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輸精管結紮ノ睾丸内分泌ニ及ボス影響ニ就テ

Ueber den Einfluss der Unterbindung des Samenleiters 

auf die innere Sekretion des Hodens.

(承 前)

京都帝國大學醫學部外科伊藤 教授 ノ 「ク リニック」ヨリ

二 川 元 治 郎 述

第 四 項　 青年鼠ニ於ケル觀察

第 一 目　 緒 言

曩 ニ余 ハ老 鼠 ニ於 ケル觀 察(第 三例 ノ對 照鼠 第 四(第 七例))ノ 條 下 ニ於 テ,兩

側 ノ睾丸,副 睾 丸 間 ヲ結 紮 セル 一例 ニ就 キ,術 後反 對 ニ著 シキ身體 的,精 神 的

機 能 ノ低 下 ア リ,而 シテ其 ノ漸 ク術 前 ノ高度 ニ恢 復 セル ヲ見 タル ハ,術 後 約 一

週 間 ナ レ ドモ,獨 リ性 慾 ノ ミハ之 ト趣 ヲ異 ニ シ,同 第 二十 日ニ シテ漸 ク術 前 ノ

夫 レニ恢 復 セル ヲ述 ベ タル ガ,其 ノ他 ノ青 年 雄鼠 ニ於 テモ同 ジク兩側 ノ睾丸,

副睾丸 間 ヲ結 紮 セル モノ ニ於 テハ,術 後同様 ナル變 化 ノアル ヲ認 メタ リ.ナ レ

ド中 ニハ術 後身體 的,精 神 的機 能,就 中性慾恢 復 ノ速 度 ニ於 テ著 シク遲 キモ ノ

アル ヲ見 タ リ.之 余 ノ後 述 スル一側 ニ手術 ヲ行 ヘル青年 雄 鼠 ニ於 テモ認 メタル

處 ニ シテ,甚 ダ興 味 アル コ トナ リ トス.依 リテ以下兩種 ノ手術 ヲ行 へル者(前

者 ハ二十 八 頭,後 者 ハ二十五 頭)ニ 就 キテ,各 其 ノ代 表例 二者 ヲ擧 ゲ,而 シテ

之 ニ依 リテ聊 力實驗 記録 ノ冗 長 ニ流ル ル ヲ防 ガ ン.

第 二 目　 實 驗 記 録

箪四例　其ノ一　青年白鼠第十二號,年 齡生後九箇月三日

其ノ二　同　 鼠第十三號,同　 腹

對照　 同　 鼠第十九號,同　 腹

實驗前ニ於クル生物學的所見

其ノ一　青年白鼠第十二號

實驗前二箇月ニ瓦ル觀察ニ依レバ,其 ノ一般生活状態甚ダ活溌ニシテ,性慾並ニ食慾共ニ旺盛,隨 時

成熟雌鼠ニ對シテ交尾ヲ爲シ,陰莖ハ常ニ半バ勃起ス,化粧慾強烈ナリ.一 日平均一・六食匙ヲ攝取ス.

運動活溌ニシテ,外 界ニ對スル反應強ク,皮 下脂肪組織竝ニ筋肉良ク發達ス,毛髪ハ雪白ニシテ光澤ア

リ,且柔軟ニシテ一見成熟セルヲ思ハシム.糞 便中ニ寄生蟲卵ヲ證明セズ,且皮膚病ニ罹レルヲ認メズ
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其 ノ二　 青 年 白鼠 第十三號

實驗 前ニ於 ケ ル生 物學的 所見 ハ全 ク前者 ト同様 ナ リ.對 照鼠亦之 ニ同 ジ.

大正十年十 一月十八 日午後 一時 十分 ヨ リ同三十五分 ニ亙 リテ手術 ヲ行 ヒ,第 十二號 ハ兩側睾丸,副 睾

丸間 ヲ結紮 シ,第 十三號 ハ右側 ノ夫 レヲ結紮 ス.體 重 第十 二號 一四三瓦,第 十三號 一五〇瓦,對 照鼠 一

四〇瓦.

開腹 所見

共 ノ一　 青年 白鼠 第十二號

兩側睾丸 ハ小 ナル雀卵 大ニ シテ,彈 力性 硬,白 膜 下ニ淡紅 色 ヲ呈 セル細精管 ノ走行 セル像 ヲ認メ,血

液 ニヨリテ良 ク灌 流 セラ ルルヲ見 ル.副 睾 丸及 ビ睾丸附屬脂肪 體之 ニ準 ジテ良 ク發育 シ,後 者 ハ薄 キ帶

紅黄 色ヲ呈 セ リ.兩 側精嚢 ハ多數 ノ截 痕 ヲ有 スル小葉 状 ノ嚢 ニシテ,長 徑 約一 ・七糎,幅 徑(最 廣)約 ○・

五 糎 ニシテ,良 ク充實 シ,帶 紅 白色 ニシテ,良 ク血液 ニヨ リテ灌 流 セラル.攝 護 腺 ハ大サ約碗豆大 ニシ

テ,表 面顆粒 状 チ呈 シ,固 有ノ蝋様 半透 明 ニシテ,良 ク充 實 シ,且 血液 ニヨ リテ良 ク灌 流セ ラル.皮 下

脂肪組織 竝ニ筋肉良 ク發育 ス.

其 ノ二　 青年 白鼠第 十三號

所見同前

手 術後第一 日所見(十 一月十九 日)

兩者共不活溌 ニ シテ多 ク巣 中 ニ在 リ.水 チ多 ク飲 ム.

手 術後 第二 日所見(十 一月二十 日)

兩者元氣稍恢 復 ス.食 慾亦 共 ニ進 ミ,約 ○ ・五食匙 ヲ攝 取 ス.

對 照鼠一・七食匙.

手術後第 五日所 見(十 一月二十三 日)

攝 食量兩者共一 ・○食匙,對 照鼠 一・五食匙.元 氣共 ニ殆 ド術前ニ復 セ リ.睾 丸 ハ兩 者共已 ニ陰嚢 内ニ

戻 リテ歩行 ニ際 シ振 搖 ス.陰 莖 第十 二 號(±),第 十三 號(±),對 照 鼠(〓).

性慾試驗

成熟雌鼠 第三號(年 齢生後八箇月 十一 日,起 水(一))ヲ 配 スルニ(午後 八時 ヨ リ同八時二 十五分 ニ至 ル),

兩 者 共 僅 ニ雌 鼠 ノ身 體 ノ諸 部 分 ヲ嗅 ゲ ルノ ミ ニ テ著 シ ク能 動 的 行 爲 ニ出 デ ズ,交 尾 ス ルコ ト ナ シ.即 チ

老鼠 第三例 ノ對照鼠第四,即 チ第 七例 ニ於テ認 メ タ ルガ如 ク,本 例 ニ於 テモ手 術後 一時手 術ニヨ 可テ性

慾 ノ低 下 セ ル チ認 ム.而 シ テ其 ノ度 ハ殊 ニ兩 側 ニ於 テ手 術 ヲ行 ヘ ルモ ノ,即 チ第 十二 號 ニ於 テ ヨ リ大 ナ

リ.

手術後第 六 日所見(十 一月二十四 日)

手 術創 〓共 ニ第 一次癒 合 ヲ營 メ リ.體 重第 十二號一一五瓦,第 十三號 一二〇 瓦ニシテ,之 ヲ手 術當 日

ノ 夫 々一 四 三 瓦 竝 ニ一五 〇 瓦 ナ リ シ ニ比 ス レバ手 術 ニヨ ル減 少度 ノ 可 ナ リ著 甚 ナ ルヲ見 ル.對 照鼠 一 四

一 瓦.陰 莖第 十二號(±),第 十三號(-),對 照鼠(±).

手 術後第 十二 日所 見(十 一月三 十日)

兩者共活溌 多動 ナ リ,攝 食量第十二號一 ・三食匙.第 十三號 一・六食匙,對 照鼠一 ・七食匙.體 重第 十二
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號一四二 瓦,第 十三號 一五〇 瓦,即 チ兩 者共 手術 ニヨ リテ一時減 少セ ルモ,間 モナク舊 ニ復 セルヲ見 ル.

對照鼠 一四三瓦 兩者 ニ於 テ毛髪 ノ新生竝 ニ脱落 ヲ認 メズ.陰 莖第 十二號(+),第 十三號(±),對 照

鼠(±).

性慾試驗

午後七時二十一分 ヨ リ同七時 五十分 ニ至 ル.晴.

第 十二號

成熟雌鼠第 三號(起 水(-))ヲ 配 スルニ,間 モ ナク巣 ヨ リ出デ來 リテ外陰部竝 ニ身 體 ノ諸 部分 ヲ嗅 ギ,

後數秒間 化粧 シ,次 デ又之 ヲ反 覆 ス.約 五分間 後,一 囘交 尾ア リ.後 龜 頭 ヲ舐 メ,而 シテ化粧 ス.次 デ

籠中 ヲ徘徊 シ,餌 ヲ拾 ヒ,或 ハ藁 ノ散 亂 セ ルヲ集 メ テ巣 ヲ修繕 ス(試 驗時間八分).

以上ノ所見 ニ由 リテ觀 ルニ,第 十二號 ハ手 術後 一旦低 下 セル性慾 モ已 ニ大 ニ恢復 シ,起 水期 中ニ非 ザ

ル成熟 雌 鼠 ニ對 シ テ中 等 度 ニ 亢奮 シ,一 囘 ノ遂 情 ア リタ ルヲ見 ル.然 レ ドモ之 ヲ手 術 前 ノ夫 レニ比 ス レ

ハ著 シク低 劣 ナ ル ヲ知 ル.

第十三號

成熟雌鼠第三號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同七時三十五分),直 ニ巣 ヨ リ出デ來 切テ烈 シク外陰部 ヲ嗅 ギ,

雌 鼠 ノ叫 ビテ逃 グ ル ヲ追 フ.後 連 續 シテ二 囘 交 尾 ア リ.次 デ龜 頭 ヲ舐 メ,而 シ テ化 粧 ス.約 二分 ノ後,

雌 鼠 ノ水 ヲ飲 メ ル ヲ後 方 ヨ リ近 ヅ キテ 外陰 部 ヲ嗅 ギ,雌 鼠 ノ叫 ビ テ忌 避 ス ル ニ拘 ヲ ズ,一 囘 ノ交 尾 ア リ.

次 デ龜 頭 ヲ舐 メ,後 化 粧 シ,或 ハ巣 ニ靜 止 セ リ(試 驗時 間 八分).

以 上 ノ所 見 ニ ヨ))テ 之 ヲ觀 ル ニ,第 十三 號 モ前 者 ト同 ジ ク,一 旦 手術 ニヨ リテ低 下 セ ル性 慾 ノ已 ニ大

ニ恢 復 セ ルヲ認 ム.而 シ テ其 ノ恢 復 ノ度 ハ 第十 二 號,即 チ 兩 側 ニ手 術 ヲ行 ヘ ル者 ヨ リヨ リ大 ナ ルガ如 シ.

然 レ ドモ 之 ヲ後 述 スル對 照 鼠 ノ夫 レニ比 ス レバ尚 ホ幾分 劣 レ ルモ ノノ 如 シ.

對照鼠

成熟雌鼠第三號(起 水(一))ヲ 配 ス ルニ(同七時四 十五分),直 ニ烈 シク之 ニ近 ヅキテ外陰部 ヲ嗅 ギ,數

秒間後一囘交 尾ア リ,後 龜頭 ヲ舐 メ,直 ニ一囘交尾 ア リ,後 龜頭 ヲ舐 メ,次 デ化粧 ス.約 二 分間後烈

シク籠 中ヲ徘徊 セル雌鼠 ニ近 ヅキテ外陰 部 ヲ嗅 ギ,直 ニ一囘交尾 アリ,後 龜頭 ヲ舐 メ,次 デ化粧 シ,而

シテ巣 ニ歸 リテ踞 ス.此 ノ間雌鼠 ハ絶 エズ叫 ビデ對照鼠 ノ能 動的行爲 ニ出ヅ ルヲ忌避 セリ(試 驗時 間五

分).

以上ノ所見 ニヨ リテ觀 ルニ,對 照 鼠 ハ試 驗時 間五分間 ニ成熟雌鼠 ニ對 シテ三囘 ノ交尾 ア リテ,其 ノ性

慾度ノ著 シク高 キモノア リ,即 チ前述 セ ル兩試驗獸 ノ夫 レノ,尚 ホ及 バザ ルモノ アルヲ認 ム.然 レ ドモ

爰 ニ注 意スベ キハ,同 一成熟鼠 ニ於 テモ,日 ヲ異 ニス ルニヨ リ,或 ハ性慾 試驗 ノ間隔 ヲ異 ニスルニヨ リ

テ,其 ノ性慾 表現 ノ度 ヲ異 ニス ルガ故 ニ,之 ヲ以 テ俄 ニ其 ノ優劣 ヲ斷 ズ ルコ ト能 ハザ レドモ,少 ク トモ

本 日ノ試驗 ニ於 テハ,第 十二號 ノ夫 レノ,對 照鼠 ノ夫 レニ遙 コ及 パザ ルモノア ルチ否 定スベ カ ヲズ.

手 術後 第十四 日所見(十 二月二 日)

兩者共活 溌多動 ナ リ.攝 食量第 十二號一・八食匙,第 十三號 一・五食匙,對 照鼠 一・六食匙,體 重第十

二號一四五瓦,第 十三號 一五〇瓦,對 照鼠 一四七 瓦.手 術 ニ際 シテ剃 除 セ ル腹壁 ノ毛髪 ハ兩 者共巳 ニ生

長 シ テ約 一糎 ト ナ リ,雪 白 ニ シテ 光澤 ア リ,且 柔軟 ニ シ テ他 部 ノ夫 レ ト何 等異 ナ ル處 ア ルナ シ.陰 莖 第

71



-1210-

十二號(±),第 十三號(±),對 照鼠(+).

手術後第十八 日所見(十 二月六 日)

兩 者共活溌 多動 ナリ,攝 食量 第十二號一 ・六食匙,第 十三號 一・八食匙,對 照鼠 二・〇食匙.陰 莖 第十二

號(±),第 十三號(+),對 照鼠(±).

手 術後第二 十一 日所見(十 二月九 日)

兩者共活溌 多動 ナ リ.體 重第 十二號 一四〇 瓦,第 十三號 一五五 瓦,對 照鼠一四二瓦.陰 莖第十二號(±).

第 十三號(±),對 照鼠(〓),午 後 四時 ヨ リ同四時四十五分 ノ間 ニ於 テ成熟雌 鼠第九號(起 水(-))ヲ 配

シ,性 慾試驗 ヲ行 ヘ ルニ,第 十二號 ハ僅 ニ性的 ニ亢 奮セ ルヲ認 メ タルニ反 シ,第 十三號 ハ烈 シク能動的

行爲 ニ出デテ外陰部 ヲ嗅 ゲルノ ミナ ラズ,之 ヲ姦 セ ントシテ忌避 セ ラ レ,殊 ニ其 ノ後 ニ於 テ配 セル幼若

雌鼠 ニ對 シ,同 ジク能動的行爲 ニ出デ,之 ヲ姦 セントシテ同 ジク忌避 セヲルルヲ見 タ リ.即 チ本 日ノ性

慾試 驗 ハ之 ヲ殆 ド日暮 ニ近 ク行 ヒタ リト雖 モ,尚 ホ日中 ニ於 テ行 ヒタ ルガ故 ニ,憾 ムラクハ其 ノ眞 ノ性

慾度 ヲ檢 スルコ ト或 ハ能 ハザ リシ トハ言ヘ,尚 ホ且 兩側 ノ睾丸,副 睾丸 間 ヲ結 紮 セル者 ト,單 二一側ノ

夫 レヲ結紮 セ ル者 トノ間 ニ於 テ,其 ノ性慾度 二差違 アルヲ惟 ハシムルモノア リ.

手 術後 第二十三 日所見(十 二月十 一 日)

性慾試驗 ヲ午後 四時三十分 ヨ リ同五時ノ間 ニ於 テ行ヘ ルニ,第 十二號 ハ手術後 第二十一 日ノ試驗 ニ於

テ,僅 ニ性 的ニ亢奮 セ シノ ミナ ルニ反 シ,本 日ハ直 ニ配 セル成熟雌鼠第 九號(起 水(-))ニ 近 ヅキテ可 ナ

リ烈 シク外陰部及 ビ其 ノ他 ヲ嗅 ギ,逃 グルヲ追 ヒテ之 ヲ持續 シ,可 ナ リ強 キ能 動的態度 ヲ示 セ リ.而 シ

テ第十三號 ハ殆 ド手術後第二 十一 日ノ所見 ト同様 ナルモノ ア リテ,雌 鼠 ノ忌 避 スルニモ拘 ラズ,之 ヲ姦

セ ントシテ果タサ ザ リシヲ見 ル.即 チ第十二號 モ次 第ニ共 ノ性慾 度ノ手術前 ニ恢復 セ ルヲ認 ムルモノナ

リ.陰 莖 第十二號(+),第 十三號(+),對 照鼠(+).

手術後 第八十八 日所見

手術後 第二十三 日以後 ハ,著 者 ノ腸窒扶斯 ニ罹 レルニヨ リテ之 ガ生物學的觀察 ヲ續行 シ能 ハザ リシナ

リ.

兩者共 活溌多動 ナ リ.體 重第十二號 二三 〇瓦、第十三號 一八〇 瓦,即 チ前者 ハ手 術後 八十八 日間 ニ八

七 瓦増 加 シ,後 者ハ三 〇瓦増加 セ リ.而 シテ身體 ノ大サモ之 ニ準 ジテ増 大 シ,大 約手 術 前ノ三分ノ一乃

至 四分ノ一増容 セルガ如 シ.對 照鼠 一九五瓦.陰 莖第十二號(〓),第 十三號(+),對 照 鼠(+).

性慾試驗

午後 三時 三十二 分ヨ リ同四時 ニ至 ル,粉 雪降 ル.

第十二號

成熟 雌鼠 第二十 五號(年 齢生後九箇月十 日,起 水(-))ヲ 配 スルニ,直 ニ烈 シク之 ニ近 ヅキテ外陰 部 ヲ

嗅 ギ,雌 鼠 ハ叫 ビテ之 ヲ忌避 スルニ及 ビ,巣 ニ歸 リテ横 タハ ル(試 驗時間二分).

成熟雌鼠第二十六號(年 齢 生後八 箇月十四 日,起 水(-))ヲ 配 ス ルニ(同三 時三十五 分),直 ニ烈 シク之

ニ近 ヅキテ忽 チ一囘交 尾 アリ,サ レド雌鼠 ノ避 クルニ遭 ヒテ目的 ヲ達 セズ,後 亀頭 ヲ舐 メ,而 シテ化粧

ス.數 秒間 後,再 ビ之 ヲ追跡 シテ交尾 セ ントス ルモ,同 ジク雌 鼠 ニ忌避 セテ レテ目的 ヲ達セ ズ,即 チ怒

リテ全身 ノ毛髪 ヲ逆 立テ テ之 ヲ威嚇 スルガ如 キ態 度 ヲ取 レリ(試 驗時間五分).
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以上ノ所見ニヨ リテ之 ヲ觀 ルニ,第 十 二號 ハ手術後 第二十三 日 ニ於 テ性慾試驗 ヲ行 ヘ ル後,本 日ニ至

ル,即 チ六十五 日間 ハ全 ク異性 ト接近 セ シメザ リシモノ ナルガ,本 日ハ殊 ニ大 ナル性慾 度 ヲ示 シ,其 ノ

交尾 セ ントス ルヤ,雌 鼠 ノ忌避 スルニ遭 廿テ怒 リ,全 身 ノ毛髪 ヲ選立 テテ之 ヲ威嚇 シ,夫 レガ性 的元奮

ニ因 ル焦燥 ノ状 ノ名状 スベカ ヲザルモノア リ.之 即 チ長期間禁慾 生活 ヲ強制 セ シメタ ル結果斯 クノ如 ク

性慾 ノ昇騰 ヲ來セ ルモノ ナリヤ,將 又,手 術後 已 ニ八十八 日ヲ經過 セルガ故 ニ,睾 丸 ニ於ク ル間細胞,

即チ テイヂイツヒ氏細胞 ノ増殖 ヲ來 シテ性「ホ ルモ ン」ノ分泌過剩 ヲ來 セル結果 ナリヤ,未 ダ遽 ニ斷 定 ス

ベカ テザ ルモ,晝 間 ニ行 ヘル性慾試驗 ニ於 テ モ,其 ノ能 動的態度 ノ斯 クノ如 ク強 ク,且 後章夫 レガ睾丸

ノ組織 學的變化 ノ條 下ニテ述 プルガ如 ク,其 ノ壯麗 ナル間質組織,就 中間細胞 ノ増殖 アルニ徴 セバ,誠

ニ興味深 キモノア リ.況 ンヤ本鼠 ハ尚 ホ年齢生後十二箇月一 日ニシテ,壯 年鼠 ノ異常 ナル性慾 ノ習性,

即チ共 ノ交尾 ヲ思進 セ ラルルニヨ リテ怒 リヲ發 スルノ類 ヲ尚 ホ見 ザルニ於 テ ヲヤ.

第十三號

成熟雌鼠第 二十五號(起 水(-))ヲ 配 スルニ,雌 鼠 ノ之 ニ近 ヅキテ背部 ヲ嗅 グモ無關心 ナリ(試 驗時間

二 分).

成熱雌鼠 第二十六號(起 水(-))ヲ 配 スルニ,直 ニ之 ニ近 ヅキテ外陰部 ヲ嗅 ギ,數 秒間 後一囘交尾動作

ア リ,サ レド雌鼠 ノ忌避 ス ルニ遭 ヒテ目的 ヲ達 セズ,後 盛 ニ化粧 ス(試 驗時間五分).

以上 ノ所見 ニヨ リテ觀 ルニ,第 十三號 ハ前者 ト同 ジ ク六十五 日間 ノ禁慾 生活 ヲ爲サ シメタ ルニ拘 ヲメ,

殆 ド手術後 第二十三 日ノ所見 ト同様 ナル性慾度 ヲ示 シ,前 者 ニ於 ケルガ如 キ其 ノ交尾 ノ目的 ヲ達 シ得 ザ

ルニ及 ビテ,雌 鼠 ヲ威嚇 スルガ如 キコ トナ シ.之 後章其ノ睾 丸ノ組織學的檢査 ニ於 テ認 メタ ルガ如 ク,

手 術側ノ睾丸 ニ於 テ等 シク第十二號 ト同期 間 チ経過 セ リトハ言 ヘ,其 ノ間質 ニ於ケ ル間細胞 増殖 ノ度ノ

著 シク劣弱 ナルニ因ス ルモノナ ルベ シ.

手術後第 九十 日所見(二 月十七 日)

兩者共活溌 多動 ナリ.午 後四時四十分 ヨ リ同五時二十分 ノ間 ニ於 テ性慾試驗 ヲ行 フ.

成熟雌鼠第 四 十號(年 齢生後九 箇月九 日,起 水(-))ヲ 配 スル二,第 十三 號 ハ全 ク無關心 ナ リシが(試

驗時間五分),第 十 二號 ハ直ニ烈 シク之 ニ近 ヅ キテ外陰 部 ヲ嗅 ギ,逃 グルヲ追 ヒテ直 ニ交 尾動作一囘 ア リ,

サ レ ド雌鼠 ノ忌避 スルニ遭 ヒテ目的 ヲ達 セズ,後 巣 二歸 サテ數秒 間様子 ヲ窺 ヒ,再 ビ之 ニ近 ヅキテ直 ニ

交尾動作一囘 ア リ,同 ジク忌避 セテ レテ目的 ヲ達 セズ,後 巣 ニ歸 リテ化粧 シ,斯 クシテ常 ニ高度 ノ性慾

ヲ現 セリ.陰 莖 第十二號(〓),第 十三號(±),對 照鼠(+).

手術後 第九十一 日所見(二 月十八 日)

性慾試驗

午 後四時 四十 五分 ヨ リ同五時五十五分 ニ至 ル.朔 風強 シ.

第 十二號

成熟雌鼠 第二十 一號(年 齢 生後九箇月,起 水(-))ヲ 配 スルニ,直 ニ之 ニ近 ヅキテ外陰部 ヲ嗅 ギ,忽 ニ

シテ一囘交 尾動作 ア リ,サ レ ド忌避 セ ヲレテ目的 ヲ達 セズ.後 巣 ニ歸 リテ化粧 ス(試 驗時 間三分).

成熟雌鼠 第四十號(起 水(-))ヲ 配 ス ルニ(同四時五十分),直 ニ之 ニ近 ヅキテ交尾動作一囘 ア リ,サ レ

ド忌避 セ テレテ目的 ヲ達 セズ,後 數秒間 化粧 シ,再 ビ交 尾動作 ア リ,サ レド同ジ ク忌避 セ テレテ目的 ヲ
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達 セ ズ,次 デ激怒 シテ全 身 ノ毛髪 ヲ逆 立テテ之 ヲ威嚇 ス.約 一分間 後,連 續 シテ二囘交尾動作ア リ,サ

レ ド同様 ニ拒絶 セ ヲレテ 目的 ヲ達 セズ.此 處 へ再 ビ成熟雌鼠 第二十 一號 ヲ投 ズ ルニ,全 身ノ毛髪 ヲ逆 立

テタ ルママ巣 ニ在 リテ動 カズ(此 ノ間五分),依 リテ之 ヲ巣 外ニ山 シテ更 ニ老雌鼠 第十一號(年 齢生後十

六箇 月二 日)ヲ 投 ズ ルニ,直 ニ烈 シク之 ニ近 ヅ キテ外陰部其 ノ他 ヲ數秒間嗅 ギ,次 デ一囘交尾動 作ア リ

サ ン ド雌鼠 ノ拒 絶 スルニ遭 ヒテ目的 ヲ達 セズ,即 チ激 怒 シテ全身 ノ毛髪 ヲ逆 立テ,右 後肢 ヲ以 ヲ雌鼠 ヲ

蹴 リ,之 ヲ反覆 スルコ ト五囘 ナ リ,雌 鼠 ハ其 ノ都度叫 ビテ兩 前肢 ヲ以テ之 ヲ防グ.後 巣ニ歸 リテ靜止 セ

リ.此 處 ヘ對照鼠 ヲ配 ス ルニ,直 ニ數 秒間身體 ノ諸部分 ヲ嗅 ギ,次 デ傍 ニ居 タ ル老雌鼠 ヲ蹴 ル,後 暫 ク

對照鼠 ノ背部 ヲ嗅 ギ,忽 ニシテ一囘鶏姦 ア リ,後 龜頭 ヲ舐 メ,次 デ化粧 ス.陰 莖(〓)(試 驗時間 八分).

青年雄鼠 第二十 四號(年 齢生後八箇 月十三 日)ヲ配 スルニ(同 五時五分),直 ニ之 ニ挑戰 シテ二度之 ヲ蹴

ル.依 テ此 處ヘ成熟雌鼠第 四十號 ヲ投 ズルニ,青 年雄鼠 第二十 四號 ト同雌鼠 トハ數秒間喜戯 シテ間 モナ

ク連續 セル二囘 ノ交尾 ア リシガ,其 ノ間試驗獸 ハ巣 ニ靜止 シ,次 デ雌 鼠 ノ近 ヅキシ時,直 ニ一囘交 尾ア

リ,但 シ忌避 セラ レテ其 ノ目的 ヲ達 セズ,後 離 レテ様 子 ヲ窺 フ(試 驗時 間四分).

以上ノ所見 ニヨリテ之 ヲ觀 ルニ,第 十二號 ハ其 ノ性 慾度甚 ダ高 ク,成 熟雌鼠 ニ對 シテ烈 シク能動的行

爲 ニ出デテ之 ヲ姦 セ ントス ルモ,其 ノ忌 避 セラルルニ遭 ヒテ遂 ニ激 怒 シ,全 身 ノ毛髪 ヲ逆 立テテ之 ヲ威

嚇 スルノ ミナ テズ,之 ヲ後肢 ヲ以テ蹴 ルノ態度 ニ出 デ,其 ノ状恰 モ亢奮 シ切 レル性慾 ヲ制御 スルニ遑 ア

テザ ルモノ ノ如 シ,加 之,雌 鼠 ト同時 ニ配セ ル同性鼠 ヲモ一囘鶏 姦 シタ リ.由 是觀之,如 何 ニ其 ノ性慾

度 ノ高 キカヲ知 ルヲ得 ベ シ.即 チ後述 ヒル對照 鼠 ニ於 テモ,本 試驗獸 ト同ジ ク,大 正 九年十二 月十一 日

即 チ手 術後第 二十三 日ニ於テ性慾 試驗 ヲ行 ヘ ル後,始 メテ本日性慾試驗 ヲ行 ヘ ルモノ ナ ルガ,即 チ其 ノ

間,六 十七 日ヲ經 過 シ,甚 ダ長期間 ナル禁慾 生活 ヲ強 要セシメタ ルモノナ ルニ,未 ダ嘗テ其 ノ交尾動作

ヲ拒 絶 セ ラル ル ニ遭 ヒ テ激 怒 シテ之 ヲ威 嚇 シ,或 ハ之 ヲ蹴 ルガ 如 キ態 度 ニ出 デ タ ルヲ見 ズ.

對照鼠

成熟雌鼠第二十一號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同五時二十分),巣 ニ横 タ ハリ居 タ ルガ,直 ニ起上 リテ烈

シ ク之 ニ近 ヅ キ,外 陰部 其ノ他 ヲ數秒間嗅 ギ,次 デ交尾動作一囘 ア リ,サ レド忌避 セ ラレテ目的ヲ達 セ

ズ.後 化粧 セリ(試 驗 時間四分).

成熟雌鼠 第四十號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同五時二十八分),直 ニ之 ニ近 ヅキテ外陰 部 ヲ嗅 ギ,次 デ互

ニ立上 リ,或 ハ轉 ビ合 ヒテ喜戯 ス,後 數秒間靜止 シ,再 ビ戯 レ,次 デ外陰 部其 ノ他 ヲ嗅 グ.之 ヲ今一度

反覆 シ,而 シテ交尾動作一囘 アリ,但 シ目的 ヲ達セズ.後 再ビ喜戯 シ,或 ハ互 ニ外陰 部 其ノ他 ヲ嗅 ギ合

フ(試 驗時間五分).

以上ノ所見ニ ヨ リテ觀 ルニ,對 照鼠 ハ前述 セルガ如 ク,六 十七 日目ニ性慾試驗 ヲ行 ヘ ルモノナ ルガ,

試驗 獸第 十二號 ニ見 タルガ如 ク,其 ノ忌避 セラ レテ交 尾 ノ目的 ヲ達 シ得 ザ ルニ際 シ,激 怒 シテ全身 ノ毛

髪 ヲ逆 立 テテ之 ヲ威嚇 シ,或 ハ之 ヲ後肢 ニテ蹴 ルノ態度ニ ハ出デザ リキ.

更 ニ余 ハ此ノ事 實 ヲ確 メ ンガ爲,尚 ホ對照 トシテ同期間雌鼠 ト隔 離 セル青年雄鼠 ニ就 キテ,同 時 ニ性

慾 試驗 ヲ行 ヒ,對 照鼠 ト同樣 ナ ル結果 ヲ得 タルガ故 ニ.竝 ニ附記 シテ聊 力參考 ニ供 セン.

對照 第二青 年雄鼠 第十五號(年 齡生後十二箇月四 日)

成熟雌 鼠第二十一號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同五時四 十分),巣 ニ眠 リ居 タ ルガ,直 ニ覺醒 シテ之 ニ近
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ヅキ,暫 ク之 ト喜戯 セ ル後,一 囘交尾動作 ア リ,サ レ ド目的 ヲ達 セズ,後 龜頭 ヲ舐 メ,次 デ盛 ニ化粧 ス,

約一分間後,之 ヲ止 メテ様 子ヲ窺 フ(試 驗時間五分).

成熟雌鼠第四 十號(起 水(-))ヲ 配 ス ルニ(同五 時四 十七 分),直 ニ烈 シク之 ニ近 ヅ キテ外陰部 ヲ嗅 グ,
 

雌鼠 ハ叫 ビテ之 ヲ避 ク,サ レド屈 セズ,之 ヲ追跡 シテ數秒間 ノ間隔 ヲ置 キテ連 續 シテ三囘 ノ交尾動作 ア

リ,但 シ何 レモ拒絶 セラ レテ目的 ヲ達 セズ,暫 クノ後,亦 之 ヲ追 跡 シテ一囘 ノ交尾 ア リ,サ レド同様 ニ

シテ目的ヲ達 セズ,後 兩者共盛 ニ化粧 セリ(試 驗時間一分).

以 上ノ所 見ニヨ リデ之 ヲ觀 ルニ,本 對照鼠 モ對照 鼠第一 ニ於 テ認 メタ ルガ 如 ク,六 十 七 日間ノ禁慾 生

活 ヲ強 要セ シメ テレタルニ拘 ラズ,同 様ニ其 ノ交尾動 作 ヲ拒 絶 セ ラルルニ及 ビテ,怒 リテ之 ヲ威嚇 シ,

或 ハ暴行 ヲ加 フ ルガ如 キ事 ア ルナシ.

手術後 第九十二 日所見(二 月十九 日)

活溌多動 ナ リ.體 重 第十二號 二三〇 瓦,第 十三號 一九 五瓦,對 照鼠一九三瓦.陰 莖 第十 二號(〓),第

十三號(〓),對 照鼠(〓).

性慾試驗

午後 四時 四十三分 ヨ リ同五 時四十五 分ニ至 ル.雪 雲低 シ.

第十三號

成熟雌鼠 第十七號(起 水(-))ヲ 配 ス ルニ,間 モナ ク起 上 リテ雌 鼠 ニ近 ヅキ,頭 部及 ビ頸 部 ヲ嗅 ギ,或

ハ舐 ム.後 雌鼠 ノ數 秒間籠 中 ヲ徘徊 シテ再 ビ之 ニ近 ヅケ ル時,前 動作 ヲ反覆 セ リ.次 デ欠 伸 ヲ爲 シ,三

度之ニ近 ヅ キテ頭部竝 ニ背部 ヲ嗅 グ.雌 鼠 ハ雄 鼠 ノ爲 スガ儘 ニ シテ鳴 ク,サ レド其ノ能動的態度ノ増 強

スルニ從 ヒテ後肢 ニテ立上 リテ之 ヲ忌避 ス.後,雄 鼠 ハ迫跡 スルヲ止 メテ化粧 セルガ,約 一分 間後,再

ビ雌鼠 ニ近 ヅ キテ之 ヲ嗅 グ.雌 鼠 ハ鳴 ク.次 デ巣 ニ歸 リテ欠 伸 シ,而 シテ盛 ニ化粧 セ リ(試 驗時 間五

分).

幼若雌鼠 第四 十二號(年 齢生後 一箇月二 十四 日)ヲ配 スルニ(同四 時五十分),巣 ニテ化粧 セ ルガ,雌 鼠

ノ之 ニ近 ヅケ ル時,頭 部竝 ニ背部 ヲ嗅 ギ,或 ハ舐 ム.數 秒間後,雌 鼠 ノ遠 ザカ ル時 ハ之 ヲ追 跡 セズ,再

ピ近 ヅケ ル時,前 動 作ヲ反覆 セ リ.暫 時ノ後 籠中 ヲ徘徊 シテ其 ノ一隅 ヲ噛 ム.雌 鼠 近 ヅキテ之ガ背部 ニ

乘 ルモ其 ノ儘 ニ放任 シ,且 其ノ腹 部下 ニ潜入 シテ之 ニ戯 レカカ ルモ無關 心 ナ リ.後 盛 ニ化粧 ス(試 驗時

間五分).

對照鼠 ヲ配 スルニ(同四時 五 十七分),巣 ニ化粧 シ居 テ無 關心 ナ リ.後 其 ノ近 ヅクニ及 ビテ背部ノ毛髪

ヲ噛 ミ,次 デ外陰部 ヲ嗅 グ.對 照鼠 ハ鳴 ク.後 反對 ニ對照鼠 ハ試驗 獸ノ背部 ヲ嗅 ガン トス,サ レ ド其 ノ

踞 レルガ故 ニ目的 ヲ達 セズ,後 互 ニ後肢 ニテ立上 リテ喜戯 ス.約 二 十秒間後,之 ヲ廢 シテ巣 ニテ化粧 セ

リ.此 處へ成熟雌鼠 第四十號(起 水(-))ヲ 投 ズ ルニ,對 照鼠 ハ直 ニ之 ニ近 ヅキテ外陰部 ヲ嗅 ギ,雌 鼠 ハ

之 ヲ避 ケ ントシテ立 上 ル,對 照鼠 モ同 ジ ク立 上 リテ其 ノ頭 部 ヲ舐 ム,暫 クシテ之 ヲ廢 ス.此 ノ間試驗獸

ハ巣 二踞 シテ無關 心 ナ リ.後 化粧 シ,次 デ固有 ノ姿勢 ヲ取 リテ眠 ル.即 チ爭 鬪 スルコ トナシ(試 驗時間

五分).

以上 ノ所見 ニヨ リテ觀 ルニ,第 十三號 ハ手 術 後一旦手術 ニヨ リテ低 下 セ ル性慾 ノ舊 ニ復 セ ルヨ リ,常

ニ同様 ナル高度 ヲ以 テ經過 セルヲ見 ル.
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第 十二競

成熟雌鼠 第 十七號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同五時五分),疾 風 ノ如 ク之 ニ近 ヅキテ交 尾動作一囘 ア リ,

但 シ忌避 セ ラレテ目的 ヲ達セ ズ,後 暫 ク別 レヲ様 子ヲ窺 フ.次 デ再 ピ之 ニ近 ヅ キテ背部竝 ニ外陰部 ヲ嗅

グ,雌 鼠 ノ叫 ビテ之 ヲ避 ク,後 雌鼠 〓離 レテ籠 中 ヲ徘徊 シ,再 ビ巣 ニ歸 ル,雄 鼠 ハ直 ニ之 テ嗅 ギ,交 尾

セ ントス,サ レド雌 鼠 ハ鳴 キテ兩前肢 ヲ以 テ之 ヲ拒 絶 ス,然 ル時 ハ試 驗獸 ハ全 身 ノ毛髪 ヲ逆 立テテ怒 リ,

後肢 ト臀 部 ヲ以 テ之 ヲ蹴 ル,雌 鼠 ハ叫 ビテ之 ヲ避 ク,暫 ク別 レテ巣 ニテ化粧 ス,後 雌鼠 ノ再 ビ近 ヅク時

ハ直 ニ外陰 部 ヲ嗅 ガ ン トス,雌 鼠 〓啼 キテ之 ヲ忌避 ス,後 別 レテ化粧 セ リ.即 チ雌 鼠 ハ試驗獸 ノ怒 リヲ

發 セ ルヨ リ,甚 シク恐怖 シテ平靜 ナル能 ハズ,其 ノ一擧一動 ニ注 目反應 シテ戰 ケ リ(試 驗 時間五分).

幼若雌鼠 第四 十二號 ヲ配 ス ルニ(同五 時十三 分),雌 鼠 ノ近 ヅケ ル時,背 部 ヲ嗅 ギ,次 デ外陰 部 ヲ嗅 グ,

間 モナ ク止 メテ化粧 ス.而 シテ數秒間後,之 ニ近 ヅキテ外陰 部 ヲ嗅 グ,再 ビ離 レテ籠 中ヲ徘 徊 シ,後 烈

シク之 ニ近 ヅキテ外陰 部 ヲ嗅 グ,雌 鼠 ハ鳴 キテ立上 リ,之 ヲ避 ク,サ レド屈 セズ,其 ノ腹部 下ニ頭部 ヲ

挿 入 シテ外陰部 ヲ嗅ギ(此 ノ間全身ノ毛髪 ヲ逆立 ツ),而 シテ止メ,巣 ニ戻 リテ藁 ヲ噛 ミ,或 ハ化粧 ス.

陰莖 ハ著 シク勃起 シ(〓),龜 頭 ハ液體 ニヨ リテ濕 ヘ リ(試驗時間五分).此 ノ處 ヘ對照鼠 ヲ配 スルニ(同

五時二十 分),直 ニ之 ニ近 ヅキテ身體 ノ諸部 分 ヲ嗅 グ.對 照鼠 ハ鳴 キテ之 ヲ避 ケ,後 立上 リテ抵抗 ヲ持續

ス.サ レ ド試驗 獸 ハ屈 セズ,更 ニ對照鼠 ノ頭部竝 ニ背部 ヲ嗅 ギ,次 デ後肢及 ビ尾部 ヲ以テ連續 シテ對照

鼠 ヲ蹴 ル,後 争鬪 ヲ腫 シテ化粧 ス,依 テ幼若雌 鼠第 四十二號 ヲ籠外 ニ出ス ニ,試 驗 獸 ハ更 ニ全身 ノ毛髪

ヲ逆 立テテ對照鼠 ニ近 ヅ キ,連 續 シテ烈 シク之 ヲ蹴 ル,依 テ對照鼠 ヲ隔離 ス(試 驗 時間五分).

以上 ノ所見 ニ由 リテ觀 ルニ,第 十二號 ハ本 日モ亦 甚 ダ大 ナ ル性慾 ヲ保持 シ,其 ノ交尾 セ ントス ルヤ,

雌鼠 ニ忌避 セ ラレテ遂 ニ怒 リ,全 身 ノ毛髪 ヲ逆 立テテ之 チ威嚇 シ,或 ハ蹴 ルノ態度 ヲ取 レリ.即 チ斯 ク

ノ如 キノ,同 時 ニ手術 セル第十三號 ニ於テ未 ダ嘗 テ見ザ ル所 ニシテ,如 何 ニ其ノ性慾 度 ノ高 マ レルカヲ

推 シ得 ベ シ.而 シテ余 ハ次 デ對 照 鼠 ニ於 テ モ斯 ク ノ如 キコ ト之 ナ キヲ見 タ リ.

手 術後第九十 六 日所見(二 月二十四 日)

兩者共 活溌多動 ナ リ.攝 食量第十二號 二・二食匙,第 十三號二 ・五食匙,對 照鼠 二 ・二食匙.體 重第十二

號 二二七瓦,第 十三號 一九〇 瓦,對 照 鼠一九 五瓦.兩 者共手術 ニ際 シテ剃除 セル腹壁 ノ毛髪 ハ,已 ニ生

長 シテ他部 ノ夫 レト其 ノ性状 ヲ等 シクセ リ.對 照鼠 ノ毛髪 モ兩 者 ト同様 ナリ.陰 莖 ハ三者共棒 状ヲ爲 シ,

龜 頭 ハ深紅 色 ヲ呈ス.睾 丸 ハ全者皆陰嚢 内 ニ在 リテ歩行 ニ際 シ振搖 ス.

性慾試 驗

午後四時 三十二分 ヨリ同五時五十分 ニ至 ル.雪 催 ヒ.

第 十三號

成 熟雌鼠 第二十號(年 齢生後九箇月 五 日,起 水(-))ヲ 配 スルニ,暫 ク巣 ニ踞 シテ雌鼠 ノ方向 ヲ嗅 キ居

タ ルガ,間 モ ナク稍 々烈 シク之 ニ近 ヅキテ直 ニ一 囘交尾動作 ア リ,サ レ ド雌鼠 ノ忌避 ス ルニ遭 ヒテ目前

ヲ達 セズ,後 更 ニ追跡 シテ外陰 部ヲ嗅 グ,雌 鼠 ハ之 ヲ避 ケン トシテ兩前肢 ニテ雄鼠 ノ躯幹 ヲ壓 ス,サ レ

ド屈 セズ,更 ニ數度外陰 部 ヲ嗅 グ,後 別 レテ暫 ク化粧 ス.次 デ試驗獸 ハ再 ビ雌鼠 ノ外陰部 ヲ嗅 グ,雌 鼠

ハ兩前肢 ヲ以 テ之 ヲ拒絶 ス.後 別 レテ盛 ニ化粧 ス(試 驗 時間五分).

成熟雌鼠第 二十一號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同四時三十九分),數 秒間雌鼠 ノ方向 ヲ嗅 ゲ ル後,水 ヲ飲
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ミ,餌 ヲ喰 フ.約 三十秒 間後,之 ニ近 ヅ キ,雌 鼠 ト共 ニ立 上 リテ數秒 間喜戯 シ,後 連續 シデニ 囘交尾 ア

リ,但 シ雌 鼠ノ籠 ノ一隅 ニ在 リタ ルヲ以 テ其ノ 目的 ヲ達 セズ,次 デ外陰部 ヲ嗅 ギ,後 別 レテ水 ヲ飲 ミ,

或 ハ籠 中ヲ徘徊 ス.間 モナ ク近 ヅキテ再 ビ外陰部 ヲ嗅 グ,雌 鼠 ノホ ヲ飲 ミニ行 クチ烈 シク追跡 シテ交尾

ス,但 シ雌鼠 ノ位置惡 シ キ爲 メ又 目的 ヲ達 セズ,後 外陰 部 ヲ嗅 ギ,次 デ盛 ニ化粧 ス(試 驗時間六分).

幼若雌 鼠 第四十二號 ヲ配 スルニ(同四時四 十六分),暫 ク無關心 ナ リシガ,雌 鼠 ノ遠 ザ カル ニ及 ビヲ烈

シケ之 ヲ追跡 シ,連 續 シテ三囘交尾動作 ア リ,サ レド雌鼠 ノ體小 ニ シテ目的 ヲ達 セズ,後 烈 シク外陰部

ヲ嗅グ,雌 鼠 ハ烈 シク鳴 キテ之 ヲ避 ク,然 ル時 ハ怒 リテ全身 ノ毛髪 ヲ逆立 テテ雌鼠 ノ體 チ籠 ノ一隅 ニ押

シ込 ミ,後 肢 ニテ蹴 ル.此 ノ間雌鼠 ハ烈 シク鳴 ク.後 別 レテ籠 ノ諸處 ヲ徘 徊 シ,或 ハ嗅 ギ,次 デ龜 頭 ヲ

舐 メ,或 ハ化粧 ス.間 モナ ク再 ビ烈 シク之 ニ近 ヅキテ外陰 部 ヲ嗅グ,雌 鼠 ハ鳴 キテ飛 ビ上 リ,之 ヲ避 ク,

サ レド連續 シテニ囘 ノ交 尾動作 ア リ,但 シ目的 ヲ達 セズ,後 別 レテ數秒間化粧 シ,次 デ再 ビ近 ヅキテ外

陰部 ヲ嗅 グ,雄 鼠 ハ鳴 キテ之 ヲ避 ク,然 ル時 ハ又全身 ノ毛髪 ヲ逆立 テテ怒 リ,雌 鼠 ヲ蹴 ル(試 驗 時間五

分).

對照鼠 ヲ配 スルニ(同四時五十二 分),直 ニ之 ニ近 ヅキテ外陰部 ヲ嗅 ギ,間 モナク自 ラ挑戰 ス(試 驗時

間四分).

以上ノ所見 ニヨ リテ觀 ルニ,第 十二號 ハ其 ノ性慾度本 日モ甚 ダ高 ク,啻 ニ幼若雌 鼠ヲ強姦 セン トスル

ノ ミナラ ズ,其 ノ忌避 スルニ遭 ヒテ怒 リヲ發 シ,全 身 ノ毛髪 ヲ逆 立テテ之 チ威嚇 シ,或 ハ蹴 ル等其 ノ状

恰 モ亢奮 セ ル性慾 ヲ制御 スルニ遑 ア ラザ ルモノノ如 シ.

第十三號

成熟雌鼠第 二十號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同四時五十八 分),巣 ニ眠 リ居 タルガ,間 モナ ク覺醒 シテ化

粧ス.次 デ欠伸 ヲ爲 シ,而 シテ能動的行爲 ニ出デテ列陰部 ヲ嗅 グ,後 化粧 セ リ(試 驗 時間五分).

成熱雌鼠 第二十一號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同 五時 十分),直 ニ之 ニ近 ヅ キテ兩 前肢 ヲ其 ノ背部 ニ乘 セ,

頭部 ヲ舐 ム,殊 ニ其 ノ一部 ニ存在 セル痂皮 ヲ被 レル創傷部 ヲ舐 ム.雌 鼠 ハ試驗獸 ノ爲 スガ儘 ニ委 ス,暫

クシテ之 ヲ廢 シ,再 ピ創傷部 ヲ紙 ム,次 デ外陰部 ヲ嗅 ギ,後 化粧 シ,再 ビ外陰部 ヲ嗅 グ,而 シテ之 チ反

覆 ス,創 傷部 ノ痂 皮 〓舐 除 セ ラレテ創底 ノ肉芽面露 出 セ リ(創 ヲ舐 ムルハ白鼠 ノ習性 ノー ナ リ)(試 驗

時間五分).

幼若雌鼠 第四十二號 ヲ配 スルニ(同五時十七分),直 ニ數秒間背部 ヲ嗅 ゲ ルノ ミニテ能動的行爲 ニ出 デ

ズ(試 驗時間 五分).

成熟雌鼠第 十七 號(起 水(-))ヲ 配 ス ルニ(同 五時二十五分),化 粧 シ居 テ無關 心ナ リ,サ レ ド暫 クノ後

之 ニ近 ヅ キテ數秒間身體 ノ諸 部分 ヲ嗅 ギ,次 デ化粧 シ,後 再ビ烈 シク之 ニ近 ヅキテ外陰 部 ヲ嗅 ギ,而 シ

テ化粧 ス,之 ヲ反覆 ス ルコ ト三 囘 ナ リ.即 チ其 ノ終 リニ於 テ,雌 鼠 ハ倒 レテ後肢 ヲ以 テ之 ヲ拒 絶 シ,試

驗獸 ハ其 ノ上 ニ乘 リテ頭部及 ビ顔面等 ヲ嗅 グ,暫 クノ後,試 驗獸 ハ此ノ 姿勢 ヲ以 テ靜 止 シ,次 デ化粧 セ

リ.依 リテ雌鼠 ヲ籠 外 ニ出 スニ,驚 キテ藁 中 ニ潜入 シ,間 モ ナク固有ノ 姿勢 ヲ取 リテ寝 ル(試 驗時間五

分).

對照鼠 ヲ配 スルニ(同五時三十一分),僅 ニ數秒間之 ヲ嗅 ゲ ルノ ミニテ爭 鬪 スルコ トナシ(試 驗時間五

分).
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以 上ノ所見 ニ依 リデ觀 ルニ,第 十三號 ハ前述 セ ル各次 ノ試驗 ニテ認 メタ ルガ如 ク,絶 エズ同度 ノ性慾

ヲ保持 シ,第 十二號 ニ於 ケルガ如 キ高度 ノ夫 レヲ保持 セズ,即 チ成熟雌鼠 ニ對 シテ交 尾 セン トスルヤ,

其 ノ忌避 ス ルニ遭 ヒテ怒 リテ之 ヲ威嚇 シ,或 ハ蹴 ルガ如 キコ トナク,加 之,幼 若雌鼠 ニ對 シテ交尾 セ ン

トス ルガ如 キコ トナ シ,且 同性鼠 ニ對 シテ挑戰 ス ルコ トナ シ.次 デ余 ハ同時 ニ對照鼠 ノ性慾 ヲ檢 セルモ

第十二號 ニ於 ケ ルガ如 キ異常 ナル異性 ニ對 スル態度 ヲ見 ザ リキ.

手 術後第百 日所見(三 月二 日)

攝 食量第十二號二・〇食匙,第 十三號一・九食匙,對 照鼠 二・〇食匙.陰 莖兩者共(±),對 照鼠(〓).

性慾試驗

午後 八時二十分 ヨ リ同九時二十五分 ニ至 ル.晴.

第 十二號

成熱雌鼠 第十七號(起 水(-))ヲ 配 ス ルニ,直 ニ之 ニ近 ヅキテ一囘交尾 ア リ,後 龜頭 ヲ舐 メ,再 ビ交尾

ア リ,後 龜頭 ヲ祇 ム(此ノ間約三十秒).次 デ化粧 シ,約 十二秒 間後,再 ビ烈 シク之 ニ近 ヅキテ連續 シテ

三 囘交 尾 ア リ,其 ノ都度 龜頭 ヲ舐 ム,雌 鼠 ハ常 ニ叫 ビテ之 ヲ忌避 ス,後 暫 ク巣 ニ止 マリテ化粧 シ,或 ハ

諸處 ヲ嗅グ.約 一分間後,再 ビ烈 シク之 ニ近 ヅキテ外陰 部 ヲ嗅 ギ,直 ニ交尾 一囘 ア リ,但 シ目的 ヲ達 セ

メ,後 逃 グルヲ追 ヒテ外陰部 ヲ嗅 ギ,次 デ又 一囘交尾 ア リ,後 龜頭 ヲ舐 メ,暫 ク同所 ニ靜止 ス(試 驗時

間五分).

幼若 雌鼠第四十二號 ヲ配 スルニ(同八時二十八分),直 ニ之 ニ近 ヅキテ交 尾動 作一囘 ア リ,サ レ ド雌鼠

ノ忌避 スルニ遭 ヒテ目的 ヲ達 セズ,續 イテ再 ビ交尾 動作一囘 ア リ,サ レド同機 ニシテ 目的 テ達 セズ,雌

鼠 ハ其 ノ都度烈 シク叫 ビテ飛 ビ上 リ,之 ヲ避 ク.約 三十秒間休止 シ,再 ビ烈 シク之 ニ近 ヅキテ外陰部 ヲ

嗅 グ,雌 鼠 ハ同ジ ク鳴 キテ之 ヲ避 ク,然 ル時 ハ全身 ノ毛髪 チ逆 立 テテ怒 リ,烈 シク之 ヲ籠 ノ一隅 ニ押付

ケテ後肢 ヲ以テ連續 シテ二度蹴 ル,雌 鼠 ハ益 々烈 シク鳴 キ,雄 鼠 ノ隙 ヲ見 テ遂 ニ籠 外 ニ脱 出 ス(試 驗時

間五分).

對 照鼠 ヲ配 スルニ(同八時 三十五分),直 ニ之 ニ近 ヅキテ背部竝 ニ外陰 部 ヲ嗅 ギ,約 三十秒 間 後,全 身
 

ノ毛 髪 ヲ逆 立 テ テ之 ニ詰 メ寄 リ,後 肢 ニ テ蹴 テ ン トス ルモ,對 照 鼠 ノ籠 ノ一 隅 ニ居 タ ルニ ヨ リテ餘 リ烈

シ キ争 鬪ニ至 ラズ,後 別 レテ靜止 ス,陰 莖(±)(試 驗時 間五分).

即チ本 日 ハ手術後第二十三 日ヨリ一旦停止 セル性慾 試驗 ヲ再 ビ開 始セルヨ リ(手 術後 第八十八 日以後
に

ニ於 ヲ)初 メテ之 ヲ夜間 ニ行ヘ ルモノナ ルガ,其 ノ性慾度 ハ甚 ダ高 ク,成 熟雌鼠 ニ對 シテ五分間 ニ七囘

ノ交 尾動 作中,六 囘 ノ遂情 アリシ後,尚 ホ幼若雌 鼠 ニ對 シテ烈 シク能動 的行爲 ニ出デ,二 囘之 ヲ強姦 セ

ン トシテ成 ラズ,遂 ニ怒 リテ之 ヲ威嚇 シ,且 之 ヲ蹴 リテ其 ノ性慾 度 ノ甚 シク高 キモノア リ.即 チ斯 クノ

如 キハ同様 ナル性慾 遂情状態 ニ置 カレタル第 十三號 及 ビ對照鼠 ニ於 テ嘗 テ認 メ ザル處 ニ シテ,後 述 スル

睾丸 ノ組織 學的變化ニ徴 シ,誠 ニ興味 ア ルモノア リ.

第十三號

成熟雌鼠第 十七號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同八時 四十二 分),直 ニ之 ニ近 ヅ キテ外陰部及 ピ其 ノ他 ヲ嗅

ギ,直 ニ一囘交尾 ア リ,後 龜頭 ヲ舐 メ,次 デ化粧 ス.此 ノ間雌鼠 ハ離 レテ水 ヲ飲 ム.間 モナク之 ニ近 ヅ

キテ外陰部 ヲ嗅 ギ,雌 鼠 ノ之 ヲ避 ケテ他方 ニ行 クニ及 ビ,追 跡 シテ一囘交 尾 ア リ,後 龜頭 ヲ舐 メ,次 デ
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靜止ス.約 一分間 後,再 ビ之 ニ近 ヅ キテ數秒間外陰 部ヲ嗅 ギ,後 暫 クシテ之 ヲ廢 シ,又 之 ヲ反覆 ス.次

デ連續 シテ二囘交尾 ア リ,後 龜頭 ヲ舐 メ,次 デ數秒間 化粧 シ,而 シテ巣 ニ横 タハル(試 驗時間五 分).

幼 若雌鼠第 四十二號 ヲ配 スルニ(同八時 五十分),直 ニ之 ニ近 ヅ キテ外陰部 ヲ嗅ギ,暫 クシテ之 ヲ廢 シ,

後巣 ニ歸 リテ化粧 シ,次 デ靜止 ス.約 一分間後,雌 鼠 ノ再 ビ近 ヅクニ及 ビテ直 ニ外陰 部及 ビ其 ノ他 ヲ嗅

ギ,敷 秒間 ニシテ之 ヲ止 ム,後 巣 ニ在 リテ能 動的行爲 ニ出 デズ(試 驗時 間五分).

對照鼠 ヲ配 スルニ(同八 時五十七分),直 ニ之 ニ近 ヅ キテ均體 ノ諸部分 ヲ嗅 ギ,次 デ其 ノ背部 ニ乘 ル,

約二十秒間 後別 レテ化粧 セルガ,今 度 ハ反對 ニ對照鼠 ガ試驗 獸ノ背部 ニ乘 リ,斯 クシテ爭鬪 ス ルコ トナ

シ(試 驗時間三分).

以上 ノ所見 ニヨ リテ之 ヲ觀 ルニ,第 十 三號 ハ成熟雌鼠 ニ對 シ,烈 シク能 動的行爲 ニ出 デテ,五 分間 ニ

三囘交尾動作 ア リ、斯 クシテ可 ナリ高 キ性慾度 ヲ保持 ス レ ドモ,第 十二號 ニ見 タルガ如 ク,幼 若雌鼠 ヲ

強姦 セントス ルガ如 キコ トナ ク,前 ニ施行 セ ル數 度ノ性慾試驗 ニ於 テ,屡 述 セルガ如 ク,其 ノ高度 ノ聊

カ劣 レルモノア ルヲ見 ル.次 ヲ余 ハ對照鼠 ニ就 キテ,其 ノ性慾 ヲ檢 シタ ルガ,其 ノ所見第十三號 ト一致

セルヲ見 タ リ.

手術後第百二 日所見(三 月 四日)

兩者共生體 染色 ヲ開始 ス.攝 食量 第十二號一 ・五食匙,第 十三號二 ・八食匙,對 照鼠二・一食匙　 體 重第

十二號 二一九瓦,第 十三 號二〇四瓦,對 照鼠一九七 瓦.毛 髪 ノ發 生状態 ハ三者 共同様 ナリ.陰 莖第 十二

號(±),第 十三號(±),對 照鼠(〓).

性慾試驗

午後一時三十 一分 ヨ リ同二時四十分 ニ至 ル.晴.

第 十二號

成熟雌鼠第 十七號(起 水(-))ヲ 配 ス ルニ,雌 鼠 ノ近 ヅケ ル時,直 ニ外陰 部 ヲ嗅 ギ,後 暫 ク之 ヲ廢 シ,

又之 チ反覆 ス,約 一分間 後巣ニ歸 リテ踞 ス,次 デ雌鼠 ノ再 ビ近 ヅクヤ烈 シク外陰 部 ヲ嗅 ギ,約 一分間後

別 レテ化粧 ス(試 驗時間五分).

幼若雌鼠第 四十二號 ヲ配 スルニ(同 一時 三十八分),直 ニ之 ニ近 ヅキテ烈 シク外陰部 ヲ嗅 グ,雌 鼠 ハ鳴

キテ之 ヲ避 ク,約 三十秒間後暫 ク之 ヲ廢 シ,後 再 ビ烈 シク外陰 部 ヲ嗅 グ(此 ノ間約 三十秒),次 デ之 ヲ廢

シ,巣 ニ踞 シテ化粧 ス(試 驗時間 五分).

對照鼠 ヲ幼 若雌鼠 ヲ配 セルママ投 ズルニ(同一時四十五分),對 照鼠 ノ近 ヅケ ル時,數 秒間背部及 ビ其

ノ他 ヲ嗅 ギ,暫 ク止 メテ之 ヲ反覆 ス,此 ノ間對照鼠 ハ試驗獸 ニ嗅 ガ レタ ルママ自 ラモ幼若雌鼠 ヲ嗅 ギツ

ツア リシガ,雌 鼠 ノ鳴 キテ之 ヲ避 ク ルニ及ビ,試 驗 獸 ハ全 身 ノ毛髪 ヲ逆 立 テテ對照鼠 ヲ蹴 レリ,依 リテ

之 ヲ籠 外 ニ出 ス(試 驗時間五分).

以上ノ所見 ニヨ リテ觀 ルニ,本 日ハ既述 セル各性慾 試驗 ニ於 テ認 メタ ルガ如 ク,甚 ダ強 キ性慾 ノ表 現,

即チ其 ノ交 尾動 作 ヲ雌 鼠 ニ拒 絶 セ ラルルニ遭 ヒデ怒 リ,之 ヲ威嚇 シ,或 ハ蹴 ルノ暴行 ヲ加 フルコトナシ,

之一 ハ其 ノ性慾試驗 ノ晝間 ニ於 テ行 ハレタルト,一 ハ手術後第百 日目ニ行 へ ル夜間 ノ性慾試驗 ニ於テ,

五分間 ニ六囘 ノ遂情 ヲ得 タ リシ トニ因 ルモノ ナラ ンモ,尚 ホ且依然 トシテ外來 ノ同性 闖入者 ニ對 シ,直

ニ挑 戰 シ テ其 ノ元 氣 ノ旺 盛 ナ ル ヲ思 ハ シメ タ リ.
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第十三號

成熟雌鼠第 十七號 ヲ配 スルニ(同一時五 十二分),巣 ニ眠 リ居 テ覺醒 セズ,約 二 分間後,雌 鼠 ノ之 ニ近

ヅキ,巣 下ニ潜入 ス ルニ及 ビテ覺醒 シ,籠 ノ一隅 ニ至 リテ化粧 シ,約 三十秒間 後欠伸 ス.雌 鼠之 ニ近 ヅ

クモ化粧 シ居 テ無開心 ナ リ,後 固有ノ姿勢 ヲ取 リテ眠 ル,依 リテ之 ヲ覺醒 セ シム ルニ.巣 ノ一隅 ニ重 リ

テ化粧 シ,雌 鼠 ノ近 ヅクモ同 ジ ク能動的行 爲 ニ出デ ズ(試 驗時間 五分).

幼若雌鼠 第四十三號 ヲ配 ス ルレニ(同二時),巣 ニ居 テ能動 的行爲 ニ出デ ズ,約 一分 間後,漸 ク雌鼠 ニ近

ヅ キテ約 五秒 開外陰 部及 ビ其 ノ他 ヲ嗅 ゲ,次 デ別 レテ化粧 ス(試 驗 時間 七分).

成 熟雌鼠第 三十二號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同二時九 分),雌 鼠近 ヅク毛盛 ニ化粧 シ居 テ之 ヲ嗅 ガズ,

約二分間後,雌 鼠 再 ビ近 ヅクモ同様 ニシテ籠 中 ヲ俳徊 シ,次 デ巣 ノ一隅 ニ鋸 シテ眠 ル(試 驗時間五分).

成 熟雌鼠 第四十號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同二時十七分),巣 ニ眠 リ居 テ無 關心 ナ リ,依 リテ之 ヲ覺醒

セ シム ルニ,數 秒間雌鼠 ノ頭部 ヲ嗅 ギ,次 デ籠 中ヲ俳徊 シ,而 シテ巣 ノ一隅 ニ至 リテ化粧 ス,約 一分間

後,雌 鼠 ノ横 タハ レル處 ニ臻 リテ其 ノ傍 ニ踞 シ,次 デ間 モナク眠 ルレ(試 驗時間五分).

對照鼠 ヲ配 スルニ(同 二時二十三分),巣 ニ眠 リ居 テ無關心 ナ リ,依 リテ之 ヲ覺醒 セシム ルニ,數 秒間

籠 中ヲ俳徊 セル後,集 ノ－隅 ニ至 リテ鋸 シ,爭 圖 スルコ トナシ(試 驗時間五分).

以 上ノ所見 ニヨ リテ觀 ルニ,本 日ハ其 ノ試 驗時間 眞晝ニ シテ,多 ク白鼠 ノ習性 トシテ眠 ルノ時刻 ナル

ガ故 ニ,其 ノ眞ノ性慾度 ヲ窺 フコ ト能 ハメ,從 ツ テ前述 セ ル數度 ノ性慾試驗 ニ比 シ,其 ノ高度 ノ著 シク

低 キモノナ ルベ シ.生 體染 色ノ性慾度 ニ及 ボス影響 ノ如何 ハ追 テ之 ヲ定メ ント欲 ス.

次 ニ余 ハ對照 鼠 ニ就 キテ同様 ナル性慾試驗 ヲ行 ヒ タルガ,同 ジ ク之 ヲ晝間 ニ行 ヒ シガ爲 ニ,其 ノ性慾

度 ノ前述 セ ル數次 ノ試驗 ニ比 シ稍 々低 キガ如 キモノア リキ,之 試驗 獸第 十三號 ニ於 ケ ル所見 ト同樣 ナリ

トス.

手術 後第百十一 日所見(三 月十二 日)

兩者共生體染色 ヲ行 フコ ト八同 ナ リ.第 十二號 ハ顎 下ニ傷 ヲ蒙 リテ元氣稍 々惡 シ.體 重第 十二號二二

〇瓦,第 十三號二〇〇瓦,對 照鼠二〇〇瓦,攝 食量第十二號 ○・八食匙,第 十三號 一・四食匙,對 照鼠

一・五食匙 .睾 丸 ヲ陰嚢 上 ヨリ觸診 スルニ,第 十二號,即 チ兩側睾丸,副 睾丸間 ヲ結紮 セルモノハ,兩 側

共 小 ナル雀卵大 ニシテ,第 十三號,即 チ右側睾丸,副 睾丸間 ヲ結紮 セ ルモノハ,同 側 ハ大豆大 ヨ リ稍 々

大 ニ,左 側即チ非手術 側 ハ小 ナル雀卵 大ニ シテ略 々前者 ノ倍大 ナ リ.陰 莖 ハ兩者共棒状 ヲ爲 シテ半 バ勃

起 セ リ.對 照鼠(+).

性 慾試驗(特 ニ生體染 色ノ性慾 ニ及 ボス影響 ノ如何 ニ就 テ)

午後 九時十分 ヨ リ同十時五分 ニ至 ル,晴.春 寒 シ.

第十二號

成熟雌鼠 第十七號(起 水(-))ヲ 配 スルニ,巣 二居 タルガ,雌 鼠ノ之 ニ近ヅ キシ時,直 ニ烈 シク外陰部

ヲ嗅 ギ(約十秒 間),約 五秒間止 メ,再 ビ之 ヲ嗅 ギ(約 十秒間),次 デ約二十秒 間之 テ止 ム,雌 鼠 ノ再 ビ近

ヅ ク時 ハ直 ニ烈 シク外陰部 ヲ嗅 ギ,雌 鼠 ノ之 ヲ進 ケ テ逃 グ ルヲ追 ヒ,執 拗 ニ外陰部 ヲ嗅 グ(此 ノ間約二

分間),後 集 ニ歸 リテ化粧 ス.約 四十秒間後,雌 鼠 ノ三度之 ニ近 ヅク時 ハ,同 ジク烈 シク外陰部 ヲ嗅 ギ,

後牝粧 ス.實 驗 時間 第四分 ノ終 ニ於 テ,雌 鼠 ノ之 ヲ忌避 シテ逃 グ ル時 ハ,中 等度ノ烈 シサヲ以 テ之 ヲ追
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跡 シ,而 シテ同樣 ニ外陰 部 ヲ嗅 ゲ,雌 鼠 毛試驗獸 ノ外陰部 ヲ嗅 ゲ,後 巣 ニ歸 リテ化粧 ス(試 驗時間 六分).

幼若雌鼠 第四十二號 ヲ配 スルニ(同九時十七分),直 ニ之 ニ近 ヅキテ外陰部 ヲ嗅 ギ,次 デ一同交尾 ア リ,

但 シ忌進 セヲ レテ 目的 ヲ達 セメ(此 ノ間約 十秒 間),後 約五秒間離 レ,再 ビ烈 シク之 ニ近 ヅ キテ數秒間背

部 ヲ嗅ギ,直 ニ一囘交 尾 ア リ,サ レ ド目的 ヲ達 セズ,後 化粧 シ,次 デ外陰部 ヲ嗅 ギ,後 巣 ニ歸 リテ化粧

ス.暫 クノ後再 ビ之 ニ近 ヅ キテ外陰 部 ヲ嗅 ギ,次 デ巣 ニ歸 リテ化粧 ス.實 驗時間第 四分 ノ終 リニ於 テ,

再 ビ之 ヲ追跡 シテ外陰部 ヲ嗅 ギ,約 十秒間後巣 ニ歸 リテ化粧 ス.實 驗中,雌 鼠 ノ其 ノ交尾動作 ヲ進 クル

時 ハ,全 身ノ毛髪稍 々逆 立チ テ怒 リヲ發セ ルガ如 ク見ュ(試 驗時 間五分).

成熟雌鼠第三十二號(起 水(-))ヲ 配 スルレニ(同九時二 十四分三 十秒),直 ニ之 ニ近 ヅキテ,數 秒間 背部

ヲ嗅 ゲ,レノミニテ.能 動的行 爲 二出デズ,後 雌鼠 ノ試驗獸 ノ腹部 下ニ潜 入ス ルモ依然 トシテ能動的行爲

ニ出デズ,印 チ雌 鼠 ノ背上 ニ跨 レル儘 ニテ靜止 ス,約 三 十秒間 後,雌 鼠 ハ此 ノ状態 ヨ リ脱 シテ暫 ク籠 中

ヲ俳徊 シ,再 ビ巣 ニ歸 リテ試驗獸 ノ腹部下 ニ潜入 ス,試 驗 獸 ハ其 ノ儘 ニシテ靜 止 シ,能 動的態度 ニ出デ

ズ(試 驗時間 五分).

對照鼠 ヲ配 スルニ(同九時三 十二分),巣 ニ横 タハリ居 テ其 ノ方向 ヲ嗅 ゲルノ ミ,後 劉照鼠 ノ之 ニ近 ヅ

キテ,其 ノ背上ニ二度乘 ルモ無 關心 ナリ,次 デ對照鼠 ノ更 ニ其 ノ腹部 下ニ潜入 スルモ,同 様 ニ無關 心ニ

シテ爭闘 スルコ トナシ(試 驗時間 五分).

以上 ノ所見 ニヨ リテ之 ヲ觀 ルニ,本 日ハ性慾試驗 ヲ夜間 ニ行 ヒ シト雖 モ,實 驗時間十一分間 中,成 熟

雌鼠 ニ對 シテ或 ハ烈 シク外陰部及 ビ其 ノ他 ノ身體諸部分 ヲ嗅 ギ,或 ハ雌鼠 ノ其 ノ腹部下 ニ潜入 ス ル毛全

ク無關心 ナルレ態度 ヲ持 シテ交尾 セシコ トナ ク,之 ヲ同様 ニ夜間 ニ行ヘ ル手術後 第百 日ノ所見 ニ比 シ,其

ノ性慾度 ハ著 シク劣弱 ナルヲ見ル,之 即チ,日 ヲ異 ニスルニヨ リ,或 ハ其ノ間隔 ヲ異 ニスルニヨ リテ,

共 ノ性慾 表現 ノ度 ヲ異 ニスベ キハ勿論 ナ レ ドモ,尚 ホ且 前述 セルレガ如 ク,生 體 染色 ヲ重 ヌルコト八囘,

加之,其 ノ都度輕 キ「ヱーテル」半麻酔 ヲ行 ヘ ルレヲ以 テ,幾 分之 が性慾度 ニ及 ボス影 響之無 シ トセザルナ

リ.然 レドモ尚 ホ實驗時間五分間中,幼 若雌鼠 ニ對 シテ烈 シク能動的行爲 ニ出デタルノミナ ラズ,二 囘

之 ヲ姦 セントシテ忌避 セラルルニ及 ビ,偶 々怒 リヲ發 シテ全身 ノ毛髪 ヲ逆 立 テタルガ如 キハ,尚 ホ且可

ナリ高度 ノ性慾 ヲ保持 セルレヲ見 ル.

第十三號

成熟 雌鼠第 十七號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同九時三十八分),直 ニ雌鼠 ニ近 ヅキテ可 ナリ烈 シク外陰 部

ヲ嗅 ギ,雌 鼠 ノ叫 ビテ之 ヲ忌避 スルニモ拘 ヲズ持續 ス.約 一分間後,連 續 シテ二囘 ノ交尾 動作 ア リ,サ

レド一 ハ雌鼠 ノ忌避 セル ト,一 ハ籠 ノ一隅 ナル トニヨ リテ其 ノ動作 ノ不 自由 ナルニヨ リテ 目的 ヲ達 セズ,

次 デ雌鼠 ハ能動的行爲 ニ出 ヅル試驗獸 ヲ兩前肢 ヲ以 テ制 シ,尚 ホ モ試驗獸 ノ能動 的行爲 ニ出 ヅルニ依 リ

テ倒 ル,即 チ試驗獸 ハ其 ノ外 陰部 ヲ嗅 ゲ.約 四分間後,暫 ク別 レテ化粧 シ,間 モナク可 ナリ烈 シク之 ニ

近 ヅキテ外陰 部及 ビ頭 部 ヲ嗅 ゲ,次 デ一同交 尾動 作 ア リ,サ レド目的 ヲ達 セズ(試 驗 時間 五分).

幼若雌鼠第四十二號 ヲ配 スルニ(同九時四 十五分),雌 鼠ノ近 ヅク時 ハ可 ナリ烈 シク外陰 部 ヲ嗅 ゲ,雌

鼠 ハ烈 シク叫 ビテ之 ヲ進 ク,後 約 五秒間 之 ヲ止 メ,再 ビ之 ヲ反覆 ス(約二分間),後 巣 ニ歸 リテ菜 ヲ喰 フ,

此ノ間雌鼠 ハ籠 中ヲ俳徊 ス.約 四十秒間後,烈 シク雌鼠 ニ近 ヅ キテ外陰部 ヲ嗅 ゲ,雌 鼠 ハ鳴 キテ之 ヲ避

ク,後 別 レテ巣 ニテ化粧 ス(試 驗時 間五分).

81



-1220-

成熟雌鼠第三十二號 ヲ配 スルニ(同九時五十三分),雌 鼠ノ近 ヅクモ巣 ニ横 タハ リ居 テ無開心 ナ リ,次

デ雌鼠 ノ其 ノ背部 ノ毛髪 ヲ噛 ミ,或 ハ其 ノ腹部下 ニ潜入 スルモ同様 ニ シテ,能 動的態度 ニ出テズ,依 然

トシテ巣 ニ横 タ ハルレ(試 驗時間 五分).

對照鼠 ヲ配 スルニ(同九時五十九分),其 ノ近 ヅクモ無關心 ニシテ,爭 闘 スルコ トナ シ.此 ノ間籠外ニ

出サズ シテ留 メ置 ケル成熟雌鼠 第三十 二號 ハ籠 中 ヲ俳徊 セリ(試 驗時間 五分).

以上 ノ所 見ニヨ リテ之 ヲ觀 ルニ,本 試驗獸 モ亦第 十二號 ニ於 ケ ル カ如 ク,之 ヲ手 術後第 百 日ノ所見 ニ

比 ス レバ,其 ノ性慾度 ノ稍 々低 キモノア リ.即 チ手 術後第 百 日ノ夫 レニ於 テ ハ,實 驗時間 五分間 中,成

熟雌鼠 第十 七號(起 水(-))ニ 對 シテ烈 シク能 動的行爲 ニ出デ,四 囘 ノ交尾動 作中三囘 ノ遂情 ア リシニモ

拘 ラメ,本 日ハ試驗時間 十分間中,成 熟雌鼠第 十七號 ニ對 シ,三 囘ノ交尾動作 ア レ ドモ,何 レモ其ノ 目

的 ヲ達 セズ,且 成熟雌鼠 第三十二號 ニ對 シ,全 ク無關 心ニ シテ,共 ノ間性慾強度 ニ可 ナリノ逕庭 アルヲ

見 ルレモノ ナ リ.

手 術後第百十三 日所見(三 月十四 日)

生體染色 ヲ行 フコ ト十一囘 ナ リ.體 重第 十二號二一八 瓦,第 十三號 二〇〇 瓦,對 照鼠 二〇 八瓦.陰 莖

兩 者共(-).

性慾試驗

午 後十時二分 ヨ リ同十一時三十五分 二至 ル.〓 降 ル.

第 十二號

成 熟雌鼠 第十七號(起 水(-))ヲ 配 スルレニ,直 ニ巣 ヨ リ出デ來 リテ可 ナ リ烈 シク之 ニ近 ヅ キ,約 五秒間

背部 ヲ嗅 ゲ,次 ヲ雌鼠 ハ巣 ノ方 ニ行 ク,軈 テ試驗獸 モ巣 ニ歸 リ,而 シテ再 ビ雌鼠 ノ外陰部 ヲ嗅 ゲ,然 ル

トキ ハ雌 鼠ハ起水期 ニ特有 ナル嬌態 ヲ以 テ外 陰部 ヲ試 驗獸 ノ顔面 ノ方 ニ向 ケ,試 驗獸 ヲ斜 視 シツツ頭 首

ヲ巧 二左,右 ニ囘轉 シテ其 ノ交尾 セ ンコ トヲ待 ツ,即 チ試驗獸 ハ雌鼠 ノ身體 ヲ轉廻 ス ルニ連 レテ自 ヲモ

動 キ,益 々烈 シク外陰部 ヲ嗅 ゲ,而 シテ約 五分間後,約 五秒 ノ間隔 ヲ置 キテ連續 シテ二囘交 尾ア リ,後

龜頭 ヲ舐 メ,而 シテ化粧 ス,雌 鼠 ハ試驗 獸ノ一囘ノ交尾 ヲ終 リテ龜頭 ヲ舐 ムル際,依 然 トシテ外陰 部 ヲ

試驗 獸ノ方向 ニ向 ケナがヲ其 ノ方 ヲ注 視 シ,再 ビ交 尾 センコトヲ待 ツ モノノ如 ク,而 シテ試 驗獸 ノ龜頭

ヲ舐 ムルレヲ止 メテ再 ビ能動的行爲 ニ出 ヅルニ及 ビ,盛 ニ前述 セル特有 ノ嬌 態 ヲ反覆 スルモノ ナリ(試 驗

時間 八分).

幼若雌鼠 第四十二號 ヲ配 スルニ(同十時 十一分),直 二烈 シク之 ニ近 ヅキテ約 五秒間 外陰 部 ヲ嗅ゲ,雌

鼠 ハ鳴 キテ之 ヲ避 ケ,而 シテ巣 ニ至 ル.試 驗 獸モ軈 テ巣 ニ歸 リテ化粧 シ,次 デ龜頭 ヲ舐 ム.約 二分間後

再 ビ雌鼠 ニ近 ヅ キテ數 砂間外陰部 ヲ嗅 ゲ,雌 鼠 ハ之 ヲ忌避 シテ籠 ノ一隅 ニ逃 ル,後 化粧 シ或 ハ龜頭 ヲ舐

ム.約 一分間後,前 述 セル動作 ヲ反覆 シ,次 デ又一分間後之 ヲ反 覆 ス.後 再 ビ烈 シク之 ニ接近 シテ直ニ

一囘交 尾 ア リ(強姦),此 ノ間雌鼠 ハ烈 シク鳴 ク,後 亀頭 ヲ舐 メ,次 デ集 ニ歸 ル(試 驗時間五分).

成熟雌鼠第三十二號(起 水(-))ヲ 配 スルニ(同十時十七分),雌 鼠 ノ近 ヅク時 ハ,數 秒間外陰 部 ヲ嗅 ギ,

後 之 ヲ止 メ,而 シテ約 十秒間後 自ヲ雌鼠 ニ近 ヅキ,相 竝 ビテ巣 ニ踞 ス.斯 クシテ四分間經過 ス(試 驗時

間五分).

對照鼠 ヲ成熟雌 鼠第三十二骸 ヲ配 セル儘投 ズルニ(同十時二 十四分),對 照鼠 ハ直 ニ試 驗獸 ノ腹部 下ヲ
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一度潜 リ抜 ケテ他 ニ行 キ,而 シテ又之 ニ近 ヅク,然 ル時 ハ試驗獸 ハ全 身ノ毛髪 ヲ逆 立テテ後肢 ヲ以 テ之

ヲ蹴 シ,後 二分間 ニ斯 クノ如 キ動作 ヲ反覆 ス ルコ ト五囘,共 ノ都度對照鼠 ハ常 ニ受動的 ニ シテ,向 ヲ挑

戰 セズ.兩 前肢 ヲ浮 カシテ専 ヲ試驗獸 ノ標 子 ヲ窺 フ,次 ノ瞬間 ニ於 テ,試 驗獸 ノ成熟雌鼠 第三十二號 ノ

方向ヘ振 リ向 キシ時,雌 鼠 ハ驚 キテ兩 前肢 ヲ浮 カシ,試 驗獸 モ亦 同様 ナル態度 トナ リテ恰 モ爭闘 スルレガ

如 キ形 トナル,次 デ對照鼠 ヲ籠外 ニ出 スモ同様 ナ ルレ委勢 ヲ繼績 セ リ,試 驗獸 ノ毛髪 ハ逆 立ツ,依 リテ雌

且 ヲモ籠外 ニ出 ス(試 驗時間 五分).

以上 ノ所見 ニヨ リテ之 ヲ觀 ルレニ,本 日ハ配 スルニ起 水期 中ノ雌 鼠 ヲ以 テ セルレガ故 ニ,試 驗獸 ハ著 シク

性的ニ挑 發セ ヲ レテ成熟雌鼠 第 十七號 ニ對 シ,試 驗 時間八分間中,三 囘 ノ交尾 アリ,後 連續 セルレ同試驗

ニ於 テ,幼 若雌鼠 ヲ一囘強姦 シテ可 ナ リ烈 シキ性慾 度 ヲ保持 セルヲ見 ルレ,然 レドモ仔細 ニ之 ヲ觀察批判

スル トキハ,續 ケル性慾試 驗ニ於 テ,巳 ニ成熟雌鼠第三十二號 ニ對 シ,僅 ニ之 ヲ嗅 ゲルレノ ミニテ以前 ノ

如 ク烈 シキ能 動的態 度 ニ出デズ,相 竝 ビテ巣 ニ坐 セルレヲ見 ルレ,即 チ前行 セル四囘 ノ性慾 遂情 ニ於 ヲ,巳

ニ疲 レタ ルレモ ノ ノ 如 ク,之 ヲ後 述 セ ルレ對照 鼠 ハ實驗 時間 五 分 間 中九 囘 ノ性 慾 遂情 ア リシ ニ比 ス レバ,尚

ホ幾 分劣 レ ルモ ノ ア リ,之 即 チ 恐 ヲク ハ連 日施 行 セ ル生 體 染 色,就 中其 ノ都 度 行 ヘ ル輕 キ「ヱ ー テ ルレ」半

麻 酔 ニ ヨ リテ,共 ノ性 慾 度 ノ多 少 共 減 弱 セ ヲ レダ ル ニ因 ル ナ ル べ シ.然 レ ドモ爰 ニ注 意 スベ キ ハ,假 シ

生體 染色,就 中「ヱーテ ル」半麻酔 ニヨ リテ多少ノ性慾 減退 ヲ來 セ リトハ言へ,尚 ホ且幼若雌鼠 ヲ一囘強

姦 セ シコ トニシテ,前 行 セルレ數度 ノ性慾試驗 ニ於 テ屡述 セルが如 グ,本 試驗獸 ノ其 ノ性慾度 ニ於 テ特別

ナ ル モ ノ ア ルレ ヲ思 ハ シ ム ル コ ト之 ナ リ.

第十三號

成熟雌鼠 第十七號(起 水(+))ヲ 配 スルレニ(同十一時),直 ニ可 ナリ烈 シク之 ニ近 ヅ キテ數秒間 外陰部 ヲ

嗅 ギ,後 巣 ニ歸 リテ化粧 ス,約 五秒間後,再 ビ之 ニ近 ヅキ,雌 鼠 ノ起水期 ニ特有 ナルレ姿勢 ヲ取 リ,頭 首

ヲ巧 ニ左,右 ニ囘轉 スルレニ連 レテ自 ヲモ動 キ,益 々烈 シク外陰 部 ヲ嗅 ゲ,次 デ兩前肢 ヲ雌鼠 ノ背部 ニ乘

セテ頭 部ノ毛髪 ヲ舐 ム,雌 鼠 ハ弱 ク鳴 ク,之 ヲ四度反覆 シ,而 シテ化粧 シ,或 ハ龜頭 ヲ舐 ム.其 ノ間前

述 セルレ動 作 ヲ三度反覆 セル時,雌 鼠 ハ背臥 位ニ倒 レ,試 驗 獸 ハ其 ノ上 ニ乘 リテ外陰 部 ヲ嗅 ギ,其 ノ状恰

モ喜戯 スルガ如 カリキ.後 試驗 獸 ハ集 ニ歸 リテ化粧 シ,雌 鼠 ハ放 レテ餌 ヲ喰 フ.約 三十秒間後,再 ビ雌

鼠 ニ近 ヅ キテ頭 部ヲ嗅 ゲ(約 三十秒間),雌 鼠 ハ鳴 ク,後 巣 ニ歸 リテ化粧 ス,次 デ約 五秒間後,雌 鼠 ノ近

ヅク時 ハ又 之 ヲ嗅 ゲ,雌 鼠 ハ同樣 ニ弱 ク鳴 ク,後 巣 ニ歸 リテ化粧 シ,次 デ雌鼠 ノ背部 上ニ跨 リテ靜 マル

.(試驗 時間九分)
.依 リテ成熟雌 鼠第 十七號 ヲ籠外 ニ出 シ,更 ニ之 ヲ對照 鼠 ノ籠 中ニ投 ジテ交尾 ノ有無 ヲ

觀 ルニ,雌 鼠 ハ直 ニ水 ヲ飲 メ リレガ,對 照 鼠 ハ之 ニ近 ヅ キテ 後力 コ リ其 ノ外 陰 部 ヲ嗅 ゲ,雌 鼠 ハ弱 ク鳴 ク
,

次 デ再 ビ烈 シク頭 部 ヲ嗅 ゲ,同 ジ ク雌鼠 ハ弱 ク鳴 ク,約 四十秒間後一 囘交尾 ア リ,同 ジ ク雌鼠 ハ弱 ク鳴

ク,約 三 十秒間後,再 ビ之 ヲ烈 シク嗅 ギ,交 尾 セ ントス ルニ,雌 鼠 ハ速 ニ逃 レテ巣 ニ至 リ,追 跡 スル對

照鼠 ヲ後肢 ヲ以テ制 シ,烈 シク鳴 ク,之 即チ巳 ニ起水 ノ終 了 セ ル證 ニシテ,之 ヲ以 テ如何 ニ成熟雌鼠 ノ

起 ホ期 中喜 ンデ異性 ノ交尾 ヲ受 クルカヲ知 ルヲ得 ベ ク,亦 一旦 起水ノ終 了 センカ,俄 ニ其 ノ態度 ヲ變 ジ

テ之 ヲ拒絶 スルカヲ知 ルヲ得 ベ シ.

幼若雌鼠 第四十二號 ヲ配 ス ルニ(同 十一時十 七分),雌 鼠 ノ方 ヲ視 タルノ ミニテ巣 ニ横 タ ハリ居 テ無關

心 ナ リ(試 驗時 間三 分).
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成熟雌鼠 第三十二號 ヲ配 スルニ(同十一時二十一分),同 ジ ク巣 ニ横 タハ リ居 テ無關 心 ナ リ,雌 鼠 ノ之

ニ近 ヅクモ同様 ニシテ,途 ニ固有 ノ姿勢 ヲ取 リテ眠 ル.約 三分間後,之 ヲ覺醒 セシム ルニ,籠 中 ヲ俳 徊

シテ能動的態度 ニ出 ヲズ,間 モ ナク巣 ニ歸 リテ踞 ス(試 驗時間 五分).

對照鼠 ヲ配 スルレニ(同十一時二十七分),其 ノ近 ヅキテ試驗獸 ノ背上 ニ乘 ルレ毛無關心 ニシテ爭闘 セズ(試

驗時間 五分).

以上 ノ所見 ニヨ リテ之 ヲ觀 ルレニ,第 十三號 ハ起水期 中ノ雌鼠 ヲ配 セ シニモ拘 ヲズ,其 ノ盤慾 度甚 ダ低

ク,成 熟雌鼠第十七號 ニ對 シ,實 驗時 間 七分間 中,一 囘 ノ交 尾動作 モナク.之 ヲ手術後 第百 日ノ所見即

チ 同雌鼠 ニ對 シ,實 驗 時間 五分間 中,四 囘 ノ交尾動作 ア リ,内 一囘 ハ目的 ヲ達 セザ リシニ比 ス レバ,其 ノ

甚 ダ シク劣 レルモノア ルヲ見 ル.況 ンヤ連續 シテ行 ヘル性慾試驗 ニ於 テ,對 照鼠 ハ同雌鼠 ニ對 シ,巳 ニ

起水期 ノ終 了シツツア リシニモ拘 ヲズ,箕 驗時間三分間中,四 囘 ノ交尾 動作 中三 囘ノ遂情 ア リシニ比 ス

レバ,其 ノ間 性 慾 度 ノ高低 ニ於 テ大 ナ ル逕庭 ア リト言 フべ シ.即 チ 第十 二 號 ノ條 下 ニテ述 ベ タ ルガ 如 ク,

本鼠 モ亦十 一囘 ノ生器染色 ヲ施行 シ,且 其 ノ都度 輕 キ「ヱ ーテ ルレ」半麻酔 ヲ施 セルが故 ニ,多 少 ノ性慾 ニ

對 スル障 碍 ヲ蒙 リシ モ ノ ナ ルべ シ.

對 照 鼠

成 熟雌 鼠第十七號 ヲ配 スルニ(午 後十時三十分),直 ニ之 ニ近 ヅキテ外陰部 ヲ嗅 ギ,次 デ連續 シテ二囘

交尾 ア リ,後 龜頭 ヲ舐 メ,約 四秒間靜止 シ,直 ニ外陰 部 ヲ嗅 ギ,而 シテ再 ビ一囘交尾 アリ,後 龜頭 ヲ舐

メ,次 デ化粧 ス.此 ノ間雌鼠 ハ第十二號 ノ條 下ニ述 ベタ ルレガ如 ク,起 水期 ニ特有 ナル嬌態 ヲ以テ對照鼠

ヲ性 的 ニ刺戟 シ,共 ノ交 尾動作 ヲ甘受 ス,約 三十裡 間後,再 ビ烈 シク之 ニ近 ヅキテ數秒 間外陰部 ヲ嗅ギ

約 四秒 ノ間隔 ヲ置 キテ連續 シテニ囘交尾 アリ,共 ノ都度龜頭 ヲ砥 メ,次 デ化粧 ス.約 一分間 後烈 シク之

ニ近 ヅ キテ約五秒 間外 陰部 ヲ嗅 ギ,直 ニ一 囘交尾 ア リ,彼 龜頭 ヲ舐 メ,再 ビ一囘交尾 ア リ,約 四秒間亀

頭 ヲ舐 メ,次 デ連續 シテニ囘 ノ交 尾ア リ,後 龜頭 ヲ舐 メ,次 デ化粧 ス(實 驗時間五分).

幼 若雌鼠第四 十二號 ヲ配 スルニ(同十時四十分),直 ニ之 ニ近 ヅキテ外 陰部 ヲ嗅 ゲ,雌 鼠 ハ鳴 キテ之 ヲ

避 ク,後 之 チ止 メ,巣 ニ歸 リテ化粧 シ,或 ハ諸處 ヲ見廻 ス(試 驗 時間五分).

對照鼠第 ニ ヲ配 スルレニ(同十時四十七分),其 ノ近 ヅ キシ時,數 秒間背部 ヲ嗅 ゲルノ ミニテ能動 的行爲

ニ出デ ズ,從 ソテ爭闘 スルレコ トナシ(試 驗時間五分).

以上 ノ所 見ニヨ リテ之 ヲ觀 ルニ,本 日ハ配 スルニ起水期 中ノ雌鼠 ヲ以テセルガ故 ニ,甚 ダ高度 ノ性慾

ヲ現 シ,實 驗 時間五分間 中,成 熟雌鼠 第十七號 ニ對 シ,九 囘 ノ交 尾 アリシモノ ニシテ,又 一面如何 ニ成,

熟雌 鼠 ノ起ホ期 中ノ雌鼠 ニヨ リテ性 的ニ亢奮 セシメ ヲルルカヲ知 ルヲ得 ベシ.

手術後 第百十五 日所見(三 月十六 日)

兩者共 元氣稍 々惡 シ,掻 食量第十二號 一・五 食匙,第 十三號 一・〇食匙,對 照鼠一・五食匙.陰 莖第 十二

號(-),第 十三號(-),對 照鼠(+).兩 者共 毛髪 ノ發生状態 ニ變化 ナシ.

手術後 第百十八 日所見(三 月十九 日)

生體染色 ヲ行 フコ ト兩者共十四囘 ナリ,午 後 一時十分之 ヲ屠殺 シテ睾丸 ノ組織學的檢査 ヲ行 フ.年 齢

共 ニ生後十三箇 月一 日.體 重第 十二號 二一五 瓦,第 十三號 一九八瓦.
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解屍所見

第十二號(兩 側睾丸,副 睾丸間結紮)

兩側睾 丸 ハ周徑約 小ナ ル雀卵大 ナレ ドモ著 シク弛緩 シテ扁 平 トナ リ,其 ノ容積約 手術 前ノ二 分ノ一 ナ

リ,左 ニ之ガ重量竝 ニ容積 ヲ記載 セン.

睾丸附屬脂肪 體亦 著 シク萎縮 シ,手 術 前ノ約三分 ノー トナ レリ.副 睾 丸ハ其 ノ萎縮度前二者程甚 シカ

ラズ,且 弛緩 セズ.兩 側精嚢 ハ多數 ノ截痕 ヲ有 スル分葉状 ノ嚢 ニ シテ,長 径約二 ・六糎,幅 徑(最 廣)約

四分 ノ三糎 ニシテ,良 ク充 實 シ,之 ヲ手術 前ノ夫 レニ比 ス レバ,著 シ ク發育増大 セルヲ認 ム.而 シテ同

年齢 ナル健康鼠 ノ夫 レト殆 ド同大 ナ リ.

攝護腺 ハ大 サ約 大 ナル大豆大 ノ二倍 ニシテ,良 ク充實シ,同 ジ ク手術 前ノ夫 レニ比 シテ著 シ ク増大 シ,

且同年齢 ナル健康鼠 ノ夫 レヨリモヨ リ良 ク發育 セルガ如 シ,之 其 ノ性慾 ノ著 シク亢進 セルニ徴 シ,興 味

アルコトナ リトス.重 量〇・三一五〇瓦,容 積〇 ・三五〇〇竰.筋 肉系統 ハ良 ク發達 シ,手 術時 ニ約三分

ノ一糎厚 ナ リシ腹壁 筋居ノ,約 三分ノ二 糎 トナ レリ.腸 管共ノ他 ニ寄生蟲 ノ宿 レルテ發見 セ ズ.

第 十三 號(右 側睾丸,副 睾丸間結 紮)

右 側睾丸 ハ大 サ約 小 ナル大豆大 ニ シテ,之 ヲ手術 前ノ小 ナル雀卵大 ナルニ比 ス レバ,大 約 二分 ノ一縮

小セ ルヲ見 ル,硬 度亦軟 トナ レリ.右 側睾丸附屡脂肪 體之 ニ準 ジテ著 シク萎縮 シ,同 側副睾丸亦大 約左

側 ノ夫Vノ 二分ノ一 ニ萎縮 セ リ.左 側睾丸,即 チ非手術側 ハ大 サ雀卵大 ニシテ,手 術 前ヨ リ著 シク發育

増大 シ,硬 度彈力性硬 ナ リ.左 側副睾丸竝 ニ睾丸附屬脂肪 體,之 ニ準 ジテ耳 ク發育 ス.左 ニ左右睾丸 ノ

重量竝 ニ容積 ヲ記載 セン.

即チ重量 ニ於テ左 側睾 丸 ハ右側 ノ夫 レヨ リ約 三・六倍重 ク,容 積 ニ於 デ約 三・〇 倍大 ナルヲ見 ル,兩 側

精嚢 ハ長徑約 二・七糎,幅 徑(最 廣)左 側約 一糎.右 側約三分 ノ二糎 ニシテ,右 側 ノ方稍 々狭 ナ リ.共 ニ

良 ク充實ス.而 シテ之 ヲ手術 前ノ夫 レニ比 スルニ,著 シク發育増大 セルヲ認 ム.而 シテ同年 齢ナ ル健 康

鼠 ノ夫 レト殆 ド同大 ナ リ.

攝護 線 ハ大 サ約豌豆大 ノ一倍半 ニシテ,表 面顆粒 状 ヲ呈 シ,良 ク充實 ス.即 チ之 ヲ手術 前ノ夫 レニ比

ス レバ,著 シク増大 セ リ(同年齢 ナル健康鼠 ノ夫 レト同大).重 量○・一七九八瓦 容積〇 ・二一九五竰.

筋肉及 ビ皮下 脂肪 組織 ハ手術 前ヨ リ良 ク發育 ス.腸 管共 ノ他 ニ寄生蟲 ノ宿 レルヲ發見 セズ.
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本例ノ所見概括

性慾ノ變化

其ノ一　青年白鼠第十二號(兩 側睾丸,副 睾丸間結紮)

手術後 第二十三 日迄 ノ觀察 ニ依 レバ,性 慾 ハ手術後 一旦著 シク低 下 シ,後 徐 々ニ恢 復シテ軈 テ手術 前

ノ高 度 ニ達 ス,即 チ手術後第 十二 日ニ行ヘ ル性慾 試驗 ニ於 デ,實 驗時間 八分間 中,成 熟雌 鼠 ニ對 シ,初

メテ一囘 ノ交尾 ア リ,其 ノ漸 クニ シテ恢復 シツツアル ヲ惟 ハ シム ルモノア リキ,然 レドモ之 ヲ後述 セル

青年 白鼠 第十三 號 ノ夫 レニ比 ス レバ,手 術後 ニ於 ケ ル性慾低下度 ハ一層 甚 シキモノア リ,且 其 ノ恢復モ

ヨ リ徐 々 ナ ル チ見 タ リ,而 シ テ今其 ノ理 由 ト シ テ推 ス ル處 ヲ記 サ ン ニ,此 ハ主 ト シ テ手 術 ニ ヨ ル全 身衰

弱 ニ ヨ リテ,手 術 後 其 ノ 性慾 度 ノ低 下 ヲ見 タ ルモ ノ ナ レ ドモ,恐 ラ ク ハ睾 丸,副 睾 丸 間 チ結 紮 スル コ ト

ニ ヨリテ惹 起 スル精細胞融解現 象Spermiolyse(後 述 ス ル 「睾丸,副 睾丸間結紮 ノ白鼠睾丸 ニ及 ボス組織

學 的變化 ニ就テ」 ノ條 下參照)ノ,睾 丸間細胞 ノ内分泌 機能 ニ何 等 力障碍 チ及 ボスガ故 ニ非 ザルナ キヤ,

從 テ一側 ニ手 術 チ行 ヘ ル者 ヨ リモ,兩 側 ニ手 術 チ行 ヘ ルモ ノ ニ於 テ,ヨ リ障 碍 度 ノ大 ナ ル ヲ見 ル モノ ナ

ル べ シ.

手術後第 二十三 日以後 ハ余 ノ腸窒扶斯 ニ罹 レルニヨリテ,即 チ敍上 ノ如 ク手術 陵一旦低 下セ ル性慾 ノ

漸 クニシテ舊 ニ復 スル頃 ヨリ,其 ノ變 化 テ逐 日觀察 スルコト能 ハザ リシガ,手 術 陵第八十八 日ニ於テ初

メ テ試 ミタルジ性慾 試驗 ノ所見 ニ據 レバ,共 ノ間 六十 六 日ノ禁慾 生活 ヲ強 要セ シトハ言ヘ,其 ノ性慾度 甚

ダ高 ク,其 ノ交尾 動作 ヲ拒絶 セラルルニ遭 ヒテ遂 ニ怒 リ,全 身 ノ毛髪 ヲ逆 立 テテ之 ヲ威嚇 シ,或 ハ後肢

ヲ以テ之 ヲ蹴 ル等,恰 毛亢奮 シ切 レル性慾 ヲ制御 スルニ術 テキガ如 キ状 ヲ示 セリ.即 チ斯 クノ如 キ現象

ハ,其 ノ後術後 第九十 日,第 九十二 日,第 九十六 日及ビ第百 日ニ於テ行ヘ ル同試驗 ニ於テ モ認メ タル處

ニ シテ,反 之,同 時ニ行 ヘル,同 禁慾伏態 ニ置 カ レタル青年 白鼠 第十三號 及 ビ對 掘鼠 ニ於 テ ハ嘗 テ認メ

ザ ル處 ナ リトス.即 チ術 後第九十六 日及 ビ第百日 ノ試驗 ニ據 レバ,本 試驗獸 ハ啻 ニ成熟雌鼠 チ姦 セント

セ シノ ミナラズ,幼 若雌鼠 チモ強姦 セ ントシテ其 ノ忌避 セ ラルルニ遭 ヒテ遂 ニ怒 リ,前 述 セルガ如 ク,

全身 ノ毛髪 ヲ逆 立テテ之 テ威嚇 シ,或 ハ後 肢 ヲ以 テ之 ヲ蹴 ル等,敍 上ノ如 キ甚 ダ大 ナル性慾度 テ示 セリ.

加之,術 後第九十一 日ノ試驗 ニ於テ ハ,成 熟雌 鼠 ニ對 シテ試驗時間 八分間 中,五 囘ノ交尾 ア リ,共 ノ目

的 ヲ達 セザ ルヤ,次 デ配 セル老雌鼠 チ強姦 セ ントセ シノ ミナ ヲズ,對 照雄鼠 ヲモ一囘鶏姦 シテ,其 ノ性

慾度 ノ甚 ダ大 ナルモノア ルテ思 ハ シム,之 果 シテ何 ニ基因 スベ キヤ,獨 リ本試驗 獸 ノ其 ノ特性 トシテ斯

クノ如 キ大 ナル性慾 ヲ保持 ス ルニ因 ルヤ,將 又睾丸 副睾丸間結紮後,巳 二三箇 月 デ經 過 セルガ故 ニ,

睾丸 ニ於ケ ル間細胞ノ増殖 ヲ招 來 シテ所謂睾丸内 分泌磯能亢進 ノ結 果,斯 クノ如 キ性慾 ノ昇騰 ヲ來 セルレ

モノ ナ リヤ遽 ニ斷 ズべ カヲズ,サ レド後章睾 丸ノ組織學的檢索 ノ條 下 ニ述 プルが如 ク,其 ノ著 シキ間細

胞 ノ増 殖 ヲ見 タルガ故 ニ,恐 ラ クハ後 者ニ其ノ因 ヲ發ス ルモノ ナルべ シ(詳細 ハ同條 下參照).余 ハ術後

巳 ニ第 五十 一 日ニ シテ同 ジク兩側睾丸 ニ於 テ,間 細胞 ノ著 シキ増殖 ヲ見 タルモノ(第 十三例睾 丸ノ組 織

學的變 化 ノ條下參照)ニ 於 テ,異 常 ナル性慾 ノ昂 進 ヲ見 タリ.

手 術後第 百二 日以後 ヨ リ生體染色 ヲ施 セル 旭 依然 トシテ可ナ リ高度 ノ性慾 ヲ保持 シテ生殖行爲 ヲ續

行 スルヲ見 タリ,サ レ ド其ノ囘數 ヲ重 ヌルニ從 ヒテ幾 分其 ノ度 ヲ減 少セルヲ見 ル.之 恐 ヲクハ其 ノ都度

行 ヘ ル輕 キ「ヱ ーテ ル」半麻醉 ハ主 トシテ影響 セルモノ ナルベ シ.
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左 ニ術後 逐 日觀察 セ ル陰莖勃起 ノ有 無 ヲ表示 スべ シ.

第 一 表　 手術後 ニ於 ケ ル陰莖勃起 ノ有 無ニ關 ス ル觀察

其ノ二　青年白鼠第十三號(右 側睾丸,副 翠丸間結紮)

性慾 ハ手 術後一旦 著シ ク低下 シ,後 手術 ニヨル全身疲勞 ノ恢復 スル ト共 ニ,漸 次恢復 シテ舊位 ニ戻 ル

ヲ見 タ リ.即 チ術後 第五,六 日頃 ヨ リ漸次恢 復 シテ,次 第 ニ共 ノ度 ヲ高メ,同 第十五 日前後 ニ於 テ初 メ

テ手術前ノ夫 レト同位 ト成 レルヲ見 ル.而 シテ之 ヲ試驗獸 第十 二號 ノ夫 レト比較 スルニ,其 ノ恢 復度 ニ

於 テ稍 々速 ナ ルモ ノ ア リ.共 ノ後 ノ經 過 ハ前述 セ ルガ如 ク,余 ノ腸 窒 扶 斯 ニ罹 レルレニ ヨ リテ遺 憾 ナ ガ ヲ

術後第 二十 三 日迄 ノ觀 療 ヲ致 セル後,全 二箇月間,即 チ術 後第八十八 日迄之 ヲ中止 スルノ止ム ナキニ至

リタ レドモ,同 日ヨ リ手術後第百十七 日迄 ノ所見 ニヨ リテ,其 ノ間 何等性慾 ニ變化 ナ キモノノ如 ク,且

試驗獣 第十二號 ニ見 タルガ如 キ特異 ナル性慾 亢進 ノ状 ヲ認 メタルコトアルナ シ.手 術後第百二 日以後 ハ

生體染色 ヲ行 ヘ ルが,其 ノ囘數 ノ重 ナ ルニ從 ヒテ幾分其ノ性慾 ヲ減退 セルガ如 キモノア リキ.然 レドモ

前 者ニ於ケ ル ト同様,其 ノ都度行 ヘル輕 キ「ヱーテ ル」半麻醉 ノ影響 ナカ ラザ ランヲ惟 フモノア リ.術 後

陰莖勃起 ノ有無 ニ關 ス ル觀察 ハ之 ヲ第一表 ニ載 セタ リ.

食慾ハ變化

第二表 ニ示 セルが如 ク,食 慾 ハ兩 試驗獸 共術 後一時 低下 セルガ,共 ノ手術 ニヨル疲勞 ヨ リ恢 復 スル頃,

即チ術後五,六 日頃 ヨ リ漸 ク恢 復 シテ,第 十二 日前後 ニ於 テ殆 ド舊位 ニ歸 スルヲ見 タ リ,而 シテ之 ヲ性

慾 恢復 ノ經 過 ニ比 ス ルニ,一 側 ニ 手術 ヲ行 ヘ ル モ ノ ニ於 テ ハ殆 ド其 ノ速 度 ヲ一 ニ ス レ ドモ,兩 側 ニ手 術

ヲ行 ヘ ル モ ハニ 於 テ ハ,ヨ リ速 キ ヲ見 ル,之 手 術 後性 慾 恢 復 ノ經 過 ニ關 シ,注 意 ヲ要 ス ルコ 下 ナ リト ス

次 ニ其 ノ後ノ變化 ヲ見 ルニ,試 驗獸 ノ生長 スル ト共 ニ次 第ニ其 ノ攝 食量 ヲ高 ム ルノ外,何 等 ノ變常 ナ シ

然 シテ茲 ニ注 意 スベ キハ,試 驗獸第 十二號及 ビ第 十三號 ノ間 ニ於テ,手 術後第八十八 日以後,性 慾 ニ於

テ認 メタ ルガ如 キ大 ナル差違 ヲ,攝 食量 ニ於テ認 メザ ルゴト之 ナ リ.而 シテ余ノ行ヘ ル生體染 色(即 チ

睾丸 ノ間細胞 ヲ檢 ス ルニ必要 ナル生體染色)ハ 食慾 ニ何 等ノ影響 ヲ及 ボサザ リキ.
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第 二 表　 手術後 ニ於ケ ル食慾 亢進 ノ有無 ニ關ス ル觀察

體重ノ變化

體重 ハ兩者共手術後-時 減少 セルガ,間 モナク舊 ニ復 シ,其 ノ後 正常 ノ經過 ヲ取 リテ増加 セリ.即 チ

手術後 第六 日ニ於 テハ,第 十二號 ハ一一五瓦 ニシテ,手 術當 日ヨ リニ八瓦減 少 シ,第 十三號 ハ一二〇瓦

ニ シテ三〇 瓦減少 セルガ,手 術後第 十二 日ニ於 テハ前者 ハ一四二 瓦,後 者 ハ一五 〇瓦 ニシテ,夫 々手術

當 日ノ一四三 瓦,一 五〇瓦 ナルニ比較 シ,全 ク同量 ナルヲ見 ル.而 シテ之 ヲ性慾恢復 ノ經過 ト比較 スル

ニ,一 側 ニ手 術 ヲ行 ヘ ル モ ノ,即 チ 第十 三 號 ニ於 テ ハ殆 ド同 様 ナ ル ヲ見 レ ドモ,兩 側 ニ手 術 ヲ行 ヘ ルモ

ノ,即 チ 第十二號 ニ於 テハ食慾 ニ於テ認 メタ ルガ如 ク,同 ジ ク性慾恢復速度 ノヨ リ遲 キモハア ルヲ認 ム.

手術 後第八 十八 日以後 ノ測定 ニ於 テハ手術 前寧 口其 ノ重量 ノ輕 カリシ第 十二號 ノ,第 十三號 ヨリ約三十

瓦 前後 増量 セ リ.生 體染色及 ビ其 ノ都度行 ヘル軽 キ「ヱーテ ル」半麻醉 ハ,體 重 ニ大 ナル影響 ヲ及 ボサザ

リキ.

第 三 表　 手術後 ニ於ケ ル體重増減 ノ有無 ニ關 スル觀察

毛髪ノ變化

手術後 ニ於 ケル毛髪 ノ發生状態 ヲ見 ルニ,兩 者共正常 ノ新陳代謝 ヲ行 ヘル外,何 等 ノ異 變 ナシ.

其 ノ他 ノ一般 生活現 象ハ變 化

手 術後約三,四 日間 ハ手術 ニヨ ル全 身疲勞 ニヨ リテ不活溌 ナリシモ,約 一週 間 ニシテ舊 ニ復 セ リ.而

シテ之 ヲ性慾恢復 ノ速 度 ト比較 スルニ,殊 ニ兩側 ノ睾丸,副 睾 丸間 ヲ結紮 セ ルモノ,即 チ第十二號 ニ於

テ ヨ リ迅 速 ナ ル ヲ見 ル.
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睾 丸,副 睾丸及 ビ二次 的性 徴ノ肉眼 的變化

試驗獸 ノ兩 者ヲ通 ジテ見 ルニ,睾 丸,副 睾丸間 結紮後 第百 十八 日,即 チ約 四箇月後 ニ於 テハ手術 側ノ

睾丸 ハ著 シク萎縮 シテ大約 術前 ノ二分 ノー トナ リ,硬 度軟 トナ レ リ.而 シテ之 ニ準 ジテ手術側 ノ睾 丸附

屬脂肪體亦著 シク萎縮 セ リ.同 側 ノ副睾丸 ハ,前 兩者 ニ比 ス レバ共 ノ萎縮度左様 ニ著 大ナ ラザ レ ドモ,

亦幾分縮小 セルヲ見 ル.之 ニ反 シ,非 手術側 ノ睾 丸 ハ著 シク發育増大 セルヲ認 ム(青 年白鼠 第十三號 參

照).而 シテ同側 ノ副睾丸竝 ニ睾 丸附屡脂肪 體亦 之ニ準 ジテ發育 セリ.精 嚢 及ビ攝護線 ハ良 ク發育 シ,手

術 前ヨ リ著 シク増大 セ リ.而 シテ殊 ニ後者 ハ兩側 ニ手術 ヲ行 ヘルモノ,即 チ第十二號 ニ於テ,健 康鼠 ノ

夫 レヨ リモ大 トナ レルヲ見 ル.

要之,本 例 ニ於 テハ術後比較 的長期間 ノ經渦 ヲ觀察 スルレコ トヲ得 タルが,術 後短時 日間 ハ共 ノ一側 ニ

手術ヲ行 ヘ ルト,其 ノ兩側 ニ手術 ヲ行 ヘ ル トニ論 ナク,性 慾,食 慾.體 重,毛 髪發生機轉 及ビ其 ノ他一

般生活現象 ノ沈衰 ヲ來 シ,術 後第五,六 日ニシテ漸 ク恢復 シ,同 第十二 日前後 ニ於テ舊状 ニ復 セ ルヲ見

タ リ.然 レドモ獨 リ性慾恢 復ノ經過 ハ聊 力之 ト趣 ヲ異 ニ シ,術 後五,六 日ニ シテ漸 ク兩 者共恢復 ニ向 ヘ

ルモ.同 第十二 日ニ於 テ ハ未 ダ尚 ホ舊 状 ニ復 セズ,其 ノ一側 ニ手 術 ヲ行 ヘ ルモノニ於テハ同第十五 日,

同側ニ手術 ヲ行 ヘ ルモノ ニ於 テ ハ同第二十三 日以後 ニ於 テ舊状 ニ復 セ ルヲ見 ル.即 チ其 ノ恢復 ノ速度 ハ

後者,即 チ兩側 ニ手術 ヲ行 ヘ ルモノノ,前 者即チ一側 ニ手 術 ヲ行 ヘ ルモノ ヨリ著 シク遲 延ス ルヲ見 タ リ.

而 シテ尚 ホ共 ノ低 下度 ノ後者 ニ於 テヨ リ大 ナルヲ見 タ リ.之 ニ反 シ,術 後第八十八 日以後 ノ觀察 ニ於 テ

ハ.術 後性慾恢復 ノ速度遲 カ リシ後者 ノ,却 テ異常 ナル性慾 ノ昂進 ヲ來 シ,同 時 日間雌鼠 ト隔離 セル前

者 ノ,依 然術 前 ト同度 ナルヲ見 タ リ.而 シテ體重 ノ増 加度 ニ於 テ同様後者 ノヨ リ大 ナ ルヲ見 ル.然 レド

モ共 ノ他 ノ一般生活現象殊 ニ食慾 ニ於 テハ何等 ノ逕庭 アルナシ.

(未 完)
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