24条第 1項の委任の範囲を超えるものではなか

ろ うかとの疑問がまず生ずるのであるが, この点はしばら く ぉ き, 右にい う事故の内容には, 少 く と

も, 当該日時場所において, 当該操縦者の操縦行為によって人の殺傷という結果を生じたことを含むも

のと考えるのが相当である。 このように考えると, 当該操縦者は, 令第 67条第 2項の規定によって,

所轄警察署の警察官に対し, 人の殺傷の事実は勿論, 例えば, 当時いかなる操縦行為をしていたか,

或は, 車体のどこを被害者にあてたかとい う自己の過失を推定されるような具体的事情等を も報告

すべき義務を負わされているものといわなければならない。 しかも, 同項末段において, 警察官の指

示がなければ, 当該操縦者は, 操縦を継続した り, 現場を去ってはならない旨定めているこ との関連

において, 右事情については, 事故の現況等に照らし相当詳細に述べるべ く要請されているものと考

えざるを得ない。 ところで, 憲法第38条第 1項は, 『何人も, 自己に不利益な供述を強制されない。』

と明定し, 自白を強要するこ とを禁止する (黙秘権め保障) 。 ここにい う自己に不利益な供述とは,

一応, 自己の刑事責任に関するものであって, 自己を有罪とするような事実の供述は勿論これに含ま

れると考えられるが, 刑事責任に関する不利益な供述の強要禁止は, 本来の刑事手続に限るとい う憲

法上明文の根拠はないのであるから, 行政手続の場合でも, 自己が刑事責任を負うぉそれがある場合

には, 供述を強要されるこ とはないと解するのが相当である。従って, 道路交通取締法は, 道路にお

ける危険防止その他の交通の安全を図るという行政目的達成の為に設けられたものではあるが (法

第 1条) , 黙秘権の保障は, 当然これにも及ぶと考えるべきであるから, この手続においても, 自己

の刑事責任に関する不利益な供述は強制されることがないといわなければならない。

ひるがえって, 令第 67条第 2項は, 例えば, 旧道路交通取締令第 53条のように操縦者本人等の氏

名, 住所等の申告をさせるという規定の仕方をとることな く , また, 単なる事故の届出に終わらせる

こと もな く , 更に進んで, 当該操縦者に対し, 事故の内容となるべき人の殺傷の事実その他右に述べ

たよ うな事故の具体的諸事情を警察官に報告すべき義務を負わせている訳であるが, かかる事情こ

そまさに業務上過失致死傷罪その他の犯罪を構成し うべき自己に不利益な事実というべ く, 事故内

容の報告なる名の下にこれが供述を義務づけられるこ とによって, 当該操縦者は, 捜査機関たる警察

官に対し, 自己が犯人であるこ とを暴露されるとい う危険な立場に立たされるこ とになるから, この

点だけから考えても, 同条第 2項中前記報告義務を規定する部分は, 右憲法の明文に違反し, 無効と

いわざるを得ない(22)。」

②秋田地裁湯沢支部昭和34年 8月19日判決 (下級刑集1巻8号1808頁)

「素朴に考えて, 「事故の内容」 と言えば普通 『誰が, いつ, どこで, どの様にして ( どんな態容

又は過程を経て) , 誰に, どんな傷害を負わせたか (或は誰を殺したか) という具体的な事実である。

従って本項によれば操縦者自らが自己の操縦行為に因って ( どんな仕方で) 人を殺傷した結果まで含

めて報告することが義務付けられていると解するのが相当である。そ うでなければ警察官には, 何の

こ とやら理解できないであろ う し, 理解できないような報告では事故の内容を報告したとは云えま

い。結局犯罪の構成事実そのものを述べざるを得ないのではなかろ うか。換言すれば報告の対象であ

る 『事故の内容』 は 『犯罪事実自体』 であると解される。 しかも同項末段によると警察官の指示を う

けなければ操縦を続けるこ とも, 立ち去るこ と も出来ないこ とになっているから, 之を併せ考えれば

事故現場について相当詳細な供述が強要される結果になると考えざるを得ない。
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翻って憲法第 38条第 1項はその供述のなされる段階が刑罰を 目的と して進行している犯罪捜査

又は公判審理中に限られるべきものではな く , それが刑事手続の過程においても, 行政手続の過程に

おいても等し く不利益な供述を強要されないことを保証したものと解すべきである。

右の様に強要されないのは拷問, 脅迫のように物理的事実行為によって許りでな く , 法令を以って

しても強要できないものとしなければならない。 そ うでなければ憲法第 38条第 1項は空文となるで

あろ う。何となれば, 仮に行政手続過程の強要は許されるものと し不利益供述を強制する規定を定め

た場合, この段階における供述をたとえ刑事事件の証拠とされないものとしても, これが必然的に捜

査の端緒とな り, 刑事事件として発展して諸種の証拠が蒐集され, 必然的に刑事責任を問われる破目

となるからである。 故に右の様な行政手続中の供述は自己の刑事責任を問われる虞ある事項につい

ての供述となるこ とを否定できない。 従って道路交通取締法施行令第 67条第 2項中, 操縦者の警察

官に対する報告義務は結局自己の刑事責任を問われる虞ある事実の供述を強要されるものと言わざ

るを得ないから, これを規定する部分は憲法第 38条第 1項の明文に違反し, 無効といわなければな

らなし (̀23)O」

③新見簡裁昭和35年6月6日判決 (下級刑集2巻5 ・ 6号869頁)

「施行令の規定が一見事故発生後の手続であって前に発生した事故とは無関係の如 く思料される

けれども事故の内容の報告を規定しているので前に発生した事故と関連性があるのであってこの関

連性のある届出をなさず, 又これを しても警察官の指示を待たず現場を去るときは刑罰を科せられ

るのでこの刑罰を免れんとすればこれにより前に発生した事故の端緒をつかみ得られるこ と となっ

ている。 どう してこの規定が前に発生した事故と切 り離したものでその報告する事故の内容は警察

官の指示を受けるに必要な限度で足 りるという こ とができるであろ うか, このこ とは右規定の何処

に規定しているのかその内容の範囲も抽象的に表現する以外明示するこ とができないし も と よ り規

定もしておらない。 当該操縦者の過失を推知させる具体的事実等そのものが刑事責任を問われるお

それのある事項を包含されないとの規定もないしその届出によ り直ちに証拠保全のため実況見分等

捜査が開始せられているのが今日の実状であるし, 又捜査の要諦でもあるからこの規定は明かに前

記憲法第 38条第 1項の規定を否定し自己に不利益な供述を強要するものにほかならないのである。

もとよりその届出報告をなすべき当時はその義務者に刑事上の責任あ りや否やの嫌疑は未定のとき

であるけれども事故の発生により何人も届出報告を要するこ とになっているがも し刑事上の責任を

負担すべき嫌疑により捜査を開始せられたるときは既に被疑者となったものは事故の発生を届出報

告しているので本規定による刑罰は科せられないが事故を発生した事犯については右憲法の保障す

る供述拒否権は何等の意味のないことになる。 被疑者においてすらこの供述拒否権があるのに未だ

犯罪の端緒ともならないときに事故を発生したものに対し何故被疑者以上の所遇を しなければなら

ないの力%

憲法第 38条第 1項の供述拒否権の保障は自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項に限

られており従ってその犯罪発覚の端緒とな り得る事項を包含するのでなければ何等の意味がない。

右道路交通取締法施行令第 67条第 2項の届出報告の義務は事故発生についてその事故全部を指し

刑事上の責任のないものに限られていないのであるから犯罪発覚の端緒となる以前のもの或は以後

のものとして区別ぜらるべきものではない。 只この届出報告によ り右規定による刑罰を科せられな

いことになるのであるが事故のあった犯罪の端緒をつかみ得る便宜が含まれているこ とは疑 う余地

がない。 この便宜を得るため右憲法の供述拒否権の保障に抵触する右規定を設けたものと認められ

るから無効の政令とい うべきである(24)。」

以上のよ うに違憲判決は要するに, 道路交通取締法施行令 67条 2項の規定のもとでは, 運

転者は 「事故の内容」 と して, 事故の日時 ・場所 ・結果だけでな く , 事故の原因, 特に自己
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の運転の仕方や衝突時の状況についても報告を要求されることにな り, 事故の内容とは犯罪

構成事実そのものにほかならな く なるから, まさに刑事責任を問われるおそれのある事項を

さすこ とにな り違憲とするのである。 ここでは 「事故の内容」 の概念について, 単に警察官

の指示を受けるに必要な限度あるいは事故の同一性を確認させるに足りる事項とは限らず,

事故の原因や情況をも含むと広義に解釈している。 そのこ とは, 条文の字句からの判断によ

るものでな く , むしろそれが実際にどう運用されるかに着目していることから生ずるものと

思える。 つまり交通取締の任にあたる警察官は同時に司法警察職員なのであり, その職責上

運転者に対し事故の原因や情況についての報告をも要求するこ とになろ うから実際上は, 自

己に不利益な供述を強要される結果になるとい うこ とが, これらの見解の基盤になっている。

このことは, 現行法がたとえ, 報告すべき内容を 「当該交通事故が発生した日時及び場所,

当該交通事故における死傷者の数及び負傷の程度並びに損壊した物及びその損害の程度」 と

限定し よう とも, 一たん報告すれば 「この報告を受けた警察官は, 運転者に対し種々質問す

るのが通例であろ う(25)」 し, 「警察官は被害者の救護・交通秩序の回復の措置だけでな く , 運

転者の刑事責任の追及にも当然関心をもつであろ うから, 事故報告によって間接に警察官に

犯罪発覚の端緒を与えること とな り(26)」, 現行法においても同じ こ とがいえるのである。 この

ようなこ とから, 現行法下においても, 報告義務違反につき刑罰を科すこ とを違憲とする判

例が生ずるのである。 以下岐阜地裁昭和 43年 3月27 日判決の判旨をあげてお く。

④岐阜地裁昭和43年3月27 日判決

「同法条項後段は交通事故を惹起した車輛等の運転者等に対し, 当該交通事故の日時・場所 ・負傷

者の数および負傷の程度等事故の態様につき, 警察官に対する報告義務を課するところ, これらの事

項が客観的犯罪構成要件に該当する事実であるこ とは明らかであって, これらの事項の報告を受け

た警察官が単に被害者の救護・交通秩序の回復の措置ばかりでなく , 注意義務違反 ・故意過失の有無等

当該運転者等の主観的責任原因等の追及についても当然関心をもっであろ う ことは見易い道理であ

るから, これらの事項の報告を義務ずけるこ とは警察官に対し少な く と も事実上犯罪発覚の端緒と

なる事実の報告義務を課するこ とに帰するものとい うべ く , か く て このような事項を報告した当該

運転者等は自己の刑事責任を問われる危険を負担せざるをえざるにいたるとい うべきところ, いわ

ゆる黙秘権を規定した憲法38条 1項の法意は, 何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある

事項にづいて供述を強要されないことを保証するにあるものと解すべ く , しからば道路交通法 72条

1項後段の規定は憲法38条 1項に違反し, その98条 1項によって無効であるといわざるをえず, こ

の理は右にいわゆる報告義務が行政手続上のそれであってもなんら異るところはないから, 本訴因

は罪とはならないとい うべきである。 (27)」

本判決は現行道交法と憲法38条 1項との関係について下した判決である。

つぎに合憲論を展開している諸判例についてみてみる。 判例のうちでも合憲とする論拠に

ついては, それぞれ異るものもあるので, 論拠別に, 代表的な四つの判例を掲げてお く。

⑤神戸地裁昭和34年6月22 日判決 (下級刑集1巻6号1464頁)

「憲法第 38条は, 刑事手続において, 自白の強要を禁止し, その禁止を担保するために, 自白の

証拠能力を制限する趣旨の規定であって, その第 1項は単に『何人も自己に不利益な供述を要求され

ない』 と記載してあって, 特に 『刑事手続において』 と明記してはないけれども, それが刑事手続に

関する規定であることは, その規定の沿革からみても, また, 同条第2, 第 3項と対照してみても,

明白であるといわなければならない。道路交通取締法第 24条第 1項, 同施行令第 67条の規定は, 公
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共の福祉のため, 車馬等の操縦者に, 被害者の救護及び危険防止その他交通安全のための措置を講ず

ること と, 警察官の指示を受けるこ ととを主眼として定められた行政取締法規であって, それ自体,

憲法第 38条第 1項とは何ら関係のない条項である。 その一連の義務のうち, 警察官が現場におらな

いときの報告義務について, 事故の内容に関する操縦者の判断のいかんによって異同があるべきい

われはないから, 車馬等の操縦者において, 自分が刑罰を科せられ又はより重 く罰せられるおそれが

ある と思考 した場合における事故内容の報告義務だけが憲法に違反する とい う こ とはで きな

し`(28)O」 。’

⑥鹿児島簡裁昭和34年 7月7 日判決 (下級刑集1巻 7号 1594頁)

「所謂黙秘権を規定した憲法第38条第 1項は, その歴史的起原 ・憲法に於ける本規定の位置 ・憲

法第 38条第 2第 3項との関係から見て, 原則と して刑事手続に関して制定されたものであると考え

るこ とができるが, この制度が, 人情の自然に発すると言う ところから, その趣旨を尊重して刑事手

続以外に於て も, 公共の福祉に反しない限り, 刑事責任に問われるような不利益な供述の強要を禁止

したものであると解する。

言うまでもな く , 本件報告義務者は, それがその札% の操縦者である場合, 場合によって, 或は,

業務上過失致死罪等の犯罪構成要件事実の一部, 例えば傷害又は致死の事実をも報告しなければな

らないときもあるこ とを推認するに難 く ないが, 然し乍ら, 前示道路交通取締法・同施行令の各規定

の存在は, 前示のように, 被害者の救護に完璧を期して, その人権を擁護すると言う各点と, 前示保

護さ るべき報告義務者の人権に比較して, その格段の軽重を考慮した平等の理念と言う面からも, 又

交通の安全を確保すると言う公共の目的の面からも, 換言すれば, 公共の福祉のために, 必要止むを

得ないものであると言わなげればならない。 そ うだ とすると, 弁護人の前示道路交通取締法・同施行

令の各規定が, 何れも憲法違反であるとの主張は, 到底採用し得ない(29)。」 ・。

⑦東京地裁昭和34年 12月14 日判決

「事故内容が犯罪事実を構成する場合において, 右規定を適用し, その違反に対して刑罰の制裁を

科するこ と とすると, 不利益供述を強要する結果とな り, 従って右事故内容の報告は, 第一項と対比

すると, 第一項に規定する措置を万全ならしめるとい う目的の下に, その目的に必要最小限のもので

足りるのであって, 過失の有無等を含めた犯罪事実と して報告するこ とを求めるものではないと解

する余地もあるが√それとても不利益な供述であることに変りがないのであって, むしろ, 前掲憲法

の条項が, 刑事責任に関して不利益な供述を強要することを禁止するものであるとい う点と, 道路交

通取締法第 24条第 1項と, これを うけた同施行令第 67条第 1項, 第 2項の規定が, 被害者の救護お

よび交通の安全という緊急かつ重大な事項に対する適切な措置を講ずるためのものであるとい う点

とを合せ考えると, 事故内容の報告義務を怠った者に対して刑罰を科するこ とは許されるが, かよう

にして得られた供述が, 右の義務の履行と して, かつそれに対する刑罰の強制の影響の下になされた

ものと認められるときは, 該供述を証拠とするこ とが禁止されるにすぎない, と解するのが相当であ

る(30)。」

⑧最高裁大法廷昭和37年 5月2日判決 (刑集 16巻5号495頁)

「道路交通取締法 (以下法と略称する) は, 道路における危険防止及びその他交通の安全を図るこ

とを 目的とするものであ り, 法 24条 1項は, その目的を達成するため, 車馬又は軌道車の交通に因

り人の殺傷等, 事故の発生した場合において右交通機関の操縦者又は乗務員その他の従業者の講ず

べき必要な措置に関する事項を命令の定めるところに委任し, その委任に基づき, 同法施行令(以下

令と略称する) 67条は, これ等操縦者, 乗務員その他の従業者に対し, その1項において, 右の場合

直ちに被害者の救護又は道路における危険防止その他交通の安全を図るため, 必要な措置を講じ, 警

察官が現場にいるときは, その指示を受 くべきこ とを命じ, その2項において, 前項の措置を終った
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際警察官が現場にいないときは, 直ちに事故の内容及び前項の規定によ り講じた措置を当該事故の

発生地を管轄する警察署の警察官に報告し, かつその後の行動につ き警察官の指示を受 くべきこと

を命じているものであ り, 要するに, 交通事故発生の場合において, 右操縦者, 乗務員その他の従業

者の講すべき応急措置を定めているに過ぎない。法の目的に鑑みると きは, 令同条は, 警察署をして,

速に, 交通事故の発生を知り, 被害者の救護, 交通秩序の回復につ き適切な措置を執らしめ, 以っ

て道路における危険とこれによる被害の増大とを防止し, 交通の安全を図る等のため必要かつ合理

的な規定として是認せられねばならない。 しかも, 同条 2項掲記の 「事故の内容」 とは, その発生し

た日時, 場所, 死傷者の数及び負傷の程度並に物の損壊及びその程度等, 交通事故の態様に関する事

項を指すものと解すべきである。 したがって, 右操縦者, 乗務員その他の従業者は, 警察官が交通事

故に対する前叙の処理をなすにつき必要な限度においてのみ, 右報告義務を負担するのであって, そ

れ以上, 所論の如 く に, 刑事責任を問われる虞のある事故の原因その他の事項までも右報告義務ある

事項の中に含まれるものとは, 解せられない。 また, いわゆる黙秘権を規定した憲法 38条 1項の法

意は, 何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障し

たものと解すべきこ とは, 既に当裁判所の判例 (昭和 27年 (あ) 第 838号, 同 32年 2月 20 H, 大

法廷判決, 集 11巻 2号 802頁) とすると ころである。 したがって, 令 67条 2項によ り前叙の報告を

命ずることは, 憲法38条1項にいう自己に不利益な供述の強要に当らない(31)。」

以上が旧法下において, 報告義務の合憲論を展開する代表的な判例であるが, これらの判

例から合憲性を主張する論拠を次のよ うに整理するこ とができ る。 それぞれの論拠について

みれば。

⑤は, 道路交通取締法や同施行令の規定は, 行政取締法規で, それ自体憲法38条 1項とは

関係がないから憲法違反の問題は生じないと し。

⑥は, 不利益供述拒否権は, 刑事手続以外の手続にも適用されるが, 事故の報告を義務づ

けるこ とを, 道路交通の安全の保持など 「公共の福祉」 を図る上からやかを得ないものとし。

⑦は, 事故の報告を本人の処罰の証拠とすることが禁止されると解すればよいとし。

⑧は, 事故の報告は, その報告内容を狭義に解すれば, 「自己に不利益な供述」にあたらな

いとしているこ とが理解できる○ ’。

⑤は, 「憲法 38条……の第 1項は, 特に 『刑事手続』 と明記してはいないけれども, それ

が刑事手続に関する規定であるこ とは, その規定の沿革からみても, また同条第 2 ・第 3項

と対照してみても, 明白である‥‥」 としている。 この見解は 2の不利益供述拒否権の意義

でみたように学会の通説とは反対する見解である。 思うに, 我々が自己を処罰に導くのは単

に, 刑事手続によってのみではな く て, 行政庁のなす処分あるいは処分のための調査, また

は行政関係法規による場合も多々ある。 例えば, この報告義務のほか所得税の関係で, 確定

申告にあたって, 不法所得のある人が, そのような所得をかく して申告すれば虚偽申告となっ

て処罰されうるし, 真実の申告をすれば過去の違法行為を匂わせること となる。 このような

可能性は, 行政権が人々の日常生活に立ち入るこ との増えっつある今日において, 一層濃 く

なっている。 しかるに同じ刑事責任を負 うにも拘らず, 刑事手続の場合は不利益供述拒否権

が認められ, それ以外の場合には認められないとするのは, 権利保障の度合をはなはだ希薄

なものにしてしまう。 本判決のいうよ うにかりに 「沿革」 論か らいうならば, すでに述べた

よ うに不利益供述拒否権の規定は, 修正 5条の規定に由来しているこ とから修正 5条の意義

を基準として, 解釈するこ とが正当と思われる。 修正5条の規定は, 刑事手続に限定されるもの

ではな く , 民事であれ, 行政であれ, その手続中に刑事責任を受けるおそれのある供述を拒
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みうるものと解されている。 このように「沿革」に即して考えると, むしろ憲法38条 1項は,

刑事手続を重点的に眼中に置いてはいるが, 決してその他の場合における適用を排斥するも

のではないとい う解釈の方が妥当とい うべきである。

⑥は不利益供述拒否権も公共の福祉のため, 必要やむを得ない制限は忍ばなければならな

いとい う立場を とった。 このように公共の福祉といった一般論を もち出すと, 犯罪の訴追や

処罰といったこ と自体が, 公共の福祉のためのものであるから, 不利益供述拒否権そのもの

の存在理由を否定してしま う こ とにな りかねない。 なぜなら, 不利益供述拒否権は, 原理的

には, 個人の人格の尊厳を全と うするため, 公共の福祉があえて譲歩するところに存在し う

るからである。 ただ, 私は公共の福祉とい う理由づけを全面的に排斥すべきものとは思って

いない。 なぜなら, 固有の刑事手続以外の分野では, 不利益供述拒否権を多少制限すること

になっても, その制限が真の意味で必要不可欠であり, その制限によって得られるものの方

が社会の進歩にとってより有意義であると認められる場合には, 制限もやむを得ないのでは

ないかと考えるからである。 この場合, 不利益供述拒否権の制限が, 真に必要不可欠なもの

であるかどうか厳密に検討されなければならない。 事故が起った場合, あらゆる事故を報告

させるこ とが, 交通警察上, 種々の意味で好都合であるかも知れない。 しかし好都合とい う

こと と必要不可欠とい うこ とは同じでない。 例えば交通の閑散な道路上で軽微の傷害を負わ

せたような場合に, あるいは純然たる車内事故で軽微な人身傷害を負わせたものの, 交通秩

序になんら支障のない場合に, 何故に事故の報告を強制しなければならないか。 このような

場合は, 加害者が被害者の手当に充分力をつ くせばそれで済むことである。 事故の報告が実

質的に余り意味をもたない場合まで, 公共の福祉の理由で, 刑罰をもって報告を強制するこ

とは妥当でない。 どのような場合において不利益供述拒否権の制限が, 必要不可欠なのであ

るかは, 個々具体的な事例において検討されなければならないが, その際閑却されてならな

いことは, 市民の健康とか安全といった人々の福祉のため, 必要やむ得ない場合を基準とし

て考え られるべきであるとい う こ とである。

⑦は, 事故の報告を本人の処罰の証拠とすることが禁止されるとすればよいとするもので,

前掲東京地裁判決は, 「事故の内容の報告義務を怠った者に対して刑罰を科することは許され

るが, かよ うにして得られた供述が, 右義務の履行として, かつそれに対する刑罰の影響の

下になされたものと認められるときは, 該供述を証拠とするこ とが禁止されると解するのが

相当である。」 と している。 この考え方は, ア メ リカにおける 1892年のCounselman v.

Hitchcock 142 U .S.547 事件 で確立 さ れた証言 に対す る保護 の考 え方 に示唆 を 受 けて い る よ

うである。 ガウンゼルマン事件(32)とは, 大陪審に証人として喚問されたガウンゼルマンが,

宣言の上証言するこ とを求められたが, 拒否したために, 法廷侮辱として処罰され生じたも

のである。 連邦法 860条は, 証言又は証拠が絶対必要な場合に, 訴追免除を条件と して証言

を強制することを許容したものであるが, まず, 証人の出頭, 宣誓 ・証言及び文書提出の拒

否を軽罪とすることを定めた上, 「司法手続により当事者又は証人から得たいかなる証拠も,

連邦裁判所におげるいかなる刑事手続又は刑罰もし く は没収の実施のために, 彼又はその財

産に不利に使用されてはならない。 但し本条は, 前掲証書中に行われた偽証のための訴追及

び処罰から, いかなる当事者又は証人をも免除するものではない」 と定めていた。 カウセル

マソは, この法律は, 修正5条の自己負罪特権に反するから, 憲法違反であると主張してい

たが, 連邦最高裁判所も, 前掲判例において, カ ウセルマソの主張を認め, 本法律を無効と

した。 すなわち,

「この条項は, 司法手続を通じ証人からえた証拠は, 連邦裁判所の刑事手続又は罰金も し く は没収
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の実施に対して, 証拠として提出されない, 又彼もし く は彼の財産上不利に使用されてはならないと

解釈されるが, しかしその規定は, それを他の証言を探し出すために使用することを妨げないから,

860条と修正 5条とは同範囲ではない。

証人又は当事者を, 罪 とする質問に対し答弁せしめた後, 更に訴追に服せしめる法律は, 連邦憲法

により与えられた特権に代る効果を与えるこ とができない。」 と,

連邦議会は, カウセルマソ事件において無効とされた連邦 860条に代るべき法律と してご

1893年 「外1際商業委員会の訊問に関する法律」 を制定した。 この法律は, ガウンゼルマン事

件において問題とされた部分を, 「何人も委員会の前又はその召喚状に従って, それに関し証

言し, 又は証拠を提出する取引事項の故に訴追され, 又はいかなる刑罰もし く は没収にも服

しない」 と改め, 連邦最高裁判所は, 1896年のBrownv. Walker 161U.S.591事件において

合憲と判断したとい う こ とである。 このようにアメ リカでは, 特別の必要がある場合に 『こ

のような方法によって供述を得る場合が多分にあり うるのであるが, 単にその供述を証拠と

するこ とが禁じ られるだけではな く , 訴追そのものが免除される必要ありとされていること

に注意しなければならない。 東京地裁判決のいうように 「該供述」 を証拠としないとい うだ

けでは不十分である。 アメ リカ合衆国におけるがごと く訴追の免除まで認められるとするの

でなければ, 合憲論を基礎づける説得力ある論拠とはならない。 しかし因みに訴追の免除ま

で認められるとい うこ とになれば, 交通事故を起こした場合, 報告義務を課すことによって,

業務上過失致死傷罪の刑事責任を問う ことができな く なる。交通事故の報告を求めるこ とが,

そのよ うな犠牲を払ってまで得べき社会正義上絶対に必要な事項 とは思えない。 従って本論

拠も合憲性を裏づける説得力あるものとはな りえないのではなかろ うか。

⑧の判決については, 自動車事故の報告義務と不利益供述拒否権との関係について, 「旧法

下の判例が統一されたばかりでな く , 現行法 72条 2項の事故報告義務に関する憲法上の疑義

も解消した(33)」 といわれる程評価を うけ, かつその後の判決に大きな影響を与えているので,

次節で詳細に検討してみる。

4. 最高裁昭和 37年 5月2 日大法廷判決について

旧道路交通取締法 (昭和 22年法律 130号) 24条 1項は,

「車馬又は軌道車の交通に因り, 人の殺傷又は物の損壊があった場合においては, 車馬又

は軌道車の操縦者又は乗務員その他の従業者は, 命令の定めると ころにより, 被害者の救護

その他必要な措置を講じなければならない。」

と定め, その28条において, 右の違反に対し 3月以下の懲役, 5千円以下の罰金または科料

の刑罰が規定されていた。

右規定の命令としては, 当初道路交通取締令 (昭和 22年内務省令 40号) 53条が制定され

てお り, 同条 2項は,

「前項の車馬の操縦者は, 同項の措置 〔被害者の救護その他必要措置〕 を終え, 本人, 雇

用主, 車馬の使用主の住所, 氏名及び自動車の運転者にあっては車両番号を警察官吏に申告

し, 警察官吏が現場にいないときは, これを被害者又はその同伴者に通告しなければ車馬の

操縦を継続するこ とができない。」

と定め, なお同条 4項において, 右 2項後段により警察官に申告しないで操縦を継続した場

合には, 遅滞な く前各項の事実を警察官吏に申告しなければならないものとされていた。

ところが道路交通取締令が廃止され, 道路交通取締施行令 (昭和 28年政令 261号) が制定

されるこ とにより, 右の規定は大き く改められた。 同令 67条 1項, 2項は, 次のように定め
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て い る。

①車馬又は軌道車の交通に因り人の殺傷又は物の損壊があった場合においては, 当該車馬

又は軌道車の操縦者, 乗務員その他の従業者は, 直ちに被害者の救護又は道路における危険

防止その他交通の安全を図るため必要な措置を講じなければならない。 この場合において,

警察官が現場にいるときは, その指示を受けなければならない。

②前項の車馬又は軌道車の操縦者 (操縦者に事故があった場合においては, 乗務員その他

の従業者) は, 同項の措置を終えた場合において, 警察官が現場にいないときは, 直ちに事

故の内容及び同項の規定により講じた措置を当該事故の発生地を管轄する警察署の警察官に

報告し, 且つ車馬若し く は軌道車の操縦を継続し, 又は現場を去ることについて, 警察官の

指示を受けなければならない。

道交法 (昭和 35年法律 105号) の制定によ り, 右の事項は全部同法中に規定されるこ とと

なった。 同法 72条 1項 ・ 2項 ・ 3項はそれぞれ次のよ うに定めている。

①車両等の交通による人の死傷又は物の損壊 (以下交通事故という。) があったときは, 当

該車両等の運転者その他の乗務員 (以下この節において 「運転者等」 という。) は, 直ちに車

両等の運転を停止して, 負傷者を救護し, 道路における危険を防止する等必要な措置を講じ

なければならない。 この場合において, 当該車両等の運転者 (運転者が死亡し, 又は負傷した

ためやむを得ないときは, その他の乗務員。 以下次項において同じ。) は, 警察官が現場にい

るときは当該警察官に, 警察官が現場にいないときは直ちにもよりの警察署 (派出所又は駐

在所を含む。 以下次項において同じ。) の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所, 当

該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程

度並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

②前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は, 負傷者を救護し, 又は

道路における危険を防止するため必要があると認めるときは, 当該報告を した運転者に対し,

警察官が現場に到着するまで現場を去ってはならない旨を命ずることができる。

③前2項の場合において, 現場にある警察官は, 当該車両等の運転者等に対し, 負傷者を

救護し, 又は道路における危険を防止し, その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示を

する こ とがで きる。

これに対する罰則としては, 1項前段の違反が, 1年以下の懲役又は5万円以下の罰金(同

法 117条の3の1号) , 1項後段の違反が, 3月以下の懲役又は3万円以下の罰金 (同法 119

条 1項 10号) と規定されている。 なお, 人の死傷があった場合におげる 1項前段違反に対す

る刑と して, 3年以下の懲役または10万円以下の罰金と特別に定められている (同法 117

条)。

最高裁昭和 37年 5月 2 日大法廷判決の事実の概要は次のとおりである。

「被告人は, 25歳の青年であるが, 昭和 33年 10月 11 日午前 1時頃, 無免許の上に酒気を

帯びて小型乗用車を運転し, 制限時速を超過する 60キロの時速で都内某所を進行中, 自転車に

乗った 53歳の被害者に追突して重傷を負わせた。 その際, 被告人は, 被害者の救護も, 警察

官への報告もせず, 事故現場から逃げ去った。 被害者は病院に収容されたが, 約 3時間後に

死亡 した。 卜

右事実に対し, 検察官は, 無免許運転, 重過失致死, 救護 ・報告義務違反の3個の訴因を

構成し, 東京地裁に起訴し, 被告人は, 禁銅 10月の刑を言い渡された。弁護人は控訴し, 趣

意書の第 1点と して, 報告義務違反の処罰は, 憲法 38条による黙秘権の保障を破るものだ と
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論じた。 しかし, 東京高裁はこの主張を斥けた。 弁護人はさ らに上告して, 他の理由と とも

に憲法 38条違反を主張した。 最高裁判所は, 憲法 38条の問題点だけを大法廷で審理裁判し

(最高裁事務処理規則9条3号) , 弁護人の主張は「理由がない」 とした。 なお, 奥野, 山田

一両裁判官の補足意見が示されている(34)。」

判旨については前節に掲載してあるのでここでは省いてお く。

本判決は要するに, 旧道路交通取締法施行令でいう 「事故の内容」 とは, その発生した日

時, 場所, 死傷者の数及び負傷の程度並びに物の損壊及びその程度, 交通事故の態様に関す

る事項を指すものとして, このように解するならば, 刑事責任を問われる虞のある事故の原

因その他の事項までも, 報告義務の事項中に含まれないから, 自己が刑事上の責任を問われ

る虞ある事項について供述を強要されないことを保障した不利益供述拒否権には反しないと

判旨したのである。 確かに, 交通事故の報告義務の違憲性が大きな問題となった主たる理由

は, 旧道路交通取締法施行令 67条 2項によ り, 報告を求められる 「事故の内容」 が, 具体的

に何をさすか不明確で, 事故の原因, こ とに運転者の過失を根拠づける事実までもそこに包

含されるように解釈できる余地を含んでいたことにあった。従って, 本判決において報告を要

求される 「事故の内容」 を, 事故の輪郭あるいは事故の外形的事実を意味すると解すること

は, 大いに意義あるこ とであった。その点, 昭和 35年に制定された現行道交法 72条 2項は,

報告すべき事項を, ( イ) 交通事故が発生した日時及び場所, ( 口) 交通事故における死傷者

の数及び負傷の程度, (八) 損壊した物及びその損壊の程度, ( 二) 当該事故について講じた

措置一本件最高裁判決は, 本法の字句を援用して, 事故の内容を限定したものと思えるー と

明示的に規定しているので, 旧法下におけるように, 法文のあいまいさから く る問題点は解

消したように思える。

しかし, 報告すべき事項を, 事故の外形的な態様あるいは客観的事実に限定したから, そ

れだけで報告義務の不利益供述拒否権との係わ りで違憲性の疑義が払拭されるかとなれば,

話しは別である。「自己の注意義務違反, 過失の有無などの主観的責任原因等については報告

義務なし としても, 前記の如く事故の態様を具体的, 客観的に報告することを義務付けられ

ることは, 犯罪構成要件のうちの客観的事実を報告せしめられることになるから, 少な く と

も事実上犯罪発覚の端緒を与えることにな り, 多数意見の如く全然憲法 38条の不利益な供述

を強要することにあたらないと断定することには躊躇せざるを得ない(35し) 実際に 自分の起

こ した事故につき 「死傷者の数及び負傷の程度」 の報告をするこ とが, 何故に 「自己に不利

益な供述」 に含まれないのか, よ く理解するこ とができないが, このような考え方をつきつ

めていけば, 例えば, 「殺人罪を犯した者に対し, その原因を除いて被害者の死亡の事実のみ

を報告することを強制しても黙秘権侵害にはならないとい うこ とになろ う(36)。」 という こ とに

なって奇妙な結果を生ずるこ とになる。

一方, 交通事故が発生した場合, 道路交通の安全を保持するために, 後続事故や被害増大

の防止, 交通秩序の回復措置, 被害者救護に万全を期することは, 合理的な社会的要請とも

いえる。 このよ うな社会的要請を全と うしなおかつ, 憲法 38条 1項で保障する不利益供述拒

否権を侵害しない形で報告義務を考えていかなければならない。

そこで考えられるのは, 報告義務を必要とするのは 「速に, 交通事故の発生を知り, 被害

者の救護, 交通秩序の回復につき適切な措置を とらしめ, 以って道路における危険とこれに

よる被害の増大とを防止し, 交通の安全を図るため必要かつ合理的な」 場合に限るこ とであ

る。 本件, 最高裁判決も, 旧道路交通取締施行令の合憲性を判示するにあたって, このよう
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に報告を義務づける場合を限定的に解することによってのみ, 違憲性が免れるとしていたは

ずである。 このこ とは, もちろん現行法下においてもつ らぬかれなければならない。そ こで,

先述の社会的要請からみて, 必要かつ合理的な場合とはいかなる場合をい うかとなれば, 思

うにそれは, 専門家たる警察官により, 被害者を救助し, 交通秩序を回復せざるを得ない場

合を指すのである。 そしてこの場合, なにも運転者本人による報告をまつ必然性はない。 一

般人は, 交通事故の際, 負傷者を救護しかつ交通の安全を確保することに元来素人であると

するならば, それについて玄人である警察官に適切な応急措置をとらしめる機会を与えさえ

すれば法の目的は達せられる。「したがって警察官がはじめから現場にいた場合には, 直ちに

運転者らに対する指示その他の措置を とることができるのであるから, 何の報告も要しない。

そればかりでな く , 事故発生直後であれば, 警察官が現場に来さえすれば所定の報告事項は

直ちに知り得るのであるが, 要するに警察官がどこで事故があったというこ とを知 りさえす

れば, 法の目的は達せられる。 それを知る経路はどのようであってもよい。 報告義務者が二

人以上いる場合にはその一人が報告すれば十分であるし, 通 りがかりの第三者の通告によっ

て知ったと しても目的は達せられる(37)。」また事故が軽微で, 警察官の指示を要しないことが

明らかであるときは, 報告する必要がない と解すべきではなかろ うか。例えば車両どう し

の接触で, 車両に損傷が生じた としても, どち らの車両も走行可能であれば, 交通秩序の回

復につき警察の指示を受けなければならないとは考えられないからである。

このように解するならば, 報告を義務づけられる場合は相当局限されるであろう し, また

このように解することによってのみ, 道交法に規定する報告義務の違憲性の推定が免れうる

のである。

5. その後の判決の動向とその批判

私は前節において, 現行道交法においても, 報告義務が合憲と推定されるためには, それ

を要求する場合を, 警察官を して, 被害者の救護並びに交通秩序を回復するにつき必要最小

限の場合に限るべきであると主張した。 このこ とは私のみの主張ではな く , 前掲最高裁大法

廷判決においても, それを忠実に読むならば, そこに示されていたことがわかる。 しかるに

その後の最高裁判決の動向をみてみるならば, この必要最小限の場合に限るとい う原則は全

く閑却され, 無制限に報告義務の合憲性を認める傾向にある。そこで本節では昭和37年 5月

2 日最高裁大法廷判決以後の最高裁の憲法 38条 1項の不利益供述拒否権と道交法 72条 1

項後段の報告義務に関する判決を紹介し, 最後に一括して批判 ・検討を加えたいと思う。

糾 その後の判決の動向

①最高裁一小法廷昭和48年 3月15 日判決 (判例時報 695号 17頁)

事実の概要は次のとおりである。

(1)被告人は, 自動車運転業務に従事しているものであるが, 昭和 45年 5月軽自動車を運転

し, 時速 40 キロメ ー トルで進行中, 道路左側のくぼんだ部分を避けるため, 道路の中央から

右側部分に寄ろ う とした際, 前方右側を対向して く る原動機付自転車と衝突し, その運転者

を負傷させた。 被告人は事故後直ちに被害者を自車に乗せて治療のため病院へつれてい く救

護措置を と り, また被害者の原動機付自転車は, 周囲の人により事故現場の道路側溝中に置

かれていた。

(2)被告人は, 被害者を病院に運んで同病院受付のカウンター付近にいた際, 何人かの通報

によって本件事故の発生を知った所轄の警察官から電話がかかり, 「事故を起こしたのは君

か」 と質問されたのち, 住所, 氏名を聞かれ, 出まかせに虚偽の住所・氏名を述べたと ころ。
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「そこで待っているように」 言われたのであるが, 被告人はそのまま病院を立ち去った。

弁護人は控訴趣意において, 次のように主張している。

(イ)右(1)の事実関係において, 被告人は, 本件事故発生後直ちに被害者を自車に同乗させ,

治療のため近 くの病院へ赴いて救護義務を誠実に履行し, 他方, 被害者の原動機付自転車は,

道路端にかたずけられるなどして, 交通秩序は速かに原状に回復されたから, 道路交通法 72

条 1項後段所定の報告義務を履行する必要性はなく , 右義務は消滅している。

(口)かりに右(イ)の主張が認められないにしても, 警察官はすでに本件事故の発生, その態様

等を了知し, 加害者である被告人が電話の相手方であることを知らで右のように被告人と問

答をかわしているのであるから, 被告人がさ らにつけ加えて報告すべき何ものもな く , 従っ

て, この時点において右報告義務は消滅したものであ り, かりに報告義務の内容について一

部の欠訣があったとしても, その場合には本来通話時において, 当然警察官において質問す

べきものであ り, それを怠ったのであれば, いわば権利を放棄したものとして, 被告人は右

欠訣部分の報告義務を免れるものと解すべきである。 また被告人の報告した住所 ・氏名が虚

偽であったため捜査に支障をきたしたとしても, 右報告義務は犯罪捜査のために認められた

ものではないから, かかる不都合が生じた としてもやむを得ないものである。

原判決はこの主張をいずれも排斥したので, 弁護人は上告趣意において, 原判決の見解は,

憲法 38条 1項に違反する旨主張し, 本判決は, この主張に対し, 判断を示したものである。

本判決主文は 「本件上告を棄却する」 という こ とであるが, その判旨は大旨次のとおりであ

る。

「原判決は, 『右報告義務は, 個人の生命, 身体および財産の保護, 公安の維持等の職責を有する

警察官をして, 一応すみやかに」右条項後段 『所定の各事項を知らしめ, 負傷者の救護および交通秩

序の回復等について当該車両等の運転者の講じた措置が適切妥当であるかどうか, さ らに講すべき

措置はないか等をその責任において判断させ, もって, 前記職責上とるべき万全の措置を検討, 実施

させよ う とするにあると解されるので, た とえ当該車両等の運転者において負傷者を救護し, 交通秩

序もすでに回復され, 道路上の危険も存在しないため, 警察官においてそれ以上の措置を とる必要が

ないように思われる場合であっても, なおかつ, 交通事故を起した当該車両等の運転者は, 右各事項

の報告義務を免れるものではない』と判示 しているが, 右判断その他所論の原判決の判断はいずれも

正当であり, かつ, その判断が前示大法廷判例の趣旨にそぐわないものとは解されないから, 論旨に

は理由がない(38)。」 ∧

②最高裁二小法廷昭和48年 12月21 日判決

本件上告趣意からすると, 事実関係は, 自動車相互間で衝突事故を起こしたが, 被告人は

被害者が, 電話でもって警察官に事故を報告してるのを了知していたので, みずからは報告

せず, また報告を うけた警察官は報告者に対して警察官が現場に到着するまで現場を去って

はならないことを命じたにもかかわらず, 被害者の報告の途中で現場を立ち去ったというこ

とである。 このよ うに, 一方の運転者が先に事故報告を済してしまった場合のも う一方の運

転者の報告義務の存否について争われたのであるが, 原審判決は被告人の有罪を認め, 最高

裁も 「本件上告を棄却」 した。 その判旨は次のとお りである。

「自動車相互間での交通事故が発生した場合において は, それぞれの自動車の運転者が, 道路交通

法 72条 1項後段のいわゆる事故報告義務を負い, 一方の自動車運転者または第三者から事故報告が

なされても, 他方の自動車運転者の事故報告義務が消滅するものではないと解すべきであり, このよ

うに解しても, 憲法38条 1項に違反しないことは, 当裁判所大法廷判例 (昭和 37年 5月2 日判決・

刑集 16巻 5号 495頁) の趣旨に徴して明らかであるから, 原判決判示の事実関係のも とにおいて。
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被告人に事故報告義務違反罪の成立を認めた原判決の判断の結論は正当であって, 所論は理由がな

い(39)。」

③最高裁二小法廷昭和50年2月10日決定

本件上告趣旨からすると, 事実関係は次のとお りである。

無免許の発覚をおそれて検問を突破した被告人が,赤信号の交差点で衝突を起こし, 破壊された車

体から脱出できずにいるところへ,追跡してきたパトカーカ1追いつき,三名の警察官斌 事故状況を

現認した うえ, 被告人を車両から救出した。被告人はそのままパ トカー内に保護され待機を命ぜられ

た。前記被告人に対する措置と並行して, 警察官が残りの負傷者の救助並びに交通秩序の回復に忙殺

されている間, 被告人はパ トカーから降りて, 現場を逃げ去ってしまったということである。

本件事件について, 原審判決は有罪判決を下したものの, 「警察官は, 所論のよ うに, 現場

に到着後, 右後段の報告事項について被告人より以上に正確に認識していたものであると認

められ, 被告人から右の報告を受けたと してもその判断資料に加えると ころはなかったであ

ろ う と推測される」 と判示していたので, 上告趣意は, そ うであるなら, 被告人の報告の必

要はないし, かつパ トカー内に待機を命じ られているのだから報告の機会もないと主張した。

この主張に対し, 最高裁は「本件上告を棄却する」 と決定し, その理由として次のように判示した。

「警察官が, 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊事故が発生した直後に現場に来合わせて事

故の発生を知 り, 事故を起こした車両の運転者に対し と りあえず警察用自動車内に待機するよ う指

示した うえ, 負傷者の救護及び交通の危険防止の措置を開始した場合であっても, 右措置の迅速万全

を期するためには, 右運転者による救護・報告の必要性が直ちに失われるものではないから, 右運転

者においては, 道路交通法 72条 1項前 ・後段の義務を免れるものではない(40)。」

④最高裁三小法廷昭和50年 1月21日判決

本件判決理由からすると, 事実の概要は次のとお りである。

被告人は, 普通乗用車を運転中, 酒気帯び運転と認められ, 被害巡査運転の白バイの追跡を

受けるや, 白バイの進路を防害しその追抜きを阻止して逃走するため, 故意にハン ドルを切っ

て自車を白バイの進路上に進出接近させる暴行を加えた結果, 自車に白バイを接近転倒させ,

同人を死亡するに至ら しめながら, そのまま逃走した とい う ものである。

原審判決は, 本件においても報告義務違反の成立を認め, 被告人から上告の中立があった

ので, 最高裁判所で審査することになった。 最高裁は 「本件上告を棄却する」 旨判決し, そ

の理由と して次のよ うに述べている。

「道路交通法 72条 1項後段のいわゆる事故報告義務の規定が憲法 38条 1項に違反するものでな

いこ とは, 当裁判所の判例 (昭和 35年(あ)第 636号同37年 5月2 日大法廷判決) の趣旨に徴して明

らかである。 ところで‥‥このように自動車運転者が逃走の過程で暴行の犯意のも とに車両の交通

により人の死傷の結果を発生させた場合であっても, 道路交通法 72条 1項後段所定の各事項の報告

義務を免れないものとした原判決の判断は正当であ り, 右判断が憲法 38条 1項に違反し前示大法廷

判例の趣旨にそわないものとは解されないから, 〔上告趣意の一筆者付記〕 論旨は理由がない(41)。」

, 次に最高裁判決ではないが, 純然たる車内事故で交通警察の関与の必要性がないと思われ

る事件について, 東京高裁が判断を下した事例 (確定判決) について紹介してお く。

⑤東京高裁昭和50年2月19日判決

本件判決理由からすると, 事実の概要は次のとおりである。

被告人はタ クシーの運転手であるが, 女客 4名をタ クシーに乗せ, 時速 15キロメ ー トルで

進行していたと ころ, 約 10 ノ ー斗ル前方を先行中の普通貨物自動車が進路前方の交差点の手

前で右折のため停止したのを認めた。 ところが同所は道路の幅員が片側約 5 メー トルで, か
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つ当時道路左側に駐車している車両があったため, 右先行車両 と駐車車両との間を自車の通

り抜けるのが困難なほど狭 く なっていたのに, 被告人は容易にその間を通過できるものと軽

信して前記速度のまま進行し, 先行車両の後方約3 メー トルまで接近してその左側方を通過

しよう としたため, 前記先行車両に衝突する危険を生じ, 急激にハン ドルを左に転把すると

ともに急制動の措置をとったけれども, その衝撃が急激であったため, 自車の助手席に乗っ

ていた客に傷害を負わせるに至った。 その被害者の傷害は結果的に加療約 6 ヶ月半を要する

重傷であったが, 事故当時, 相客が「大丈夫ですか」 と声をかけたが, 被害者は遠慮して 「大

丈夫です。 痛 くあ りません」 と答え, 同人らが格別の措置を要求しなかったので, 被害者ら

が下車するに際し, 被告人は 「ここへ連絡して くれれば費用は会社で負担する」 旨述べ, 自

己所属の会社名, その電話番号, 自己の姓をメモした紙を被害者に渡して別れた。 しかしな

がら, 被告人はもよ りの警察署の警察官に本件事故を報告しなかったので起訴された。

原審東京地裁は本件事故に対し, 被告人の救助義務違反を認め有罪としたが, 報告義務違

反については無罪としたため, 被告及び検察の相方が控訴し東京高裁の判断をあおぐに至っ

た。

東京高裁は「原判決を破棄する」判決を下し,被告人の救助義務違反及び報告義務違反の相方

を認めたが, 報告義務に関する判決理由は次のとお りである。 二

「道路交通法 72条 I 項後段所定の報告義務は, 同条所定の交通事故があったときは, 個人の生命,

身体及び財産の保護, 公安の維持等の職責を有する警察官にすみやかに前記法条所定の各事項を知

らせ, 負傷者の救護及び交通秩序の回復等について, 当該事故に対する交通秩序の回復等について,

当該事故に対する適切妥当な措置を講ずる必要性の有無等を, その責任において判断させ, 前記職責

上とるべき万全の措置を検討, 実施させるためにあると解されるから, 警察官に右の判断の機会を与

えないことになるような原判決の解釈は, 同法条の趣旨にそぐわないもので, 適当でないといわざる

を得ない。すなわち, 本件事故についてみると, 車内において発生した負傷事故であ り, その負傷の

程度も一見軽微なように見えたのであるけれども, 実際は, 加療約6か月半を要する頚椎捻挫等の傷

害を伴った事故であって決して軽微な事故とはいえなかったものであ り, 警察官の責任において負

傷者の救護等について何らかの措置を講じ る必要の有無について判断させる必要性のある事案で

あったのである。以上の説示によって明らかなとおり, 被告人は本件事故につき前記法条による報告

義務があったものと解するのが相当である(42)。」

くニ:)それらに対する批判検討

以上, 最高裁大法廷昭和 37年 5月2 日判決以後の不利益供述拒否権と報告義務に関する最

高裁判決 (⑤については高裁判決である。 上告がなされず判決が確定したので最高裁の判断

はない。) の動向を事例別に概観してきた。 それによると, 最高裁並びに高裁は

① 交通事故を起した車両の運転者が負傷者を救護し, 交通秩序も回復され, 道路上の危

険も存在しない場合, ② 自動車相互間で交通事故が発生し, 一方の当事者並びに第三者か

ら事故報告がなされた場合, ③ 警察官が交通事故の発生直後に現場に来合わせて, 救護等

の措置を開始した場合, ④, 自動車運転者が暴行の犯意のもとに車両の運転により人の死傷

の結果を発生させた場合, ⑤, 純然たる車内事故で一見軽微な人身傷害を負わせたが, 交通

警察の関与を必要とするほど交通秩序の混乱を認めることがで きない場合, のそれぞれに報

告義務を認めた。

①は, 被害者の救護や交通秩序回復等の応急措置の要否0判断を誰れがなすべきかについ

て, 最高裁がはじめて見解を明らかにしたものである。 従来, 本件のよ うに, 交通事故を起

こした車両の運転者において被害者を救護し, 交通秩序もすでに回復岑れ, 道路上の危険も存
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在しないため, 警察官においてもはやそれ以上の措置を とる必要がない場合には, 当該運転

者は, 事故報告義務を免れるのではないか, とい う問題が提起されてきた。 この問題は, 結

局のところ, 警察官が右措置を とる必要があるかどうかを警察官自身を してその責任におい

て判断させるべきものか, または事故を起した運転者の判断に委ねてよいものかに帰着する

といえよう。 本判決はこのような問題性のなかで, 右措置を警察官がとるべきものであるこ

とを判示した。そしてその理由として, 原判決と同じく道交法 72条 1項後段の報告義務は「個

人の生命 ・身体および財産の保護 ・公安の維持等の職責を有する警察官を して, 一応すみや

かに, 右条項後段所定の各事項を知らしめ, 負傷者の救護および交通秩序の回復等について

当該車両等の運転者の講じた措置が適切妥当であるかどうか, さ らに講ずべき措置がないか

等をその責任において判断させ, もって前記職責上とるべき万全の措置を検討 ・実施させよ

うとするにあると解されるので」 と述べるのみである。

しかしながら, 大法廷判決のその前半部分を厳格に解し 「警察官が交通事故に対する前叙

の処理をなすにつき必要な限度においてのみ, 右報告義務を負担する」 と述べている点を強

調すれば, 本件のよ うに被害者が救助され, 交通秩序も回復した場合には, 報告義務は存在

しないと解するのが妥当であった。 そもそも大法廷判決は, このように解することによって

のみ, 報告義務が違憲性のそし りを免れるものとしていたはずである。 従って本判決は, 結

果においても, 大法廷判決の理解においても問題だといわざるを得ない。

もっ とも このような見解に対しては, 交通事故は最終的にはすべて警察官の判断によって

処理させるのでなげれば安全は確保しえず, そのためには画一的に報告義務を課すことが必

要である, とい う反論が予想される。 しかし これとて, 「なる廠 ど 「:万全の措置」 を とらせる

ためにはそれぞれ好都合であろ う。 だがそれを, 安全の確保のための 『応急措置』 として必

要不可欠であるこ と とは全 く別である。 客観的にみて安全が確保されているならば, 報告を

させな くて も不都合はないはずである。 そ う したところで, 報告の要否の判断はむしろ裁判

所に委ねられることにな り, その判断を運転者に委ねることには決してならない。 市民の手

で安全が確保された場合にまで画一的に報告義務を課するのは, あま りに事故の警察的処理

を重視するものであり, 真のねらいは刑事責任追及の確保にあるとみられてもやむを得ない

のではなかろ うか(43)。」

なお本判決は, 「その他原判決の判断は正当」としていることから, 弁護人主張の(口)につい

ても, し りぞげたものとみることができる。本判決は, ただ単に道交法 72条 1項後段所定の

報告事項を十分に満たしていない場合, 報告義務の履行があったとは認められないとい う結

果を引出すにとどまらず, 交通事故の加害者本人による電話の報告は一切認めず, 加害者が

直接警察官と対面して事故の報告を しなければならないことを要請しているかのように推測

させる。 本件は第三者の通報により, 警察官が事故の発生を知るのであるが, その後電話で

直接加害者と話し合っており, 道交法 72条 1項後段所定の事故の態様について警察官が了知

しているのであるから, あらためて, 加害者と対面したとてそれ以上に警察官の知 りうる事

故の客観的事実はないはずである。 これとて, 大法廷判決の前半部分を厳格に解するならば,

その趣旨に合わないものといえよう。また前述の筆者の推測からすれば, 道交法 72条 1項後

段の報告義務は, 警察官を して事故の客観的事実を知らしめるという目的だけではな く , 事

故の加害者と直接対面させるとい う目的までも, あらゆる事故について画一的にもたせるこ

とになる。 も しそ うであるとするならば, 大法廷判決の合憲性の理由は全 く脆弁であったの

かと疑いた く もなるのであるが, 単に推測の域に止まれば幸いである。

②は, 自動車相互間での交通事故が発生した場合において, 一方の自動車運転者又は, 第
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三者から事故報告がなされれば, 他の自動車運転者は報告義務を免がれるかという問題につ

いて, 従来下級審判例では肯定説 ・否定説に分れていたのであるが, それについて最高裁が

初めて判断を下したものである。

否定説(他の自動車運転者は報告義務を免がれるとする説) は, 前橋地裁昭和43年 6月 21

日判決に代表されるが, 一審判決にはかな りみられる。 これに対して, 肯定説は高裁判決に

多 くみられる。

肯定説の論拠としては,

④事故報告の確実な履行を図るため, 重畳的報告を求める必要があること, ○一方の運転

者又は第三者の報告が所定の報告事項を網羅しているとは限らないこと, ⑥道交法72条2

項の規定により, 事故報告を受けた警察官は, 報告をした運転者に現場滞留命令を発し うる

こと とされてお り, 他の運転者に現場滞留命令をなし うるよう重畳的報告をさせる必要があ

る, といった理由があげられている。

これに対して, 否定説は,

「道路交通法72条 1項で運転者らに救護報告の義務が課せられているのは, 同条項が交通

事故発生の場合に被害者の救護および交通秩序の回復等のため緊急を要する応急措置をとら

せることを規定したものであるから, 本条の報告は事故発生の事実を客観的立場から当局者

に通知することに重点があると解するべきである。 従って, 報告義務の発生には事故につい

て当該運転者に故意過失のあることは必要でな く , 又第三者等が既に報告しているため再度

報告しても独自の意義をもたない場合には, 報告の義務は消滅していると解するのが相当で

ある(46)」 というのがその理由である。 即ち①判決批判の理由と同じ く , 大法廷判決を忠実に

又厳格に解するならばこのようにならざるを得ないことを指摘している。

本判決は, このような重畳的報告が憲法 38条 1項に違反しないことは, 「当裁判所大法廷

判例 (昭和 37年 5月2 日判決) の趣旨に徴して明らかである」 と述べるのみで, その具体的

理由については判示していない。 おそら く , 肯定説で述べた理由付を想定しているものと思

われるが, 大体 「事故の発生した日時, 場所, 死傷者の数及び負傷の程度‥‥」 といったご

とき客観的事実に何故, 相方の報告を必要とするのであろ うか。 確かに相方の報告を受ける

方が, よ り正確にな り うるとはいえるであろ う。 しかしそ うすることには, 不利益供述拒否

権を侵害するや否やの重大な問題が含まれているのである。 より正確な報告を求めるために

は, 不利益供述拒否権は後退させられてもやむを得ないとするならば, 不利益供述拒否権の

もつ重大性を見誤る論といわざるを得ないであろ う。

と ころで このように主張するこ とに対して, 「報告義務を尽 く した者に対しては, 法 72条

2項により, さ らにいわゆる現場残留命令を発することが可能であり, も し右命令に違反す

ると, それ自体別の罪を構成することになるのであるが, 報告義務を尽 く さなかった者は,

右のような負担を受けることがないから, 報告義務を尽 く した正直な運転者がこれを尽 く さ

なかった不正直な運転者との対比において, 不利益を受けるこ とになって不合理である(47)」

と批判がなされるであろ う。 確かに, この点だけをみれば, 不公平が生じ不合理になるであ

ろ う。 しかし報告義務の立法目的は, 既に何度も述べているように, 警察官を して事故の適

切な応急措置を構ぜしめるところにあるのであり, 犯罪捜査の端緒を得せしめるところには

毛頭ないのであるから, 72条 2項の存在そのものに疑問がある。72条 2項の残留命令を受け

る可能性があるから, 一方の報告だけでは不公平とな り従って相方の報告を必要とするとい

う論理は, 一見合理的に思えるが, 何かし ら本末転倒の感をいだかざるを得ない。 法そのも

のが違憲の疑いを免れない場合に, その法の要請からして相方の報告を義務づげなければ不
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公平になる とい う 「不合理さ」 と, そ うするこ とによって, 憲法の大原則である不利益供述

拒否権を侵害するという 「不合理さ」 との狭に入った場合, どちらの 「不合理さ」 にあまん

じなければならないかとすれば, それは前者なのではなかろ うか。

③は, 警察官が交通事故の発生直後に現場に来合わせて救護等の措置を開始した場合にお

いても報告義務があるや否やそこついて, 最高裁が初めて判断を下したものである。

①判決でも明らかなように, たとえ, 被害者の救護や交通秩序の回復等の応急措置をとる

必要性がないと思われる場合でも, 運転者の講じた措置が適切妥当であるかどうか, さ らに

講ずべき措置はないか等を警察官の責任において判断させるため, 報告義務を必要とし, 警

察官が現場にあることの必要性を説いていた。 しからば最初から警察官が事故現場にいた場

合には, 報告義務はどうなるか, という問題が生じる。

本件最高裁決定は, 「措置の迅速万全を期するためには」とい う理由で, このような場合に

も報告義務は有すると判示した。本件は被告弁護人の主張する ように, 「警察官らは, 報告義

務によって保障された事故処理職務遂行にあたって必要最少限度の認識すなわち事故の態様

についての客観的認識を被告人ら事故当事者の報告の有無とは関わりな く有してお り, かつ

その認識にも とづき冷静な判断を下し う る立場にあったばか りでな く , その判断によっ

て‥‥社会的に要請される負傷者救助や危険除去等の応急的措置を実行し うる人員が揃って

いたこ とが認められ, そ して実際にその措置に直ちに移 りその職責を果しているのであ

る(48い 実際に 警察官は事故直後に現場に来合わせたのであるから, 報告事項について被告人

より以上に正確に認識していたであろ うし, 被告人から右の報告を受けたとしてもその判断

資料に加えると ころはなかったであろ う と推測される。そ うであるのになおかつ, 「万全を期

するため」 報告義務を認めよ う とするのであるから, 一体何に万全を期そ う と しているのか

疑いた く もなる。 このような疑いは私一人の希有な疑いなのだろ うか。 同じような事例にお

いて, 昭和 49年 4月 25 日盛岡地裁判決がとのような報告義務を違憲と判示しているので,

次に掲げてお く。

「道路交通法 72条 1項後段で運転者らに所定事項の報告義務が課せられているのは, 警察官をし

て速に交通事故の発生を知り, 被害者の救護, 交通秩序の回復につ き適切な措置を執らしめ, 以って

道路における危険とこれによる被害の増大とを防止し, 交通の安全を図る等を目的としたもので, 運

転者らは警察官が交通事故に対する前叙の処理をなすにつき必要な限度においてのみ右報告義務を

負担するものであって(昭和 37年5月2日最高裁大法廷判決) , それ以上に自己が刑事責任に問われ

る虜れある事項の供述を強制するものと解釈ならびに運用されてはならないこ と明らかである。

従って, 右報告義務は, 警察官が事故の発生を終始目撃し, 事故発生の日時場所, 損傷の有無程度,

事故後の運転者らの態度を全て認識している場合には, 報告内容の正確性が担保されない第三者等

からの報告があった場合とも異り, 警察官において被害者の救護および交通秩序の回復をなすにつ

き必要な事実を全て了知しえているものであるから, 右報告義務の発生の余地はないものと解する

のが相当である(49)。」

④は, 自動車運転者が暴行の犯意のもとに車両の運転により人の死傷の結果を発生させた

場合においても, 報告義務があるや否やについて, 最高裁が初めて判断を下したものである。

下級審の判例は, このような場合にも報告義務を認める肯定説(50)が多いが, 新潟地裁昭和 46

年 12月 17 日判決のよ うに否定説の立場に立つものもあった。

最高裁ぽこのような場合にも報告義務を課すことは, 「憲法 38条 1項に違反し前示大法廷

判例にそわないものとは解されない」 から合憲であるとしているJ これだけでは最高裁のい

う合憲理由を検討する術はないが, おそら く一般的に肯定説のとる理由付をその論拠として
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⑤は, 純然たる車内事故で一見軽微な人身傷害を負わせたが, 交通警察の関与を必要とす

るほど交通秩序の混乱を認めるこ とができない場合にも, 報告義務は存するとしたものであ

る。 本件は上告されず東京高裁の判決が確定し, 最高裁がこのよ うな事例に判断を下したこ

とは未だない。

本判決の要旨は前述の通 りであるが, 本件判決は, 場合によっては, このような場合に報

告義務を課すこ とは妥当でないと読みとれる余地がある。 なぜなら, 本件事例は, 「車内にお

いて発生した負傷事故であり, その負傷の程度も一見軽微なように見えたのであるけれども,

実際は, 加療6 ヶ月半を要する傷害を伴った事故であって決して軽微な事故とはいえなかっ

たものであり, 警察官の責任において負傷者の救護等について何らかの措置を講じる必要の

有無について判断させる必要性のある事案であったのである」 と述べているからである。 す

なわち, 結果的にみて 6 ヶ月半も治療を用する傷害であったこ とからみれば, 警察官により

適切な措置を と らしめるため報告する必要があった とするのである。 それでは, そ うでない

場合, すなわち, 当初においても結果においても全 く軽微な事故で, かつなんらの交通秩序

回復の措置を必要としない場合には, 一体報告義務の有無はどうなるかとい う問題が生ずる。

しかしかりにこれについて最高裁の判断を仰ぐとしても, 筆者はこれとて悲観的にならざる

を得ない。 なぜなら, 近時の最高裁の判例は, 交通事故を起こした運転者の事故報告義務に

ついては, その例外を認めない方向に固ま りつつあ り, このよ うな場合についてもその例外

として認めうる余地はないものと推測し うるかである。 本件判決についての反対意見として

は原判決である東京地裁の判決理由につきているので以下それを掲げてお く。

「本件においては, 右のとお り純然たる車内事故であり, その態様につき交通警察の関与を必要と

するような交通秩序の混乱を認めることはできず, 又被害者救護の観点よりするも, 被告人自らがそ

れ相応の而るべき救護の方法を尽 く さなかった点はとがめられるべきであるが, その点につきさ ら

に交通警察の関与を必要とするような態様を伴っていないことも又明白であって, 警察官が, 交通秩

序の混乱を防止し, 被害を早急に回復すべく積極的な措置を講じる必要性 (同法72条 1項後段によ

ると報告は直ちにしない限り無意味なのであ り, 当該運転者は一律に処罰から免れ得ないのである)

は, 抽象的にも, 具体的にも発生していなかったとみるほかはな く , かような態様の本件事故につい

33

いるものと思われる。 すなわち道路交通法 72条 1項の冒頭には「車両等の交通による人の死

傷‥‥」 と規定されており, 本件の場合も確かに, 外形的に 「車両等の運転」 による事故 (犯

罪といった方が適切であるが事故とい う用語を用いる。) であるから, 72条 1項の規定を文理

的に厳格に解するならば, 運転者の故意過失の主観的意図にかかわらず適用されるとするの

である。 しかし, 道交法。72条 1項の規定が, はたして人身事故につき故意犯が成立する場合

まで予想した規定であるだろ うかとい う原理的な疑問に直面する。 同条の定める救助ないし

報告義務は最大限認めるとしても, 専ら道路行政上の要請から出てるものであり, 本件のよ

うに故意犯の如きは, 道交法が予定する行為の枠外にあるのではなかろ うか。

確かにいかなる手段によろ う と人を殺した り傷つけた りする事は悪質である。 その手段と

して, 銃や宍イフを用いよう と車を用いよう とその悪質さには変 りない。 このような反社会

的行為は, その反社会性の故に, 殺人罪や傷害罪において評価さるべきであり, 従ってこの

ような犯人につき, 警察官に報告しなかったことのみを とらえ, 報告義務違反として, これ

を殺人罪や傷害罪とは別個に処罰するのは, 法論理としては正当でない。なぜならかりに「人

を殺した者は警察官に報告すること」 という規定を法定することが, いかに非現実的でかつ,

不利益供述拒否権との関係で問題とな り うるかを知るならば, 本件判決はひと り車両を もち

いた殺人や傷害事件については別だといっているよ うなものだからである。
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てまで, 直ちに警察官に報告すべく刑罰を以って被告人に強制することは, 同条の立法趣旨に照らし

ても相当ではないと考えられる。

従って, 被告人は, 本件事故につき所定の事項を警察官に報告する義務を負わないというほかはな

い(52)。」

前述のよ うに最近の最高裁の判例の動向からすると, いやし く も交通事故を起こした以上,

その具体的状況のいかんにかかわらず, なにがなんでも報告の義務を果さなければならない

と要請しているかのよ うに思える。 そ してその理由と して, 多 く の判例は最高裁大法廷昭和

37年 5月 2 日判決の趣旨からしてそ うであるとするのである。 果して, 大法廷の判決趣旨は

そ うであったろ うか。 そ うでないことは前節において明確に述べた。 大法廷判決がそもそも

「ため」 にする詑弁であったとは思いた く ない。 しかし最近の判例の動向を概観しただけで

も, そ う と らざるを得ない様相を示してお り, 憤 りさえ憶えると ころである。

6L お わ り に

憲法 38条 1項は自己に不利益な供述を禁止してお り, 他方, 道交法 72条 1項後段は, 事

故に関し運転者らに罰則をもって報告義務を強制している。 同義務はその報告すべき内容が

少く とも犯罪発覚の端緒とな り うる事実であ り, 又報告すべき相手が犯罪捜査にあたる警察

官であるこ とから, 国民に不利益供述拒否権を保障した憲法 38条 1項 と深刻にかかお りあ

い, 微妙な接点をなしていることは前述のとお りである。 かつて裁判所は, 報告義務の合憲

性の論拠と して, (イ)憲法 38条は行政取締法規とは関係がない, (口)公共の福祉のためには必要

やむを得ない, ㈲事故の報告を証拠と して処罰することが禁じられると解すればよい, といっ

た理由を挙げ, それを認めていた。 しかしそれが, どれも不利益供述拒否権の後退を余儀な

く させる程, 説得力に富んだ合理的理由とはならないこ ともすでに説いたところである。‥又

最高裁判所も, (二)憲法 38条 1項は, 「自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項」 の供述を

強要するのを禁ずるものであるから, 報告義務の内容に 「刑事責任を問われる虞のある事故

の原因やその他の事項まで含まない」 こ とを強調して調和をはかろ う とした。

ところで道交法の報告義務の内容たる事実は, 犯罪発覚の端緒とな り うる事実には相違な

く, 結局自ら刑事責任を追及されること となる事実を進んで捜査官憲に申告しなければなら

ないという危険性がある。 元来, このような申告義務を一般的に国民に対して負わせること

は, 何人に対しても自己に不利益な供述を強要するこ とを禁じた憲法 38条 1項によって到底

許されないことはい うまでもない。 しかるに, 交通事故の場合のみ報告義務を負わせるのは,

被害者の救護といった他人の人権保障と道路交通における安全確保の行政目的のうえ必要や

むを得ない例外と解すべきである。 従ってこの規定が捜査のために利用された り, 運転者に

対する懲罰的規定と して考えられるべきではない。 合理的な行政的措置の必要性とい う立法

目的に照して, 報告義務内容は, 厳格かっ制限的にとどめられなければならないし, その要

請は必要かつ最少限度にとどめられなげればならないこ とも前述した。従って道交法 72条 1

項後段の報告義務が憲法 38条 1項に対する必要やむを得ない例外的規定であるとするには,

同法条をすべての交通事故に画一的 ・形式的に適用するのは誤 りであ り, 具体的な事例ごと

にその必要性 ・合理性を逐一検討して憲法との調和をはかっていかなければならないのであ

る。 前節で述べたように, 人身事故発生の有無やその負傷の程度, 交通頻繁な幹線道路と人

通りの少ない山路, 警察官が事故現場にいたかどうかといった前提事実は, 必然的に報告義

務の必要性やその程度に影響を及ぼすことはい うまでもない。 それ故に, 報告義務を認めた

客観的必要性がすでに達せられたと認められる場合には報告義務は消滅したものと解するの
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が妥当であ り, そのような場合にまでさ らに報告義務を負わせる こ とは, 憲法 38条 1項に

対して例外的に許された範囲を逸脱した ものと断ぜざるを得ない。

前節でみたごと く , 最近の判例は, 捜査の便宜を重大視するあま り, 不利益供述拒否権の

もつ意義が全 く閑却 されているきらいがある。 このこ とは, 「報告義務の存在に例外を認める

べきか否かの論争は, 判例上ほぼ結着のついた観がある」 といい切るほど, 短絡な形で とら

えられるべきではな く , 個人の尊厳とい う憲法の大原則とのかかお りで, 再度これらについ

ての論考を深めなければならない問題性をなげかけているのである。
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