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1. 序章 
本意見書は平成 26 年 3 月 15 日 17 時 14 分頃

番先路上及び付近一帯における交通事故事件（東京地方裁判所 平成28年（ワ）

第 号）に対しての意見書である。 
 

2．車両位置について 
 運転の株式会社 所有の自家用普通自動車 と

（以下 運転車両とする）の車両位置、 運転の自転車（以

下 運転自転車）の車両位置を解析する。解析をするドライブレコーダー映

像及び画像は 株式会社 営業用普通自動車（以

下 車両とする）搭載のドライブレコーダー映像及び画像並びに 運

転車両の後続車両の株式会社 の 運転の営業用普通自動

車（以下グリーンキャブ車両）に搭載されたドライブレコーダー映像を使用す

る。本件 車両搭載のドライブレコーダーの映像ファイル 2015 年 4 月

14 日 copy_drf1_0000029272 を 株式会社事業開発部技術担当部長

氏にフレーム連番印刷を依頼した。 
ドライブレコーダー画像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164400.402
から、copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164408.742 までの、本衝突事故

の説明および意見を主張するにあたり必要と判断した映像及び画像とする。 
 
3． 株式会社搭載のドライブレコーダーにおける定義 
（1）「ドライブレコーダー」 

韓国 DS TELECOM 社製造、 株式会社製 EagleViewKBB-003
にて撮影されている。本ドライブレコーダーの映像フレーム数は可変フレーム

であり、周囲の環境（光彩）により 7～10 フレーム／秒に変化する製品である。 
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（2）「映像フレーム」 
 本件ドライブレコーダー映像及び画像の映像フレーム数は可変フレームであ

り、周囲の環境（光彩）によりフレーム数が変化するものである。 
そこで本件ドライブレコーダーの製造会社である 株式会社事業開

発部技術担当部長 氏にフレームの連番印刷を依頼した。その連番印刷

された映像フレームを本件意見書に使用する。 
（3）「カメラキャリブレーション」 
 カメラキャリブレーションとは、カメラを通して撮影した映像は、カメラのレ

ンズの歪みや焦点距離などによって歪みが生じることを言う。本意見書におい

ては、ドライブレコーダーの映像及び画像に手を加え証明することはせず、よ

ってカメラキャリブレーションの調整は行わない。しかしながら、レンズの特

性において歪みが生じると言えども、直進する光が歪むわけではなく、例えば、

電柱の後ろで見えないものは、当然見えない。目標物の付近に映っている背景

は、当然後ろの背景である。 
（4）「計測用方眼板」 
キャリブレーションされていない映像及び画像の位置を特定するにあたり、弊

社特許取得済の計測技術、計測用方眼板（縦横 1mm）を使用する。ドライブレ

コーダーで撮影された映像は、広角レンズを使用しているため映像・画像の外

側に広がって歪む。 
別紙資料 1 の B1 及び B2 に計測用方眼板を X=3cm にて平行に設置し、その

方眼の差より三角形の相似を用いてドライブレコーダーの焦点から計測用方眼

板 B2 の距離を算出する。 
本件報告書は、算出した結果よりドライブレコーダー焦点から B2 までの距 

離が 6.321cm にて撮影した計測用方眼板を使用する。 
車両搭載のドライブレコーダーの韓国 DS TELECOM 社製造、

株式会社製 EagleViewKBB-003 により撮影された映像・画像のゆがみは
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同様で有り、ドライブレコーダー焦点から 6.321cm に設置された計測用方眼板

を用いて距離及び角度を計測する。なお、本件 車両搭載のドラ

イブレコーダー映像は逆光による不明瞭な映像のため計測用方眼による距離測

定には適さないと判断し、計測用方眼板を使用した計測を行わない。 
（5）「ドライブレコーダー取付高」 
道路運送車両の保安基準 第 195 条（窓ガラス）に記載の通りフロントガラ

ス上部 20％までの取り付け義務がある。一般的なタクシー車両の車種であるコ

ンフォートでのドライブレコーダーの取付高を推測した場合、ドライブレコー

ダー取付高は、道路より垂直に概ね 135 ㎝（1.35m）の高さに取り付けられて

いると定義する。また、道路は水平とする。 
別紙資料７参照。 
（6）「ドライブレコーダー設置角」 
 （5）「ドライブレコーダー取付高」より、本件 車両搭載のドライブ

レコーダーの取付高を定義し、その高さを用いて本件 車両搭載のドラ

イブレコーダーの取付水平軸角度を算出した。 
別紙資料 7 を参照。 
（7）「映像フレームの画像ファイル名」 
 本件 車両搭載のドライブレコーダー映像は韓国 DS TELECOM 社製

造、 株式会社製 EagleViewKBB-003 にて撮影されており、本ドラ

イブレコーダーの映像フレームは可変フレームである。 
 各フレーム毎に経過時間が異なっているため、本件ドライブレコーダーの製

造会社である本多通信工業株式会社の事業開発部技術担当部長 氏にフ

レームの連番印刷を依頼し、時刻差の解析を行った。 
 その結果、本ドライブレコーダー画像の画像ファイル名の小数点を含む下 4
桁が経過した時間になる。 
この時間差を本件解析に使用する。 
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4. 車両搭載のドライブレコーダーにおける定義 
本件 車両搭載のドライブレコーダーは矢崎総業株式会社製ド

ライブレコーダーにて撮影されている。本ドライブレコーダーの映像フレーム

数は 1 秒間 30 フレームである。 
本件 車両搭載のドライブレコーダー映像ファイル 20140315

事故映像 1044-CAM1 を本件解析に使用する。 
 

5.本件、映像及び画像解析における定義 
（1）解析時における数値の扱いについて 
本件、映像及び画像解析時に算出する数値については、小数点第 4 位以下を

四捨五入する。 
 倍率については小数点第一位を四捨五入する。 
（2）「解析に使用する計測値」 
①本件解析を行う上、平成 28 年 8 月 3 日にて 警察署にて保管されていた

運転自転車を原告弁護士 氏立会いのもと計測をした。本件で使用

する調査計測値は下記のとおりである。 
別紙資料 2： 運転自転車の後輪の直径 62.5 ㎝ 

 ②本件解析を行う上、ナンバープレートの規格（別紙資料 4）と道路標識、区

画線及び道路標示に関する命令附則「横断歩道（（201））」の規格（別紙資料 6）
を使用する。 
 ③本件解析を行う上、本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び

画像に映る、 運転車両のナンバープレートの上辺までの任意の位置高を被

告車両の自動車検査証の情報を基に被告車両と同車種のホンダ社製ライフの三

面図を取り寄せ、その縮尺を利用し、計測した、 
ホンダ社製ライフの三面図は縮尺は 29 倍であり、ナンバープレート上辺までの

車高は 43.5cm であった。この数値を解析に使用する。 
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（3）「本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心点」 
 本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像サイズは横（以下 x）
640×縦（以下 y）480 である。 
よって、本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心は

x320×y240 のピクセルとなる。 
（4）「 車両搭載ドライブレコーダーと 車両搭載ドライ

ブレコーダーのＧＰＳ時刻」 
 本件 車両搭載のドライブレコーダーと本件 両搭載

のドライブレコーダーはどちらもＧＰＳ搭載のドライブレコーダーであった。 
 ＧＰＳとは全地球無線測位システムのことであり、24 個の衛星から発射した

時刻信号の電波の到達時間などから，地球上の電波受信者の位置を 3 次元測位

するものである。 
 本件 車両搭載のドライブレコーダー及び本件 車両搭

載のドライブレコーダーはＧＰＳで受信した時刻が表示されている。 
 よって、本件事故の映像記録時間も同時刻であると定義する。 
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別紙資料一覧 
別紙資料 1 弊社特許計測用方眼板図 
別紙資料 2 運転自転車後輪実測写真 
別紙資料 3 本件 運転車両ホンダ社製ライフ三面図 
別紙資料 4 国土交通省ホームページ抜粋 ナンバープレートの規格 
別紙資料 5 国土交通省ホームページ抜粋 ナンバープレート規格使用箇所 
別紙資料 6 国土交通省ホームページ抜粋 横断歩道（201） 
別紙資料 7 国土交通省ホームページ抜粋 横断歩道（201）規格使用箇所 
別紙資料 8 本件 車両搭載ドライブレコーダー設置角 
別紙資料 9 本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から対象物の横 

断歩道までの距離と本件 車両搭載のドライブレコーダー

焦点を道路に垂直に落とした点から対象物の横断歩道までの道路

上の距離 
別紙資料 10 本件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から本件  

車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像に映る 運転自転

車後輪道路接地面までの距離と、本件 車両搭載のドライ

ブレコーダー焦点を道路に垂直に落とした点から 運転自転車

後輪道路接地面までの距離 
別紙資料 11 （1）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 での本

件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から 運転車両の

ナンバープレートまでの距離における本件 車両搭載のド

ライブレコーダー焦点からの 運転車両のナンバープレートの

任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件 車両搭載

のドライブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線との交差す

る点から、本件 車両搭載のドライブレコーダー画像

copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 上の中心と
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平行した 運転車両のナンバープレートまでの距離を示した図 
別紙資料 12 （2）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.416 での本

件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から 運転車両の

ナンバープレートまでの距離における本件 車両搭載のド

ライブレコーダー焦点からの 運転車両のナンバープレートの

任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件 車両搭載

のドライブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線との交差す

る点から、本件 車両搭載のドライブレコーダー画像

copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.416 上の中心と

平行した 運転車両のナンバープレートまでの距離を示した図 
別紙資料 13 （3）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.971 での本

件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から 運転車両の

ナンバープレートまでの距離における本件 車両搭載のド

ライブレコーダー焦点からの 運転車両のナンバープレートの

任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件 車両搭載

のドライブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線との交差す

る点から、本件 車両搭載のドライブレコーダー画像

copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.971 上の中心と

平行した 運転車両のナンバープレートまでの距離を示した図 
別紙資料 14 本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像から見

る同ドライブレコーダー焦点を道路に垂直に落とした点から本

件事故の横断歩道までの距離と 運転自転車の距離の差側面

図 
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6． 運転車両の速度について 
本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像を解析するにあた

り、上記に記載した定義より、別紙資料 4 のナンバープレートの規格を使用す

る。別紙資料 4 のナンバープレートの規格は自家用普通自動車の規格であり、

ナンバープレート横の長辺である 33 ㎝の規格を使用して解析をする。 
本件 搭載ドライブレコーダー画像ファイルのうち、 
（1）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 
（2）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.416 
（3）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.971 
上記の 3 つのフレームを用いて、このフレーム間の平均速度を算出する。 

（1）画像ファイル copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 での本

件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から 運転車両のナンバープレ

ートまでの距離 
本件 車両搭載のドライブレコーダー画像の下記 copy_drf1_0000029 

272.mp4_20150407_164406.166 に映る 運転自動車のナンバープレートの

大きさを弊社特許の計測用方眼板を用いて解析した。 
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 本件 車両搭載のドライブレコーダー画像 copy_drf1_0000029272.mp 
4_20150407_164406.166 に上記で定義した焦点から 6.321 ㎝離れた位置で撮影

した計測用方眼板を重ね透過させた画像には 運転車両のナンバープレート

は 1.3 ㎜に映っている。 
上記 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 の画像上の本件

車両搭載ドライブレコーダーの焦点から 運転車両のナンバープレート

までの距離及び本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点を道路に垂直

に落とした点から最上運転車両のナンバープレートまでの道路上の距離を算出

する。 
 まず、上記 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 の画像に中

心線を引き、本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像上の（3）
「 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心点」で定義した

中心のピクセル x320×y240 がわかるように画像上に印を施し 運転車両の



 

ナンバープレートの左上と中心点を結び、三

その画像が下記の画像である。

上記画像の本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心点

から 運転車両のナンバープレートの左上部分を画像上の

320 ピクセルまで線を引き 運転車両のナンバープレートの左上部分までの

高さを弊社特許である計測用方眼板を用いて算出する。

上記の画像ではわかりやすく、中心まで線を引いているが、ドライブレコーダ

ーで撮影された映像はカメラキャリブレーションがあり、画像の外側にいけば

いくほど歪む。 
上記の画像上の 運転車両のナンバープレートの左上部分を基準にしたピク

セル上でも弊社特許の計測用方眼板での計測値は

いる。 
上記画像の本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心点
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ナンバープレートの左上と中心点を結び、三角形の高さとなる部分を決める。

その画像が下記の画像である。 

上記画像の本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心点

から 運転車両のナンバープレートの左上部分を画像上の x 軸の中心である

ピクセルまで線を引き 運転車両のナンバープレートの左上部分までの

高さを弊社特許である計測用方眼板を用いて算出する。 
上記の画像ではわかりやすく、中心まで線を引いているが、ドライブレコーダ

ーで撮影された映像はカメラキャリブレーションがあり、画像の外側にいけば

上記の画像上の 運転車両のナンバープレートの左上部分を基準にしたピク

セル上でも弊社特許の計測用方眼板での計測値は 7.5mm（＝0.75cm

上記画像の本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心点

となる部分を決める。 

上記画像の本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心点

軸の中心である

ピクセルまで線を引き 運転車両のナンバープレートの左上部分までの

上記の画像ではわかりやすく、中心まで線を引いているが、ドライブレコーダ

ーで撮影された映像はカメラキャリブレーションがあり、画像の外側にいけば

上記の画像上の 運転車両のナンバープレートの左上部分を基準にしたピク

0.75cm）となって

上記画像の本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心点
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から 運転車両のナンバープレート左上部分までの計測用方眼板での高さ

7.5mm（0.75cm）を三角形の高さとし、本件 車両搭載のドライブレコ

ーダーと同機種で撮影した弊社特許の計測用方眼板の焦点距離 6.321cm を底辺

とし、上記 2 点を使用に本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から

6.321cm で撮影した弊社特許の計測用方眼板までの三角形の斜辺を算出する。 
下記の図 1 がその図である。 

上記図 1 より、本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点より、計測

用方眼板までの斜辺は 6.365cm となる。 
 運転車両のナンバープレートは別紙資料 4 のナンバープレート規格の使

用箇所より、横の長辺は 33cm である。 
本件 車両搭載のドライブレコーダー画像に弊社特許の計測用方眼板

を透過させ重ねた画像には 運転車両のナンバープレートは1.3mmで映って

いる。これにより倍率が 254 倍だとわかる。 
三角形の相似より、本件 車両搭載ドライブレコーダーの焦点から弊

社特許の計測用方眼板までの三角形の斜辺の 254 倍が実際の本件 車両

搭載のドライブレコーダー焦点から本件 車両搭載のドライブレコーダ

ー画像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 の中心と平行した

運転車両のナンバープレート左上部分までの距離となる。 
6.365cm×254 倍＝1616.71cm 
1616.71cm＝16.167ｍとなる。 

0.75ｃｍ 倍率254倍

6.365ｃｍ

図1 16.167ｍ

計測用方眼板

6.321ｃｍ

ナンバープレート左上
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よって、本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から本件

車両搭載のドライブレコーダー画像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_1 
64406.166 の中心と平行した 運転車両のナンバープレートの左上部分まで

の距離は 16.167ｍとなる。 
上記で算出した数値 16.167ｍを用いて、本件 車両搭載のドライブレ

コーダー焦点からの 運転車両のナンバープレートの任意の位置高から道路

に平行に引いた線と本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点より道路

に垂直に引いた線との交差する点から、本件 車両搭載のドライブレコ

ーダー画像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 上の中心と平

行した 運転車両のナンバープレートまでの距離を解析する。 
 （5）「ドライブレコーダー取付高」より本件 車両搭載のドライブレ

コーダーの取付高は 135cm（1.35m）と定義し、（2）「解析に使用する計測値」

の③にて 運転車両のナンバープレート上辺までの車高は 43.5cm と定義し

ているため、下記三角形の高さを 91.5cm（0.915m）とし 運転車両のナン

バープレート左上までの距離を出す。 
 下記の図 2 を参照。 

三平方の定理より、A²（高さ）+B²（底辺）＝C²（斜辺）であるため、 
0.915²+B²＝16.167² 
B²＝16.141² 
B＝16.141 となる。 

焦点 図2

16.167

0.915

16.141

ナンバープレート



- 13 -  

よって、本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点からの 運転車

両のナンバープレートの任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件飛鳥交

通車両搭載のドライブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線との交差する

点から、本件 車両搭載のドライブレコーダー画像 copy_drf1_0000029 
272.mp4_20150407_164406.166 上の中心と平行した 運転車両のナンバー

プレートまでの距離は 16.141m となる。 
 

（2）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.416 での本件 車

両搭載ドライブレコーダー焦点から 運転車両のナンバープレートまでの距

離 
本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像 copy_drf1_0000029 

272.mp4_20150407_164406.416 フレームに上記で記載した位置で撮影した計

測用方眼板を重ね透過させた画像には 運転車両のナンバープレートは

1.5mm に映っていた。 
その画像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.416 が下記の画像で

ある。 
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上記 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.416 の画像上の本件

車両搭載のドライブレコーダー焦点からの 運転車両のナンバープレー

トの任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件 車両搭載のドライ

ブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線との交差する点から、本件

車両搭載のドライブレコーダー画像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_ 
164406.416上の中心と平行した 運転車両のナンバープレートまでの距離を

算出する。 
本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の（8）「本件

車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心点」で定義した縦の中

心ピクセル y240 を基準にし、y240 から本件 車両搭載のドライブレコ

ーダー映像及び画像に映る 運転車両のナンバープレートまでの高さは、本

件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から 6.321cm の距離で撮影した

弊社特許の計測用方眼板を重ね、透過させ、メモリを数えたところ、7.3mm で



 

あった。 
下記の画像が以上を記した画像である。

上記画像の本件 車両搭載のドライブレコーダー

転車両のナンバープレート左上部分までの計測用方眼板での高さ

（0.73cm）を三角形の高さとし、本件 車両搭載のドライブレコーダー

と同機種で撮影した弊社特許の計測用方眼板の焦点距離

本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から

特許の計測用方眼板までの三角形の斜辺を算出する。

下記の図 3 がその図である。
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下記の画像が以上を記した画像である。 

上記画像の本件 車両搭載のドライブレコーダー画像の中心

転車両のナンバープレート左上部分までの計測用方眼板での高さ

）を三角形の高さとし、本件 車両搭載のドライブレコーダー

と同機種で撮影した弊社特許の計測用方眼板の焦点距離 6.321cm
本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から 6.321cm で撮影した弊社

特許の計測用方眼板までの三角形の斜辺を算出する。 
その図である。 

画像の中心から 運

転車両のナンバープレート左上部分までの計測用方眼板での高さ 7.3mm
）を三角形の高さとし、本件 車両搭載のドライブレコーダー

6.321cm を底辺とし、

で撮影した弊社
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上記図 3 より、本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点より、計測

用方眼板までの斜辺は 6.363cm となる。 
 運転車両のナンバープレートは別紙資料 4 のナンバープレート規格の使

用箇所より、横の長辺は 33cm である。 
本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像に弊社特許の計測

用方眼板を透過させ重ねた画像には 1.5mm で映っている。これにより倍率が

220 倍だとわかる。 
三角形の相似より、本件 車両搭載ドライブレコーダーの焦点から弊

社特許の計測用方眼板までの三角形の斜辺の 220 倍が実際の本件飛鳥交通車両

搭載のドライブレコーダー焦点から本件 車両搭載のドライブレコーダ

ー映像及び画像の中心と平行した 運転車両のナンバープレート左上部分ま

での距離となる。 
6.363cm×220 倍＝1399.86cm 
1399.86cm＝13.999ｍとなる。 
上記で算出した数値 13.999ｍを用いて、本件 車両搭載のドライブレ

コーダー焦点からの 運転車両のナンバープレートの任意の位置高から道路

に平行に引いた線と本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点より道路

に垂直に引いた線との交差する点から、本件 車両搭載のドライブレコ

ーダー画像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.416 上の中心と平

焦点

220倍

0.73cm 

6.363cm

図3

13.999m

計測用方眼板

6.321cm 

ナンバープレート
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行した 運転車両のナンバープレートまでの距離を解析する。 
（5）「ドライブレコーダー取付高」より本件 車両搭載のドライブレ

コーダーの取付高は 135cm（1.35m）と定義し、（2）「解析に使用する計測値」

の③にて 運転車両のナンバープレート上辺までの車高は 43.5cm と定義し

ているため、下記三角形の高さを 91.5cm（0.915m）とし斜辺を上記で算出した

13.999m を斜辺として三平方の定理を用いて底辺となる、本件 車両搭

載のドライブレコーダー焦点から道路に垂直に落とし、最本件 車両搭

載のドライブレコーダー焦点からの 運転車両のナンバープレートの任意の

位置高から道路に平行に引いた線と本件 車両搭載のドライブレコーダ

ー焦点より道路に垂直に引いた線との交差する点から、本件 車両搭載

のドライブレコーダー画像上の中心と平行した 運転車両のナンバープレー

トまでの距離を算出する。 
下記の図 4 が本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から道路に垂

直に落とし、最本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点からの最上運

転車両のナンバープレートの任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件

車両搭載のドライブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線との交差

する点から、本件 車両搭載のドライブレコーダー画像上の中心と平行

した 運転車両のナンバープレートまでの距離を算出した三角形である。 

焦点

図4

13.999

0.915

13.969

ナンバープレート
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三平方の定理より、A²（高さ）+B²（底辺）＝C²（斜辺）であるため、 
0.915²+B²＝13.999² 
B²＝13.969² 
B＝13.969 となる。 
よって、本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点からの 運転車

両のナンバープレートの任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件

車両搭載のドライブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線との交差する

点から、本件 車両搭載のドライブレコーダー画像 copy_drf1_0000029 
272.mp4_20150407_164406.416 上の中心と平行した 運転車両のナンバー

プレートまでの距離は 13.969m となる。 
 
（3）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.971 での本件飛鳥交通車

両搭載ドライブレコーダー焦点から 運転車両のナンバープレートまでの距

離 
 本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像copy_drf1_000002 
9272.mp4_20150407_164406.971に上記で記載した位置で撮影した計測用方眼

板を重ね透過させた画像には 運転車両のナンバープレートは 4 ㎜に映って

いた。下記の画像がその画像である。 
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上記 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.971 の画像上の本件

車両搭載ドライブレコーダーの焦点から 運転車両のナンバープレー

トの任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件 車両搭載のドライ

ブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線と交差する点から本件 車

両搭載のドライブレコーダー画像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164 
406.971 上の中心と平行した 運転車両のナンバープレートまでの距離を算

出する。 
本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の（8）「本件

車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心点」で定義した縦の中

心ピクセル y240 を基準にし、y240 から本件 車両搭載のドライブレコ

ーダー映像及び画像に映る 運転車両のナンバープレートまでの高さは、本

件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から 6.321cm の距離で撮影した

弊社特許の計測用方眼板を重ね、透過させ、弊社特許の計測用方眼板のメモリ



 

を数えたところ、15mm
下記の画像が以上を記した画像である。

上記画像の本件 車両搭載のドライブレコーダー

車両のナンバープレート左上部分までの計測用方眼板での高さ

（1.5cm）を三角形の高さとし、本件 車両搭載のドライブレコーダーと

同機種で撮影した弊社特許の計測用方眼板の焦点距離

件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から

許の計測用方眼板までの三角形の斜辺を算出する。

下記の図 5 がその図である。
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mm（1.5cm）であった。 
下記の画像が以上を記した画像である。 

上記画像の本件 車両搭載のドライブレコーダー画像の中心点から

車両のナンバープレート左上部分までの計測用方眼板での高さ

）を三角形の高さとし、本件 車両搭載のドライブレコーダーと

同機種で撮影した弊社特許の計測用方眼板の焦点距離 6.321cm を底辺とし、本

件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から 6.321cm で撮影した弊社特

許の計測用方眼板までの三角形の斜辺を算出する。 
がその図である。 

画像の中心点から

車両のナンバープレート左上部分までの計測用方眼板での高さ 15mm
）を三角形の高さとし、本件 車両搭載のドライブレコーダーと

を底辺とし、本

で撮影した弊社特
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 上記図 5 より、本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点より、計測

用方眼板までの斜辺は 6.363cm となる。 

 運転車両のナンバープレートは別紙資料 4 のナンバープレート規格の使

用箇所より、横の長辺は 33cm である。 

本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像に弊社特許の計測

用方眼板を透過させ重ねた画像には 4mm で映っている。これにより倍率が 83

倍だとわかる。 

三角形の相似より、本件 車両搭載ドライブレコーダーの焦点から弊

社特許の計測用方眼板までの三角形の斜辺の83倍が実際の本件 車両搭

載のドライブレコーダー焦点から本件 車両搭載のドライブレコーダー

画像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.971 の中心と平行した

運転車両のナンバープレート左上部分までの距離となる。 

6.497cm×83 倍＝539.251cm 

539.251cm＝5.393ｍとなる。 

よって、本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から本件

車両搭載のドライブレコーダー画像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_1 

64406.971 の中心と平行した 運転車両のナンバープレートの左上部分まで

の距離は 5.393ｍとなる。 

焦点

1.5ｃｍ 83倍

6.497ｃｍ

図5 5.393ｍ

計測用方眼板
6.321ｃｍ

ナンバープレート
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上記で算出した数値 5.393ｍを用いて、本件 車両搭載ドライブレコー

ダーの焦点から 転車両のナンバープレートの任意の位置高から道路に平

行に引いた線と本件 両搭載のドライブレコーダー焦点より道路に垂

直に引いた線と交差する点から本件 車両搭載のドライブレコーダー画

像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.971 上の中心と平行した

運転車両のナンバープレートまでの距離を解析する。 

（5）「ドライブレコーダー取付高」より本件 両搭載のドライブレコ

ーダーの取付高は 135cm（1.35m）と定義し、（2）「解析に使用する計測値」の

③にて 運転車両のナンバープレート上辺までの車高は 43.5cm と定義して

いるため、下記三角形の高さを 91.5cm（0.915m）とし、斜辺を上記で算出した

5.395m を斜辺として三平方の定理を用いて底辺となる、本件 車両搭載

ドライブレコーダーの焦点から 運転車両のナンバープレートの任意の位置

高から道路に平行に引いた線と本件 車両搭載のドライブレコーダー焦

点より道路に垂直に引いた線と交差する点から本件 車両搭載のドライ

ブレコーダー画像 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.971 上の中

心と平行した 運転車両のナンバープレートまでの距離を算出する。 

下記の図 6 が本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点を道路に垂直

に落とし、最上運転車両のナンバープレート上辺までの車高と平行の点から、

本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像上に映る 運転車

両のナンバープレートまでの距離を算出した三角形である。 

三平方の定理より、A²（高さ）+B²（底辺）＝C²（斜辺）であるため、 

焦点
図6

5.393

0.915

5.315
ナンバープレート
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0.915²+B²＝5.393² 

B²＝5.315² 

B＝5.315 となる。 

よって、本件 車両搭載ドライブレコーダーの焦点から 運転車両

のナンバープレートの任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件

車両搭載のドライブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線と交差する点か

ら本件 両搭載のドライブレコーダー画像 copy_drf1_0000029272.mp 

4_20150407_164406.971上の中心と平行した 運転車両のナンバープレート

までの距離 5.315m となる。 

 

（4）本件 車両搭載のドライブレコーダーからの 運転車両の速度 

上 記 の 4 ． 運 転 車 両 の 速 度 に つ い て の （ 1 ）

copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 での本件 車両搭

載ドライブレコーダー焦点から 運転車両のナンバープレートまでの距離か

ら（3）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.971 での本件

車両搭載ドライブレコーダー焦点から 運転車両のナンバープレートまでの

距離までの平均速度を算出する。 

copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 から copy_drf1_00000292 

72.mp4_20150407_164406.971 までの時間は本多通信工業株式会社の事業開発

部技術担当部長蓮尾正俊氏にフレーム間の秒数の解析を依頼したところ 0.805

秒であり、上記フレーム間での移動距離は 10.826m である。 

copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 から copy_drf1_00000292 

72.mp4_20150407_164406.971 までの平均速度は 10.826m÷0.805 秒のため秒

速が 13.448m であり、時速に直すと 48.413km となる。 

本件事故の第一準備書面より、本件事故現場交差点に進入する際にアクセル

から 被告が本当に足を離したのなら、エンジンブレーキがかかり、時速 30
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～35km ほどに減速できていたはずだが、本件 車両搭載のドライブレコ

ーダーで 運転車両の速度を解析したところ、 運転車両は交差点に進入

する際も減速せず、上記で算出した時速 48.413km で走行していたことは事実

である。 
よって、本件第 1 準備書面より 運転車両にエンジンブレーキが作動し、

時速 30～35km で走行していたという発言は事実と異なる。 
 

（5 運転車両後続車 搭載のドライブレコーダー映像及び画

像からの 運転車両の速度解析 
 本件事故の 運転車両後続の 車両搭載のドライブレコーダ

ー映像より、本件 車両の前を走る 運転車両の速度を解析す

る。 
西日で映像が不明瞭なため、本件 車両搭載のドライブレコーダ

ー映像上に映る 運転車両が本件事故の交差点より一つ前の 丁目の交

差点の本件事故現場よりの横断歩道上をスタート地点として、上記（9
車両搭載ドライブレコーダーと 車両搭載ドライブレコーダー

のＧＰＳ時刻で定義した本件 車両搭載ドライブレコーダー映像及び画

像の本件事故の時刻と同時刻までの時間を算出し、また、地図の縮尺を用いて

距離を算出する。 
そして、上記の時間と距離を用いて 運転車両の平均速度を算出する。 
本件 車両搭載のドライブレコーダー映像で船橋 4 丁目の交差

点の本件事故現場よりの横断歩道の上に 運転車両が映ってる映像時刻が 17
時 14 分 17 秒 76 であり、その地点から、本件 車両搭載のドライ

ブレコーダー映像は（4）「 車両搭載ドライブレコーダーと

車両搭載ドライブレコーダーのＧＰＳ時刻」で定義した通り、本件

車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の時刻と同じであるため、本件
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車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像と同時刻である本件

車両搭載のドライブレコーダーの事故発生時刻 17 時 14 分 21 秒 06
であり、この時間を使用し解析を行う。 

17 時 14 分 17 秒 76 から 17 時 14 分 21 秒 06 までは 3.3 秒である。 
この時刻の 運転車両の走行位置を地図上に落とし、地図の縮尺を利用し、

距離を測る。 
ゼンリンの地図とグーグルマップを用いて 運転車両の位置を特定する。 

下記の写真は Google の航空写真で見た事故現場の写真である。 
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上記の航空写真に 運転車両の 17 時 14 分 17 秒 76 での位置（赤線）と、17
時 14 分 21 秒 06 の位置（黄線）を記した写真が以下の写真である。 
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上記写真、航空写真で見る 運転車両の位置をゼンリンの地図上に印し、

地図の縮尺を用いて距離を算出する。 
また、17 時 14 分 21 秒 06 の時点では 運転車両はすでに交差点に進入し

ている。 
本件 運転自転車と 17 時 14 分 21 秒 06 でぶつかっているので、本件事故

現場交差点の横断歩道より 2m 離れた地点とし、算出した縮尺の距離に 2m 足し

て計算をする。 
 下記のゼンリンの地図には 17 時 14 分 17 秒 76（赤線）の地点から 17 時 14
分 21 秒 06（黄線）までの距離は 9.5cm であり、縮尺は 500 倍であるため実際

の 17 時 14 分 17 秒 76（赤線）の地点から 17 時 14 分 21 秒 06（黄線）の地点

までの距離は 47.5m となる。 

 
この距離に以下で説明する 5 運転自転車の走行位置についての 運転

自転車と横断歩道の距離 2m を足し、49.5m とし、この距離が本件

車両搭載ドライブレコーダー映像及び画像の 17 時 14 分 17 秒 76 から 17



 

時 14 分 21 秒 06 までの 運転車両が実際に走行していた距離となる。

この 3.3 秒の間に 49.5m
となる。 
 
7． 運転自転車の走行位置に

本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像

9272.mp4_20150407_164406.166
析をする。 
下記の本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像

0000029272.mp4_20150407_164406.166
車両搭載のドライブレコーダーの焦点位置から

計測用方眼板の映像及び画像を重ね、透過させた映像及び画像を用いて解析を

する。 
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までの 運転車両が実際に走行していた距離となる。

49.5m 進行していることにより、この間の平均速度は

． 運転自転車の走行位置について 
本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像copy_drf1_000002

9272.mp4_20150407_164406.166フレームから 自転車の走行位置の解

本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像

0000029272.mp4_20150407_164406.166 フレームに上記で記載した本件

車両搭載のドライブレコーダーの焦点位置から 6.321 ㎝の位置で撮影した

計測用方眼板の映像及び画像を重ね、透過させた映像及び画像を用いて解析を

までの 運転車両が実際に走行していた距離となる。 
、この間の平均速度は 54km

copy_drf1_000002 
から 自転車の走行位置の解

本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像 copy_drf1_ 
に上記で記載した本件

㎝の位置で撮影した

計測用方眼板の映像及び画像を重ね、透過させた映像及び画像を用いて解析を
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本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の copy_drf1_0000 
029272.mp4_20150407_164406.166 フレームに映る本件 車両搭載の

ドライブレコーダーの焦点から横断歩道の位置と 運転自転車の後輪の位置

を算出する。 
上記画像１は本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の co 

py_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 フレームに本件 車

両搭載のドライブレコーダーの焦点位置から 6.321 ㎝の距離で撮影した計測用

方眼板の映像を重ね、透過させた画像である。 
上記画像に中心付近に映る横断歩道の中心に近い端を中心から結んだ三角形

（赤）と 運転自転車の後輪の地面設置面を中心付近まで線で結び、こちら

も上記同様中心から三角形（黄）を作った。 
 

（1）本件 交通車両搭載ドライブレコーダー焦点から画像 1 に映る横断歩道

までの距離 
上記の画像 1 上に横断歩道を基準とした赤い三角形を作り、その高さが計測

用方眼板のメモリを数えると 1.15cm となる。 
これを高さとし、本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から

6.321cm 離れた位置で撮影した計測用方眼板までの距離を底辺として、斜辺を

算出する。 
下記の図 7 が算出した図である。 

 
 
 
 
 
 

1.15

6.425

図7

6.321

計測用方眼板
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横断歩道は別紙資料 7 を参照し、幅は 45cm となり、実際に 45cm の横断歩道

が本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像に本件 車

両搭載のドライブレコーダー焦点から 6.321cm の距離で撮影した弊社特許の計

測用方眼板の映像及び画像を透過させて重ねた画像1には0.29cmで映っている。 

これにより、倍率が 155 倍だとわかる。 

 三角関数により、本件 車両搭載のドライブレコーダー取付高 135cm

と弊社特許の計測用方眼板で算出した本件 車両搭載のドライブレコー

ダー画像の中心から画像上の横断歩道までの高さ 1.15cm より算出されたドラ

イブレコーダー焦点の角度 10.311 度から 2.450 度を引いた 7.862 度を用いて本

件事故の横断歩道までの斜辺を算出したところ 986.982cm であった。 

別紙資料 8 を参照し、本件 車両搭載のドライブレコーダー取付高

135cm を高さとして、本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点を道路

に垂直に落とした点から横断歩道までの距離を算出する。 

三平方の定理より、A²+B²＝C²であるため、135²+B²＝986.982²となり、B＝

986.982cm＝9.87m となる。 

別紙資料 9 はエクセル上に計算式を組み込み、数値を算出したものである。 

これにより、本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から道路に垂直

に落とした点から横断歩道までの距離は 977.706cm＝9.777m となる。 

 

（2）本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から画像 1 に映る 運

転自転車後輪の道路接地面までの距離 

（1）本件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から画像 1 に映る横断歩

道までの距離と同じく、 運転自転車後輪地面接地面を基準とした黄色い三

角形から本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から 運転自転車

後輪道路接地面までの距離を算出する。 

運転自転車後輪の地面接地面までの高さは計測用方眼板のメモリを数え
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ると 1.4cm、底辺が 0.2cm であった。 

本件ドライブレコーダーの焦点から 6.321cm の距離で撮影した計測用方眼板を

底辺とし、三平方の定理を用いて斜辺を算出する。 

運転自転車後輪地面接地面を基準とした計測用方眼板の三角形まで距離

の斜辺は 1.4²+6.321²＝6.423²となり、斜辺は 6.423cm となる。 

上記で算出した斜辺 6.423cm を用い、上記で定義した本件 車両搭載

のドライブレコーダーの取付高 135 ㎝を三角形の高さとし、三角形の相似、三

角関数を用いて本件 車両搭載のドライブレコーダーの設置位置から地

面に垂直に落とした点からの距離を算出する。 

また、道路は水平とする。 

上記（1）本件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から画像 1 に映る横

断歩道までの距離で算出した距離より、本件 車両搭載のドライブレコ

ーダー映像及び画像の中心点から横断歩道までの高さ 1.15cm と本件

車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の中心点から 運転自転車後輪

道路接地面までの高さ 1.4cm の本件 車両搭載ドライブレコーダー焦点

からの角度の差を求め、その角度の差から本件 車両搭載のドライブレ

コーダー焦点から 運転自転車後輪の道路接地面までの距離を算出した。 

別紙資料 10 の図を参照し、エクセルに数式を入力し、本件 車両搭載

のドライブレコーダー焦点を道路に垂直に落とした点から 運転自転車まで

の距離を算出した結果、762.6091cm＝7.626m となった。 

（1）本件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から画像 1 に映る横断歩道

までの距離と（2）本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から画像 1

に映る 自転車後輪の道路接地面までの距離の数値を用いて本件事故現

場である 先路上及び付近一帯における横断歩

道から 運転自転車後輪の道路接地面までの距離を算出する。 

本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点を道路に垂直に落とした点
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から横断歩道までの距離は 9.777ｍ。 

 本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点を道路に垂直に落とした点

から 運転自転車後輪の道路接地面までの距離は 7.626ｍ。 

この 2 点の差は 2.15ｍとなる。 

 よって、本件事故現場である 先路上及び付

近一帯における横断歩道から 運転自転車後輪の道路接地面までの距離は

2.15ｍ離れていたことになる。 

 

8 転自転車の速度について 

本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像 copy_drf1_00000 

29272.mp4_20150407_164403.219フレームから copy_drf1_0000029272.mp4_ 

20150407_164405.838 フレームに上記で記載した位置で撮影した計測用方眼板

を重ね透過させ、道路標識、区画及び道路標示の命令附則「横断歩道（201）」

を用いて 運転自転車の速度解析を行った。 

本多通信工業株式会社の事業開発部技術担当部長蓮尾正俊氏にフレーム数、秒

数の解析を依頼したところ、copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164403. 

219 フレームから copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164405.838 フレー

ムの 22 フレーム間は 2.619 秒であった。 

別紙資料 4 の道路標識、区画及び道路標示の命令附則「横断歩道（201）」よ

り、横断歩道の L1 と L2 の幅を選定する。 

本件では L1 と L2 の幅を 45 ㎝とする。 

以下の画像は copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164403.219 フレームの

運転自転車の位置を示したものである。 



- 33 -  

 上記 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164403.219 フレームの画像の

運転自転車の前輪をスタート地点とし、copy_drf1_0000029272.mp4_2015 
0407_164405.838 フレームまでの 運転自転車の移動距離と移動時間を解析

する。 
下記の画像は copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164405.838 フレームに

運転自転車の位置を記した画像である。 
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copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164403.219 フレームと copy_drf1_ 
0000029272.mp4_20150407_164405.838 フレームの本件飛鳥交通車両搭載の

ドライブレコーダー映像及び画像を重ね合わせ、透過させ、 運転自転車が

どれだけ移動しているのかを示した画像が下記の画像である。 
 



- 37 - 
 

 上記画像より、 運転自転車が別紙資料 6 道路標識、区画及び道路標示の

命令附則「横断歩道（201）」の L１を 4 つ、L2 を 4 つ移動しているため、 

45cm×8＝360cm＝3.6m 

3.6m を copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164403.219 フレームから cop 

y_drf1_0000029272.mp4_20150407_164405.838 フレームまでの 2.619 秒間で

移動している。 

3.6m を 2.619 秒で移動しているため、3.6÷2.619＝1.375 

秒速 1.375m となり、これを時速に直すと時速 4.95km となる。 

この時、 氏は自転車に跨ってはいたが、片足で道路を蹴るように

走行していた。 

別冊判例タイムズ 38 号の 383 頁にも自転車の速度について記載があるが、自

転車の普通の速度とは時速 15km であり、低速の自転車は概ね時速 10km 以下

となっている。 
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この間の 運転自転車の時速はおよそ 5km となり、自転車の普通の速度にも、

低速の自転車の速度にも到達していないことになる。 

また、歩行者の平均速度は時速 4.968km である。 

以下の論文参照。 

植樹帯による歩道環境改善効果に関する調査研究 

内、第 4 章 緑化事業道路周辺における歩行者の行動観察調査 

1988 年 3 月 道路緑化研究会代表 田村明弘 著 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/kenkyu/shiryo/pub/pub0085

/pdf/pub008506.pdf 

運転自転車は本件 両搭載のドライブレコーダー映像及び画像

からも分かるように自転車に跨り、片足で地面を蹴るように走行している点も

考慮し、自転車に跨っていたと言えども時速は歩行者と大差がない。 

したがって判例 244 ではなく、歩行者とみなし判例 20 を適用するべきである。 
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8． 運転自転車の走行向きについて 
（1 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像からの 運転自転

車の走行向き 
下記の画像 2 は 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像の copy 

_drf1_0000029272.mp4_20150407_164401.809 フレームである。 
下記の画像2 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164401.809フレームの

画像に 運転車両の進行方向の様子が映っている。 

上記の画像2 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164401.809フレームの

画像では 氏は自転車を停止させ、 運転車両の進行方向より左側

の安全確認を行っていることがわかる。 
また、上記 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164401.809 フレームで

運転車両が停止している車両向きだが、前輪は 運転車両の進行方向に

向かって真っすぐ前を向いているが、後輪は 運転車両の進行方向より左側

の位置で停止している。 
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氏が北側の道路より交差点に進入していれば 運転車両の後輪は

前輪と同じく進行方向に向かって真っすぐの位置に停止しているのが一般的で

上記 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164401.809 フレームのような停

止位置では北側の道路から進入するよりも 運転車両と同方向から交差点に

進入した方が自然である。 
上記 copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164401.809 フレームを見ると、

横断歩道上に車両が停止していることがわかる。 
そのことにより、 氏は 運転車両と同じく東側から交差点に進

入し、横断歩道上に車両が停止していることから、交差点奥、中央付近まで走

行し、横断歩道から交差点中央よりで一時停止をし、安全確認を行ってから交

差点に進入した。 
 
（2）本件 搭載ドライブレコーダー映像及び画像からの 運転

自転車の走行経路 
 本件事故の被告である 運転車両後続のタクシー、 車両搭

載のドライブレコーダー映像より、 運転自転車の走行経路を確認した。 
 まず、本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像から確認で

きる 氏の服装だが、黒い服にグレーのズボンだということがわかる。 
 本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像に

氏が映っているかを確認した。 
 その画像が下記の 画像である。 
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上記 画像の中央右側に 運転自転車が走行している様子が伺

える。 
画像に出力してしまうと画質が悪くなってしまうため、ぜひ本件

車両搭載ドライブレコーダー映像元データ 20140315 事故映像 1044-CAM1
を確認してほしい。 
本件 車両搭載のドライブレコーダー映像の 17:13:15.06 から同

映像 17:13:19.16 の間で本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び

画像と同様の服装の 運転自転車が走行している様子が記録されている。 
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9．所見 
 本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像と本件

車両搭載のドライブレコーダー映像より、本件事故時刻付近の映像では、

氏が被告車両と同方向から走行し、本件事故現場交差点で横断歩道

付近で停止をし、左右を確認し、手を上げてから自転車に跨り片足で道路を蹴

るように横断を始めた。 
 そこに被告車両が走行してきて、本件 車両搭載のドライブレコーダ

ー映像、本件 車両搭載のドライブレコーダー映像上の GPS の時

間 17 時 14 分 21 秒に被告車両と 運転自転車が衝突している。 
 本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像からは本件

車両搭載のドライブレコーダー焦点を道路に垂直に落とした点から被告車両

のナンバープレートまでの距離が copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164 
406.166 フレーム上では 16.141ｍであり、copy_drf1_0000029272.mp4_20150 
407_164406.416 フレーム上では 10.555m、copy_drf1_0000029272.mp4_2015 
0407_164406.971 フレーム上では 5.315m であり、copy_drf1_0000029272.mp 
4_20150407_164406.166からcopy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406. 
971 までの 0.805 秒間に 10.826m 走行している。このフレーム間に被告車用の

平均時速は 48.413km である。 
本件 搭載のドライブレコーダー映像から本件被告車用の走行

位置を選定し、地図の縮尺で距離を算出し、本件 車両搭載のド

ライブレコーダー映像上の地図の縮尺で算出した距離の移動時間は 3.3 秒であ

ったため、上記距離を移動した平均速度は 54km であった。 
 本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像より、本件

車両搭載のドライブレコーダー焦点を道路に垂直に落とした点より、 運

転自転車までの距離を算出するための基準となる規格が決まっている道路標識、

区画線及び道路標示に関する命令附則「横断歩道（（201））」の規格（別紙資料 6）
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までの距離を算出した結果、9.777m となり、道路標識、区画線及び道路標示に

関する命令附則「横断歩道（（201））」の規格（別紙資料 6）までの距離から

運転自転車後輪の道路接地面との差は 2.15ｍとなった。 
 また、 運転自転車が横断歩道を横断している時の平均速度は時速 4.95m
であり、自転車の普通の速度時速 15km、低速の自転車の速度時速 10km より

も明らかに遅いことも記録されている。 
 運転自転車の走行経路は本件 車両搭載のドライブレコー

ダー映像からも確認できるが、本件被告車両と同方向から走行してきて、本件

事故現場交差点で停止し、道路を横断している。 
 本件被告車両と同方向から走行をしていれば、 氏が横断歩道手前

で自転車を停止させた際の 運転自転車の停止向きは進行方向を変更してい

るため、自転車前輪と後輪が平行でないことにも矛盾がない。 
 
10．結論 
 道路交通法 第三章 第八節 第四二条より、左右の見とおしがきかない交

差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しよ

うとするときは徐行しなければならないとあり、解析した結果、本件被告車両

は徐行どころか時速 48.413～54km ほどで走行しており、実況見分書でのアク

セルから足を離し、エンジンブレーキが作動し、時速 30～35km で走行してい

るという発言は事実と異なる。 
 また、 氏は被告車両と同方向から走行し、本件事故現場交差点の

横断歩道付近で停止し、自転車に跨っていたと言えども片足で道路を蹴るよう

に走行しており 運転自転車の平均速度は時速 4.95km であり、自転車の普

通の速度である時速 15km や低速の自転車の速度である時速概ね 10km よりも

低速であり、上記でも記載した通り、歩行者の平均速度時速 5km に近いことに

なり、自転車よりも歩行者とみなす方が妥当であり、判例 244 ではなく判例 20
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を適用するべきである。 
 また、 運転自転車は横断歩道より 2.15ｍ離れた距離を走行しており、そ

れは本件事故現場交差点の横断歩道上に車が停止していたため、横断歩道より

交差点中心側に逸れながら横断している。 
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別紙資料 1 弊社特許計測用方眼図 
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別紙資料 2 運転自転車後輪実測写真 
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別紙資料 3 本件 運転車両ホンダ社製ライフ三面図 



 

別紙資料 4 国土交通省ホームページ抜粋
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国土交通省ホームページ抜粋 ナンバープレートの規格

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ナンバープレートの規格 
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別紙資料 5 国土交通省ホームページ抜粋 ナンバープレートの規格使用箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別紙資料 6 国土交通省ホームページ抜粋
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国土交通省ホームページ抜粋 横断歩道（201） 
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別紙資料 7 国土交通省ホームページ抜粋 横断歩道（201）規格使用箇所 
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別紙資料 8 本件 交通車両搭載のドライブレコーダー設置角 
copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 の本件 車両搭載

のドライブレコーダー映像及び画像の映像フレームより、横断歩道までの距離

を算出した。 
下記の図は本件 車両搭載のドライブレコーダーはドライブレコーダー

焦点を道路に垂直に落とした点から道路を水平として、ドライブレコーダーの

設置角度がどれだけ上に上がっているかを示した図である。 
本件 車両搭載のドライブレコーダーは道路より、2.450 度ヘッドアップ

していることがわかる。 
 

 
 
 
 
 

焦点から方眼の距離 6.321

方眼中心から方眼対象物 1.15 87.550 ∠H

2.450 978.6003

41.8265

ｄ点

∠C

10.31123

986.9823

135

7.862

対象物

∠A ∠B

977.706
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別紙資料 9 本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点から対象物の横

断歩道までの距離と本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点を道路に

垂直に落とした点から対象物の横断歩道までの道路上の距離 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

焦点から方眼の距離 6.321

方眼中心から方眼対象物 1.15 87.550 ∠H

2.450 978.6003

41.8265

ｄ点

∠C

10.31123

986.9823

135

7.862

対象物

∠A ∠B

977.706
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別紙資料 10 本件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から本件

車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像に映る 運転自転車後輪道路接

地面までの距離と、本件 車両搭載のドライブレコーダー焦点を道路に

垂直に落とした点から 運転自転車後輪道路接地面までの距離 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

焦点から方眼の距離 6.321

方眼中心から方眼対象物 1.4 87.550 ∠H

2.450 763.2862

32.62208

ｄ点

∠C

12.48849

774.446

135

10.039

対象物

∠A ∠B

762.5888
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別紙資料 11 （1）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 での本

件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から最上運転車両の

ナンバープレートまでの距離における本件 車両搭載のド

ライブレコーダー焦点からの 運転車両のナンバープレートの

任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件 車両搭載

のドライブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線との交差す

る点から、本件 車両搭載のドライブレコーダー画像

copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.166 上の中心と

平行した 運転車両のナンバープレートまでの距離を示した図 
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別紙資料 12 （2）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.416 での本

件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から 運転車両の

ナンバープレートまでの距離における本件 車両搭載のド

ライブレコーダー焦点からの 運転車両のナンバープレートの

任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件 車両搭載

のドライブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線との交差す

る点から、本件 車両搭載のドライブレコーダー画像

copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.416 上の中心と

平行した 運転車両のナンバープレートまでの距離を示した図 

 
 
 
 



- 55 -  

別紙資料 13 （3）copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.971 での本

件 車両搭載ドライブレコーダー焦点から 運転車両の

ナンバープレートまでの距離における本件 車両搭載のド

ライブレコーダー焦点からの 運転車両のナンバープレートの

任意の位置高から道路に平行に引いた線と本件 車両搭載

のドライブレコーダー焦点より道路に垂直に引いた線との交差す

る点から、本件 車両搭載のドライブレコーダー画像

copy_drf1_0000029272.mp4_20150407_164406.971 上の中心と

平行した 運転車両のナンバープレートまでの距離を示した図 
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別紙資料 14 本件 車両搭載のドライブレコーダー映像及び画像から見

る同ドライブレコーダー焦点を道路に垂直に落とした点から本

件事故の横断歩道までの距離と 運転自転車の距離の差側面

図 

 
 




