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鑑 定

尊屬殺人犯被告人河○た○の精神 状態鑑定書　(承前)

岡 山 醫 科 大 學敎 授

林 道 倫

Ⅴ. 犯行時に於ける被鑑定人の精神状態

(1) 觀 察 の 用 意

私は 前々章 に於て被鑑定人 の現在精神 證状を檢討 し,前 章で犯行事實の大要を敍 した.が,目 下の精神

異 常を以て直ちに犯 行當時の心的状態な りとすることは出來ぬ.何 となれば,犯 行時 の變調が鑑定時まで

に消失 して了ふ ことは勿論あ り得 るが,犯 行の後に至つて新たな 病的現象の興起を見ること もまた甚だ稀

ではないか らであ る.

第1は 姑 く措 くが,第2の 場合は當面 の問題 と相渉 るところがあ るか ら概略の説明を下 して置 き度 い.

一 體犯罪 事後の精神 異常は2に 大別 するこ とが出來る. 1は 即ち佯 作で2は 眞の精神 障礙 である.後 者は

所謂監獄性 又は拘禁 性精神 病と呼ば れるが,こ れに又2種 がある. 1は 長期受刑中 自然に發生す る もので,

各種の重篤な精神 疾 患を包含 し,下 獄に よつて起つた環境の變 化 と必ず しも直接 の交渉を もたない. 2は

全 くこれに反 し逮捕收監等に よつ て蒙つた 感情 上の打撃に基 く.そ の原因の純粹な點で拘禁性精神 異常中

特異の地位を占む る もので あ る.故 に往 々狹義の拘禁性精神 病と稱 し,他 種の監獄性精神 異常か ら區別

される.感 動 の新鮮なのを條件 とす るのだ から,刑 確定後に見 ることはな い,必 ず豫審 又はそ の以前に起

る.

さうな ると,豫 審以前の精神 異常は佯 作で なければ所謂狹義の拘禁性精神 病で ある.佯 作は もともと刑

辟を脱がれたい といふ欲求 を意志の上に移 した もので あるが,時 には 意志の交渉がな くて,願 望のみ徒 ら

に募って來る ことがある.か ういふ場 合には,あ る精神 の素質 を荷ふ ものに限 り,意 識 下精神 の活動を惹

起 し,明 瞭な事實 の印刻 の保持 者で あるところの意識が漸 く溷濁 し,犯 行の記憶は 全く挫滅 され る.こ れ

が 即ち狹 義拘禁 性精神 病の定型 的な像で ある.そ うして,精神 疾 患に 自ら陷 ることに よって願望の達成を

遂 げる,こ の特異な精神 機制 を稱 して疾患へ の遁 避 といふ.

いか なる素質者に向ってか くの如 き尋常人の精神 賦性の よくせ ざる精神 機制 が許 容 され るか.そ れは實

に「ヒステ リー」素質 者なので ある.從 っ て被鑑定人の現在精神 状態を佯作にあらず とす る も,直 ちにその

全幅 を採っ て犯 行當 時のそれ と相被は しむ ることは出 來ぬ.犯 行當時の事情に對 しては別個の獨立 した 觀

察が 下され なければ ならないので ある.

244



尊屬殺人犯河○た○の精神状態鑑定書　 2145

(2) 犯行の心理的性質

被鑑定人の犯行は勿論1の 行 爲であ る.し からば一體 どんな行爲であ るか.

1. 私は まづそれが感情 性行爲な ることを認 める.犯 行の原因に關 しては, 2月8日 ○○檢 事に 告白 した

如 く,米 ○が醉餘 しつつ こかつた爲めの1時 の激昂だったか,將 又あ○ こ身賣の話 注連繩 事件等 の餘憤 が

新 たな刺戟に際會 して爆 發を遂 げたので あるか,遽 に決 し難いが,米 ○の死後 あ○ こを呼び込んで德 ○行

を談じた り,馬 乘 りか ら降 りる刹那に注連 繩を流 さないから云々といっ た邊か ら見れば,恐 ら くは後の假

定が正鵠に近い ものであ ら う.し か し決 して企劃考覈の餘に出た行爲ではな い.も しさ うな らば何故に表

へ聞える程 の大聲で 八栗樣の聖天樣 を念 じてゐたか,秘 密 を尊ふべ き場 合に太だ 不似合だか らであ る.

2. 行爲の形式よ りすれば彼の犯 行は1の 衝動性行爲に當 る.衝 動性行爲 とは一旦動機の擡頭を見 るや,

反對動機の拘束な く,心 裡の葛藤を經ず,驀 進 して行動に移 るもので,こ れに有意味衝動行爲無意味衝動

行爲の2が 區別 される.前 者は重 き精神 病者にのみ現はれ,卒 然毆 ぐる笑ふ,健 康人には到底その意義を

領悟されない.後 者はその由って來 るところがちや んとある.た だ熟慮 を藉 らず咄嗟の間に放出 された と

いふだけであるか ら,健 人に も亦來 るを免れぬ.感 情的行爲は多 くこの色彩 を帶びる.で,彼 の犯行 を考

へ ると,既 に感情性行爲なるの點に於て,健 人 といへ ども立派に同應 し得る勤機 の上に立っ てゐるのは明

らかで,決 して無 意味ではない.殺 す意志が果 して 明確に意識 された が どうかは姑 く措 くとす るも, 2月

8日 の告 白に見 える如 く,そ こには河等反對動機の制馭がなかった.首 を押へ るといふ動 機が起るや否や

直ちにその通 りに成 し遂げられて 了ったので ある.こ の 點に於て,彼 がこの手が惡い,こ の手が惡い と哀

哭 したのは頗る意味が深い.私 は實にこの言葉の中に,ふ と勃興 した動機流が極めて速にその執行器官た

る兩碗の中に突入 して行った有樣が,鮮 かな比興の形を藉 って言 ひあらは されてゐるのを見 るので あ る.

(3) 病的現象の存否

既に無意味な衡動行爲でないか ら,行 爲形式の上か ら直 ちに病的な りとする ことは出 來ないと共 に,感

情性有意 味衝動行爲は健人に も來た り得 るのであかるら,被 鑑定人 の犯行が病 的な りや否やはそ の内容の

檢討を經 なければ決 し難いのである.

被 鑑定人 の犯行當時の擧動はあ○ こ歸 來を以て 始めて 他覺的客觀的事象を徴 し得 るや うに なったので あ

って,そ の以前の經過は被害者米○と被鑑定人のみに體驗 されたのであるかち
,米 ○を九泉に起 さざる以

上は,被 鑑定人 の2月8日 の告 白以外 には據 るべきものがない.し か もそ の告 白の内容か らは,前 に記 し

た如 く来○がお詣 を した とかせぬ とか うるさくして,た ○のの激發を買った といふ ことを窺知 し得 るだけ

で,彼 が比較的些細な刺戟に對 し容易に昂揚状態に入った ことを除いては,特 に 材料 として採 るべ きもの

がない.

ところが 一旦あ○こ歸 來後に 目を轉 すると,そ こには多 くの考察資料が ある.ま づ,彼 は八栗樣の聖天

樣 を盛んに唱へてゐた といふ,或 はそれが偶 この不幸な全葛藤 を誘發 した 口論の 主題に關繋のあ るもので

あって,首 を押へた間に も猶彼の唇頭に膠着 して離れ ようと しなかったのか,將 又米○の樣 子が變 なのに

氣がつ き,そ の囘生 を祈って八栗の聖 天樣を念 じたのか,遽 かに斷 じ難いが,彼 が當 時感 情興奮の状態に

置かれてあったのはとにか く確である.た だその程度は必ず しも しか く強 くはな いや うで ある.何 となれ
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ば,彼 はあ○ こが這入って 來るのを認 めると同時に,馬 乘 りに なって ゐた米○ の上か ら降 り,お 注連繩云 々

と棄臺辭を しなが ら次の間に行って 了った.か と思ふ と,す ぐにあ○ こを呼び寄せ て德○へ 身賣の一條を

強要 した.拒 むな ら殺す と云っ た.錢 は あるといって米○の財布 を取 り金を出 して示す のを忘れ なかった.

感情の昂揚は必ず餘響を貽すのが人 間精神 の機制で あるのに,彼 はあ○ この歸ったその端 的の刹那か ら涕

涙な く,狼 狽な く,混 亂 なく截然 と して別 個の態度に出得 る餘裕 を剩 してゐたのであ る.畢 竟感情興奮 の

最高度に達 しなかっ たのを裏書ず るに外な らぬ.姑 くして,彼 は あ○ こか ら米○が息を しないや うだとの

注意を受け取 り,始 めて中○つ ○に急 を報ぜ しめた.つ ○が役 ○と共に驅 けつけて 來た時には,彼 はま○

〓を抱 いて さつ き引込んで行った儘炬燵 にあた り, 1-2言 を交 換 したばか りで,近 所の人 々が集って來て

さへ動か うとはせず,終 に其筋に拘致 されるまで知 らん顏で あった.ど こに一體病 的現象があ るか,徹 頭

徹尾ちや んと辻褄のあった行爲である.

感 動性行爲 には もう1の 觀察點がある.お よそ感情は度を越えて興激 されると認識 を害 し追憶 を不良に

導 く傾 向を もつ.即 ち感情昂揚の程度は實に又記憶 の良,不 良を以て逆に計測せ られ得 るので ある.こ の

意味に於て被鑑定人の事件に對する記憶 を しらべで見たい.

被鑑定人が犯 行に 對す る話を囘避す るのは前に記 した通 りであ る.し か しながら,私 は犯 行の記憶が立

派に保持 されてゐるのを信ず る. 2月8日 彼は犯 行に至 る一切の道程 と手續 とを明 らかに告白 してゐるで

は ないか.こ こには 相照合す べき客觀的事實 はないが敍述の整然た るところか ら見て信を置 くに足 る.若

し夫れ,あ ○ こ歸宅後の事實に至つては,あ ○ この陳述 と比べて 毫も出 入はない.た だ些少の差違と思は

れ るのは,犯 行當 日夕食後,あ ○ こはまづ米○が外 出 し,後 で 自分が ま○ 〓を連 れて湯に行っ た といつ も

申 し立てて ゐるのに,被 鑑定人は米○,あ ○ こ,ま ○ 〓が3人 一緒に出かけ,後 か ら米○が1人 早 く歸っ

て 來た如 く申 し立ててゐる點で ある.彼 の犯行事情に關する告 白は この2月8日 のただ1囘 だけであるか

ら,偶 然の云ひ誤で囘を重ぬる うち には 自然訂正 され得べ きであったか,或 は實際の思 ひ違 ひであったか,

或 は却 てあ○この方が誤っ てゐるのかよ く解 らないが,も しこれが慥に被 鑑定人 の誤記だった と した とこ

ろで,そ れを以て彼の記憶に重大な缺陷 があ りといふや うな,全 豹に亙っ た影響を與へ るのは蓋 し過 當の

評 價で ある.か ういふご く瑣末な記憶 の錯誤は 萬能な らざる,機 械の如 く正確ならざる人 間精神 には得て

あ り勝ちな事柄に屬す る.試 にご く手近の例を援いて 見よ う.あ ○ こは中○つ○に急を告 げ,つ ○は 又あ

○ こと共に役○方に到った.つ ○は あ○ こ,役 ○の3人 が と もども相伴ってあ○ こ宅に戻った 云って ゐる

が,あ ○ こは 役○に止 められ,つ ○,役 ○のみ が先きに行き,あ ○ こは後で役○の妻 と共に歸っ たと稱 し,

そ の間確かな出入が ある.あ ○ こは 又1月31日 ○○ 司法警察官代理 に向って,被 鑑定人が米○ の上から降

りた時,腹 を見 たが呼 吸 して ゐかった と云ってゐ るが,同 日○○ 檢事には 枕許に行 き顏 を氣をつけて見 た

と陳述 した.私 は あ○ こ もつ○ も知 らない人であるが,そ の精神 は健全 の範圍に あろと察せ らるる.そ れ

で も猶 かや うな曖昧が 多少は あり得 るのである.

○○檢 事に對す る告 白以外に も う1つ 看過 し難い事實がある.彼 は2月25日 私 のところで始 めて既往歴

を徴 されたとき,前 章第3節 に記 した樣 な筆法 を用ひて犯行 事實 を陰蔽 し去った.し か し,試 にそ の内容

を點檢す ると,そ れはただ米○を殺 した と云はないばか りで,日 附を確實に 舊1月8日(1月30日)と 擧

げて米○の突然死んだ ことを語 り,あ ○こを使 に出 した ことを 述べ,醫 師巡査の出張を敍 し.恐 ら くは多
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少の興奮を裹んで ゐたで あら うと ころの 「この どきち がひ」云 々の言葉 を以て人 々が彼を拘致せ しむ るに

至っ たことを認めてゐる.殆 ん ど半 自白 と云って よい.彼 が葛 藤時の事 情に精 通せ るは疑を容 るるの餘地

が無い.

更にこれ を大體の觀察から云って も彼の記憶 は慥かで なければな らぬ.も し犯行の記憶が ないならば,

何が故に2月8日 ○○檢事に自白 した後で號泣 したか,又 ど うして私の ところにゐ る間.談 犯行 の事に及

び興奮激越す る毎に,殺 せ殺せ とか死刑になった 方が よい とか惡罵 したので あるか.形 が死刑臺に似て ゐ

るので身長測定器臺上に登ることを極力拒否 しなければな らなかつたのか.即 ち前 々章で敍述 した,彼 の

現在病的現象が犯行と直達的干繋に立つ感情根から培はれてゐ る所以を どうして説明 し盡 されるか.彼 は

又7月8日 事に激 して云った.醫 者な ら醫者ら しく治 して呉れ,ば か,お れをきちがひと思って ゐるか,

おれはちやんと始 めか ら何んで も知ってゐ るのだ,知 らない ことな どは1も ない と.興 奮の 餘の言葉 の上

に重大 な價値を負はせ るのは 正 しくは ないか もしれない.が,し か し,一 切の事象の指示す るところ,犯

行 の記憶に缺 ぐるところありとは考へ られぬ.

以上の考察を一括せ んか,犯 行當時彼は確に感情昂揚の状態に あった.し か しなが ら,そ れは決 して高

度では な くまだまだ病的の域には入っ てをらず,意 識 も亦明瞭であったので ある.

Ⅵ. 總 括 的 考 察

(1) 犯行時と現在状態 との對比

現在状態を見てか ら目を犯行當時に轉す ると誰 れで も懸絶のあま りひどいのに驚 く.そ の重なところは

蓋 し次の2點 で ある.

第1感 情の強 さに非常な差違がある.今 被鑑定人は絶えざる亢奮に あ り,一 寸 した刺戟に會っ て さへ顯

著 な反應を現はすが,犯 行時では然か く強烈では なかつた.第2は 意識 の状態であ る.彼 は 目下容 易に意

識 溷濁の有樣に入 るが,犯 行時にはその片影 さへ認 められなかつた.即 ち彼は現 時は立派に病的で あるが,

犯行當時にあつては異常の度全 く比べ ものにな らぬ程弱かつたので ある.

(2) 現在状態は何時起つたか

かや うな變化の發生は2月8日 まで 溯ることが出來る.同 日彼は 自白を呈 した後で頻 りに泣いた.こ の

手が惡 いか ら早 く仇 を打つて殺 して呉 れといつた.ま ○に會いた いか ら會はせてか ら殺 して貫ひた いとい

つた.の みな らず,そ の擧動が大分變で あつた ら しい.調 書はこれを記 して明快を極めてゐ るから ここに

その儘を引か う.彼 は實に 「兩手を撫 りなが らま○に會ひ度き旨申 し續 いて號泣せるが暫時に して止み机

上に兩手を組み頭を載せ机 上の紙を凝視」 した ので ある.こ れやがて私の見 得た小發作そ の ものでなけれ

ばならぬ.

その日か ら岡山に移送 された2月25日 に至 るまでは記録の徴 ずべ きものがな くて詳に し難いが,私 のと

ころに來た時は症状 既に完備 してゐたから,引 き續 き病的状態にあつた もの と思はれ る.自 白 した2月8

日は犯行 を去 る9日 目で,犯 行後 のいつか ら病的の域 に入つ たか,考 ふべ き材料を持たないが,そ の 犯行

後の産物なることが確かであ る.
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(3) 佯作乎疾病乎

私は前章 の始 めに於 て豫審以前 の精神 礙は佯 作か疾患へ の遁 避かで あることを 説いて置いたが,被 鑑

定人の場合はそ のいづれに屬すべ きだ ら うか.

拘禁性精神 病 はとにか く純粹 な疾 病で あるが,佯 作は明澄な意識 の下に遂行せ らるるのだか ら,丸 きり

別個の もの のや うに思はれるが,ご く定型的の佯 作は普通人にはむづ か しく「ヒステ リー」素質者廣 くは所

謂變質者 の得意の擅揚である,の み ならず,そ の原因はいづれも刑 辟に對す る關心に根 ざす點に於て相通

ず るところが あるた め,精神 機制 の上に既に深 き類似を藏 し,從 ってその間 自ら幾 多の移行型の形成を見

るに至 るので ある.前 に記 したや うな 正 しい意味の拘禁性精神 病は 不合理な熱烈な願望が意識 下精神 に強

壓 を加へた結果 であ りながら,願 望それ 自身の姿は毫 も意識 の表面に映 らない ものでなければな らないが,

事實はいつ も必ず さ うとは限 らないので ある.ご まか して も無罪にな りたい,に せ きちが ひの眞似 を して

見 よ うといふや うな,實 際上の手段 に關す る思念が暗昧の裡 に心頭 を掠 めることもないではない.そ れで

も疾 患遁避 の成 り立つ可能性は あるのであ る.た だ意識 さるること益強 きに從ひ佯 作に益 近 く,病 的證状

の漸 く稀薄となるを免 れぬ.

では佯 作と拘禁性精神 病 とは全 く區別 されないか.そ んな ことはない.と する とどこに境界線 を劃すべ

きであるか.私 は ここに四段の別 を立て るのが至當だ ら うと思ふ.第1は 疑 もなき佯 作で ある.第2は 多

少 の精神 身體證 状は あることはあ るが,意 識によっ て明らかに出没を左右 し得る程度に位す るもので,ま

だ 佯作の範圍に ある.第3は 佯 作の意識 に始ま り知 らず識 らず精神 異常の領域 に踏 み込 んだ場合であ る.

一分疾 患遁 避の意味を許容 しなければな らないか ら,意 識 との交渉は全 く撥 無 し難 くとも,も はや病的 を

以て許容 されなければな らぬ.第4は 勿論純粹な拘禁性精神 病で ある.

被鑑定人は丁度第3段 に當 る.彼 は佯 作の意識をたつぷ り持ってゐる.記 憶が明快なのに拒 否囘避陰蔽

の 手段 を弄す ところ,そ れで も猶 時々破綻 を露は さざるを得ないところから見て,多 く云ふまで もな く明

らかで ある.だ が,一 方には又,現 在 の精神 身體の上に於て,佯 作の意識では ど うして も模倣 し難い,意

識下精神 の活動に因る,病 的證状を示 して ゐるので ある.こ とに彼が入院當時,舌 たるい少女 の樣な言語

を操って をった 事實は極めて味が深い.何 となれば,こ の現象は 小兒症 といふ名を以を呼 ばれ,拘 禁性精

神病の有名な證状の1で あるか らで ある.彼 がその頃拘禁性精神 病と非常に近い位置にあったことは この

邊か らも首肯 され得る.し か しなが ら,今 迄の經過の敎 へるところによれ ば,彼 の精神 異常は段 々うす く

なって行 きつつある.故 に もしか くの如 き病 的現象が彼か ら全 く影を歛めて了ふ時がいつ の日か來 るとす

れば,そ の 日,彼 は もはや佯 作の意志を固持せ る精神 異常者ではな く,ま がいのない生 一本の佯 作者 とな

って 了ふ譯である.

(4) 生活及び疾病史

彼の爲人を究むる準備 としてまづ生活及び疾病の歴史を討ねる.

彼には異父兄が1人 ある さうで あるが,父 米○か ら云ふば 全くの1人 子であ る.學 校は尋常5年 を終へ

た.成 績は必ず しも惡い方で はなかっ たら しい.17歳 相○村○宿○津方で下女奉公を してゐる とき,松 ○

市○ なるものと通 じあ○こを生 んだ.大 正2年12月 のことで ある.後德 ○方面へ度々仲 居に雇はれ,大 阪
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住吉の紡績會社女工 となったこ ともあった.が,し ば らくして歸って 來た. 7-8年 前自宅 附近に稼 ぎに來

てゐた淡路の人東○德 ○なる大工と干繋を結んで ゐる うち,ま ○ 〓が生れ さうになったので,大 正11年1

月德○ を婿 養子に直 し同棲3年 に及んだ.そ の間13年6月 長男信○ を設 けたが, 14年8月 病んで没 した

14年11月 に至 り,德 ○を離籍 し,爾 來ずつ と寡 居の生活 を續けてゐ るが,淸 ○い○の言に よれば,誰 彼

の差別な く男と通ず るといふ噂 があるさ うである.眞 僞 は私の與 るところではないが 目下妊娠6箇 月なの

は とにか く事實なので ある.

彼は一體健康で これ といふ病 氣を した ことはなかった ら しいが約3年 程前から大變怒 りぽ くなった.丁

度德 ○離籍の少 し前か らである.矯 飾の夾雜がちつ ともない とは勿論斷言 し難 いが,彼 の私に語った とこ

ろを以てすれば,彼 は 信○出生後に子宮脱 を患ひ,そ の後信○ の死に會って非常に悲傷 した ため段 々惡 く

なった といふことで ある.當 時の興奮 はかな り猛烈な ものだったら しい.德 ○は事業に失敗 したため彼の

憤 激と惡罵 とを浴びなが ら追は れて 了った.彼 は○○檢事に對ひ,德 ○が彼の健康を慮っ て くれたので,

協 議上離婚 した もの の如 く申立て,私 には又子宮脱に よる性交不能 のた め同棲を辭 さざるを得なかっ たや

うに語ったが,眞 因は決 して さうではなかったので ある.彼 は德○ と口論 し,頭 の中に何か潜んで ゐると

稱 して夜中竊かに頭髮を切っ て了った.病 氣のた め家相が惡い と云って炊事場 を毀ち,大 聲 怒號 し不眠を

發ずるに至っ た.德 ○去って後出雲樣に參籠 し漸 くに して 治に赴いた.し か しなが ら,こ れで全 く平靜に

歸 したのではな く,爾 來機に應じ多少の逆上興奮 を洩 してゐた ものの如 くであ る.今 まづ確 に證憑 の據 る

べ きものを擧げると,昨 年5月 頃 氣分勝れず且 不眠があるとの訴 によ り,醫 師○○○ ○は彼 に鎭 靜劑 を與

へた事實 がある.父 米○があ○ こを竊かに中○つ○に託 した時 には,彼 は2-3日 間夜11時 過 ぎに裏の濱

邊 を しき りに徘徊 し,あ ○ こや もどって來いを絶叫 し,あ ○この歸來を見るまでは鎭 靜に歸 さうとは しな

かった.こ の間の消息を中○つ○は傳へていふ.た ○ のは2-3年 前か ら時々氣狂のや うにな り怒って仕方

がないか ら訪問を遠慮 してゐた と.あ ○ こは又云ふ.慾 狂人で金のないときに怒 ると.こ れを以て見れば,

被鑑定人の興激發揚は蓋 しかな り頻發の事柄だった.

別に彼の平生の生 活を窺は う.今 迄の生涯に於て多 く人に致 された といふ ことも聞えず,普 通に暮 して

來たのであ るから,環 境の間に處 し一身を維持するだけの能力は慥かに具備せ るもの と認めなければな ら

ぬ.だ が,近 所 との交際は必 ずしも圓滑ではなかっ た.淸 ○い○の口吻は彼が決 して順良 一邊の人 物で な

いのを暗示 して餘 りある.彼 は又金錢にかな り拘 々とす るらしい.淸 ○い○は 男に入れあげ る柄で ないと

評 し,あ ○こは慾狂人を以て呼んでゐ るではないか.こ とに彼が○○檢 事に對づて詳述 した淸 ○い○との

間の行 きがか りの如 きは,金 錢上の案件にあま りに察々た るがため,遂 に葛藤を釀成せ ざるを得ざるに至

った好例である.家 族親戚とは折合はなかった.中 ○つ○は忌んで 避けた.あ ○ こは自分 の母で あ りなが

らあま り褒 めてはいっ てゐな い.父 米○には始めは よく事へた さうだが,德 ○離籍後からは衝突 を繰 り返

へ してゐた.彼 は又好家婦を以て許 さるべ くもない.店 の品物を食って父の叱責するところとな り,賣 溜

を召 し上 げて了って父に渡さなかった り してゐた.

(5) 彼の爲人と現在精神 基調

「ヒステ リー」は素質であるか ら,も ともとさうなければならぬ譯ではあ るが,今 私は生活 史を透 して彼

の爲人を見,そ の果 して現在精神 基調 と同一物な るを知っ た.白 晝陰部を公開 して恥ぢ ない野生人の面 目
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は放逸なる情史の自然的展開で あ り,自 他 の差別を没 了せ る欲望の發揮は賣溜を押へた り金錢 を論 じて譲

らない強い自我意識 と同一根か ら發芽 した ものでなければな らぬ.し か しながら,か くの如き性格は ど う

品隲 さるべ きで あるか.彼 の精神 は屡記 したや うに決 して低能を以て論ぜ らるべ き もので はないが,強 烈

な る自己主義 と一分 の社會意識 の薄 弱は ともに所謂道德 的低格 として一括せらるべ きもので あら う.し か

も猶 これを煽揚するに感情 不堪症 を以て し,こ れを調攝指導するに多少の猾手段を解す るの心 を所有 して

ゐ る.「 ヒステ リー」素質 者の品性が いつ も必ず しも惡 くないことは既に説 いて置 いた通 りであ るが,被 鑑

定人は實にその普通型に屬 し,「ヒステ リー」通有のあ らゆる弱點を持っ てる外に,更 に多少の惡性を加へ

た所謂變質 者の域 に入って ゐるので ある.

しか しなが ら,か くの如 き精神 の調子は いつ も同一強度を以て流れて ゐた のでは ない.私 の見 るところ

を以てすれば,彼 の今までの生涯は これを3に 分つ ことが出來ると思ふ　第1期 は始 めか ら大 正14年 に至

るまでを包括す る.私 の與 り知るを得た範圍を以てす れば,性 格根 本の色彩 の存在は もとより疑ふべ くも

な いが,情 慾の發展に於て露骨であった といふ外には,淸 ○い○す らその頃彼が 父に事へてや さしかった

と云って ゐる程で,別 に惡評の徴すべ き ものな く,疾 病與奮の迹亦見 ることが出來ない.即 ち 平靜時代で

ある.と ころが大 正14年 以降の第2期 に入 るや,そ れまで 陰忍 してゐた素質は一躍 して鋒鋩 を露は して 來

た.感 情の 不堪興激が極 まると往 々發作樣の形態を さへ 採るに至った.道德 的低格又それにつれて漸 く高

調 され,社 會的生活の圓轉 を傷け始めたのであ る.彼 は嘗て私 に語って.3年 前か ら病氣になったため と

うと うこんなことになって了った と云った ことが ある.胸 臆か ら出た述懐で あるか,同 情を買はんがため

の誇張で あったか,明 らかでは ないが,疾 病 と性格變轉の關係が暗 昧な識態 の上に どこや ら感ぜ られたの

だ ら う.寔 に さうで あ る.も し彼 が第1期 のや うな精神 状態にあった なら,今 囘の犯行は必ず しも起 らな

かったか も しれない.私 は この意味に於て彼の 口頭語の内にあ る含蓄 を認 める.で,か くの如 き状態に置

か るること3年,一 旦犯行 を起すに及び,急 角度の傾斜をな して第3期 たる現在状態に落ち込んで 了っ た.

そ こでは あらゆ る證状が強 く明らかに且ご くご くの大 うつ しで ある.

(6) 事 件 直 前 の 彼

私は,令 被 鑑定人の爲人を論ずる間に,犯 行の構へ られた 大正14年 以降 即ち私の所謂第2期 の精神 状 態

の病的色彩 に就て概 説す るところがあった.が,こ こで特に注意を要す るのは,か や うな状態はいつ も恒

同の強 さで 經過 すべ き性質の ものでない といふことである.彼 は怒 り易 くはあった.し か し 怒 り易いと

は毎 日毎 日朝から晩まで怒 り續 けて ゐるといふ意味では勿論ない.刺 戟に接すれば忽ち反應す るが,な け

れば靜かな 日の持長 が來 り得 るので ある.故 に犯行が 第2期 に起った といふだけでは充分でない譯で,必

ず更に一歩 を進 め,犯 行直前に於ていかなる状 態にあったか,即 ち,病 徴 濃厚で,引 火の凖備がま さは整

っ てゐたか,或 は又,靜 穏 の日を享受 しつつあっ たかを考覈 しなければ ならぬ.も し,彼 が犯行中に顯著

な病的感情昂揚を示 してゐた とすれば,か くの如 き用意は或 は蛇足で あるか もしれ ない,が しか し曩 きに

論 じた如 く彼は當時決 して さうではなかっ た,こ の考察はだから益棄て 難い.

私は其 日頃彼の靜かだったのを認める.あ ○ こが姿 をか く した 時,彼 は成程2-3日 に亙って興奮 したが,

一 旦彼女の歸來するや,犯 行に至るまで の20日 間は,犯 行前注連繩の ことで 口論を交は したにかかはらず,

ずつ と平靜だった.こ れ實にあ○ この證言 してゐ るところで ある.犯 行 に先つ2-3時 間前,彼 は○○醫師
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を訪ひ不眠頭痛 を訴へ治を乞ふた.だ が當 時擧動に別に變った ことな く,支 那饂 飩の話を した り,優 曇華

の花云々の地 口を弄 した りす る餘裕を持ち合せてゐたので ある.頭 痛 不眠は尋常人に もご くご く日常茶飯

の出來事である.こ れだけで 彼の内的亢奮が烈 しかった と見做すことは出來ぬ.も し彼が當時米○に對 し

大に銜む ところがあ りながら しか も猶色に出 さなかったとすれば,そ の色 に出なかった ことこそ,と りも

直 さず,彼 の精神 には まだ一分 の制 馭機轉 を殘 し感情の興發が覆面を脱 して 自ら流露せ ざるを得 ざる程度.

には上ってゐなかった ことを語る ものに外な らぬ.即 ち彼は犯 行の直前に當 り特に見 るべ き程の被刺戟状

態に入ってゐなかった のであ る.

(7) 概 括

私はまづ被鑑 定人 の現在證状を檢討 し,次 に犯 行時を論 じて彼 の爲人に及び,殆 ん ど思ふ ところを敍述

し盡 した.こ こでは 今迄の道程を逆 行 し,素 質か ら目下の状態に至 るまで のご く大體を指摘 し度い.

1. 彼は「ヒステ リー」素質で,叡 智方面に於ては社會生活に堪へ る普通人 といって よいにかかは らず,立

派な身體的精神 的標徴 を具備する.後 者は彼の爲人 の基調をなす ものであって,一 味の道德 的低格 と感情

不堪症とか ら成 る.

2. か くの如き性格の特徴は大正14年 來 ことに著 しく發揮せ られ, 1部 の病的色彩は既にその周圍か ら

も明らかに認識 された程度に達 してはゐたが,本 年1月 初旬2-3日 間の興奮 を見た外は,犯 行前20日 こ

のかた寧 ろ平靜であった.

3. 犯 行は もとより企劃 された行爲ではないが,そ の行爲たる形式内容の兩 方面か ら見て,昂 揚せ る感情

行爲だ と云ふにとどまる.感 情 め刺戟に よって生 じた と考へ得る格別 な病的現象はない.

Ⅶ. 責 任

(1) 現在状態の責任

深 く責任の問題を論 ずるのは 鑑定人の 與 るところで はないが,聊 か 思 ふところを述べて 參考に 資 し度

い.

被鑑定人は 目下根本證状 と意識溷濁發作との相交錯せる1種 の病的状態に置かれてゐる.從 ってその 責

任はやは り2に 分って考へ るのが便である.

意識 溷濁發 作の行 爲には責任があ り得な い.意 志決定に是非 必要 な背 景で ある意識の明度が太だ しく減

退 して 了ってゐ るか らで ある.

發作時以外 の持續状態にあるときは ど うか.被 鑑定人 の感情は,意 志選擇の 自由が全 く剥奪 されて 了ふ,

夫 の意識溷濁發作に絶 えざる觸接を保っ て亢奮 しつつあ るので ある.即 ち常に意識 溷濁發作の豫備状態に

あ りともふべ く,そ の間の距離はご く近い.〓 に一歩で ある.故 に責任は もとよ り完全では あ り得ない.

が,そ れ と同時に溷 濁發作その者で はないのだか ら責任の缺陷が最高度だとは云へ ない.心神 耗弱でな け

ればならぬ.

但 しその耗弱なるの程度は現在疾 患の經過 に從って 自ら動搖を來た さざるを得ない.も し向後 病氣が 恢

復する樣な場 合には,耗 弱も亦段 々輕 く,終 には認めるに健人 を以て しなければな らな くなっ て來る.
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(2) 犯行當時の責任

犯 行當 時の行爲は,責 任の輕減 もしくは喪失 を以て議せ らるべ き,何 か特殊の もので あったか ど うか,

先づこれか らきめてかか らなければならない.

私の討究 し得た ところに よれば,彼 は犯 行の直前20日 間に於ていつ もより特に病的だ といふ ことはなか

っ たので ある.又 犯行その ものを見ると,成 程感情 の昂騰の存 した ことは首肯 され る.し か しなが ら,感

情亢奮はただ強かった といふだけで は問題 にはな らない.も しさ うな ら感動に よっ て罪 を犯 した ものは悉

く責任の免除を乞はな ければな らないからで ある.即 ち感情性行爲の責任 を論ずるためには,わ れわれは

幾何の病的現象が動機 決定時 と行動其者の 内とに包 まれてゐるかを考へなければな らないので ある.

被鑑 定人は このいづれに も病的で ないと云はなければな らぬ.犯 行著手の刹那,犯 行中の行 動に關す る

記憶は どこに缺落が あるか,意 識溷濁のた め動機決定の背景を害った迹があるか.そ んな形跡 は少 しもな

い.彼 の意志は毫 も溷 濁のない時に決定 された 動機 の命ず るままに發動を遂げたので ある.こ の點に於て

彼 の行爲は感情 の昂揚があ らうが なから うが,ご く特殊の割引を加へ 難き もので ある.

(3) 彼の人格の責任能力

特殊 の責任輕 減條件に當 篏 らない,い つ もの通 りの彼で犯 行に出たのであ るから,最 後 の問題はつま り

彼 が平生 の人格の責任能力如何 に歸す る.

彼の性格 の第1の 弊は一分 の道德 低格に ある.し か らば,こ の點に於て彼の責任を弱はから しむ ること

が出來 るか.思 ふに 純粹な道義 意識の不全だけで責 任に減 殺を加へ ることは,刑 法上の觀念の恐 らく許容

せ ざるところであら う.試 に1-2の 事例を援か うか,そ の外の精神 機能は全 く健康であ るにかかはらず,

獨 り道德 的意識 のみが變態で ある所謂道德 性精神 病なる ものの事實 上存 否は,精神 病學上の疑問に屬す る

が,も しか りに眞にか ういふ人が あ りとすれば,刑 法 上の責任能 力は必ず しも輕減 されは しまい.又 所謂

病的虚言者なる病型が ある.智 力に毫 も缺陷が ないばか りか,往 々敏活宏識,遙 かに常人 の水 準を越ゆ る

と共に,利 を射,安 逸を謀 るの要あ るときは勿論.必 ず しも然 らざる場 合に際 して さへ,虚 言を事と し譎

詐縱橫,累 犯 して毫 も悔恨の情がない,所 謂惡 性なるの故 を以て 重きに從って處斷 される ことはあって も,

輕減の望は まづ うすい ら しい.し か しなが ら,今 これ を自然科學上醫學上の立場から見れば,常 人と して

當 然發達 して ゐなければな らない觀念の缺落ある點 に於て,も とよ り立派 な病者でなければな らぬ.即 ち

科學 上の健 者と刑法上の正常人 とは自 ら内包外延 を異に しなければな らぬ.即 ち科學 上の病者 と雖,一 般

人格 の發達に して普通人の域 に入る場合には,そ の病所がただ ひと り性格 にのみ存 し,社 會意識に乏 しき

だ けの理 由を以て しては,責 任の輕減を期待す る ことを許 されない.一 般 人格 の發達に於て同程度に位す

る正常人の責任 を當然負ふべ く要求 され るのであ る.さ うす ると,責 任 の解除 もしくは割引の要約は性格

の特徴若 しくはそれか ら必然流れ出 る意志決定作用その者の中には ない.必 ずそ の外に求めなければなら

ぬ.謂 はば意志 決定の外的條件 ともいふべ きか.意 志決定作用以外 のあらゆる精神 能 力が即ちそれで,そ

の薄弱不健は多かれ少なかれ必ず何等かの影響を責任能 力の上に及ぼす ことが出來 る.

か う考へて來 ると,彼 の道義社 會意識 の低格は設 令非常 に深酷だ と した ところで,た だ,そ の存在の故

のみを以て,被 鑑定人の責任を輕 くす る所以 とはな り得ないと思ふ.で はそれ以外の精神 能力は ど うか.
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被は叡智に於て常人 と水平線 を同じ くす るが故に,こ の方面か らは絶對に割引 が成 り立たない.し か るに,

彼はその悲 しむべ き不幸な精神 の調子 と して感情不堪 症をもってゐ るがため,意 志は絶えず 病的被刺戟状

態に置か れ,た だ偏 に前に進むに急で,反 て これを内に省みる自家制馭機制の發揮が太だ限 局 されてゐる

のである.多 くの動機決定は 從ってその儘直ちに衝動行爲と して流出す るの傾向を帶びる.犯 行當 時に於

て も彼は實にこの不利な境遇以外に脱出 してはゐなかった.か や うな意味に於て彼に始 めて一分 の責任 の

輕減が議せられ得る.

しか しながら,今 之を現在 状態に比すれば遙 かに輕い.故 に も し現在状態を評 價 して心身耗弱状態 と し

た見當か らすれば,當 時彼は 岡じ耗弱ではあってその輕い ものでなければならぬ.の みな らず,彼 の有す

が如 き感情方面の變調は叡智 の障礙の如 く,恒 同 の強 さを以て流れ,い かなる意志決定の 内容に も一定の

交渉を もち得る ものではない,必 ず動搖がなければならぬ.從 ってその よい場 合には感情の威壓を脱 した

精神 は自由に全幅の能力を傾 注す る可能性がある.犯 行前20日 このかた彼は丁度か くの きよき平靜の状態

にあった と察せ られ る.故 に犯行當時の彼は輕い耗弱状態の内で も,こ とに輕い耗弱だったのであ る.

Ⅷ. 鑑 定

1. 昭和3年1月30日 には,彼 はいつ もの通 りの彼であったといふ 以外に,特 殊な精神 異常はなかった.

しか し,彼 は平生既に病的證 状をもつ「ヒステ リー」素質者で,多 少責任能 力に議すべ きところのあ る人で

あるか ら,も し當 時の状態に於て責任の輕減が議せ られるな らば,そ の平生の人格相當の割引が加へ らる

べ きであ る.そ の程度はご く輕い心神 耗弱だ らうと思 ふ.

2. 現在の彼は佯 作の意識 はあって も猶明らかに病的た るを失は ぬ.　意識溷濁發作中は勿論心神 喪失で

あるが,發 作間と雖,立 派に粍弱と見做す ことが出來る.但 し目下 日を追 うて漸次囘復 しつつあ るか ら,

そ の耗弱なるの程度 も段 々弱 くな り.終 には犯 行以前の經 い心神 耗弱状態に歸 着 し得 ると思はれる.

(終)
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