424242494949

18

4242424 科目

学籍番号
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あおり運転

ない世の中に
※原文から一部書き直している場合があります。

＊

あおり運転 が厳罰化される。新しい制度創設のきっ
かけになったのは東名高速道路（神奈川県）で2017年に
４人が死傷した交通事故だった。息子夫婦を亡くした
女性は法改正で対 策 が強化されることについて「２人
の命は無 駄 にならなかった」と話す一方、免 許 を取得
する人のモラル教育の充 実 や、あおり運転をした人の
免許再取得を認めない制度が必要だと訴える。

たい さく

「あおり運転」対策の新制度 (太字部分)
なし

き けん

ぼうがい

あおり運転（妨害運転）罪
道路交通法

罪名

き けん

交通の危険のおそれがあ

あおり運転について、警察は、被害を受けた車両の
運転者や同乗者、目 撃 者からの通報や届 け出 で認 知
する。その後の捜査で有効になるのが、ドライブレコー
ダー（ドラレコ）などの映像という。19年までの２年間
に悪質なあおり運転として摘発された133事件では64％
でドラレコの映 像 が証 拠 になった。被 害 の抑 止 にもつ
ながるとして、警察庁は利用を呼びかけている。

での違反
こうもく

10項目

不保持

いちじる

高速道路などで止まるな

手が申告したり、警察官が現認したりして、ドライブレ

定義

へんこう

・急な車線変更

どし、後ろの車を停車か
じょ こう

徐行させる

これまでの6類型に2類型を
追加

・急ブレーキなど
ちょうえき

3年以下の懲役または50万
ばっきん

円以下の罰金。高速道路な

ばっそく

どで他の車を止めるなどし 罰則
ちょうえき
たら5年以下の懲役または
ばっきん

100万円以下の罰金
めん きょ

あおり運転罪は、自転車も対象だ。被害車両の運転

し しょうしょばつ

自動車運転死傷処罰法
るなどして著しく接近

きょ り

・車間距離の

ち し しょう

危険運転致死傷罪
走行中の車の前に停車す

い はん

る方法により一定の違反

妨害目的

あり

し しょう

死傷者

1回で免許取り消し

（欠格期間2年〜10年）
2020年6月30日

行政
しょぶん
処分
し こう

施行

けがをさせたら15年以下
ちょうえき

し ぼう

の懲役、死亡させたら1年
ちょうえき

〜20年の懲役
めん きょ

1回で免許取り消し
（欠格期間5年〜10年）
2020年7月2日

コーダーや防犯カメラの映 像 などで立証
できた場合には摘 発 される。逃 走 するな
どしたら逮捕される可能性もある。行政処
分は３時間の有料講習で、３年間に２度摘
発されたら受講を命じられる。

1
2

あおり運転…走行中の車に対して故意に運転を妨害したり、嫌がら
せをしたりする行為。車間距離を極端に詰めて道を譲るように強要
する、猛スピードで追い回す、ハイビームやパッシング、並走して
の幅寄せなどで威嚇する、といった行為が該当する。

新制度では、死傷者がなくても「あおり運転」とみなされた場合、どのような罪名がつくように
なりましたか。

（

あおり運転（妨害運転）罪

）

本文中の下線部について、あおり運転で息子夫婦を亡くした女性がこのように訴えるのは、制度
のどのような点を十分でないと考えるためですか。図を参考にして簡単に説明しなさい。

（例）免 許 取り消しになっても、死 傷 者がなければ２年〜10年、
死傷者がある場合は５年〜10年で再取得ができる点。

3

警察庁がドライブレコーダー（ドラレコ）の利用を呼びかけているのはなぜですか。簡単に説明
しなさい。

（例）ドラレコの映像はあおり運転の捜査で有力な証拠になるだ
けでなく、被害の抑止にもつながるから。
2020年6月30日掲載【政治・生活】
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ない世の中に

ない世の中に

※原文から一部書き直している場合があります。

※原文から一部書き直している場合があります。

＊

あおり運転 が厳罰化される。新しい制度創設のきっ
かけになったのは東名高速道路（神奈川県）で2017年に
４人が死傷した交通事故だった。息子夫婦を亡くした
女性は法改正で対 策 が強化されることについて「２人
の命は無 駄 にならなかった」と話す一方、免 許 を取得
する人のモラル教育の充 実 や、あおり運転をした人の
免許再取得を認めない制度が必要だと訴える。

たい さく

「あおり運転」対策の新制度 (太字部分)
なし

き けん

ぼうがい

あおり運転（妨害運転）罪
道路交通法

罪名

き けん

交通の危険のおそれがあ

あおり運転について、警察は、被害を受けた車両の
運転者や同乗者、目 撃 者からの通報や届 け出 で認 知
する。その後の捜査で有効になるのが、ドライブレコー
ダー（ドラレコ）などの映像という。19年までの２年間
に悪質なあおり運転として摘発された133事件では64％
でドラレコの映 像 が証 拠 になった。被 害 の抑 止 にもつ
ながるとして、警察庁は利用を呼びかけている。

での違反
こうもく

10項目

不保持

自動車運転死傷処罰法
いちじる

高速道路などで止まるな

定義

へんこう

・急な車線変更

どし、後ろの車を停車か
じょ こう

徐行させる

これまでの6類型に2類型を
追加

・急ブレーキなど
ちょうえき

3年以下の懲役または50万
ばっきん

円以下の罰金。高速道路な

ばっそく

どで他の車を止めるなどし 罰則
ちょうえき
たら5年以下の懲役または
ばっきん

100万円以下の罰金
めん きょ

あおり運転罪は、自転車も対象だ。被害車両の運転

し しょうしょばつ

るなどして著しく接近

きょ り

・車間距離の

ち し しょう

危険運転致死傷罪
走行中の車の前に停車す

い はん

る方法により一定の違反

妨害目的

あり

し しょう

死傷者

1回で免許取り消し

（欠格期間2年〜10年）

手が申告したり、警察官が現認したりして、ドライブレ

2020年6月30日

行政
しょぶん
処分
し こう

施行

けがをさせたら15年以下
ちょうえき

し ぼう

の懲役、死亡させたら1年
ちょうえき

〜20年の懲役

どしたら逮捕される可能性もある。行政処
分は３時間の有料講習で、３年間に２度摘
発されたら受講を命じられる。

めん きょ

（欠格期間5年〜10年）

免許を取得できない期
間。

2020年7月2日

あおり運転…走行中の車に対して故意に運転を妨害したり、嫌がら
せをしたりする行為。車間距離を極端に詰めて道を譲るように強要
する、猛スピードで追い回す、ハイビームやパッシング、並走して
の幅寄せなどで威嚇する、といった行為が該当する。

新制度では、死傷者がなくても「あおり運転」とみなされた場合、どのような罪名がつくように

1

なりましたか。

2

のどのような点を十分でないと考えるためですか。図を参考にして簡単に説明しなさい。

（

あおり運転（妨害運転）罪

）

図の「死 傷 者なし」の
「罪名」から書 き抜 く。
改正道路交通法は、あ
おり運転を「通行妨 害
の目的で、交通の危険
の恐れがある方法によ
り一定の違反をする行
為」と定めている。

本文中の下線部について、あおり運転で息子夫婦を亡くした女性がこのように訴えるのは、制度

（例）免 許 取り消しになっても、死 傷 者がなければ２年〜10年、
死傷者がある場合は５年〜10年で再取得ができる点。

3

受刑者を刑務所に入れ、
一定の刑務作業をさせ
る刑罰。

1回で免許取り消し

コーダーや防犯カメラの映 像 などで立証
できた場合には摘 発 される。逃 走 するな

ルームミラー周辺や
ダッシュボードの上に
取り付け、フロントガ
ラス越しに前方を撮影
する装置。事故の衝撃
を受けると、その前後
数十秒間を自動保存す
る機能がついているも
のが多い。

警察庁がドライブレコーダー（ドラレコ）の利用を呼びかけているのはなぜですか。簡単に説明
しなさい。

（例）ドラレコの映像はあおり運転の捜査で有力な証拠になるだ
けでなく、被害の抑止にもつながるから。
2020年6月30日掲載【政治・生活】
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プラス 国土交通省による19年11月のネット調査では搭載率は46％。世代別では20代が54％
アルファ

と最も高く、70代以上が39％と最も低かった。警察幹部はあおり運転の捜査につい

て「ドラレコの映像は有力な証拠になり得る。あるとないとでは全く違う」と話す。また警
察庁は、実際にあおり運転をされた場合の対応について、「相手を先に行かせる」、「でき
る限り人目がある安全な場所に停車する」
、
「窓を開けない」、「車外に出ず、ロックをして
110番通報」を挙げている。そしてあおり運転罪は、自転車も対象になる。「対向車線に飛
び出す」
、
「車の前で急ブレーキをかける」
、
「運転手を挑発しながら蛇行運転をする」、「し
つようにベルを鳴らす」
など７項目が対象になる。
2020年6月30日掲載【政治・生活】

図の「行政処 分 」の欄
を参考にする。あおり
運転で親族を亡くした
女性は「あおり運転は
絶対に許せない。運転
する人は車が凶器にな
ることを忘れず、危険
な運転ができないよう
にしてほしい」と話す。

本文２、３段落目を参
考にする。ドライブレ
コーダーの搭載につい
て、警 察 庁 は「自分や
同乗者を守るためにぜ
ひ設置してほしい」と
呼びかけている。
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