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若手弁護士や司法修習生に向けた「セルフOJT（On the Job Training）」用

の書籍として好評を博してきた「事例に学ぶシリーズ」が、ついにシリーズ

10巻目を迎えた。

記念すべき10巻目を飾るものとして選ばれた「交通事故事件」は、本シリ

ーズに、まさにうってつけのテーマである。その理由は、次の�つにある。

�つ目は、「事件数」である。

法曹人口が増加している一方で、裁判所における民事事件の新受件数は減

少傾向にある。その中で、交通事故事件の訴訟件数は、増加の一途をたどっ

ている。

報道によれば、「全国の交通事故件数は04年の95万2709件から10年連続で

減少し、14年は57万3842件と�割減った。一方、全国の簡易裁判所に起こさ

れた交通事故の損害賠償訴訟は03年の3252件から、13年は�万5428件と4.7

倍になった。裁判が増えた背景には弁護士保険の普及があるとみられる」

（2015年�月23日付日本経済新聞朝刊）とのことである。

このことは、若手弁護士にとって、交通事故事件を「得意分野の�つ」に

することが、弁護士としての基盤を確立し、厳しい競争を生き抜いていくう

えでの有力な選択肢となることを意味している。

�つ目は、事件処理の「手段」が豊富にあることである。

本書第�編「交通事故事件のポイント」をお読みいただければわかるとお

り、交通事故事件の処理にあたっては、自賠責保険については被害者請求を

行うかという問題があるし、その後の紛争解決手続においても各種 ADR・

調停・訴訟など、多様な紛争解決手段が存在する。

このことは、選択肢が多いという意味で便利である反面、経験の少ない弁

護士にとっては、「本件では何がベストな手段なのか」という迷いにつなが

る。

「事例に学ぶシリーズ」においては、各弁護士が、それぞれの案件におい
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て、どのような理由からどのような手段を選択したのかが、決断に至るまで

の悩みとともに、具体的に説明されている。読者にとっては、自らの案件に

活かすことのできる「指針」を、そこに見出すことができるだろう。

�つ目は、事件処理の「内容」が基準化されていることである。

交通事故事件については、いわゆる「赤い本」（公益財団法人日弁連交通事

故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』）をはじめ

として、損害賠償額の算定方法が詳細に基準化されている。

このことは、どの弁護士が担当しても同じ結果になることを意味しない。

明確な基準があるがゆえに、創意工夫や、進め方のちょっとしたコツこそが、

事件の解決結果、すなわち案件の成否を左右するのである。

本書では、まさに、各弁護士が苦しみながら生み出した創意工夫が、惜し

みなく披露されている。それは、新たな創意工夫を生むうえでの「気づきの

端緒」ともなるはずである。

交通事故事件には、弁護士として求められる基本的な知識とスキルが凝縮

されているとともに、「困っている人を助ける」という弁護士としての原点

がある。

交通事故事件を相談から解決にまで導くことで、弁護士としての「経験・

信頼・自信」を得ることができたという思いが、本書の執筆の動機となって

いる。読者各位におかれても、事件解決を通じて、自らの「経験・信頼・自

信」を得るうえで、本書が少しでも助けとなることができれば、著者一同に

とってこれ以上の喜びはない。

最後となったが、本シリーズの発刊当初より企画・編集をご担当されてい

る民事法研究会の安倍雄一氏には、本書の刊行においても、ひとかたならぬ

ご尽力をいただいた。著者一同、心より御礼申し上げる次第である。

平成28年�月

執筆者を代表して 工 藤 洋 治
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第2編
交通事故事件の現場
──モデルケースを素材として



Ⅰ
事案の概要

〈Case①〉

事案は、自動車同士の交差点での出会い頭の事故（〈図表 2-1-1〉参照）

である。依頼者X（代表者A）および相手方Y共に自車が青信号であっ

たと主張し、事故態様が争点となった。

損害として、X（その代表者 A）はいわゆるむち打ち症となったが、

人損については自賠責保険でカバーされたため争いは生じなかった。し

かし、相手方 Y が任意保険に加入していなかったこともあり、物損

（修理費と代車使用料）につき争いが生じた。

Ⅱ
実務上のポイント

〈Case①〉における実務上のポイントは、以下の�点である。

① 事故態様の立証方法──刑事事件記録の活用

② 無保険者を相手方とする場合の訴訟戦略
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Ⅲ
事件受任

甲弁護士は、東京都内において個人で法律事務所を経営している。

交通事故事件は年に�回受任するかどうかという程度で、交通事故事件に

精通しているわけではないが、とある地方のお客から、交通事故事件の紹介

を受けた。

紹介者の話をまとめると、事故の状況等は、おおよそ以下のとおりであっ

た。

被害者は、有限会社 X（以下、「X」という）である。内装業を営む

A氏が法人成りした会社で、従業員などはいない。事故車両の所有者

は、Xなので、物損事故の被害者は、Xとなる。

事故が起きたのは、A 氏が仕事帰りに事故車両（社有車）を運転し

ていた時である。A氏が細い道路を進行し、広い道路との交差点に差

しかかった時、対面信号が赤信号であったので停止した。A氏運転の

車両は、先頭車両であった。対面信号が青に変わったため、通常どおり

発進し、広い道路に差しかかったところ、広い道路を進行していた Y

運転の車両がA氏運転の車両の右前部に衝突した。

事故状況を図で示すと、〈図表 2-1-1〉のとおりである。

事故発生後、Y は、「ごめんなさい」と謝ったそうだが、110番通報

し、警察官が臨場すると、自車は青信号だったと主張し始めた。

A 氏は首に違和感を覚えたため、救急車で病院に搬送され、むち打

ち症と診断された。これについては自賠責保険で補償されており、A

氏（X）としては、特に争う意図はない。問題は物損について、事故車

両の修理費として130万円と90日間の代車使用料として90万円、合わせ

て220万円の損害が生じており、X側の損害保険会社を通じてYと交渉

したが、Yは、自分のほうが青信号であり、信号無視をしたのは Xで
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あると言って譲らず、示談成立の見通しが立たない。このままではらち

があかないのでA氏としては訴訟したいという意向であった。

悩ましい問題としては、相手方 Yは任意保険に加入していないとい

うことがある。Y は、50歳代後半の専業主婦であり、資力があるかど

うかわからない。任意保険に加入していないことからすれば、むしろ資

力に乏しいのではないかと推察される。仮に訴訟で勝訴しても回収可能

性がなく、弁護士費用等が無駄になることが懸念される。

〈図表 2-1-1〉 事故発生状況図（〈Case①〉）
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Ⅳ
依頼者（X代表者A氏）との打合せ

� 事前準備

紹介者からの話で、大まかな事件の概要は把握できた。双方の主張の隔た

りが大きく、示談ではまとめようもないので、訴訟が必須であろう。その前

提で依頼者は打合せをしたいとのことであり、後日、依頼者と甲弁護士は、

直接面会する運びとなった。

当日、話を聞いてから、資料を用意してもらうのでは二度手間三度手間に

なるので、事前に用意してもらいたいものをリストにして、依頼者に電子メ

ールで伝えることにした。

交通事故の場合、基本的な資料として、まず事故証明書（【書式 2-1-1】）

は不可欠である。損害保険会社が介在しているので、保険会社が事故調査報

告書等を作成している場合もあり、そうであれば事故調査報告書も必要であ

る。また、損害を証明するものとして、まず車両の所有関係を明確にするた

めの車検証と依頼者が法人であるため、会社の現在事項全部証明書（商業登

記簿謄本）は必須である。車両の損傷状況を撮影した写真があればそれと車

Ⅳ 依頼者（X代表者A氏）との打合せ 41

（相）

�衝突地点

回避を行った地点

危険を感じた地点

最初に相手を発見した地点

最初に相手を発見し得る地点

（契）事故発生の模様

（（契）がX、（相）がY。一部省略）

C�衝突後の停止（転倒）地点

B〜C：16.0m

A〜B：約25.0m

�〜�：約3.0m

�〜�：約13.4m

相互の位置関係

B



両修理代の領収書と代車を出してもらったとのことなので代車使用料の領収

書も必要となる。

〈Case①〉で最も問題となるのは、どちらの信号が青だったのか、とい

う事故態様の立証である。刑事事件記録が証拠として最適であるが、刑事事

件として立件されていないと記録は作成されない。立件されている場合、捜

査の進j状況等を把握しておきたいので、資料ではないが、刑事事件の事情

を事前に依頼者のほうでまとめておいてもらうことにする。最後に、損害保

険会社と弁護士とでやりとりすることも予想されるので、保険会社の担当者

の所属と名前を確認しておいてもらう。初動では、まずこれだけのものがあ

れば、大体の見通しは立てられる。

以上をリストにすると以下のとおりである。

① 交通事故証明書（【書式 2-1-1】）

② （あれば）損害保険会社作成の事故調査報告書

③ 車両損傷を撮影した写真

④ 車検証

⑤ 現在事項全部証明書（商業登記簿謄本）

⑥ 修理費および代車使用料の領収書

⑦ （刑事事件の有無・進j状況等の情報）

⑧ （損害保険会社の担当者情報）

前記電子メールをA氏に送信したところ、A氏から、「すべて手元にある

し、詳しいことは調査報告書に書いてあるから打合せの前に郵送する」との

返信があったので、早速に送付してもらうこととした。

� 証拠の吟味

資料が送られてきた。依頼者X（A氏）の主張によれば、自車が青信号で

あったとのことだが、記憶違い、勘違いがあるかもしれないし、嘘を言って

いる可能性もある。事件処理の方向性や見通しを立てるためにも事前に客観

的証拠を吟味して、自分なりの心証をとっておくこととする。
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【書式 2-1-1】 交通事故証明書（〈Case①〉）

□□□−□□□□

住所

氏名 ○○損害保険株式会社

甲・乙・○ との続柄 本人・代理人○○○署 第×××号
事故照会
番号

○○県○○市××発生場所

平成27年�月23日発生日時 午後�時�分ころ

備考

無

乙
自家用車

普通乗用自動車
車種

昭和×○年�月 日
(58歳)

生年
月日

フリガナ
氏名

○○県○○市×× （TEL00−0000−0000）住所

運転○･同乗 (運転者氏名 )･歩行･その他
事故時の
状態

EFG123456-3
証明書
番号

有り
△△損保

自賠責
保険関係

△△33な9999
車両
番号

甲・乙以外
の当事者

甲

昭和××年�月 日
(52歳)

生年
月日

フリガナ
氏名

○○県○○市×× （TEL00−0000−0000）住所

運転○･同乗 (運転者氏名 )･歩行･その他
事故時の
状態

ABC123456-3
証明書
番号

有り
△△海上火災

自賠責
保険関係

○○33た9999
車両
番号

自家用車
普通乗用自動車

車種

そ

の

他

転

倒

路
外
逸
脱

車両単独

側
面
衝
突

衝

突

出
合
い
頭

○

そ

の

他

踏

切

不

明
・
調

査

中

事故類型

追

突

接

触

正
面
衝
突

車両相互
人

対

車

両

衝

突

人身事故照合記録簿の種別15001証明番号

上記の事項を確認したことを証明します。
なお、この証明は損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその
程度を明らかにするものではありません。

平成27年 �月27日
自動車安全運転センター

○○県事務所長 印



まず、事故車両の損傷部位を撮影した写真を見る。撮影日は、事故の�カ

月ほど後の日付で、損害保険会社が撮影したようだ。A氏（X）の車両は、

白い普通自動車である。その右前輪のバンパーからフェンダーにかけて大き

く陥没しており、ボンネットは、シャーシの歪みのためか、閉めることがで

きないようで開いたままになっている。自動車の右側から当てられる形で事

故が発生したことは間違いない。損傷の大きさは中程度といったところか、

低速でコツンとあたったという程度の衝突ではない。時速40から50キロメー

トルほどによる衝突だと推測する。

車検証の記載から所有者は Xで間違いない。物損のみ請求する場合の原

告は、法人であるXとなることを確認する。

損害額として、130万円の修理代の領収書と90日分の代車使用料90万円の

領収書の原本がある。これで損害額の立証はできる。ただ、代車を90日も使

ったことについての事情はわからない。ほかに損害として考えられるのは弁

護士費用だが、これは弁護士会の旧報酬規定を使うことにする。

損害保険会社が作成した調査報告書をみる。A氏の供述による事故の態

様は次のようなものであった。

「事故があったのは平成27年�月23日午後�時頃。A氏は、仕事の打合せ

を終え、いったん自宅に帰ろうとして自動車を運転していた。事故現場の交

差点は、何度も通った道である。現場交差点は〈図表 2-1-1〉のとおり、A

氏が進行していた道が細く、制限速度は時速40キロメートルである。相手方

Y が進行していた道路は、県道で広く交通量も多かった。制限速度は時速

40キロメートルである。

A 氏は、細い道を時速20〜30キロメートルで進行していたところ、対面

信号が赤色だったため停止線先頭に停止し信号待機していた（〈図表 2-1-1〉

の①）。対面信号が青色に変わったため発進し、交差点に入ったところ、右

方から車の影が視界に入ったが回避する暇もなく自車の右前部に衝突された

（〈図表 2-1-1〉の②）」。

調査報告書には、本件事故により A氏はいわゆるむち打ち症となり、相
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手方 Yは、業務上過失傷害で検察官送致される予定と記載されている。そ

して、重要な情報として、事故後に警察が検問を行い、その結果、A 氏の

自動車の後方を走行していた目撃証人が存在することと、その証言内容が

「対面信号が青色になった時、目の前の県道を大型トラックが信号を無視し

て通過し、その後、Y の車が同じく信号無視して交差点に進入し、A氏の

車と衝突した」というものであることが記載されている。これを受け、損害

保険会社では、過失割合をA氏：Y＝0：10と判断している。

この目撃証言は、調査員が警察官から聴き取り書面化したもので、その意

味では再々伝聞になるが、何の利害関係もない目撃証人が虚偽の話をする動

機がなく、おそらく真実であろう。

ひととおり資料をみて、甲弁護士は、A 氏のほうが青信号であり、Y が

信号を無視して事故が発生したとの心証を得た。〈Case①〉は、基本的に

勝ち筋であるが、目撃者の証言をどのように法廷に顕出するかが�となる。

� A氏との打合せ

A 氏と打合せを行った。事実関係については、調査報告書等でかなり詳

細な事実や現場の位置関係、車両間の関係まで把握できているので、調査報

告書の記載に間違いがないか A氏に確認するだけである。補足的に、代車

を90日もの間必要とした事情と、現時点での刑事事件の進j状況を聞いてみ

た。A氏いわく、代車については、Y が修理代を支払ってくれないので事

故車両の修理ができず、その間代車を使わざるを得なかったということのよ

うである。事故車両は、X の営業車両であり、代車使用自体は認められる

だろうが、期間については、若干微妙なところがある。刑事事件に関しては、

平成27年�月頃に警察署に被害者として取調べを受け供述調書を作成したが、

その後、全く連絡もなく、どうなっているのかわからないとのことであった。

以上を簡単に聞いたうえで、いよいよ打合せの本題に入る。すなわち、Y

は無保険なので、訴訟に勝利しても回収可能性に乏しく、弁護士費用が無駄

に終わる場合も考えられるが、それでも訴訟をするか、について確認する。
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甲弁護士は、この旨を A氏に率直に話したうえで以下のとおりのやりと

りをしたところ、話がまとまり、正式に受任することとなった。

甲弁護士：A さん。今回保険会社さんもいろいろ動いてくれて助かっ

ていますが、A さんの保険には弁護士特約というものがつ

いていませんか。もしついていれば、弁護士に支払う費用や

裁判所に支払う費用も保険でカバーできるのですが。

A 氏 ：先生、それは保険屋に聞いたからわかっています。お金がか

からないなら徹底的にやりたいと思っています。今後は保険

屋さんと先生で詰めていただけますか。

甲弁護士：よかった。弁護士特約が付保されているのですね。それでは

思う存分に訴訟をさせていただきましょう。ただ一応リスク

と見通しを説明しますね。まず、保険を使うとなると保険料

が来年から上がるかもしれませんから、保険屋さんに確かめ

ておいてください。それから、先ほどもお話したとおり、Y

さんは保険に入っていないようです。専業主婦ですから、お

金はあまりないでしょう。つまり勝訴しても強制執行する財

産もないと思います。ですから、訴訟がある程度進んだとこ

ろで和解して、少しずつでもお金を払ってもらったほうがよ

いように思います。

A 氏 ：わかりました。あまりに少ない金額では困りますが、ある程

度の金額なら結構です。

Ⅴ
訴訟提起と検討

� 訴訟戦略──目的は和解、目標は目撃証言の顕出

クラウゼヴィッツの顰
ひそみ

に倣えば〈Case①〉の基本戦略は上記のとおりと
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なる。相手方である Yに資力が認められない以上、判決をとりにいっても

紙切れに終わる公算が高い。任意で支払わせるほうが実効性があるので可能

な限り有利な和解で終わらせることが目的である。有利な和解をするために

は、裁判所にYが信号を無視したという心証を与えることが不可欠であり、

目撃証言を顕出することが当面の目標となる。

� 目撃証言の顕出方法

損害保険会社の調査報告書の記載や A 氏からの聴取りからすれば、事故

後行った検問で目撃者をみつけたとのことであるから、警察による実況見分

が行われていると考えられる。この目撃者による実況見分調書を入手し、証

拠として提出すればよいこととなる。

入手方法としては、弁護士法23条の�による照会（弁護士会照会）か文書

送付嘱託またはいわゆる犯罪被害者保護法に基づく閲覧・謄写請求のいずれ

かによることになるが、前提として刑事事件記録の閲覧・謄写が許される場

合でなければならない。

一般的に刑事事件記録の閲覧・謄写の運用は、〈図表 2-1-2〉のとおりと

なっている。

〈Case①〉で、今現在判明している刑事事件の状況は、業務上過失傷害

で警察が刑事事件として立件していることと被害者の供述調書が作成された

ところまでである。起訴されるかどうかはおろか、検察官送致がされるかど

うかもわからない。刑事事件のめどがついてから民事訴訟を提起するという

選択肢も理屈の上ではあるが、現実問題として業務上過失傷害のような軽微

な犯罪は、数年間店
たな

晒
ざら

しにされることも珍しくなく、刑事事件の進展を待っ

ていては、�年の消滅時効時間を経過してしまうおそれもある。

見通しでは、この刑事事件は、傷害結果が軽いため、不起訴（起訴猶予）

になると考えられる。そうすると、今後の手続としては、検察官送致し、検

察官が被疑者（Y）を取り調べたうえで最終決裁をとるだけであり、本気に

なればそれほど時間はかからないはずである。直ちに民事訴訟を提起し、こ
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ちらを進行させつつ、弁護士会照会や文書送付嘱託で刑事事件の進jを促し

つつ、不起訴になった段階で目撃者による実況見分調書を文書送付嘱託で入

手するという大まかな作戦を立てる。

後は粛々とオペレーションするのみである。

� 訴状起案

【書式 2-1-2】のとおり訴状を起案した。交通事故の典型的な訴状ひな形

に沿って起案したものであって特に作為を施したところはないが、進行の便

宜のため、刑事事件が係属していること、目撃証人が存在すること、刑事事

件の記録待ちであることは簡単に触れておいた。

代車使用料を請求する期間については若干の悩みがあった。事故車両は会

社所有の社用車であり、現に営業の用に供していたものであるから、修理が

終わるまでの間、営業のための代車の必要性は認められる。ただ、すぐ修理

すればそれほど代車期間は必要ないだろうという理屈も理解できる。結局の

ところ代車を認める相当期間の判断枠組みをどのように考えるかの問題に帰

結する。判例の傾向として、修理期間�〜�週間程度と被害者と加害者が修

理協定（修理範囲、修理方法、修理代金額等の合意）を締結するまでの交渉期

間を相当期間として認めているようである。

ただ、加害者側（保険会社側）の不誠実な交渉態度を問題視し、原告が請

求する代車使用期間すべてを被告が甘受するのもやむを得ないとして、相当
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〈図表 2-1-2〉 刑事事件記録の閲覧・謄写の運用

原則として誰でも閲覧・謄写可（刑事確定

記録法�条、記録事務規程17条）

確定記録

第�回公判後（犯罪被害者保護法）継続中記録

原則実況見分調書・付属書類のみ（平成20

年11月19日付法務省刑事局長通達）

不起訴記録



長期間の代車使用料を認めた判例も存在する（東京地判平成 7・8・29交民集

28巻�号1190頁）。

この判例の枠組みからすれば、〈Case①〉でも客観的には10：0 の過失

割合で、Y に一方的過失があるにもかかわらず、Y は、A 氏の過失を主張

するのみで代車はおろか一切の示談交渉を拒んでいる結果、A氏としても

修理に着手できなかったのであり、Y としては、この結果を甘受すべきで

あるといえる。Y は、代車使用期間すべてについて賠償義務を負うべきと

の考えも十分に成り立つ。

加えて、訴訟戦術的には和解交渉時の材料（減額要素）としても使える。

したがって、代車使用期間90日全額分を請求することとした。

【書式 2-1-2】 訴状（〈Case①〉）

訴 状

平成27年�月�日

○○地方裁判所○○支部 御中

原告訴訟代理人弁護士 甲

〒 XXX-XXXX ○○県○○市○○123-45

原 告 X株式会社

代表者代表取締役 A

（送達場所）

〒105-0003 東京都港区○○123-45

甲総合法律事務所

原告訴訟代理人弁護士 甲

電話 03−XXXX−XXXX

FAX 03−XXXX−XXXZ
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