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要 旨

＜概要＞

平成２６年１０月２２日１７時５０分頃、静岡県浜松市の新東名高速道路引佐連絡

路上り富幕山トンネル内において、大型トラックが片側２車線の第１通行帯を走行中、

前方の同通行帯に渋滞で停止していた別の大型トラックに追突したことを発端として、

合計４台の車両が関係する多重追突事故が発生した。

この事故により、追突した大型トラックの運転者が重傷を負い、追突された大型ト

ラック及び糖液運搬専用タンク車の運転者が軽傷を負った。

事故は、追突された大型トラックが押し出され、前方で停止していた同タンク車に

追突し、さらに同タンク車が、前方で停止していた貸切バスに追突したことで発生し

た。

＜原因＞

事故は、大型トラックの運転者が渋滞情報を得るためラジオを操作し、脇見運転し

たことにより、渋滞のため停止していた別の大型トラックに気付くのが遅れたことに

加え、制限速度８０㎞/hを超える９１㎞/hで走行していたことが重なったため、ブレ

ーキによる制動が間に合わず、別の大型トラックに追突したことで起きたと考えられ

る。

また、当該事業者において、同運転者の適性診断結果として指摘されていた運転特

性に対する指導が不十分であったことなど、同運転者の安全運転に関する意識の徹底

が図れなかったことも、結果として事故につながった可能性が考えられる。
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１ 事故の概要

平成２６年１０月２２日１７時５０分頃、静岡県浜松市の新東名高速道路引佐連絡

路上り富幕山トンネル内において、大型トラック（以下「当該車両」という。）が片側

２車線の第１通行帯を走行中、前方の同通行帯に渋滞で停止していた別の大型トラッ

ク（以下「相手車両１」という。）に追突したことを発端として、合計４台の車両が関

係する多重追突事故が発生した。

この事故により、当該車両の運転者（以下「当該運転者」という。）が重傷を負い、

相手車両１及び糖液運搬専用タンク車（以下「相手車両２」という。）の運転者が軽傷

を負った。

事故は、追突された相手車両１が押し出され、前方で停止していた相手車両２に追

突し、さらに相手車両２が、前方で停止していた貸切バス（以下「相手車両３」とい

う。）に追突したことで発生した。

表１ 事故時の状況

〔発生日時〕平成 26 年 10 月 22 日 17 時 50 分頃
〔道路形状〕トンネル内、直線、下り

勾配

〔天候〕 雨 〔路面状態〕 乾燥

〔運転者年齢・性別〕 29歳（当時）・男性 〔制限速度〕 80㎞/h

〔死傷者数〕 重傷 1名、軽傷 2 名 〔危険認知速度〕 91㎞/h

〔当該業態車両の運転経験〕 8年 〔危険認知距離〕 不明

表２－１ 関係した車両（当該車両）

〔車両〕 当該車両（大型トラック）

〔定員〕 2名

〔当時の乗員数〕 1名

〔最大積載量〕 12,600 ㎏

〔当時の積載量〕 10,500 ㎏

〔積載物品〕 工事用防護ネット

〔乗員の負傷程度及び人数〕 重傷 1名
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表２－２ 関係した車両（相手車両）

〔車両〕

相手車両 1

（大型トラック）

相手車両 2

（糖液運搬専用

タンク車）

相手車両 3

（貸切バス）

〔定員〕 2名 2名 29 名

〔当時の乗員数〕 1名 1名 19 名

〔最大積載量〕 12,900kg 11,040 ㎏ －

〔当時の積載量〕 約 8,000kg 0 ㎏ －

〔積載物品〕 食品缶部品 － －

〔乗員の負傷程度及び人数〕 軽傷 1名 軽傷１名 なし

図１ 事故に至る時間経過

出発 到着

始業点呼
休息

(前日）

（営業所） （談合坂SA）

出発 到着 出発 到着 出発 到着 出発 到着 出発 事故発生

運転 運転 運転

(当日）

（談合坂SA） （埼玉県松伏町） （厚木市） （中井PA） （藤枝PA） （浜松市）

始業点呼
実施なし

終業点呼
実施なし

到着

12:00 12:20 13:50 18:40

13:50 14:10 14:30

（あま市） （駒ヶ岳SA）
16:4013:30 16:30

17:50

出発到着

4:50

運転

運転

16:00 17:00

運転

9:30

運転 運転

出庫

12:006:30
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２ 事実情報

2.1 事故に至るまでの運行状況等

2.1.1 当該事業者等からの情報

本運行における事故に至るまでの経過は、次のとおりであった。

2.1.1.1 当該運転者からの情報

当該運転者の口述によると、事故に至るまでの経過は、次のとおりであった。

・当該運転者は、事故前日、当該事業者の営業所（以下「当該営業所」という。）に

おいて、１２時００分に対面により始業点呼を受け、１２時２０分に出発し、愛

知県あま市で荷積みした後、１３時５０分に埼玉県北葛飾郡松伏町に向け出発し

た。

・当該運転者は、中央自動車道駒ヶ岳サービスエリア（以下、サービスエリアを「Ｓ

Ａ」という。）で休憩した後、１８時４０分に談合坂ＳＡに到着し、２１時頃に当

該車両の車内で就寝した。この日の走行距離は３８６㎞であった。

・当該運転者は、事故当日、４時頃起床し、４時５０分に談合坂ＳＡを出発した。

６時３０分に埼玉県北葛飾郡松伏町の荷卸地に到着し、８時３０分まで同荷卸地

付近のコンビニエンスストアの駐車場で休憩した。荷卸し作業を行い、９時２３

分に電話で、当該事業者の運行管理者(以下「当該運行管理者」という。)に連絡

した後、９時３０分に同荷卸地を出発した。

・その後、１２時００分に神奈川県厚木市の荷積地に到着し、工事用防護ネットを

積載して、１３時５０分に当該営業所に向け出発した。

・当該運転者は、途中、東名高速道路中井パーキングエリア（以下、パーキングエ

リアを「ＰＡ」という。）及び新東名高速道路藤枝ＰＡにおいて休憩した後、新東

名高速道路を走行中、浜松いなさインターチェンジ（以下、インターチェンジを

「ＩＣ」という。）手前約６００m付近の電光掲示板及び富幕山トンネル入口手前

約３６０mに設置されている電光掲示板により、この先の渋滞情報を認識した。

・当該運転者は、その後、富幕山トンネルに入り、渋滞情報を得るためラジオを操

作していたところ、衝突被害軽減ブレーキ装置の警報音が聞こえたため、前方を

見ると、渋滞のため停止していた相手車両１に気付き、ブレーキを操作したが間

に合わず追突した。

・ラジオを操作していた時間は、おおよそ３０秒位であった。また、当該車両には

衝突被害軽減ブレーキ装置が装着されていたことは知っていた。

・当該運転者は、運転中はシートベルトを装着していた。
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2.1.1.2 当該運行管理者からの情報

当該運行管理者の口述によると、本運行は、愛知県あま市から埼玉県北葛飾郡松伏

町までイベント資材を運搬し、その後、神奈川県厚木市において工事用防護ネットを

積載し、当該営業所に１９時に戻る予定であった。

表３ 事故に至るまでの運行状況等

2.1.2 運行状況の記録

2.1.2.1 運行記録計の記録状況

当該車両にはデジタル式運行記録計が備えられており、当該装置の記録状況は次の

とおりであった。

・事故当日の２４時間記録図表によると、１７時００分頃から平均９０㎞/hの速度

で約５０分間走行している。

・事故発生付近の６分間記録図表によると、速度は９１㎞/hの一定速度の状態から、

停止状態まで急激に降下を続けており、停止までの時間は 1秒以内である（図２参

照）。

前

々

日

休日

前

日

出勤 11:30

始業点呼(対面) 12:00

出発 （三重県） 12:20

荷積地着（あま市） 13:30

荷積地発 13:50

駒ヶ岳 SA 着 16:30

駒ヶ岳 SA 発 16:40

談合坂 SA 着 18:40

当

日

談合坂 SA 発 4:50

荷卸地着（松伏町） 6:30

荷卸作業開始 8:30

荷卸地発（松伏町） 9:30

荷積地着（厚木市） 12:00

荷積地発 13:50

中井 PA 着 14:10

中井 PA 発 14:30

藤枝 PA 着 16:00

藤枝 PA 発 17:00

事故発生（浜松市） 17:50

（運転時間：5 時間 50 分）

走行距離 386km

（運転時間：6 時間 50 分）

走行距離 456km
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図２ 事故当日の運行記録計の記録（○は事故発生付近を示す）

2.1.2.2 衝突被害軽減ブレーキ装置の記録状況

当該車両には衝突被害軽減ブレーキ装置が備えられており、自動車メーカーが

同装置の作動記録を分析した結果によると、同装置は衝突の１秒以上前に警報音

を発した後、衝突の約１秒前に自動ブレーキを作動させており、当該運転者は、

衝突の約１秒前にブレーキ操作を開始している。また、当該車両は、衝突時には

約７４㎞/hまで減速していたと推測されている。

6 分間記録図表（拡大）

24 時間記録図表
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2.2 死亡・負傷の状況

重傷１名（当該運転者）、軽傷２名（相手車両１の運転者及び相手車両２の運転者）

2.3 車両及び事故現場の状況

2.3.1 車両に関する情報

・当該車両は、自動車検査証によると初度登録年は平成２６年であり、事故当時の

総走行距離は６８，５６７kmであった。

・当該車両には、ドライブレコーダーの装着はなかった。

・当該車両には、ナビゲーション装置は搭載していなかった。

・事故により、当該車両は、運転席が大破し、エンジン及び変速機が脱落した。

・相手車両１及び相手車両２は、運転席及び車両後部が破損した。相手車両３は車

両後部が一部変形した。

・事故により、当該車両及び相手車両１の燃料タンクが破損し、燃料が路上に漏洩

した。

表４ 当該車両の概要

種類 大型トラック

車体形状 バン

乗車定員及び最大積載量 2名、12,600 ㎏

車両重量及び車両総重量 12,270 ㎏、24,980 ㎏

初度登録年（総走行距離） 平成 26年（68,567km）

変速機の種類 Ｍ/Ｔ（マニュアルトランスミッション）

ＡＢＳの有無 有

衝突被害軽減ブレーキ装置の有無 有
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2.3.2 道路環境

道路管理者等の口述によると、道路環境の状況は以下のとおりであった。

・富幕山トンネルの全長は１．５５㎞であり、制限速度は８０km/h である。

・事故地点は、トンネル入口から約８７０m であり、片側２車線の直線で約２％の

下り勾配の区間である。

・通常は渋滞が発生する場所ではないが、事故当時、事故地点より先の東名高速道

路下り宇利トンネル付近で集中工事が行われており、事故地点を終点とする渋滞

が約８㎞発生していた。

・当該事故地点には、当該車両によるブレーキ痕は確認できなかった。

・当該車両及び相手車両１から、漏洩した燃料の量は、合計で約３００リットルで

あった。

表５ 事故当時の道路環境の状況

路面状況 乾燥

制限速度 80㎞/h

道路形状 片側 2車線、直線、下り勾配（約 2%）

車道幅員 9.8ｍ（片側）

トンネル全長 1.55 ㎞

2.3.3 天候

雨
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2.4 当該事業者等に係る状況

2.4.1 当該事業者及び当該営業所の概要

当該事業者及び当該営業所の概要は、次のとおりである。

表６ 当該事業者及び当該営業所の概要

運輸開始年 昭和 48年

資本金 600 万円

事業の種類 一般貨物自動車運送事業

所在地 三重県

営業所数 1ヵ所

保有車両数 26台（内訳：被けん引車なし、大型 23台、中

型 3台）

運行管理者の選任数 2名

運転者数 23名

従業員数（運転者を含む） 29名

2.4.2 当該運転者

2.4.2.1 運転履歴

当該事業者の運転者台帳の記録及び当該運行管理者の口述によると、当該運転

者の当該業態車両の運転経験は８年であった。

2.4.2.2 運転特性

当該運転者は、平成２６年９月に適性診断（一般診断）を受診しており、診断

結果の一部に注意を要する項目があった。

2.4.2.3 健康状態

健康状態について得られた情報の中には、当該運転者は、平成２６年６月に受

診した定期健康診断結果において、一部指摘事項があったものの、事故に影響を

およぼすと考えられるものはなかった。



9

2.4.3 運行管理の状況

2.4.3.1 当該運転者の乗務管理

当該事業者の運転日報の記録、当該車両の運行記録計の記録及び当該運行管理

者の口述によると、当該運転者の事故日前１ヵ月の勤務実績については、表７及

び図３のとおりであり、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下

「改善基準告示」という。）に定められる拘束時間の上限値超過が４件、休息期間

の下限値不足が４件、連続運転時間の上限値超過が５件確認されている。

当該運行管理者の口述によると、当該運転者の休息期間の下限値不足について、

運行計画は休息期間の基準を満たすよう作成していたが、荷主の都合で荷待ち時

間が変更となるなどの理由により、結果として基準を満たさなくなっていた。

表７ 当該運転者の事故日前１ヵ月の勤務状況

拘束時間
320 時間 00 分（平均 11時間 51分/日）

（事故日前 1週間 66時間 30分）

運転時間
207 時間 50 分（平均 7時間 41分/日）

（事故日前 1週間 43時間 30分）

改善基準告示に関

する基準の超過等

1日の拘束時間の上限値超過：4件（上限値 16時間）

休息期間の下限値不足：4件（下限値 8時間）

1ヵ月間の拘束時間の上限値超過：0件（上限値 320 時間）

連続運転時間の上限値超過：5件（上限値 4 時間）

休日数 3日（休日労働：2週間に 1回が限度）
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※拘束時間とは、各日の始業時刻から起算して 24時間以内に拘束された時間の合計を示す。

※分割休息期間とは、業務の必要上、勤務終了後継続した 8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合に拘束時間の途中に分

割して与えることができる休息を示す。

赤字：拘束時間 16 時間超え、休息期間 8時間未満

図３ 当該運転者の事故日前１ヵ月の勤務状況（当該事業者資料に基づき作成）
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2.4.3.2 点呼及び運行指示

・当該運行管理者の口述によると、点呼実施体制は運行管理者２名が営業所等に

おいて点呼を実施できる体制をとっている。

・当該事業者の全運転者の点呼実施状況について、事故日前 1ヵ月間の点呼記録

簿を確認したところ、当該運行管理者は、始業点呼において、運転者に対し、

アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認、健康状態の良否及び日常点検

の実施結果による運行の可否の確認を行い、運行に係る積載物及び運搬先を指

示していたが、始業点呼及び終業点呼の一部が実施されていなかった。

・事故前日の当該運転者の点呼記録簿を確認したところ、当該運行管理者は、対

面による始業点呼において、アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認、

健康状態の良否及び日常点検の実施結果による運行の可否の確認をしていたが、

終業点呼は未実施であった。

・当該運行管理者の口述によると、事故当日、当該運行管理者は、当該運転者に

対し、始業点呼を実施していなかった。出発後、荷卸地において電話連絡を行

い、アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認、健康状態の良否を確認し

ていた。また、この連絡において、高速道路集中工事期間中であるので、渋滞

について頭に入れ注意するよう伝えていた。

2.4.3.3 指導及び監督の実施状況

・当該運行管理者の口述及び指導記録によると、当該事業者は、１ヵ月毎に運転

者会議を開催し、三重県交通共済より発行されている「安全情報」や「重大事

故通報」等の資料を活用して、過労運転防止のポイントや車線変更時の注意点、

追突・バック事故防止のポイント等について、指導及び監督を行っていた。

・平成２６年１月に当該事業者の車両が関係する追突事故が発生したことを受け、

当該運行管理者は、当該運転者に対し、追突事故をまとめた資料を基に、脇見

運転や速度超過による運転の危険性など事故防止の注意点について個別に指

導を行っていた。

2.4.3.4 適性診断の活用

・当該運行管理者の口述によると、当該事業者は、全運転者に対し２年毎に適性

診断を受診させ、その診断結果を活用し、個別面談により指導を行っていた。

・当該運行管理者の口述によると、当該事業者は、当該運転者に対し、適性診断

結果の所見に基づき、運転特性の長所や注意を要する項目を説明して個別に指

導を行っていた。しかしながら、指導記録を確認したところ、実施日と運転者

名を記載しているのみであり、当該運転者に対し、適性診断の結果の一部に注

意を要する項目についての指導状況は確認できなかった。
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2.4.3.5 運転者の健康管理

当該運行管理者は、運転者毎に健康診断の実施計画や健康診断個人票を作成し、

健康診断の所見で再検査を要する記載があった場合は精密検査を受診するよう

個別に指導を行っていた。当該運転者の健康診断個人票を確認したところ、当該

事業者に入社以来、毎年実施されていた。

2.4.3.6 車両管理

自動車点検整備記録簿等の記録によると、当該車両は法令で定められた日常点

検及び定期点検整備が実施されていた。

2.4.3.7 関係法令・通達等の把握

当該事業者は、三重県トラック協会に加入しており、運行管理等に関する各種

通達等は同協会を通じて入手していた。



13

３ 分析

3.1 事故に至るまでの運行状況等の分析

2.1.1 及び 2.1.2 に記述したように、当該運転者は、新東名高速道路を走行中に、

浜松いなさＩＣ手前の電光掲示板で前方に渋滞が発生していることを認識している。

その後、富幕山トンネル内を走行中、渋滞情報を得るためラジオの操作をしていた

ところ、衝突被害軽減ブレーキ装置の警報音を確認している。

運行記録計の記録によると、当該車両は、追突の直前、制限速度８０㎞/hを超える

９１㎞/h の速度で走行していた状態から１秒以内に停止していることは確認できる

が、衝突前に当該運転者がブレーキを操作したことによる減速の記録及び同装置が作

動してブレーキが効いていたことによる記録は確認できなかった。運行記録計は、車

両の運転状況が分かるように、車両の速度、走行距離、時刻を記録する装置であるが、

一般的にデータのサンプリングレートが低く、記録データから短時間で過度的に変化

する現象を解析するには限界があるため、詳細については不明であった。

なお、2.1.2.2 に記述したように、衝突被害軽減ブレーキ装置の作動状況を自動車

メーカーが分析した結果によると、衝突時には約７４㎞/hの速度まで低減しているこ

とから、同装置による被害軽減効果があったものと考えられる。

以上のことから、事故は、当該運転者が渋滞情報を得るためラジオを操作し、脇見

運転をしたことにより、渋滞のため停止していた相手車両 1 に気付くのが遅れたこと

に加え、制限速度を超過する速度で走行したことが重なったため、相手車両 1 に追突

したことで起きたものと考えられる。

3.2 当該事業者等に係る状況の分析

2.4.3 に記述したように、当該事業者は、当該運転者の適性診断結果に基づく指導

を行っていたものの、当該運転者へ運転特性を自覚させる迄の指導が不十分であった

と考えられる。

当該事業者における当該運転者の事故日前１ヵ月の勤務状況については、改善基準

告示に定められる拘束時間の上限値超過や連続運転時間超過が確認されており、当該

運転者の拘束時間及び運転時間の管理が不十分であったと考えられる。また、事故当

日、当該運転者に対して始業点呼の未実施があったことから、東名高速道路の集中工

事により渋滞が予測されることが運行に際して注意を要する情報として運転者へ適切

に伝わっていなかった可能性が考えられる。
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４ 原因

事故は、当該運転者が渋滞情報を得るためラジオを操作し、脇見運転したことによ

り、渋滞のため停止していた相手車両１に気付くのが遅れたことに加え、制限速度８

０㎞/hを超える９１㎞/hで走行していたことが重なったため、ブレーキによる制動が

間に合わず、相手車両１に追突したことで起きたと考えられる。

また、当該事業者において、当該運転者の適性診断結果として指摘されていた運転

特性に対する指導が不十分であったことなど、当該運転者の安全運転に関する意識の

徹底が図れなかったことも、結果として事故につながった可能性が考えられる。
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５ 再発防止策

5.1 事業者の運行管理に係る対策

5.1.1 運行管理に係る法令遵守の徹底（運転者の乗務管理と点呼の実施等）

・事業者は、運転者の勤務状況を把握し、改善基準告示に定める１日の拘束時間の

限度を超過しないよう運転者の乗務管理を行う必要がある。

・事業者は、運転者に対して点呼を確実に実施するとともに、高速道路の集中工事

による渋滞が予測される場合には、電光掲示板等の交通情報に注意して運転する

よう指示することが必要である。

・事業者は、運転者に対し適性診断を受診させるだけでなく、その診断結果におい

て、運転に当たっての注意点を指摘された運転者に対しては、指摘事項を日常的

に自覚させ、改善するよう指導する必要がある。

5.1.2 運転者教育の充実（脇見運転の危険性など、安全運転の指導等）

事業者は、運転者に対して、事故事例を用いるなどして脇見運転の危険性を理解

させるとともに、制限速度を遵守するよう指導を行うことが必要である。

5.1.3 事業者に対するフォローアップ

本件事故の再発防止には、事業者において、上記 5.1.1 及び 5.1.2 の事故の再発

防止に向けた取り組みを継続して行うことが肝要であることから、国土交通省にお

いては今後とも適時、当該事業者における取り組み状況を確認する必要がある。

5.1.4 本事案の他事業者への水平展開

国土交通省及び関係事業者においては、運行管理者講習、トラック事業者等が参

画する地域安全対策会議や各種セミナー、メールマガジン等により、本事案を水平

展開し、他事業者における確実な運行管理の徹底を図る必要がある。

5.2 自動車単体に対する対策

5.2.1 脇見運転警報装置等の導入

・自動車メーカー、機器メーカー及び国土交通省等の関係者においては、使用過程

車用として、運転者の顔の向きを検知し脇見運転等を警報するための装置など、

安価で導入できる後付け装置の開発・普及に取り組む必要がある。

・事業者は、道路交通状況を把握できるナビゲーション装置を積極的に導入する必

要がある。
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5.2.2 安全運転支援装置の導入

国土交通省では、自動車運送事業者を対象に安全対策への補助事業を実施してお

り、最近の例では次のようなものがあげられる。

・ドライブレコーダー

・デジタル式運行記録計

・過労運転防止のための機器

・ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置、車線維持支援制御装置、車両安定

性制御装置

事業者は、上記補助制度を積極的に活用し、安全対策の更なる向上を図ることが

望まれる。また、自動車メーカー、機器メーカー及び国土交通省等の関係者におい

ては、ＡＳＶ技術の開発及び普及について、引き続き取り組む必要がある。
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この図は、国土地理院の地理院地図（電子国土 Web）を使用して作成

参考図１ 事故地点道路図

参考図２ 事故地点見取図

事故地点

進行方向
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参考図３ 当該車両外観図



19

写真１ 当該車両(左)と相手車両１（右） 写真２ 相手車両２

写真３ 相手車両３


