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抑鬱反應と慢性腦炎とをもつた殺人未遂犯人

岡 山醫 科大 學敎 授

林 道 倫

1

腦炎 と犯罪行爲と の干繋はあまり世の中の注意を惹いてゐないらしい.少 なくとも,私 の知

つてゐる範圍では,遠 からず私の敎室から公にせらるるであらう竹内學士の報告以外には,ま

だなにら纒 まつた記載がないや うであるから,こ こにその追加と云つた心地で,近 頃私の得た,

そして偶竹内君の場合と罪質を同じくした殺人未遂1例 の鑑定書を發表 して置きたい.實 はこ

の際別に考へるところがあつて,な るべ く鑑定草葉の原形 を保持したかつたのであるが,傍 ら

1のKasuistikた る目的に〓は しめるため,あ る程度の書 き換えを餘儀な くされた.鑑 定書 と

しては事件の背景の叙述 と責任の考察 とが稀薄に過ぎ,そ の上にところどころ不似合な專門術

語を生の儘で挿んであるのは,か ういふ事由に出でたのであるが,そ れでも猶大體の意味は通

らうか と思ふ.

2

被鑑定人S.N.は,昭 和7年6月15日 殺害 の 目的

を以て母 と内縁の妻 とに創傷を與へ た といふ廉で,

一先づその筋に拘致 されたのであ るが,や がて鑑 定

の都合上,岡 山醫科大學精神 科病室に移送 され,そ

れか ら約2月 間私の觀 察に委ね られた.そ して當時

の鑑定命令の主 旨は,要 す るに犯行時及び現在の精

神状態は ど うか,心神 喪失か耗弱か,將 又健人のそ

れに均 しいか,と いふ點に あつたので ある.云 ふま

で もな く,い つ たい責任能 力とい ひ,喪 失 とい ひ,

耗弱 といふ,い づれ も皆刑法 上の表現で醫學上の名

辭ではない.從 つてそ の適用を決す るのは,わ れわ

れでなか るべ きは解 り切つた話で あるけれ ども,も

しこの制限を極度に強調 し,精神 病學學徒の側から

は責任の問題に關 し一 切意 見を申 しては ならぬ,彼

等はただ精神 證状の分析記述にのみ從ふべ きである

となつては,わ れ らと法曹 とは各相渉 らざる獨 自の

領域に割據す るこ ととな り,兩 者全 く絶 縁の状態に

置か るるであ らう.そ れでは鑑定の 目的が達成 され

よ う譯はない と思ふ.こ の見地 に立つ私 は,鑑 定草

案の末尾に於いて,あ る人に よつては蓋 し妥當では

ない,若 しくは蛇足であ ると思はれ るであ らう責任

の考察を敢へて試みたのみな らず,今 ここに改竄を

加ふ るに際 して も,そ れに關繋あ る文字の一部を態

とその 儘に殘 して置 くことに した.
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3

被鑑定人 の家系は僅に祖 父の代 まで しか溯れなか

つたので あるが,そ の範圍では,彼 の從妹に一時精

神異常を起 した ものが1人 あ り,そ の兄がまた放蕩

で 目下行方不明で あ る,そ れか ら被鑑定人の 父が博

奕を好み家産を傾けたので,米 國に渡 り向 うで病死

した,と いふだけが 目に着 く事實で,多 少の遺傳干

繋は あるにはあるが,そ れ と被鑑定人の爲人又は現

在の疾病 との間に 一定の脉絡を求 めるには,ま だ足

らぬ ところがあ ると思ふ.

被鑑定人は明治23年1月 生,高 等小 學卒業,成 績

は中等位だつた とい ふ.卒 業後ずつ と百姓を して暮

ら して ゐる.26歳 の時妻を娶 り現在15歳 に なる1

子Hを 擧げたが,5年 の後死別 し,そ れか ら暫ら く

鰥居の生 活を送つ てゐた.酒 も煙草 も嫌 ひ,性 病 も

知 らないのみならず,今 まで記憶 に殘 る程 の病氣を

した覺えがない さうで ある.た だ父の訃報が届いた

時,心 臟 の鼓動が急に高ま り,安 座 して居れず,や

た らにその邊を歩き廻 り,と うと う戸外 に出て寝た.

しか し意識 は明瞭だつた といふ.こ の歴史は 彼の性

格を理解 する上に一定 の價値 をもつ.そ の外 には興

奮,氣 鬱,悲 觀 等全 くない.

4

31歳 以來鰥居 の生活 を續 けてゐる うち2の 注目

すべ き事柄 が起つ た,被 鑑定人 の告白を基 としてそ

の大體を記 さう.

1.　 被鑑定人が35-6歳 の 時の ことで ある.彼 の

實弟にRな る ものがあ り,當 時 うちでぶ らぶ らして

ゐた ので あるが,同 じ村のO某 がこれに 目を着 け,

無理に養 子とす る考で,二 三の知人 と謀つて一策を

めぐらし,兼 て貰つ てゐた養女Mと 干繋 させた.被

鑑定人方で は本 人の希望に任 せ,已 む を得ずRをO

方に遣つてみたが,Rは 世間か ら所謂 低能 と認め ら

れた 人物で,働 が薄いのに 口小言が多 く,家 庭 の折

合が面白 くなかつたのみ ならず,彼 は又そ の間に禿

頭病に罹 り外貌 を損 した ので,妻Mの 熱情はだんだ

ん冷めて行きつつ あつた.被 鑑定人は この婚姻はそ

の成 立が既に無 理で自然でない といふ意見を持つて

ゐた し,事 態の面白 くないの も憂はれたので,度 度

足 を運んでいろい ろ斡旋 してゐ る うち,始 めてMを

見 た頃か ら抱 いて ゐた彼 女に對する心の傾 きがだ ん

だん濃厚 になつて來た.Mの 側からも反應があつ た.

終に あ る日O方 を訪 れたが た またま うちに 誰 もゐ

なかつた,そ の隙に乘 じ彼か ら云ひ寄つて情を通 じ

た.こ の 干繋 が 絶えた り續いた りして2-3年 たつ

た頃,Mは と うとう家出を した.そ れか ら しば らく

して被鑑定 人はR, M夫 婦を 自宅に引 きとらなけれ

ば ならぬ 破目に なつた が,Rは 大體の樣子に氣が着

いてゐた ので あら う,いつそMを 被 鑑定人に讓 ら う

といふや うな 口吻を洩 してゐた といふ.が,そ れが

いよい よ事 實 となつ たのは,そ れか ら1年 半か2年

の三角干繋を續けた後,家 内相談 の末,Mは 除籍 し

て一旦實家に復 し,表 面上に もRの 妻でな くなつて

か らで あつた.

2.　 被鑑定 人 がMと 干繋 を結 んでか ら 半年位た

つた 頃であつ た.あ る 日牛小屋の掃除を してゐ ると,

牛が急に暴れだ したので,驚 いて避け よ うとす る柏

子に小屋の閾 に踵を突 き當てて仆れ,陰 莖の一 部に

負傷 した.實 母Sに 創を見せ手當を して貰つてゐ る

うちつ い性交 を して しまつ た.Sは 當時54-5歳 で

あつた ら う.そ の頃彼等は同 じ部屋に寝て ゐたので,
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後1月 位の間に2-3囘 情 を通 じた が,彼 は流石に恥

ぢて 不言 の裡に 自ら干 繋を絶 ち,も はやその 母に觸

れなかつた.

5

日常の生活はお よそ次のや うで ある.

1.　 暮 ら しは あま り樂な方では ない.生 計の重 な

部分は 自作2反 小 作7反 計9反 の耕 作に よつ てゐ る

ので あるが,施 肥 に1反3圓 位かか る し,そ の上に

小 作料1反1石5-6斗 を差引 くと,よ く見て 年收

300圓 弱に しかな らぬ.副 業の藺 も大 した ことはな

い.か れ これ合せて とて も年400圓 には達 しない ら

しい.

2.　 うちは被 鑑定人・母S・妻M・ 弟R・ 長男Hの5

人 家内で ある.後 で詳 しく述べるつ もりであるが,

被 鑑定 人がMの 態度を 評す る言葉は そ の 時時の主

觀 的色彩 に累は されて,か な り變 更が劇 しく,そ の

ままには受 けと り兼 ねる節が多 いが,被 鑑 定人 の情

緒の動 きを考へ,そ の奥の意味を味 ひなが ら,Mそ

の人の話を聞いて見 ると,一 家の折 合は 客觀 的には

略次の如 く考へて よいや うである.

母Sと 妻M:Mが 被鑑定人の 妻と定ま ら うと

した時多少Sの 反對 があつ た.が その後は2人 の

間に別 に矛盾の あつた ことは ない.被 鑑定人は 時

に母と妻 との間が面白 くない,そ れは相 互間の嫉

妬 だ といふや うな 口吻を洩 した こと もあるが,彼

が 母 との 干繋 を始めてMに 告 白 したのは6月14

日即ち今囘犯行の前夜だから,そ れまでは もとも

とMの 知 らない話で,Mの 側か ら銜 むべ き譯はな

いのであ る.始 めの母の反 對 も必ず しも嫉妬であ

るか どうか,弟 の妻 を兄の方に ふ りむ けるなどと

いふ ことに對 して は,2人 の母たる人の立場 と し

て 一應の異議はあ るべき ところで はあら う.こ の

點 はM自 身 さへ 諒 と してゐ る位で 決 して無 理で

は ない.だ か ら,母 と妻 との間に何か一脉 の冷た

さは或 はあつ たと しても深酷 な憎みが潜んでゐや う

とは思へぬ.

Rの 爲人:ど うして起つたか解 らないがRは

とにか く精神 低格 者だつた といふ.も との高等小

學2年 現制度の尋 常6年 を卒業 したが,そ の間に

落第2囘,學 業劣等で,新 聞の三面記 事がやつと

讀め るだけ,手 紙は片假名平假 名混 淆で ご く平易

な漢字が少 し交つてゐ る位,用 の足 りる程度には

書けなかつた.言 葉 は解 つた が人の前で あらたま

つた話は出 來ぬ.數 の勘定はほ とん ど駄 目だつ た

衡の 目が讀めない.百 姓仕事は下手で,施 肥 する

こと,簡 單な農作器械 を使ふ ことなんか,い くら

教 えて も覺 えられなかつた.が,口 は 中中達 者で

小言が多 く子供の時か ら人のいひつ けをはい と云

つ たことが ない.何 か必ず いふ.一 寸聞 くと尤 も

ら しいが 自分で も譯が解つてゐないのである.身

體 は幼時か ら弱 く,15-6歳 來喘息があ り,34-5

歳頃 よ り腎臓炎を患ひ,Mと 知つて間 もな く禿頭

病に罹 り死ぬまで治 らなかつた.彼 は家事にかか

は らず,愛 憎の情 もな く,所 謂一個の窮措大と し

て,病 氣のた めに寝た り起 きた り附近の人 と話 を

した りして一 日一 日と暮 してゐた.幾 分厄介視 さ

れたのは 事實で あら うが,別 に虐待 を受けた と思

はれる節はない し,彼 の存 在のた めに家庭の風波

を起 した こともない.か ういふ一種特異 の人物だ

つた.ま づ大體に於て癡 愚の上位 もしくは魯鈍 と

いつた ところで あら う.

Mと 長 男H:Hは 僻 のな い性質 ら しくMと の

間は惡い方では ないや うであ る.何 か云は うと思

つ てもなるたけ控 えるや うに してゐます とMは 云
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つて ゐる.生 さぬ仲の こ とで ある.こ の一分の遠

慮を冷淡とす るか.緩 衝地 帶を置 く用意 と見 るか,

それは と りや うで あら う.が,こ れを以て必ず し

も惡意 とす るのは當 るまい.

被鑑定人 とM:相 互的に交情密.

3.　 ほんとに一種 固有 な家庭の調子で あ る.そ こ

には暴けば暴け る葛藤 の種 子はちや んとある.Hは

さて措き,も し被鑑 定人 ・M・R・S4人 の うちに,鋭

い感じと深い省 察とを以て,徹 底 した解 決を求 めな

ければ承知出 來ぬ 人が あつ たと した ら,こ の家庭の

構成は一 日な らず して破壞せ られ てゐたで あら う.

だが,大 した糾 もな く治 まるや うに治 まつ て しまつ

た.Mが 被鑑定 人の妻 と認 定 されてか ら今 日に至 る

まで,例 の三角干繋はその邊周知 の事件で こそ あつ

たれ,ひ どい批難 も耳に入 らず,本 人達の方で も別

に氣にする風はな く,ま づ一般公認の形 となつた.

爾來一夫一婦の習 は 割に 正 しく守 られて ゐ るとい

ふ.

6

では被鑑定人その人は どんな人間か,こ れを知 る

た めに,私 はまづ

1.　普通の實驗的檢査を加へて見た.入 院後 暫 く

の間は後に記すや うに興 奮が強 くつて檢査 不能だつ

た し,そ れか ら後になつて も,彼 はわれわれに治療

の恩を感謝 する半 面に,診 察 は寧ろ難有迷惑だ とい

ふ心を抱いてを り,時 にはそれをかな り露骨に態度

の上に表現 して憚 からなかつたので,檢 査は自然の

びのびになつて ゐたが,7月27日 に至 り始めて 目的

を達することが出 來た.ま づ注意 力を調べてみ ると,

Bourdonの 表の 上で,常 人 が2分30秒 乃至3分 で

誤脱 な く出 來る仕事を,2分20秒 で 終つた のはよい

が,脱13で 成績は まづ 不良だつた し,連 續加算 法

による作業能 力試驗の結 果もは なはだ 面白 くな く,

最高作業量がやつ と20に 達 した位で,そ の上に誤謬

が非常に多かつた.し か しなが ら,か5い ふ事態を

招 いたのは,こ れ らの試驗の性質 上當然要求 され る

注 意 竝に意志の緊張持續 といふ ことが,當 時 まだ半

治の程度にあつ た精神 に はやや無理 な注文だつたか

も知れない し,恐 らくは またそ の外 に面 白くもない

迷惑千萬だ といふ,多 少我儘な感情的背景 もあつた

であ ら う.從 つて この成績だけか ら今 囘の 事變 爾前

即ち健康時の彼の精神 能力を推測す るのは正 しくは

あるまい.そ の證據 には努 力感 を伴ふ ことの薄い檢

査の結果は 皆良 好だつた.對 語法に よる記憶試驗試

は100點,判斷 の方 面では論理選擇だけがやや劣つ

た き りで,矛 盾指摘は90點,充 填法は滿點 とは 行か

なかつたが,彼 のや うな閲歴環境にあ る一般人 に比

して遙に優秀だつたのであ る.計 算能力數の觀 念 も

亦同樣に 正確だつた.す べてを綜合する と,彼 の精

神の基礎的能力は悉 く立派に合格で,ど こに も缺落

の迹はない.

2.　一般 的智識 の檢 査は 正鵠を期するた め,約2

月に亙 り折にふれて行つたので あるが,一 家の歴 史,

自 己の閲 歴に關す る彼 の記 憶 は かな り 明 瞭で ある

し,日 常生活,一 家經濟,家 業たる耕作に對す る智

識 も亦相 當豊富だといつ て差支はない.の みな らず,

直 接環境 からや や遠い地 理歴 史 政 治な どの問 題に

も,多 少 の缺落は勿論あ るけれ ども,大 體正 しい見

當 を もつ てゐ る.こ とに今か らずつ と溯つて9代 の

内閣を數へた り,戰 艦 巡洋戰艦の名を殆 ど間違ひな

く擧げた り,二 三の醫學的名辭病名な どを知つ てゐ

た りした のは 思ひか けなかつた.讀 書作文の力を知

るた めに,妻Mか ら贈與 された被鑑 定人 の信書 を檢

す ると,筆 蹟は あま りよ くな く誤 字脱字 もかな り多

い けれ ども意 味は充 分に通 ずる.彼 の亨けた教育 の
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程度にまづ相當 と して 差支ないであ ら う.が,か う

い ふ事 實を一一 述べる必要は最早やないで あら う.

彼 がその精神 能力に於て,精神 視界の廣 さに於て,

1箇 の普通健人の域 にあ るといふ事實は前節 の實驗

的檢 査成 績 と相 俟つて既に明かで あるか らで ある.

 3. 彼は後に述 べる精神 變調 發生 以前には,あ ま

り小言を云つた り怒つた りは しない,う ちで は寧 ろ

や さ しい人だつた.村 の集會 などで も表 立つ て意 見

を 吐いた りしないといふ.家 計の豐かで ないといふ

遠 慮か ら も出て ゐるので あら うが,愼 の うす い人 物

で ないだ けは 確かで あ らう.仕 事 はあま り能率の上

らない方だ が毎 日怠 らずに勤める.娯 樂といつて は

別 にない.今 か ら7-8年 前 までは 岡山縣 立圖書館

か ら時時 圖書 を借 り出 して讀んだ.近 頃では妻Mが

古雜 誌を借 りた り買つた り して來るのをた まに見 る

位で あるが,そ の 中か ら前節で 記 した樣な色色な智

識 を吸收 するら しい.時 に もと進化論を讀 んだ こと

が あるといつた り,動 脉 瘤とか僧帽瓣不全閉といふ

や うな病名を二三知つ てゐた り,手 紙の 内に自ら僕

と稱 した り,水 鳥の云中といふ歌 を引いた り,い づ

れ後で 記すつ もりで あるが,彼 のや うな年齡 と環境

に似合は しくない 『純 眞の愛』を論 じた りする典據

はいづ れこの邊にあるので あら う.彼 はまた圍碁 と

庭球 とが,唯 一の娯樂である と語つた が.妻Mの 言

によればそれは 殆 ど跡 方もない話 ら しい.自 分 をな

んとな く氣の利いた現代 人ら しく装 ひたい と思ふ心

か ら出た 罪のな い 小 さい虚僞 であら う.か ういふ

色色な點を綜合 し,更 に私 が入院 以來親 しく彼から

亨けた印象を味ふと,彼 は微温小心で,あ まり能動

的で ない,敏 感で智識 を愛 し,や や外に張 らうとす

る干榮の傾 を もちなが ら,内 に省みて堀 り下げや う

としない,強 く深いといふ よりも寧 ろ弱い淺い人物

である といふことになら う. Kretsohmerの 言葉 を

藉 りれば所謂Sensitiver Menschで ある.こ の性格

の色彩は後章に述べ る彼 の人生 に對す る態度の上に

も自ら反映 してゐるので ある.

7

か ういふ生活が相變 らず續 けられてゐる うち,昭

和7年1月15日 を境 と して被 鑑 定 人に一種の精 神

異常が起つた.そ れはお よそ3の 時期に區別せ られ

るら しい.次 に月 日を追つて大體の經過を示 さ う.

第Ⅰ 期: 自昭和7年1月15日 至同 年2月20日

頃.

15/Ⅰ:午 後9時 か10時 頃弟Rが 死んだ.そ の

二三 日前か ら身體の違和 を訴へ,殆 ど食 事 も採ら

ない樣な 状態で,全 身に 浮腫が起 り,14日 の夜に

は苦悶 して眠 らなかつた ので,15日 午 後にな り始

めて 醫師の來診 を乞ひ,慢 性腎炎に よる尿毒症で

あるこ とが確定 された.二 三の應急注射 も效な く,

終に鬼藉 に上つたので ある.同 夜被鑑定人 不眠.

18/Ⅰ: R葬 式.R死 後,被 鑑定 人はかわ いさ

うな ことを した,い つ もの喘息だ と思つて醫者に

みせずにをいたが,も つ と早 く手當を した ら助か

つたか もしれない,濟 まなかつた といひ,夜 もよ

く眠 れぬ樣子で あつたが,こ の 日の夕刻2時 間程

泣 いてゐた.

21/Ⅰ: この 日まで しき りにRの 死を悼んで哭

いてゐた が,午 後鏡 を見 て非常にやつれた,氣 分

が惡い,死 んだ 人には 氣の毒だ が,こ んなに して

ゐては自分の身體が まらぬ,あ きらめて早 く醫師

に診て貰ふ と云ふ.醫 師は檢温の上,多 少熱があ

る,さ う眠 らな くつてはいけぬ と云つて投藥 した.

被鑑定人は1-2日 前葬 式 準備 のため米俵をかた

づ けや うと して 力を出 した が,そ の時心臓の瓣膜

がに づれた ら しいと訴へ てゐ た.
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22/Ⅰ:R初7日.被 鑑定 人は昨 日來ずつ と床の

中に寝 てゐたが,發 汗甚だ しく蒲團の中か ら丁度

湯槽のや うに蒸 氣が立つ てゐた.身 體が非常に熱

く手が當 てられぬ程で あつ た.た しかに40℃ 位

の熱が あつた ら うとは妻Mの 話であ る.

25/Ⅰ:發 病 來 家人は 竊か に近隣 の不動樣の祈

祷 を乞ふてゐたが,こ の日被鑑定人 始めてこれを

知 り,神 秘の 力に よ り自分の 病氣は 治る.自 分は

人 を助 けることも出 來るといひ出す.不 眠依然.

26/Ⅰ:1月23日 來病症漸次昂進 し,妻 母妻の

父等の顔が皆鬼 のや うに見えるといふ,數 日來の

看護に疲れ 切つた家人 が一寸で も嫌な顔や疲れた

樣子を示 した り,な だ めの言葉 が自然に荒つぽ く

なつた りす ると,す ぐ鬼だ 鬼だで ある.こ とに母

Sは この病氣の一部は被鑑 定人 の我儘か ら出た と

思つた のであ ら う.と か く烈 しい態度が多かつ た

ので,被 鑑定人 の怨嗟の 目標 とな り勝ちだつた.

猶 しき りに不動樣を談ず.

27/Ⅰ-28/Ⅰ:不 眠例の如 し.夜10分 位 うと う

とすればす ぐ目を醒 ます.瓣 膜がはづれてゐ る,

す ぐ死ぬから遺言をする,死 んだ ら弟 と一緒に葬

つて呉れ といふ.但 し21日 來,弟 の話は一體に

少な くな りつつ あつた,一 緒に葬 つて呉れだけが

僅かにその片鱗である.

29/Ⅰ:突 然 床の上に起 き上 り,わ かつた解 決の

道がつ いた,不 動樣 に拜 んで 貰ふ,こ こに神樣 が

ゐる,床 を上 げて くれ,不 動樣がゐ るか ら何で も

治る,精神 統一 がとれれば 何んで もないといふ.

妻Mは 病中だか ら差控へた らよから うと主張 し

たが,母 の意見 に從ひ,隣 村の宗忠神 社に祈祷を

乞ふべ く,母 と伴つ て家を出る.途 中で 氣分が惡

くな り,亡 妻の實家に一泊す,そ の夜亡妻 の母 が

鬼の樣 に見える.枕 頭 の屏風は逆 さ屏風で,自 分

の死を希望 し諷 刺 してゐ るのであ るといふ.

30/Ⅰ:宗 忠神 社の參 詣を濟ま して歸宅.そ の時

Mが す ぐ出迎へ なかつたので,家 庭 が 面 白 くな

い,母 を立てれば妻が 不平だ し妻につ けは母が面

白 くない と云つた.前 日宗忠神 社の參 詣の件で,

母 と妻 との間に 多少意 見の杆格のあつ たの を指 し

たので あら うと いふ ことで ある.歸 宅後4-5時

間過 ぎて,自 分の病氣は動脉瘤で あると語 りつつ,

鉛筆で人體の略圖を描 き,所 謂動脉瘤な るものの

説明を した.こ の夜から音が烈 しく聞え ると云 ひ,

耳に栓を し,靜 止せる物體が皆動 くと訴へ,目 を

手拭で緊縛 し,座 敷中をはつて歩 く,こ の頃を頂

點 と して病勢はだんだん弱つて行つたけれ ども,

生 きてゐれば皆の邪魔にな る,取 扱ひが無慈悲で

あ る,不 眠が續けば皆 もか うな るのではないか,

自殺 した方が よいな ど,折 にふれ語 るや うになつ

た.

4/Ⅱ:舊 暦 大晦日の前 日で ある.氣 分 が稍 よい

といつて,翌 日の餅搗 きの準備に米を洗ふ.夜2

時間程眠 る.

5/Ⅱ:舊 暦大晦 日.餅 搗 きの手傳を し,20-30

分眠つた.こ の 日以後病氣は 日を追つ て輕快 し,

夜 も2-3時 間位は眠 り,2月15-6日 には獨 りで

理髪店に行 き,家 事の手傳な どが出來 るや うにな

り,弟 の死,不 動樣の話は最早や無 くなつて しま

つたが,身 體異常徴候に關す る感 じが却て鋭 くな

つた.始 めは 不動樣の鐘の音がする と云つてゐた

が,後 にはそれが耳鳴であ ると自覺 し,音 響が強

く耳に着 く,物 が疾 く見える,足 が浮いて大地を

踏む心地 が しない といふ訴を續 けてゐた.一 度な

んかは,蜜 柑の皮をむ ぐのを見て,そ んなに亂暴

に して人にあてつ けな くて もよか らうと云つた こ

とさへあ る,障 子の開閉が猛烈す ぎる とこぼ した

こともあ る.頭 の中は 自分の病氣の心配で一杯の

や うであつた.小 學校時代の舊友某が精神 病 とな

り自宅に監置 されてゐ るのを盛んに見舞つた りし

てゐた.こ れ迄そんな ことは絶えてなかつた.彼
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は今や 人 と共に苦痛の杯を分かた うと し出 した の

で あ る.尿 が 白濁 して 來た,腎 臓 病だ ら うか と語

つた.

第Ⅱ 期:自2月21日 至5月25日.

21/Ⅱ:病 氣再び增 惡 し,4日 間 全 く不眠 とな

つた.別 に 原因を認 めぬ.

25/Ⅱ:早 朝井戸の傍に行 き.頭 か ら水 をかぶ

り,水 滴が凍結 して しまふ程 身體が 冷え切つ てか

ら,炬 燵の 中に頭 まで もぐ り込 んで ゐた.後 突然

大學へ診察 を受 けに行 くといふ かと思 ふと,實 は

琴平に參詣す るのだ,そ の途 中海へ投身す るつ も

りだ と語 りつつ 家を出た ので,妻 は隣 家に急 を報

じ一緒につ いて行つた.近 くの汽車驛 の前に茶 屋

があ る.そ の隅に坐 り込み何か書 きつ けてゐ るの

で,取 りかへ して見 たらそ れは 遺言で あつた.そ

こへ丁度跡を慕つて 來た隣人 と協力 し無理に連れ

歸つた.そ れか ら3日 程 の間は盛んに 不動樣を談

じてゐたが,漸 次輕快 し,3月 一杯は状態益 良好

で,夜 は睡眠たつぷ り3-4時 間.晝 間は耕作の手

傳 を し,勞 働 して も格別疲 勞を感 じないと云つ て

ゐた.が,例 の ものの疾 く見える等の感覺異常は

依然 と して存在 し,田 圃で土塊 が轉げて來た り麥

が莫迦に動いた りす るので,自 分の身體 が倒れる

や うな氣が して仕 方がない と嘆 じてゐた.

8/Ⅳ:こ の 日始めて 自分の頭の中が 電氣仕 掛

になつたや うな變 な氣がす ると云ひ出 した.こ の

訴は前の神 經證状 と ともにずつ と後 まで持續 され

た,當 時被 鑑定人 の語ると ころは,徹 頭 徹尾 自分

の病氣の話 ばか りで,そ の方の注意が非常に敏感

とな り,死 を極度 に怖れ,背 中が全 く痿 えて しま

つた,こ れは 決 して普通 の神經衰 弱では ない,こ

んな病氣になつて は自分 も最 早や 終 りで あるとい

ふのが殆 ど口僻 のや うだつた.が,5月25日 の頃

か ら 病勢一轉 して 輕減 し,夜 間5-6時 間の睡眠

可能 とな り,氣 分大に爽快,こ の分な ら大丈夫 死

には せぬ,百 姓の仕事 も手傳へ る見込 が確かにつ

いたとよろこぶ.

第Ⅲ 期:自6月12日 頃至 現在.

8/Ⅵ:そ れまで比較的佳良 な状態が持續 され

て ゐたが,こ の 日末弟某 の妻が京都か ら來て,家

庭 の葛藤 を訴へた ので,8月9日10日 の連 夜遲 く

まで 話を し,睡 眠 の不足が續 き,11日 には午 前中

義妹が歸京 したの に拘 らず,同 夜は全 く不眠だつ

た.

12/Ⅶ:そ れ に も拘 らず 小麥を刈 る手傳 を し

たが能率上 らず,1日 中笑つた り泣 いた りしてゐ

た.そ の譯 を聞けば,自 分の病氣が氣にかかつて

ゐ るのだ といふ.夕 刻長男Hが 外から汚れた草履

で歸つて來,縁 側に足 跡をつけたのを見つけ,こ

れは隣の子が したのだ らうと問ふ.妻 がHの 草履

を示 し,さ うではないHが やつ たのだ と答へたの

で,や や 憤激 し,自 分の實子なら さうはいふまい,

家庭の敎 育が面白 くないと小言 をいつた.そ れか

ら しきりに家事を語 り,夜 中終 に妻に對ひ,自 分

が死んだ ら實家に歸へ りよそに嫁げ と語つた.終

夜不眠.

13/Ⅵ:家 人相 談の 上勞働をやめ させた.午 前

中母Sは 晝食の魚を買は うと したが,財 布が見當

らなかつた ので,そ こらを搜 しなが らMは 一體 ど

こに置いた のだ ら うと獨語 したのを聞 きつ け,何

もMが 金を 匿 した と思はせるや うな 言ひ方 を し

な くて もよか ら うと云 ひ,1月30日 來久 しぶ りで,

母妻 の間が 不和で 困ると頻 りに苦慮 し出 し,家 庭

が 冷やかで ある,自 分の立場がないと怨み悲 しん

だのであ る.夜 健腦 丸か アダ リンを攝れば眠れ る

に違ゐない といふので,ア ダ リンを求 めて服用 さ

せたが眠を成 さなかつた.こ れでいよいよ死ぬに

極つた と歎ず.

14/Ⅵ:少 し氣分がよい といつ て田圃に出たが,

た つた30分 位勞働 した ばか りだつ た.こ の夜は全
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然 不眠で,一 晩中前前 日來の家庭 不和 の問題 と自

分 の健康のことを脉絡 もな く語 りつづ けた.彼 は

Mを 責 めて云つた,彼 女が彼の妻 と定ま る時,母

に よく事へ,Rを 大切に し,Hを 親 切に育 むや う

に望んで 置いた 筈ではなかつたか,し か るに彼 女

はそのいづれをも滿足に果 して くれ なかつ た,R

との干繋 はもと もと社會の罪であ るが,そ して 自

分等は社會の罪 のためか うなつた ので あるが,と

にか く今 となつては,坊 主に な り,高 野 に上るよ

り仕方がない,お まへは尼に なれ,自 分 も惡 いが,

おまへ も亦責任があ る,一 緒 に死 んで くれ,母 と

お前 と折 合はな いの は自分 と母 が干繋があるため

で仕方が ない と.前 に も一 度記 したや うに,Mは

最後の告 白を評 してそ んな莫迦 なこ とを云つてゐ

ました といひ,な ん ら意 味な き病間の譫語 と して

笑殺 して しまつ てゐ る.曉 になつてか ら.皆 は 病

氣の自分 を遇す るに無悲 慈であ る,同 情が ない,

しか し自分が生 きてゐては手 もかか る し,一 家が

困 る,自 分が死ねば皆助 かるのだと反復 して ゐた

全然不眠.

15/VI:犯 行の當 日で あ る.Mが 朝7時 頃田 圃

に出る とき,心 配せずに行け,先 日來の介抱で疲

れたら う.睡 眠 不足だか ら,あ ま り働 いて 仆れぬ

や うに頼む といふ.母 は毎 日家に 殘 り,裁 縫を し

た り しなが ら,被 鑑定人をそれ とな く監視 してゐ

るのであ るが,そ の時復母を顧み,一 緒 に出掛 け

て も差支はない といふ.割 に 平靜 だつ た.8時 頃

Mが 樣子を見に一寸歸宅 した とき,被 鑑定人 は奥

座敷の 床上に 横は りなが ら,口 の中で 低聲 にて盛

につぶや きつつ,頻 りに指 を折つ て何か數へ る樣

な風を した り,そ の間に じつ と天井 を凝視 した り

してゐ た.そ こは暑い,前 の座 敷の凉 しいと ころ

に行け と勸めた ら,只 さ うか と頷いただ けだつ た

格別の話はない.庭 か ら採つたゆす ら梅 の實 を一

握枕 上に置 く,あ りがた うあ りが た うと戴きなが

ら神樣を拜むや うな手つ きを した.

午 前10時 過 ぎM再 び歸宅:こ の間に1時 間

程蒲團を頭か ら被 り睡眠 した ら しいと母 語る.又

ゆす ら梅の實を食 ひ,そ の減 じただ けは 補つ て置

かなければな らぬ といつて,自 ら庭に降 りて 採集

して來,不 足 の數 を滿た して枕上 に安 置 し,殘 り

の分を賽錢 を抛 げるが如 く撒き散 らし,天 照皇太

神,三 手渡邊の不動樣を しきりに拜んでゐた.M

に勸め られ始めて茶 をかけて朝 食2.杯 採つた.菜

は食 はぬ.

午 後3時 頃M3度 歸宅:こ れまではずつ と同

樣の状態で,低 聲獨語,神 樣 の禮 拜を續 けてゐた

さ うで ある.30分 前,傍 にゐた母 に對 ひ,お ばあ

さん皆 が歸へつて 來れば解 決が出來 ると云つた.

Mが 歸へつて來て外 に立つ たままで濡れ縁 の とこ

ろか ら聲 をかけた時,被 鑑定人は神 棚の方に向 ひ,

神樣を拜むにはか うするのだ と禮拜の型を示 し,

Mに 倣はせた.で は晝御 飯に しませ うとMが 誘

ふ.う ん,食 べ よ うと割合に元氣で縁先 きまで出

て來,Mの 肩を押へ,わ かつたか,さ うすれば 自

分 も治 るのだ と笑 を含み なが ら台所に 向つた.M

は外か ら廻つて台所に這入 り,被 鑑定人,母,M

の父,そ の 内縁の妻,臨 時雇人某 の6人 で 土間に

据ゑた飯台 を繞つて食事 を採 ることとなつ た.と

ころが被鑑定人は飯 を盛つ た茶 碗を手 に受 けたま

まで,一 口食つては 下に置 き,低 聲 獨言を始め指

を折 り數へ る.ち つ とも瞬 目しないで四方を凝視

し,半 分以上の飯 を殘 してゐ るので,皆 食べて し

まは なけ ればいけない と注意 した ところ,突 然食

は んぞ うと大聲 を發 した.皆 が驚いて食 事を中止

して立上つた時,被 鑑定人はかたづ け,か たづけ

と命令 したので,食 べ さ しの食物を全部飯台 の抽

斗にその 儘押込 んだ.被 鑑 定人は萬事淸 潔 に しな

ければ いけぬと云 ひつつ頻 りに飯台 の上を拭つて

ゐた が,や がて皆 ここに集れ と命じた ので,6人
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全部飯台 を眞 中に して 立つた.彼 はそれまで伏せ

て ゐた面 をふ いと擧 げた.恐 ろ しくこはい顔色で

あ る.突 然 「さうぢや」 と怒 鳴つて,飯 台か ら1

間位離 れた 壁に走 り寄 り,そ こにかけて あつた手

近 の菜 切庖丁を握つた.そ の刹那Mは 傍 の人 から

そ れ 逃げろ と注意 された ので,側 の入 口か ら外に

飛 んで出た.こ の時母 とMの 父 とが被鑑定人 を取

鎭 め ようと して ゐた.が,力 及 ばず,母Sは 創 を

被 つたその隙に,被 鑑定人はMの 後 を追つ て,向

ひ側の役場 の中に闖入 し,Mに 斬 り付 けたが,忽

ち 彼女に 庖丁をも ぎとられ る,と 同時に 村助役某

に取押へ られて しまつ た.や が て皆 に連 れ られて

家 に歸へ り,だ んだん鎭靜 した模樣で,隣 室に創

を受 けて仆れて ゐる母 をち らと見なが ら,助 かる

で せ うかな どと聞 いて ゐた.そ の うち 近隣 の人,

派 出所 の巡査などが集 まつ て來た時,巡 査に向ひ

縛つ て くれ といひつつ 兩手 を差出 した りした.終

に派出所 に同行 されて 一應 の取調を受け,そ の 日

S町 警察署 に移送 された ので あ る.被 鑑定人の與

へた創傷は いづ れも輕 い.醫 師 の診斷書に よれば,

母Sの 方は左前額眉上部に於 ける長 凡3cm深 さ

皮下組織に達する割創で,全 治約2週 間,Mの 方

は右耳後下部に於て凡上方 より斜に前下方に 向へ

る長 さ凡5cmの 皮膚損傷にて全治約5日 間を要

する位の ものであ る.

16/VI:岡 山地 方裁判所 で豫審判事の取調を受

けつつ ある時,突 然窓を飛び越え,庭 園内を疾走

し,煉 瓦塀に頭を打ち當てて 自殺 を計つた.同 日

午後岡山醫科 大學精神 科に 入院 した.

8

か うして 私は 昭和7年6月17日 午 前始 めて 被鑑

定 人 を診 察す る機會 を得た.當 時彼は顔貌沈鬱,前

日に比べれば稍安靜 ではあつたが,擧 動はまだ不安

で 内的興奮の存在を覗はせた.場 所の指南力は良か

つ た.

1問:事 件のあつ たのは何 日ですか.

答:一 昨 日ですが何 日か解 りません.今 日

の 日付を知 らないから.月 は昭和7年

6月.

2問:何 故斬つたか.

答:私 には神 樣が憑 いて ゐます.そ の神 樣

が した ので私では あ りませ ん.

3問:神 樣の名は.

答:三 手渡邊 の不動樣です.妻 が願 をかけ

て呪 ひ殺 さ うと して ゐ ました.

4問:神 樣の聲が聞 こえますか.

答:聞 えた ことは あ りません.が,私 は神

樣の憑いてゐ るのが よ く解 か るの で

す.先 生 どうか私を助けて下さい.社

會の人が私を惡 くいひ迫害 します.私

は 何で惡 いのでせ う.妻 ばか りではな

い母 も私を呪ひます.も う助か らない

ことが明 か となれば高野に上る決心を

してゐます.先 生私は これから神樣に

御詣 して私の身體に 憑いてゐ るものを

除けます.さ う した らあんな ことは し

ない.歸 して下 さい.

5問:今 の 妻との結婚 を ど う人が思つ てゐる

か.

答:惡 く思ふ人 もあ るか もしれ ませんが,

そ んな人は多 くはな いでせ う,

6問:自 分で は どう思ひ ます か.

答:弟 が生 きて九 時妹 と結婚 したのです.

も しそ の頃に別 れて ゐたら罪が消えた
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筈です.

更 に同 日午後 の檢診 記録の1節 を抜か う.一 般状

態は午前 と略同 じだつた.

1問:具 合は ど うです か.

答:私 は御祈祷 の法 によつ て頭につけてを

り ます.不 動樣に 云へ ば解 ります.法

の力に よつてです.神 秘 の力です.

2問:神 秘の力 とは.

答:神 樣が2あ ります.1は 天照 皇太神 宮

で,次 は品行方 正です.私 の うちの床

にそ の懸 物がかけてあ る.神 秘の力で

す.

3問:神 秘の力は命令 を發 しますか.

答:籖 を引けばか うせ よああせ よと云ふ.

聞 こえは しませ ん.法 の力で せ う.猿

か 狐をつ かつて私に憑 く.そ れが頭 の

中にちや んと這 入つてゐ るので.人 が

邪慳 なこ とをすればす ぐ解か ります.

私 は拜んで 貰へば治 ると思 ひます.

4問:何 故母や妻を斬つたのです.

答:譯 が解 か りません.向 ふの心が邪慳 だ

か ら斬つ たのでせ う.私 は母 と干繋が

あ りま した.も う5-6年 も7-8年 も

前です.母 はや きもちをや きます.妻

を大擧に してやれ とい ひますが,ど う

も變 です.妻 と母 とが鬼の樣に見えま

した.い や,今 の ことではあ りません.

ずつ と前,弟 の死んだす ぐ後です.そ

の頃か ら病氣になつた.弟 を殘酷に し

た ことはあ りません.死 ぬ時は莫迦死

んで もよい と思つて世話の仕方が足 り

なかつた.

5問:き のふ裁判所の窓か ら飛び出 しま した

ね.あ れは何 故です.

答:病 院へ行 けば藥で腦 を麻痺 させて 殺 さ

れる と思つ たからで す.は つ き り聞 こ

えたのではないが,切 つてか ら後で ま

だ うちにゐた時病院に行け と云はれ ま

した.す る とさういふ氣が 自然に して

來た のです.勘 辨 して下 さい.

すべてが興奮の間に生れた無秩序 な片言隻語以外

の何物で もないが,私 は猶それを通 じて當時の精 神

状態 をかな り明瞭に把握 出來ると思ふ.ま づ第1に

氣の着 くのは 問に 對す る答が 必ず しも 不 適 當でな

い,即 ち領解 の割 合に良 好な點で,意 識 が淸 朗で溷

濁の迹 のない のは これか ら も推 し測られる.指 南力

は場所に關 しては正 しい.時 の方は ご く明確で はな

いけれ ども,事 件は一昨 日だが,今 日の 日付 を知ら

ない ので何 日だつたか解 らぬ,と いつ てゐるところ

から見 ると,著 明な缺陷 とは受け とれぬ.午 前 の部

問4,午 後の部問5に 對す る答 によれば,幻 覺は存

在 して ゐない ら しい.す ると當面の變調 の主要徴候

は結句劇烈な感情を帶びた1種 のUberwertige Idee

だけで,一 切の不安興奮は悉 くここか ら起つて ゐる

ので ある.そ してそ の觀念 の内容は,こ れを大掴 に

すれば,自 分 の罪過のために他人か ら迫害 を被 るの

みな らず,母 か らも 妻が らも呪 を受 け神樣に 慂かれ

た,神 樣は猿や狐 を使つて彼 の心 を擾だ さうと しつ

つあ り,生 命 の脅威 を感ず ると,か う云は うとする

ので あら う.成 程17日 午前 問6,午 後 問4に 對する

答に よれば,弟Rの 死 の外 に,例 の三角干繋の歴史

及び母 との交 渉といふ2樣 の失 行が,或 程度の罪過

の情 を帶びた精神 上 の負荷 となつて陰約の間に殘つ

てゐ る.こ れは どうして も認めなければ ならぬ と思

ふ.母 が妻 を大事 に してや れと命ずるのは變 だ との

言葉は,恐 ら くは母 が態 と當てつけ よ うとす るのだ

と解す べきで,つ ま りはや きもちを燒 くの註脚であ

ら う.さ うす れば,彼 が嘗て實際折合の決 して惡 く

ない母 と妻 との間の杆格を心配 し,あ つちを立てれ

ば こつちが立たぬ と嘆 じだの も,Mが 私に對 して語
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つた如 く,宗 忠神 社參詣事件の偶然な小衝突 を懸 念

した あま りに出た言葉 に過 ぎぬ と,輕 く考へ られる

か ど うか,疑 ふ餘地は充分に あるので ある.い つ た

いMが 母 との干繋を耳に したのは,前 に も一寸 觸れ

て置 いた通 り,犯 行の前 夜だつた.そ してその上猶

現在で も,そ んな莫 迦な ことをいつてゐま した と,

て んで 頭か ら 病 餘の譫 語 位に 見 くびつて る程だか

ら,それ よ り4-5月 も前に被鑑定人の匿 く し扱いて

る腹 の底を見破れ よ う筈はない.Mの 言はだか ら私

の推 測を打破す る根據には使へない と思ふ.

で は この感情は非常に純粹で 且痛 切で あつたか.

否必ず しもさ うでは あるまい.17日 午前 問答4及5

に よれば,彼 は自己の罪過 を認めるのに屑 くない.

どころか,私 は 何で惡 いで せ うと抗辯 の態度を さへ

示 してゐ るで はないか,母 妻か ら呪詛を受け,迫 害

を蒙 り,藥 で 殺 される,或 は人が邪慳 な ことをすれ

ばす ぐ解 かるといふ,す べて これ等の被害的念慮は,

自分 の非違は とにか く,人 の己に加へる ことが太だ

しきに過 ぎると思ふ心理に基 く.つ ま りは一分 自分

を正 しとす る意 識 か ら起つ た もので な ければ なら

ぬ.大 にparanoischで あ る.向 ふが邪慳だか ら斬つ

た といふ彼の 口頭 語は實にその端的の表現で ある.

感情の背景が自 ら非と し是とする兩方面を兼 ね備

ふ る如 く,そ の他の一般精神 機轉 に も必ず相矛盾 し

た 一種の對立があつた.事 理 の認識判 斷を見る と,

17日 問答4に,社 會の人が私を惡 くいふ とあるのに,

す ぐその後に續 く問5で は,惡 く思ふ人があ るか も

しれませんが,そ んな人は多 くはないでせ うとなつ

てゐ る し,犯 行の理 由を問はれ,6月17日 午前 問答

2で は,神 樣が したので私では あ りませ んと主張 し

なが ら,同 日午後 問答4に なると,譯 は解 りません,

向 うの心が邪慳だか ら斬つたので せ うと變つた.呪

詛の話だつて さうで ある.午 前問3で は,神 樣は三

手の渡邊の 不動樣だけだつた が,午 後 問2に は,天

照皇太神 宮 と品行方 正とになつ た.た だ そればか り

ではない,こ の 日の問答をすつか りずつ と見渡 して

も,そ の所謂呪詛神 秘の力なる ものが,い つたい母

妻 等の味方 となつ て彼に禍を着せ よ うとす るのか,

又はそ の反對に彼 の肩を持つて 母妻 なんかの心理を

洞察 させた り,罰 を與へ て くれた りす るのか,そ れ

がてんで解 らない.丸 で茫 漠 とした撞着だ らけの被

害感情の塊 で,脉 絡もなければ 辻褄 も合はぬ.甚 だ

しくverworrenで 且amentiosで ある.

と ころが この精神 の調 子は 急に 消失 して しまつ

た.6月18日 自縊の危險を避けるため.帶 を薄い繃

帶の耳に とり替へ させた時には,自 殺なんか しませ

ん,罪 亡ぼ しのためそんな ことは しませ んと頻 りに

繰返へ し,流 石にまだ濃厚 な興奮 の色 を湛えてゐた

が,大 體 この頃か らだんだ ん沈靜 し,21日 には,も

う氣は確かにな りました,何 も憑いてはゐませ んと

いふ風にまづ 憑依 の觀 念が 訂正 され,23日 頃か ら

は,病 院で腦を麻痺 させる と思つた のは 飛んで もな

い荒唐無稽の錯誤だつた と,は つ きり領解 がつ き,

劇烈 な感情の蕩漾は一掃 されたのである.と 同時に

ぼつぼつ と長 い診 察に堪へ出 し,終 に第6章 に記載

した神精 檢査に應ずる傍 ら,家 系 閲歴等 を詳説する

こ とが出來る ようになつた.彼 は もともと時の記銘

に迂いたちの人で あるら しく,年 月 日を擧 げる段に

な ると多少の不精 密は免れぬが,内 容の筋道は明晰

確實で,妻Mの 言 と對照 して も客觀的 に指摘 し得べ

き誤謬を殆 ど含んでゐない.だ から彼の記憶は も う

立派に復舊 した と認めて よいのみな らず,急 性變調

時代か ら良 好だつた意識の明度注意領解 等の能力は

相變 らずの 好調子を續 けてゐ る.從 つて7月 初旬以

降 の大體の精神 機制は 一見健康に近い,否 殆 ど健康

だ と して もよいで あら う.だ が ここに猶1箇 所違つ

た ところがある.そ れは即ち犯行時以來の感情興奮

が まだす つか り脱 けきれ ない點 で,そ の内容は略 次

の テ ーマを もつ.

1.　弟Rを 悼む感情は入院直後の頃か らもはやあ
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ま り痛切でな くなつてゐた が,今 では話がRの 上に

及ぶ と,被 鑑定人はいつ もいふ,Rは 低能だつた,

ど うなつ て もよい人間だ と思つ てゐた が死 なれて見

ればやは り悲 しい,な ぜ もつ と早 く手當 を してや ら

なかつ たか悔まれて仕方がな かつた.と,さ ういふ

そばから,す ぐ口を極 めてRの 所謂 低能振 りを強調

して已まないので ある.私 は この表現が恒同性で 且

無 遠慮なところを買は うと思ふ.こ れはわだかま り

のない眞率な心の聲で ある.も し彼が他に何か被は

なければな らぬ事 由がある と した ら-非 常に厭な

譬ではあ るが彼が竊にRの 生命の上にその手を加へ

てゐると した ら-,こ んな齒 に衣 きせぬ弔辭が贈

られ る代 りに,も つ とずつ と甘 い尤 もら しい詠歎の

調子が捧 げられ るで あら うか ら.

2.　 母 との情事 の顛末を聞 くのは どうも憚 られた

ので,安靜 状態 が確立 した と思ふ7月26日 まで待つ

た.そ の 日彼は流石一寸狼狽の色を見せたけれ ども,

告白の苦 痛はあま り大 した風でな く,そ れを ど う思

ふ,よ いかわるいかと問ひ詰 めたら,そ りや善 くな

い と簡單 に取捌 かれて しまつた.自 ら愧ぢて深 くそ

の問題 に觸 れた くないのだ と一應は 考へられぬ こと

もないが,彼 から亨けた2月 餘の印象を以てすれば,

この事件に伴ふ罪過 の意識は もともとそんなに濃 く

はない.

3.　 例の三角干繋に因んだ感情内容はだんだん 自

責の分子を失 ひ,そ の代 りに病の初期か ら既 に萠 し

てゐた抗辯の態度 が露骨 になつ て來た.6月17日 診

察の時,社 會か らこんなに迫害 を受け るが何故 自分

は惡いのだ ら うと叫んで ゐた彼は,6月30日 頃か ら

社會の罪 といふ言葉 を口に しだ した.彼 がか ういふ

運 命に遭遇す ることになつたの は もともとR, M間

の婚姻の成立が よろ しくないか らで ある.彼 はMの

立場に同情する餘 りつ い情を通ず るや うになつたの

だ.し か し顧み ると自分達だつて全 く責任がない譯

ではないから,今 度の事 件を機會に,Mは 實家に歸

つ て養 子を迎へ,彼 と長男Hと は世 を棄 てて僧 とな

ら う,だ が もし親類會議の結果,こ の提議が受け容

れ られ なければ,今 まで通 り百姓は して 行 くけれ ど

も,Mと は別 れて身を清 く した いと思ふ と.か う云

つた後で,靈 魂 不滅は事 實なさ うですが 弟は今 どう

して ゐるでせ うと,感 慨 めいた 言葉 を洩 ら してゐた.

理 屈を設 けて葛 藤の一部を他 に轉 嫁 しようとす るの

だ から,抗 辯 の觀 念と して は前よ り確に一歩進めた

と見なければならぬが,そ れで もまだ どこか罪過意

識 の臭が する.と ころがそ の後 日が經つ に從ひ,自

責の心 は益 稀薄 とな り,7月 中頃には,Mと の干繋

は別 に惡 いとは思は ない,僧 となら う高 野に登 ら う

な どは きつ と發狂 して ゐた 時の譫 語でせ う,と 輕 く

あ しらつ てゐた ので ある.そ れなら彼は現 在底 の底

か ら實際 さう確信 して動かぬ のか といふ と,さ う一

概 にもまた斷言 しに くい.現 に7月28日Mと 面會

させた時な どには,治 つて 再び家に歸ることが出 來

るや うになつた ら,長 男Hを 僧 に しよ う,そ れもこ

れ も皆社會の罪だ と,話 してゐた さうで あるから,

彼の肚裡には例によつて 是非兩面 の相尅 がある,が,

自ら直 しとす る側が 漸次優勢 に向ひつつ ある,と 見

るのが一番妥當な解 釋であ ら う.Mの 言によれば,

社會の罪 といふ言葉 は今度 始めて發明 されたのでは

ない,い はば彼一流の套語で,今 までに も折に觸れ

て繰 り返へ されてゐた といふ.彼 は實に この觀 念を

もつて,自 己の行爲の疚 しさを包む遁辭 と し,後 ろ

めた さを被 ふ楯 としてゐたのであ る.か ういふ風に

成 心あつ てかな くてか.恐 らくは後 者だ ら うが,と

にか く一種の安全瓣を設けて極度に 自己分析を避け

ようとする,こ の安價な人生の取扱 ひ方は,い ふ ま

で もな く,彼 の精神 の素質か ら來た ものでな くては

な らぬ.こ れが彼 の健康時 の生活態度で,そ の自然

の結果 と して,一 分 の利 己が生 れざるを得ぬ.家 を

出て僧 となるべき人は始 は彼 と長男Hの2人 だつ

たが,い つの間にか 自分は辭退 させH1人 だ けを犠
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牲 と極めたな どは,ま さに彼の性僻の一端 を暴露 し

た と認むべきで ある.

4.　 この利己 の傾 向は 當然自己愛惜となる.被 鑑

定 人の現在最關 心事 の1は,身 體の健康状態で,わ

れ われに顔を 合せ さへす れば,す ぐ治るでせ うか,

いつ退院で きるでせ うか,病 院に入れて置かれ る間

にか らだ が弱つ て死 んで しま う,ど うせ見込はない

のだ,と,い ふや うな豫後に關す る一般的の憂惧か

ら,頭 が痛 い,氣 が鬱 ぐ,胸 が苦 しい,眠 れぬ等い

ろいろ な徴候 上の訴 に至るまで を,一 揃すつか り持

ち出 してか な り執拗 な質問を試み,時 には とうとう

泣 く.ど うせ研究の材料になつてゐ るのだ とつぶや

いた こともある.さ きの被害 念慮の消え殘 りで あ ら

う.

5.　 この他に も う一つ ど うして も見遁せ ないのは

被鑑定人 の妻Mに 對する感情で ある.彼 の現在の 日

課は2し かな い.1は 今記 した 自己の身體 を憂へ る

ことで,2は そ れ以外 のすべての心を擧げて 妻の上

に馳す ることで ある.入 院直後3-4週 間,な るだ け

強い刺戟を避け るため,Mに 自由な面會 を遠 慮 して

貰つてゐた頃,彼 は殆 ど毎 日滿面 に興奮 を湛 えなが

ら,な ぜ見舞に 來ぬのだ ら う,Mの 近頃の態度は ど

うも了解が出 來ぬ,既 に うち にゐた 時か ら變だつた,

始めの約束を無視 して,母 との折合 もよ くない し,

長 男Hの 遇 しかた も當を得てゐない と,犯 行前夜 と

略同 じ内容の言葉 を頻 に繰返へ し,これ も畢竟Mに

純眞の 愛が ないか らだ,ど うも今 までMに 瞞 されて

ゐた や うだ といひ,そ れに引續いて,長長 と彼 の得

意 のテーマである所謂純眞の愛を論じてゐた.蓋 し

逢へ ぬ怨の八當 りで,い かに彼 がそ の妻 に傾倒 して

ゐるかが 略察せ らるるで あら う.實に彼はMの 話を

す るのが何 よ りの 好物で ある.わ れわれを見つける

とす ぐ途に擁 し,ま あ先生事 の成立を聞 いて下 さい

と請求 し,應 じないと沸然色を作 し,應 ぜ られると

喜色滿面の態で,Mと の交情の發展を説いて細大洩

さず微に入 り細 を穿 つの 餘 り,Mと の性的交渉は現

今に至 るまで1週2囘 を持續 してゐ る,と 云ふや う

な閨房の秘事にまで及んで來 るのである.彼 は猥談

の小名人で あるか ら,母 との干繋 を語 るに も比較的

容易で あつた ら しいが,Mと の交歡 を叙する場 合に

は,告 白といふ よりは寧 ろ甦生 した記憶を反芻 して

自ら遣 るといつた調 子で,倦 む ところを知らぬ どこ

ろか,そ こに無限の慰藉がある.從 つてそれを心ゆ

くまで語つた後で は氣分爽 快とな り,入 院以來親切

な治燎 を受け 日な らず全治するや うな氣がするとい

ふ,素 敵に感傷的な感謝の辭を捧呈 して くれるけれ

ども,數 日間所謂告白の機會を與へ なか ら うものな

ら,腹 ふ くるるのであ らう,鬱 憂と不 平とを增 す.

か ういふ風に して彼は,感 情興奮が 漸 く歛ま るに

つれ,そ の瀰 縫的な,收 まるや うに收 まつてゐ る家

常の 生 活の 中へ 自然 に 歸 らん としつつ あるので あ

る.

9

これか らこの例の診斷に説 き及ば うと思ふ.今 被

鑑定 人の精神 變調の大體を見 ると,そ れは弟Rの 死

を機 縁と して起つた ものであ り,全 經過に亙 り感情

興奮 の色彩 が強い.從 つて當面の精神 異常は果 して

Psychogene Reaktionに 當篏 まるか どうか,こ れ を

決 す るのが第1の 問題で ある.

誰で も知つてゐ る通 り,烈 しい感動があつたから

といつ て,い つ もきつ と精神 異常を起 こすとは限 ら

ない.そ の起 こるのは必ずある種の素質を荷ふ人で

あ り,し か も天賦の傾向に從つて反應の型式に自ら

差 異を 生ず るので あるが,こ こで 千 繋 を もつのは

Hysterische Reaktion, Explosive Reaktion, Depres-
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sive Reaktionの 三定型 しかない.

Hysterie定 型人は實際の生活過程 に於 てある種の

葛藤蹉跌罪 過に逢つた と して も,そ の解決 に向つ て

全幅の精神 を傾注 しよ うと しな い人で あると云へ よ

う.從 つてそ の時に飲み剩 した苦杯餘瀝 は しば ら く

は後腹 の痛 となつ て殘つ てゐ るが,一 旦何かの機 會

に遭遇す ると,そ れが 突然意識 の表面に躍 り出て直

截な淸算 を要求 して來 る.と ころが さういつた一刀

兩斷の處置は天賦 の素 質上よ くし難い ところで,も

ともとそれがために解決 が遷延 の形 となつてゐた譯

なの だか ら,今 遽 に普通 の状 態で もつ て曩の不能を

可能 に飜へす ことが出 來よ う筈はない.こ こに於て

か あるKrankheitsgewinnを 目的 とす る疾病,こ と

に意識の障碍を起 こさざるを得た くなつて 來るので

あ る.で,姑 くこれを被鑑定人 の場合 に就て考 察す

ると,彼 にはち やん と例 の2樣 のKomplexeが ある

けれ ども,社 會の罪な る觀 念に鎧は れたparnnaisch

な態度を 採つてゐ る點に於て,彼は 決 してhysterisch

では ない, Hysterie型 人 よりは更に安價で,い はば

蟲の よい生活道を踏んでゐ る人であ るか ら,な に も

ここでHysterieの 發作を藉 りて罪 過 の淸算 を しな

ければなちぬ必 要 なんかは 毫もない筈で ある.又 犯

行の動機が甚だ 明瞭を 缺 く.動 機が明瞭ならぬ以上

Krankheitsgewinnの 目標が解 らな い. Krankheits

gewinnが なければHysterieの 存在 を主張す るこ

とが出來な い と思ふ.そ の外猶犯行の當時は勿論,

全經過に亙つて意識の溷濁が ない し.あ ま り大 した

價値を附加す ることは出來な いだ ら うが,身 體的 標

徴 もまた證明 されない.即 ち この例は 大體 の心理的

機構に於て,個個 の 部 分 的 證 状に於て,安 んじて

Hysterieを 排除 して よいであ ら う.

Explosive ReaktionとDepressive Reatiktionと で

は,前 の衝動性色彩は この例では大體淡 く,も し強

ひて云へば,6月15日 の犯行事件だ けが〓 にその 中

に收め られ得 る位で,そ れさへ も抑鬱感情 の一時性

爆發 と理解 した 方が寧 ろ妥當で あら う.從 つ て全體

と しては抑鬱反應 と診斷す るのが最正 しいと思 ふ.

いつた いこの病型には およそ2の 樣 式 が區 別 され

る.1は 發作の機縁 となつた感情のテ ーマが永 く且

純粹 に維持 される もので,そ の點 はだか ら普通人の

感 動に近 く,た だ程度の強いのと持續 の長い ところ

を以て 區別 される.2は 原發の感動は暫 く して消失

し,そ の代 りにそれ と干繋 のない,或 はあつて もご

く薄 い,い ろいろな悲觀 的感 情が相踵いで擡頭 する

病型で,1よ りは勿論 病的 の程度 が強い.成 程被 鑑

定人 はRの 死の當座 こそ哭 きも した し,眠 れな くも

なつた ら うが,そ れか ら後では,前 章で記 した如 く,

ご く突 き込んで云へば多少はRの 死 と相渉 るととろ

があ るであ ら うが,そ の邊の干繋 が必ず しも緊密 と

は云へない,幾 多の罪過,憑 依,被 害,健 康憂惧感

等がその肚裡に雜然亂立 してゐる ところ,彼 の疾病

は第1型 ではあ り得ない,必 ず第2型 でな くてはな

らぬ.

さ うす るとここに 自ら問題 となつて來 るのは,躁

鬱病抑鬱状態との鑑別で ある.思 ふに このテ ーマは

精神 病學 上難關 の一で, Reiss, Lange等 の檢 討 とい

へ ども,ま だ 確にそれを乘 り越えてはゐないのであ

る.が　 もし強 ひて云へば,被 鑑定人の精神 異常は

やは りDepressive Reaktionの 一型 と見 るのがい い

らしい.誘 發原因の存否は この際 目標 とす るに足 り

ぬ.そ の根據は寧ろ彼の もつ性質 の色彩の 中に求む

べ きで あ ら う.本 來の鬱病者の重 く動かぬ 氣分 と違

ひ,彼 は敏感で,外 界の刺戟に順應するに長 じた,

一寸小氣の利 いた人で ある,即 ち所 謂Sensitivで,

しか もParanoisohで あ り,そ の抑鬱觀 念は慥 に一

分Sensitiver Beziehungswahnの 調子 を帶びて ゐる,

曩 の精神 檢査成績の示す通 り,現 在 病中で あるに拘

らず,普 通の鬱病者の持 つてゐたければ ならぬ領解

の遲延 といふ證候を缺いてゐ ることも,或 は 又この

決 定の旁證の一 と して よいか も しれ ない.
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か う考へて 來ると被 鑑定 人の病 氣は感 動性 抑鬱反

應 と して 差支 ないや うであ るが,今 この堤 合の全經

過 をずつ と見 亙す と,や や 不思議 な點が2あ る.1

は精神 證 候が全體の結合に於 てあま りにVerworren

且Amentiosで あ るのみ ならず,2に 第I期 末か ら

第II期 の終にかけ,眼 か ら火が出る,耳 が鳴 る,

物が2に 見え且動 く,大 地 が浮いて定ま らぬ,腦 の

中 に電 氣仕 掛が 出來たな どと云ふ,性 質上確に器質

性 と認むべ き一種固有な神 經證状が繰 り返へ されて

ゐたので ある.こ れ ら2樣 の疑義は普通の感動性反

應 なる診斷 を以て滿足 に説明 し盡 さるべ きか否か,

惑 な きを得ない.だ か ら當 然ここに診斷上第2の 問

題 と して,こ の 病氣は どこまで も純粹 な精神 異常に

過 ぎないか,或 は 又 さういふ 前景の裏に なにか別個

の 實質 性疾患が匿 されてゐ ないか.か ういふ疑問が

自 ら生ぜ ざるを得な くなつて 來る.私 はこの解 決の

目的を以て精 密な る身體檢査 を加へ た.

被鑑定人は身長154.7cm,體 重50kg見 當 の骨骼

榮養 ともに中等度の 男子で,主 と して左顱 頂部にあ

るかな り大 きい幼 時の皮膚疾 患の舊瘢痕 を,ま だ 白

髪 の 目立たぬ長めに延ば した髪で被 ひ匿 してゐ る外

には,身 體一般 に畸形 もな く,左 右 不均 もない.6

月16日 岡山地 方裁判所で豫審判事の取調 中窓 か ら

飛び出 し,煉 瓦塀 に頭 を うちつ けた際 に受 けた傷は,

同月22-3日 頃には跡方 もな く治つて しまつてゐた.

脉,呼 吸は整調,肺 は健康,心 臟は嘗 て僧 帽瓣 不全

閉 の診斷を受けた ことが あるといふ に拘 らず,打 診

上 境界は正規 の 位置に あ り,心 音に も變化がない.

腹 部臟器 に もまた異常を見なかつた.血淸 腦脊髓液

の黴 毒 反應は陰性で あ る.

一般神 經證状 としては,顔 面均齊,舌 正,眼 瞼は

輕 く振顫す るが,手 指 は多 くは安靜で あつ た.四 肢

の 運動麻痺 な く,全 身 どこに も皮 膚感覺 の異變 を見

ない.腱 反 射は膝蓋 反射が 時時充進 を呈 した外は,

左 右すべて同調,強 度 もまづ尋 常だつ た.結 膜 反射,

咽喉反射は一體やや 弱い方であるけれ ども,角 膜 反

射はちやん と存在 してゐる.

皮膚感覺以外の五官機能は,味 覺〓 覺 ともに 正常

で,聽 器は左鼓膜が一寸萎 縮 して ゐるにも拘 らず,

6mの 距離か ら囁語を聽取 し得 るところか ら推す と,

聽力は正常 だ といつてよい.頭 直立位で廻轉試驗を

行ふ と,持 續20秒 の後眼球震盪 を證 明 した.三 半規

管の機能は從つて全 く健康で ある,視 器は これに 反

し一定の病的證候を有す る.ま づ 瞳孔を見 ると,交

軸適應兩反應と もに健存す るのみ ならず,光 線反應

も亦同側性に も他側 性に も發現す るが,形 態の變化

が著 しく,入 院初期 には右 梨子状,左 長橢 圓形で あ

つた,そ の後時を經 るに 從ひ,兩 側共だんだん普通

の正圓形に近づいて來た が,現 在まだ整復 されず,

右側は依然 としてやや長 く尖つて ゐる.眼 球運 動は

輻輳不充分,即 ち 潜伏性外斜視の状態にあ り,内 直

筋不全麻痺 の存在 を示 して ゐる.從 つ て複視を生 じ,

時に13cm,時 に20cmの 距離で二重像を認 めるの

で ある.視 野は又著 しい同心性狹窄に陷 り,2月 の

經 過の間にあま り大 した擴張を現 して來なかつ た.

但 し眼底 に病變を缺 く.

腦 脊髓液は始めか ら精檢 を心がけてゐたので ある

が,6月16日 の入院當 日,そ れか ら5日 を經た6月

21日 の兩 日には,被 鑑定人の極度の興奮のた め,始

めは臥位で壓207mm,後 では坐 位で壓430mmな

の を知つただけで,そ の他の檢査は出來なかつた.

採取の液量が あま りに少なかつたからで ある.そ れ

以後 數囘の説 諭と慰撫 とを加へ 漸 く目的を達す るこ

とが出來た.

27/Ⅶ'32:液 水 樣 邊 明,壓 臥 位250mm

 Pundy, Nonne I, Weichbrodt φ,細 胞

數28/3, Goldsol 33322111

8/Ⅷ'32:液 水 樣 透 明,壓 臥 位230mm,

 Pandy, Nonnel, Weichbrodt φ,細 胞

數25/3, 26/3, 25/3, Goldsol 33321111,

糖0.074%, NaCl 0.680%
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この檢査記録の敎 ゆ るところによる と,被 鑑定人

の身體は一見殆 ど健康状態に あるや うで あるが,實

際には,一 方視官 方面に於て 瞳孔形 態の異常,内 直

筋 不全麻痺に伴ふ複視,視 野の顯著 なる狹窄 等か ら

な る證状群 と,腦 脊髓液領域に 於て壓 亢進細 胞數の

増加を示す,非 常に高度では ないが確 かに 病的と認

められ る變化 とを兼ね備へてゐ るので ある.こ れら

の徴候は云ふまで もな くこの疾 患の腦 炎性 なること

を語つて餘 りある ものだ と思 ふ.そ して曩 に擧げた

大地 が浮ぶ,耳 が鳴 る,頭 の中に電氣がかかる といふ

や うな訴は,實 に腦炎 に固有 な色彩 として,わ れわれ

の年來經驗 して ゐるところで ある.現 在では その 中

の複視だ けが他覺 的に證 明 され る.精神 のumentios

だつた原 因は ここに至 つて始めて領解 がつ く.

腦炎にallgemeingultigな 病型の分類を下す こと

は,今 日何人 と雖 困難 とす る ところで あ ら う,が,

假 りにこれを經過 の側 か ら見れば,急 に起 つて急に

死か治かのきまる急性型 と,い つ とはな しに起るた

め發病 日の決定の困難 な,そ して數月又は年餘に亙

つて持續す る慢 性型とに分ち得 る し,主 徴候を 目標

とすれば,深 い意 識溷濁を もつ昏睡型,神 經證状の

烈 しい神 經型,精神 障礙の表面に立つ精神 型 とに區

別す ることが出來 るであ ら う.被 鑑定人の疾 病は經

過既に半年を超えてゐ るのだか ら.慢 性型た るのは

疑ふべ くもないけれ ども,そ れがいつ始まつたか と

なると,慢 性型の場合にいつ もさ うで あるや うに,

だれ も明確な解 答を與へ得まい と思ふ.ご く突つ込

んで云へば,わ れわれは昭和7年1月15日 爾前 の彼

を見てゐない.だ か ら正直の ところ,そ れ まで存在

してゐた腦炎性病變がそ の時期を境 と して 急に高調

されたのか,或 は又當 時新に罹患 したのか,決 しに

くい譯では ある.し か しなが ら,腦 炎が劇烈な感動

を誘因 と して發 生す ることは間間經 驗 されると ころ

であ る し,今 度の第III期 の發作の場合か らも解 か

る通 り,睡 眠不足が腦 炎の昂起に對 し恰好の培地 と

な るのは,殆 ど常識 と云つて もよい 位だか ら,かれ こ

れ斟 酌す ると,こ の腦炎のそ もその起 こ りは,や は

り弟Rの 死 に由る精神 的打撃,そ れに引續 いた不眠

に胚胎 す ると考へて も大 した誤では ないで あら う.

1月22日 に非 常な發 熱があつた といふ妻Mの 言が

もし事實な ら,も しくは觀察の間違でないな ら,或は

それが腦炎發現の第1證 状であつたか も しれない.

では この腦炎は神 經型か精神 型か.こ の疑問は一

見今論究 したばか りの感動的反應 との間に困難な 問

題を齎 して來 るや うで ある.ご く形式に云へば,も

しこの疾患が精神 型腦炎な ら,感 動性抑鬱反應な る

診斷は存立の權利を失ふ譯であ り,逆 に も し精神異

常の全部が感動性抑鬱反應な らば,腦 炎は 退いて神

經證だけを嬰守 しなければな らな くなつて來るであ

らう.今 又經過 全般を眺め ると,病 機の猛 烈だ つた

第I期 及び第III期 の初め に病像の正宗分を成 した

のは精神 障礙 で,や や寛解の徴が見えた第II期 に

は神 經證候が寧ろ主だつた.し か らば第I, III期 は

抑鬱反應で,第II期 のみが腦炎性 とすべ きだ ら う

か.私 はか ういふ考 察はあま り型に篏つて一の言筌

に過 ぎぬ と思ふ 抑 鬱反應は感 動を俟つて起 るのが

普通で あるけれども,時 には 身體疾 患に も續 發 し得

る し,腦 炎性精神 變調には特殊 の樣 式が な く,き つ

と抑 鬱 型で な ければな らぬ と 限つ てゐるのでは な

い.抑 鬱反應が抑鬱性た り,腦 炎精神 型がまた時に

抑鬱性 た り得るのは,い づ れ も個人 の素 質であ るか

ら,當 面の精神 異常 の抑鬱 性色素 は どのみち被鑑定

人その人の爲人の内か ら生れた ものであ る.そ の唯

一不可分の素質が手續の相違に よ り飛んで もな く相

背馳 した反應を呈 さ うとは思へない.從 つて事 實を

直視す る立場か らすれば,Rの 死な る精神 的打撃が,

一方は直達的に,他 面又偶誘發 された腦炎な る迂路

を經 て,と もに均 しく被鑑定人の素質の上に働 き,

抑鬱反應を起 こすに至つた と見 るのが,最 も事の眞

相に徹 した解 釋であ ると思ふ.
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鑑定命令 に對する答申は第8-9兩 章の文字の間に自らあるのであるが,こ こに聊かそれを秩

序立 て たい.

犯行當時の精神 状態 に關する鑑定を下すに當 りまづ問題 となるのは,そ の場合の意識の明度

で ある.こ れを明瞭ならしむるため,私 は入院直後2-3日 の間に,即 ち妻Mが まだ來訪しな

い前に當つて,事 件に關する限 りどんな些事でもこつちか ら裏切 らない充分の用意を加へつつ,

機 に應 じ折に觸れた數囘の問診 を重ねて犯行の記憶 を檢 した結果,彼 が次の事實を記銘 してゐ

るのを確認 し得 た.1)彼 は手近にあつた菜切疱丁で母 と妻 とを斬つた,2)そ の際台所にゐた

のは母,妻,妻 の父,そ の内縁の妻,雇 人某の5人 だつた,3)妻 を追ひかけて村役場 に闖入

したが庖丁をとり上げ られた,4)兩 人 とも創は大 して重 くはない,5)家 に連れ歸られてから

母が手當を受けつつ寝てゐるのを襖を距てて見てゐた.-即 ち彼は立派に事件の大體 に通 じ

てゐるのである.し かしながら,や や進んだ仔細の點になると案外 に暗いところがある.即 ち

台所での人物の配置が既に明瞭でない,彼 は自分自身でも,犯 行に際 し何か叫んだや うな覺え

があるといふ,し かしその言葉は解 らぬ,庖 丁 を取上げたのは誰か,妻 か村役場助役某かはつ

きりせぬ,家 に連れて來 て くれた人は誰で,歸 つてか ら自分の周圍を繞つてゐた人人の中にど

んな顔があつたか,か うなるともはや明瞭に答へられないのである.記 憶はだからやや概括的

だと云へるであらう.し か しいつたい意識の明度を記憶の良不良だけで推測するのは必ずしも

妥當ではない.明 瞭な意識の下に遂行 された行爲の記憶が後に至つて缺落す ることがあるのは

誰で も知つてゐるところで,正 確な記憶の保持 されてゐる場合には,意 識溷濁の存在を否定し

得 るのは勿論であるが,記 憶が缺けてゐるからといつて,す ぐに意識が不明瞭だつたとは決め

られない.の みならず,被 鑑定人は犯行當時非常な興奮状態にあつたのであるから,記 憶が後

になつて概括的にな り得 る可能性は充分にある.だ か らこれだけの檢査で當時の意識を暗いと

するのは正 しくないであらう.た だそれば りりではない,第8章 で示 して置いた如 く,私 の彼

を見たのは6月17日 午前で,錯 亂興奮 ともに劇烈だつ たが意識は毫 も溷濁 してゐなかつた.私

はまた第9章 で診斷を論ず る傍 ら,彼 の疾患はamentiosで あ り,從 つてその本來の性質上意

識の明度を害 さないのを特徴とするといふ事實を指摘 して置いたつもりである.か う考へて來

ると犯行時の被鑑定人の意識にひどい溷濁があつたとはどうしても思へぬ.

そこで一歩進んで犯行の動機を觀察すると,ど うも不可解である.さ きに掲げた6月17日

の檢診記録 にも示 してある通 り,彼 は犯行の原因を問はれ る毎に,ま づ解 りませんといふ.し

か しもしこれを追及分析 して くと,時 には罪過の意識から出たや うにもな り,時 には家庭の不

和に基いたらしくもなつてしまふ.だ が,こ の曖昧は決 して爲にするところがあつて構へ られ

るのではない.實 は彼自らにさへよく解 らないのである.第8-9章 で論じて置いた如 く,彼
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の精神 は全然錯亂の状態 にあつた.既 に錯亂だ といふ,動 機の方向を規定 し人間たる行爲を指

導 し得べき人格の中心をどこに於て掴むべきか,全 くあてがない.從 つて動機の意味を解すべ

き手がか りを缺 く.

被鑑定人犯行時の責任能力は以上の考察から容易に計測 される.被 鑑定人の意識は當時太だ

しく溷濁 してゐなかつた.だ か らここか ら行爲の責任を割引 くべ き理由は成立たない.が,責

任を擔當すべ き人格の核心が捕捉 されない點から見て,犯 行時の彼は立派に心神 喪失の域に入

つてゐたと信ぜ られる.

現在の彼はまだ多少の抑鬱感情を殘 してゐるけれども,そ の程度は非常に輕 く,も し特殊の

條件の下に病機 の亢進を生ぜざる限 り,そ の精神機構が普通社會人たるの行爲に支〓 を與へよ

うとは思へぬ.

以 上
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