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Ⅰ．問題と目的

　本研究報告書第１報（川﨑他，2012）や第２報（川﨑他，2013）で報告したとおり、「いわゆる『親

子心中』によって子どもが死亡する事例は、児童虐待の一つの形態として、現在も『社会保障審議会

児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会』が実施している『子ども虐待による死亡

事例等の検証』の対象となっており、その数は、他の虐待死亡事例件数と比較しても決して少なくな

い」。そこで、「あらためて『親子心中』の実情に迫り、今後の防止に寄与すること」を本研究全体を

通しての目的とし、平成22年度から25年度までの４年間にわたって研究を実施した。

　平成22年度は、「親子心中」に関する先行研究を概観し、分析を行った（川﨑他，2012）。平成23年

度は、2000年代（2000～2009年）の10年間に新聞で報道された「親子心中」事例について分析し、現

代における「親子心中」の実態を把握した（川﨑他，2013）。

　これらを通じて、過去から現在に至るまでの「親子心中」のおおまかな実情を明らかにすることが

できたが、一方では、「親子心中」の具体的な諸相、すなわち背景や動機、経緯などについては、必

ずしも十分な分析を行うことができなかった。そこで、平成24・25年度は、「親子心中」の具体的な

事例の検討・分析を行い、防止策を探ることを目的として設定した。なお、平成23年度までの研究から、

加害者が父親と母親では、その動機や背景が異なることが示唆されたため、本研究では母親が加害者

となった事例および、父親が加害者となった事例をそれぞれ取り上げ、比較検討を行うことにも留意

した。

＜文献＞

川﨑二三彦・松本俊彦・高橋温・上野昌江・長尾真理子（2013）「『親子心中』に関する研究（２）― 2000年代に新聞

報道された事例の分析」子どもの虹情報研修センター平成23年度研究報告書

Ⅱ．方法

　2010年から2013年までに発生した「親子心中」事件のうち、加害者が生存して起訴され、公判が行

われた12事例（母親加害者６事例、父親加害者６事例）を取り上げ、新聞記事の収集および、公判の

傍聴・記録を行った。また、自治体による死亡事例検証報告書が提出されている事例については、当

該報告書も収集した。それらを資料として、研究メンバーにより事例検討を行い、討議結果をまとめた。

なお、事例M⑤および事例F③については、討議を行えなかった。

　本研究で取り上げた12事例の概要については表１・２に示している。

　事例の報告に関しては、すべて公判において公開された情報をもとに記載してはいるが、プライバ

シーに配慮して、具体的な氏名や事件に関係した地名などの固有名詞はすべて伏せており、事件発生

年月日についても記載しないこととした。
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　事例検討会を踏まえて、共同研究者３名がそれぞれの専門の立場から考察をまとめている。

　巻末に、資料１として2010年～2013年までの４年間に新聞報道された「親子心中」事例の一覧を、

第２報に掲載した「2000年代に新聞報道された『親子心中』事例の一覧」の続報として載せた。厚生

労働省による「親子心中」事例数を資料２として示した。さらに、警察庁生活安全局少年課による「保

護者が、児童と共に死ぬことを企図し、児童を殺害（未遂を含む）して自殺（未遂を含む）を図った

場合（いわゆる無理心中）」について、第２報で平成15年から平成23年までの数値を掲載したが、本

報告では、資料３として、それらに平成24年および平成25年の数値を加えたデータを掲載し、今後の

研究、検討に資することとした。

表１．母親加害者の事例

No 事例の概要 精神鑑定 判決

M① 【母子】母親が、就寝中の長女（当時９歳）を包
丁で何度も刺して殺害。母親自身は手の指に切
り傷を負ったが、命に別状はなかった。夫とは
離婚し、母親の両親・弟と同居していた。

有
（大うつ病性障害、解離性
健忘、強迫性パーソナリ
ティ障害、境界知能）
⇒心神耗弱認定

懲役２年６か月

M② 【母子】母親が、浴室内で次男（当時９歳）の首
を絞めて殺害後、自殺を図った。長女・長男は
留学中で、夫と３人で暮らしていた。

有
（双極性障害）
⇒心神耗弱認定

懲役３年
執行猶予５年

M③ 【母子】母親が、長男（当時10歳）・次男（当時
８歳）・長女（当時４歳）の首を絞めて殺害。
母親自身は手首から血を流し軽傷。夫を含む５
人家族だった。

有
（適応障害中～軽度）
⇒完全責任能力有

懲役23年

M④ 【母子】母親が、長男（当時４歳）の首を絞めて
殺害。母親が首をつって自殺をしようとしてい
るところを、帰宅した夫が見つけて通報。３人
家族だった。･

無 懲役８年

M⑤ 【母子】母親が、次男（当時３歳）の顔に枕を押
しあてて窒息死させた後、大量服薬して手首を
切った。帰宅した長男（当時15歳）が発見し、
通報した。夫とは離婚し、母子家庭だった。

有
（情緒不安定性人格障害境
界型）
⇒完全責任能力有

懲役３年６か月

M⑥ 【母子】母親が、次女（当時11歳）と三女（当時
８歳）の脇腹や腹部を刺した後、自殺を図った。
本人と三女は命を取りとめたが、次女は死亡。
母親の交際相手が居候をしており、事件当時は
４人で暮らしていた。

有（軽度精神遅滞）
⇒完全責任能力有

懲役14年
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表２．父親加害者の事例

No 事例の概要 精神鑑定 判決

F① 【父子】父親が、長女（当時８歳）の首を絞める
などして殺害後、手首を切るなどして自殺を図っ
た。離婚直後で、長女は母親と一緒に暮らして
おり、父親は一人暮らしだった。

無 懲役10年

F② 【父子】父親が、駐車場に止めた軽ワゴン車内で、
長女（当時５歳）と次女（当時１歳）の首を絞
めて殺害後、自らも自殺を図った。妻が出て行き、
離婚届を提出したばかりだった。

無 懲役16年

F③ 【父子】父親が、長男（当時４歳）の首を絞め、
浴槽に沈めて水死させた。父親自身は、腕や腹
に切り傷があり、自殺を図った。父子家庭だった。

有
（うつ病性障害の重症）
⇒完全責任能力有

懲役６年

F④ 【父子】父親が、衝動的に妻を殺害して約１か月
後、長男（当時10歳）を殺害。数日後、父親の
乗用車トランクから妻（当時42歳）と長男の遺
体が発見された。父親は「自分も死のうと思った」
と供述した。

無 懲役26年

F⑤ 【父母子】父親が、就寝中の妻（当時34歳）と長
男（当時６歳）の首をヒモで絞め、背中などを
包丁で数回突き刺した上、灯油をまいて自宅に
火をつけ殺害。父親自身も両手足火傷の重傷を
負った。

無 懲役20年

F⑥ 【父母子】父親が、妻（当時36歳）と次女（当時
10歳）を刺殺し、長女（当時15歳）を刺殺しよ
うとした。犯行後、家に放火して自殺を図った。

無
（精神科医の意見書有）

懲役26年
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Ⅲ．結果（事例報告・検討）

１．事例M①

　― 母方祖父母と同居中に精神疾患を抱える母親が児童を殺害した母子心中事例

（１）はじめに

本事例は、母親（以下、Mとする）に長きにわたるうつ病等の精神疾患があり、病状が良くなった

として長女であるAちゃん（当時９歳）と同室で寝かせるようになって数日後に起こった母子心中の

事件である。事件後、Mは「解離性健忘」により、事件についての記憶を失っている。そのような中、

公判では殺意や責任能力等について争われ、Mの事件前の病状等が質疑の中心となった。そのため、

家族背景については十分に明らかにならなかったが、特徴としては、MはAちゃんの母方祖父母（M

の両親）らと同居し、Mが病気のため母方祖父母が『親代わり』としてAちゃんを育てていたという

家族背景が挙げられよう。

（２）事件の概要

x年５月下旬、母方祖父から「娘が孫を刺した」と119番通報があった。警察が駆けつけたところ、

小学４年生のAちゃんが腹部や首など20か所以上を刺されて倒れており、病院に運ばれたが約１時間

後に死亡した。部屋の前の廊下に座り込んでいたMが、刺したことを認めたため、現行犯逮捕された。

Mは手の指などに大怪我を負っており、警察はいったん釈放して入院させた。Mは「一緒に死のうと

思った。自分は死ねなかった」などと泣きながら話したという。司法解剖の結果、Aちゃんの死因は、

肺に達するほどの刺傷による失血死だった。

同年７月中旬、警察はMを殺人容疑で再逮捕した。調べに対し、Mは「当時のことを覚えていない」

と供述。地検は、３か月間鑑定留置した後、責任能力が問えるとして、Mを殺人罪で起訴した。

x＋１年10月、Mの裁判員裁判が行われた。論告求刑公判で、検察側は懲役５年を求刑。弁護側は、

Mには重度の精神疾患があり、犯行時は心神喪失状態で責任能力はないとして、無罪を主張した。こ

れに対して裁判所は、心神耗弱を認めた上で、懲役２

年６か月の実刑判決を下した。

（３）家族構成

家族は、M、Aちゃん、Mの両親（Aの母方祖父母）、

Mの実弟（Aの母方叔父）、Mの母方祖母（Aの母方曾

祖母）、４世代同居の６人暮らしだった。

また、Mの父方おば（叔母か伯母か不明）は焼身自

殺をしている。また、おばの息子が精神疾患に罹患し

ていること、Mの父方叔母が大量服薬による自殺未遂

歴があることが、公判で示された。

家族図を、右記に示した。 家族図（事件発生時）
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（４）Mの生育歴

x－41年５月、関西地方にて出生。前置胎盤により36週で帝王切開にて産まれ、精神的にも運動能

力も特に問題なく発達した。公判で、幼少期のMの様子を聞かれた母方祖父（Mの父）は「おとなし

い子」「近所の子とは遊ぶ、普通の子」と答えている。精神鑑定を行った医師（以下、B医師とする）は、

「もともと熱心で、割とこだわりが強くて、どちらかと言うと、一生懸命やって良い子であろうとす

る性格であったようだ」と述べた。

幼稚園のときからオルガン、小学２年生からはピアノを習い、中学生まで続けた。小学生のときには、

学校のコーラス部でのピアノ奏者、高学年では関西大会に出てTVに出演する等の活躍をしていた。

大人になってもピアノは趣味で続けており、「ピアノだけは自信がある」とMは公判で述べた。

中学校卒業後は、公立の高等学校に進学。母方祖父によると、成績は「心配しない程度。とびきり

良くはない」とのこと。中学１年生から２年生の間にいじめを受けたが、Mは両親には話さなかった。

母方祖父母も、いじめがあったことの相談もなく、知らなかったと証言した。公判で、弁護人からい

じめの内容について尋ねられたMは「言いたくありません」と答え、その内容は明らかにならなかった。

高校３年生のとき、40日くらい不登校になったことがあった。理由を問われ、Mは「クラスのみん

なよりもバイト先の友達と仲良くなって、その子達と遊ぶようになって、不登校になった」と公判で

述べた。両親は、学校から連絡があって、初めてMが学校を欠席していることを知ったという。

高校卒業後、歯科衛生士の専門学校に進学するも、２年時に中退。中退した理由について、母方祖

父は「２年目に入ると歯科衛生士の実習があって、個人病院に実習に行くことになる。後で分かって

くるが、人との関係が不得手のような感じがあって、勉強よりも、実習の段階で人間関係がうまくい

かないことを気にしていたと思う」と話した。また、中退の時期は「６月頃」と父方祖父は答えている。

B医師がMの家族歴等について説明を行った際、専門学校に通っているときに些細なことがきっか

けで３か月程度の家出をしたことが話された。その後の被告人質問で、家出の理由を聞かれたMは「母

親とトラブルになり、誕生日を祝ってもらえず家出をした」と答えている。家に戻った理由は、「（働

いていた）ラブホテルで売春をしており危険を感じて帰った」と話した。専門学校時代の何年時かは

公判で明確に確認はされなかったが、２年時であると考えると、Mの誕生日は５月であるので、ちょ

うど中退の時期と重なっている。

Mは家出から帰宅した後、看護助手等として勤務するも、頑張りすぎて疲れ、抑うつとなり、転退

職を繰り返した。母方祖父によると、20社以上の会社を転々としていたという。

25歳の頃から、自分の顔へのコンプレックスもあり、過食や拒食を繰り返すようになった。痩せ細り、

Cクリニック（何科か不明）に数回通院している。この通院については公判では余り触れられず、B

医師が述べたのみであったため詳細は不明である。母方祖父は、Mにはこの頃からリストカットがあ

り、「死にたい」と多々漏らしていたと証言している。

30歳のとき、職場で知り合った男性（以下、Fとする）と結婚。この職場は、Mが最も長く働いた

場所であり、半年程在職していた。２人の交際は、Mの退職後に始まっている。２人は、結婚を機に

地元を離れて、新しい生活を始めることとなった。この頃、Mが家事等をまだ行っていたことは、母
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方祖父母やM自身が証言している。

その後、x－10年にAちゃんを出産。母方祖父によると、この頃もMは育児を普通にやっていたと

いう。

x－９年２月に、離婚が成立。公判で離婚理由を尋ねられた母方祖父母は、いずれも「よく分から

ない」と答えている。Mの体重が落ちてきたため、母方祖父が離婚協議書を作成し、離婚に至ったと

いう。親権者はM。このとき、母方祖父はFと直接話をすることはなかったと証言している。

離婚後、MはAちゃんと共に、実家に戻った。その後４年間はさまざまな仕事を転々とし、x－６

年12月頃から引きこもり生活をするようになった。通常の育児や家事ができる状態ではなく、食事も

自室にて一人でとるようになった。

MがAちゃんの育児をできなくなったため、Aちゃんは２歳のときに保育園に入所した。保育園の

送迎も、初めの頃はMが少しはしていたものの、だんだんとできなくなり、次第にAちゃんの着替え

や食事の世話もできなくなった。Mがそのような状況であったため、Aちゃんの育児は、母方祖父母

が『親代わり』として務めていた。

この頃、Mにはリストカット等の自傷行為もあった。そのため、家族は家の中の刃物を隠し、Mが

リストカットできないように対応していた。しかし、Mのリストカットは継続していた。リストカッ

トの処置は、母方祖父が主に行っていた。病院に行かないといけない程の傷ができたことも数回あり、

通院したこともあった。リストカットをしたときの状況について、Mは「いつも気がついたら血が流

れている」「切っている認識はない。痛くないので、後で痛くなる」と話した。また、Mは２回程マ

ンションから飛び降り自殺を図ったことがあった。このときの状況についても、「気がついたら、パジャ

マ姿でマンションの踊り場に足を乗っけてぶら下がっていてビックリした」とMは述べた。このよう

なエピソードから、B医師はMに解離症状があったと指摘した。

（５）Mの通院歴

Mは、x－６年３月から精神科通院を開始している。母方祖父がMに２か月かけて精神科通院を勧め、

Mはようやく通院する気持ちになったという。ただ、「人に会いたくない」との思いがあったため、

自宅から離れたD病院に通院することとなった。D病院では、「全般性不安障害、摂食障害」との診断

を受ける。その後、x－５年に入ってから、自宅近くのEクリニックに通院するようになった。そこで

は「うつ病」と診断され、x－４年５月から約１か月間入院をしている。

x－４年に、MはAちゃんの首を絞めたことがある。ハッと気づくとやっていたとのこと。

事件の約１年前、MはAちゃんに「（薬が）臭い」と言われたため、服薬を中断するが、その事実を

母方祖父母や主治医には伝えていなかった。

本事件の約８か月前のx－１年９月中旬、外出したMは駅前のスーパーにて包丁を購入し、同店ト

イレで自分のお腹を刺し、自殺を図った。しかし、その記憶はMにはなかった。この事件の後、Mは

Eクリニックに入院した。
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（６）Fについて

公判では、Fの年齢や生育歴等については明らかにされなかった。Mによると、FはMが働いていた

職場の管理職であったという。公判でFについて聞かれたMは、「私の父親がすごく仕事ができる人な

ので、すごく尊敬していて、父親みたいな人と結婚したかった。それでFも偉い職種にたっていたから、

父親そっくりだと思って結婚を受けた」と話した。

婚約後、Fから「仕事を辞めた」「地元を離れる」と聞かされた。Mはショックを受けるが、すでに

婚約していたためMはFと結婚し、地元を離れて引っ越した。引っ越した後、Fは働かず、貯金で生

活費をまかなう生活が続いた。Fは酒を飲み、臨月のMに酒を買いに行かせることもあったという。

Aちゃんが生まれた後もFの態度は変わらなかったため、Mは離婚を決意したという。離婚後、Fと

は全く連絡をとっていなかったとのことで、公判においてもFの供述調書等はなかった。

（７）Aちゃんについて

x－10年７月、出生。Mはとても喜んだ。生後６か月の頃、両親の離婚にともない、Mの実家へ引っ

越した。その後は、M、母方祖父母、母方叔父、母方曾祖母と同居。

Mが育児をできなくなったため、２歳時に保育所に入所。Mの病状が悪化したため、保育所への送

り迎えは父方祖父母が中心に行っていた。

小学生にあがったとき、Mは引きこもり生活をしていた。そのため、１年生時のPTAには母方祖父

母が出席し、他への挨拶の中で母方祖父母がAちゃんの『親代わり』になることを伝えている。Aちゃ

んの学校行事等には、Mはほとんど参加せず、母方祖父母が参加していた。

家庭でも、母方祖父母がAちゃんを旅行等へ連れて行き、具合の悪いMが同行することはほとんど

なかった。

また、Mの病状が悪化したため、Aちゃんは２歳の頃から母方祖父母の部屋で寝ていた。しかし、

本事件の１週間程前、Mの病状が良くなったと思った母方祖父は、初めてMの居室の２段ベッドで母

子共に寝かせるようになった。この２段ベッドは、Aちゃんが小学校に上がるときに、ゆくゆくは母

子が一緒に寝ることを想定して購入されたもので、その目的が実現したのが本事件の１週間程前で

あった。

（８）犯行の経緯

x年５月頃より、Mは「うつ病がいっこうに治らず、生きていても仕方がない」と考え、「自殺したい」

と強く思うようになった。具体的な自殺方法として、幼少の頃に母方祖父とよく行った港に行き、自

分の腹を刺して海に飛び込もうと考え、同月下旬、事件の３日前に、近所のスーパーで包丁を購入。

さらに、港までの経路を調べ、タクシー会社に問い合わせる等、自殺のための準備をした。

一方、この頃、初めてAちゃんと一緒に２段ベッドで寝るようになった。

x年５月某日昼過ぎ、Mは自宅でTVドラマを見ていた。主人公の女の子が白血病で亡くなってしま

うという番組で、それを見ていたMは「その子が死んで何故自分が生きているのだろう」と考え、「自



－8－

分は今日死ぬのかな」と思うようになった。

午後３時頃、Aちゃんが帰ってきたが、すぐに塾に出て行った。Mは、Aちゃんが残していった宿

題を確認し、分からない問題について聞かれても答えられるように準備した上で、いつものように自

室で一人で夕食をとった。夕食後、Aちゃんの宿題の確認をしてあげた。

その後、MはAちゃんのためにTV番組を録画し、入浴した。入浴後、自室でベッドに横になって

いたところ、入浴を終えたAちゃんが部屋に入ってきた。午後10時半になっていたので、２人は就寝

した。

しばらくして、Mは「いよいよこれからタクシーで港に行って、包丁でお腹を切って、飛び込んで

自殺をしよう」と考え、起き上がり、電気をつけ、着替え、最期の別れをするためにAちゃんの寝顔

を見ていた。しかし、ここでいったんMの記憶は途切れ、気が付いたときには、Mはガムテープの切

れ端を手に持って、自分のカバンを肩からかけて立っていた。どうしてそんな状態になっているのか

全く分からなかったため、Mは「もう今日は外出できない」と考え、再び就寝した。

その後、MはAちゃんの背部等を包丁で多数回刺す等した後、午後11時過ぎに、母方祖父母の寝室

に行き「Aを殺してしもうた」「Aは死んだ」等と何度もわめいた。その声で起き上がった母方祖父は、

午後11時13分頃に119番通報。そのときも、Mは「死にたい、死にたい」「Aだけが死んで、自分だけ

は死ねなかった」等とわめていた。

通報により、午後11時22分頃、救急隊員が到着。２階廊下に座り込んでいたMに問いかけた消防隊

員に対し、Mは「一緒に死のうと思ったのに」と発言した。公判では、殺意の有無を認定するため、

この発言の真偽が問われることとなった。

Aちゃんの遺体には、合計33か所の刺切創があった。

　

（９）精神鑑定

公判では、鑑定を行った精神科医・B医師が証言台に立った。Mの診断名は、「大うつ病性障害」「解

離性健忘」「強迫性パーソナリティ障害」、知能検査から「境界知能」であることが示された。

精神疾患と本事件の関連性について、B医師は「犯行当時、被告人は境界知能にあり、うつ病、解

離性障害にあった。うつ病は希死念慮を持つ精神疾患であること、うつ病と衝動制御能力が弱いとこ

ろに関連があると考えられるが、もともとMは衝動制御能力が弱いところもあったので、自殺行為に

ついては本人の人格から大きく離脱していない。知的障害が境界知能であるので、複雑な状況を理性

で持って処理するより、原始的な自我の防衛機制をとりやすいので、それは解離性障害の背景になる。

解離性障害は、病的な自我防衛であるので、無意識的な欲望の行動を促す。これにより、頻繁に自傷

行為をしていたこと、その結果、事件につながったと考えられる。自分の指の自傷と子どもの殺害を

『自殺の代替行為』と考えれば、理解できる」と説明した。

今後の医療的治療については、うつ病であることがMのアイデンティティでもあるため、「医療に

は反応しにくい」「今は解離しているので葛藤から逃れている。もし思い出したら大変。死にたいと

思うと思う」等と説明した上で、「治療行為にあたらないが、こうしたことをやったから自分で責任
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を取ったということで、刑罰（を受けること）は、Mが救われる一つではないかと、私は考える」と

コメントした。

（10）判決

裁判における争点は以下の３点である。

〈１〉犯人性…･検察側はMが犯人と主張。弁護側は、犯行当時のMの記憶がないため肯定も否定も

しないという立場。

〈２〉殺意…検察側は殺意あり、弁護側は殺意なしと主張。

〈３〉責任能力…検察側は心神耗弱、弁護側は心神喪失を主張。

検察側の論告求刑では、〈１〉犯人性については、犯行当日の状況からM以外の者に犯行は不可能

であり、Mが犯人であることは明らかとした。〈２〉殺意については、Aちゃんの遺体の状況から、M

がAちゃんの重要な部分をねらって、多数回にわたって相当強い力で刺したことが認められるため、

殺意があったことは明らかと主張した。〈３〉責任能力については、犯行３日前に包丁を購入する等

準備を進めていたことや、犯行時のMの行動等から、「準備段階から犯行当時の行動はこれまで意識的、

或いは無意識的に願望を持っている、自殺を決行する目的に適った行動」と評価し、犯行性・合目的

性が認められるとした。さらに、犯行当時、救急隊員に「Aを殺してしもうた」「Aだけ死んで私は死

ねなかった」等と発言したことを認め、ある程度の状況判断ができていたとした。その上で、Mに精

神疾患の影響は認められ心神耗弱とし、懲役５年を求刑した。

一方、弁護側は最終弁論において、〈２〉殺意について、６つの根拠に基づき、MにはAちゃんに対

する殺意がなかったことを説明した。すなわち、①MとAちゃんとの母子関係は良好であった、②当

日のMの行動も殺意を物語っていない、③MにはAちゃんを殺害すべき動機がない、④Mは一貫して

殺意を否認している、⑤本件現場の状況は殺意を持った殺人としては説明がつかない、⑥Mには、過

去の自殺未遂等の際にもその認識がない。〈３〉責任能力については、Mは犯行当時、意識野が狭窄し、

朦朧状態において行動していたもので、解離性同一性障害に近い状態であり、心神喪失の状態であっ

たと主張した。

以上に対して、判決は、心神耗弱を認定した上で懲役２年６か月の実刑となった。〈１〉犯人性に

ついては、各証拠よりMが犯行を行ったことは明らかとし、〈２〉殺意については「被害者の姿勢や

刺切創等によれば、被告人は、被告人の攻撃から身を守るために逃げ惑う被害者に対して、その上半

身の中心部分を目がけて、包丁を複数回にわたり刺す等の行動をとったことが、強く推認できる。こ

のことから、被告人が被害者を殺害する意思を有していたことが、合理的に推認できると言うべき」

とした。〈３〉責任能力については、包丁を購入した事実等をもって犯行に計画性があるという検察

官の主張は退けたものの、犯行前の状況や犯行時の状況、および供述等により、「Mは『自殺をしよう』

という気持ちと、Aに対する思いを高じさせるあまり、衝動的にAを殺害して自殺することを『一緒

に死ぬ』との思いにまとめ上げてしまい、そのようにAと一緒に死ぬという意図のもと、本件行為に

及んだと考える他ない。鑑定が、本件につき、『自殺企図の延長線』『自殺の代償行為』あるいは『自
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殺の代替行為』というところも、このように理解される」と、鑑定人の見解を大きく採用した。

（11）討議

参加者

川﨑／松本／高橋／上野／長尾

① 自殺決意後の言動

○母方祖父母には、危機感が全くなかったという

ことですね。

○なかったみたいです。むしろ、調子がよくなっ

たから、母子で同じ部屋に寝かせるようになっ

た、と証言していました。

○母方祖父母はMをずっと見ていたから、Mの病状

の良し悪しは分かるはずのところにいた人です

よね。

○臨床的には、Mの両親が「安心した」というの

は納得がいきます。患者さんは、自殺を強く決

意すると、具合が良くなる。なぜかと言うと、

２つパターンがあります。１つは、自殺を決意

すると、もう終わりになるということで、これ

までの感情的苦痛が楽になる。そうすると、周

りの人には明るくなったよう見えるんです。も

う１つのパターンは、確実に決行するためには、

自分に自殺の意図があることを周りに知られて

はいけないので、いつもと同じように振る舞っ

たり、いつもより元気そうに振舞うこともあり

ます。

○そういう意味では、本事件の直前にMの両親がM

の調子が良くなった感じたことは、Mの自殺の

決意が固まったからかもしれませんね。もちろ

ん推測ですが。

○Mが自殺を決意した後に、母方祖父母がAと一緒

に寝かせてくれるようになり、Aを巻き込んだ拡

大自殺に展開していった可能性もあり得ると思

います。

○自殺決意をしたら少し状態が良くなるというの

は、経過を見ないとパッとは分からないですか？

○分からないですね。

○そうすると、医者も順調と思い、誰も危機感を

持たないこともあり得るということですね。こ

れは、虐待ケースのアセスメントにおける心配

な状況とは逆。

○「状態が良くなったら通報して下さい」とは言

えませんしね。

○「元気だけど、死ぬことを決意したのでは」と

言うと、変わるかもしれないですね。

② Mの家族関係

○Mは、母方祖父がいるときにリストカットをする

ことが多く、母方祖父に手当をしてもらってい

ることを考えると、Mと母方祖父は近い距離感

だったように思います。母方祖母は、血を見る

のが全くダメなので、Mのリストカットの手当て

をしたことはなかった、と証言していました。

○鑑定書には書いてあるのかもしれないけれども、

いろんなことを判断していく上で、２つ分から

ないことがあります。１つは、Mの養育状況。い

じめがあったといっているが、家庭内でのいろ

んなことがあって、そこにいじめが加わって、

こういう食異常行為や自傷行為が出るというの

は、お決まりのパターンです。

○しかも、こういう患者さん達全員が、ただちに

自分の子どもに対する具体的な加害行為に出る

とは限りません。やはり、どこかで人から深刻

に裏切られる体験がないと、他害的な衝動には

繋がらない気がします。たとえ、うつで拡大自

殺だったとしても、です。

○そう考えると、Mと母方祖父との距離感、リス

トカット後に何回も手当てをしているという行

為は、ちょっと不自然ですね。そういうとき、

もし母方祖父に他害的な行動があったのなら、

その関係にMがいること自体が、休養のようで

休養にならないかもしれない。そういう状況が

どうであったのかが、分からない。

○もう１つ。Mは「死にたい」と言っているが、「死

にたい」には常に理由があるはずです。一部そ
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うでない人もいるにしても。何か現実に辛いこ

とがある、それが何なのか。それが、公判の情

報からは見えてこなかった。ひょっとすると、

語るにも語れないものかもしれないですけどね。

○証言台に立たれた母方祖父は、どんな感じの人

でしたか。

○ちゃんとした感じの人でした。服装もきちんと

されていて、受け答えもきちんとしている感じ

でした。暴君という感じはしないですけれども、

母方祖父が家庭のことを仕切っていたんだろう

な、とは思いました。母方祖母もそんなに強い

感じの人ではなかったので、母方祖父が家庭の

支えを担っていた感じがしました。

○この母方祖父のお姉さんか妹さんが、焼身自殺

をされています。

○それは随分激しいですね。

○Mは、犯行後に、そのおばさんの声が聞こえる

等と言っています。

○公判では、そのおばさんが焼身自殺をした理由

までは、明らかにならなかったんですよね。

○そうですね。いつのことかも分からないです。

○焼身自殺は、けっこう精神病水準の人達がする。

○Mは、犯行後、そのおばさんが「こっちにおいで」

と言っている声が毎晩聞こえてくると言ってい

ますね。

○このおばさんとMは、どういう関係だったのか。

声が聞こえるというのは、精神病水準でも出て

くるし、こういう解離性障害でも出てきます。

○Mは指を切っていますね。･どうして指を切った

んでしょうね。自分が死のうと思うのであれば、

もっと分かりやすいところを切ることもできた

のに…。

○これは、遺伝的影響というのは考えられますか。

○それももちろんあると思う。あと、環境因もあ

ると思います。

③ 関係機関の関与

○これくらい危ないケースでも防げないとなると、

どうすればいいんでしょうね。そう思うくらい、

危ないケースだと思いますけど…。

○しかも、本事件が起こる数年前に、MはAの首を

絞めている。

○公判では、MはAの首に手をかけようとはしたが

絞めていない、と証言していました。また、事

件直後の検察官調書には、母方祖父が「MがAの

首を絞めたから、別々に寝かせるようにした」

と供述したと記録がありましたが、公判では母

方祖父母共にMがAの首を絞めたこと自体を否定

しました。そういうこともあってか、裁判所は

母方祖父母がMをかばう証言をしたと判断しま

した。

○公判からすると、Mはずっと子どもと一緒に寝

ていなかった。一緒に寝るようになって、すぐ

の出来事だった。ショックですね…。

○こういう事例は多いんですかね。感覚的には、

母方祖父母には児童相談所に相談に行って欲し

いと思うんですけれど、行かないんですよね。

やっぱり抱え込むんですかね。

○相談機関はどこも関与してなかったですね。M

が医療機関には行っているけれども。子どもの

学校は、そんなに問題にしていないですね。「お

じいちゃんとおばあちゃんが育てているから」

「お母さんは病気だから」ということでしょうか

…。

○母方祖父母がMを守っているように見えるけれ

ど、場をコントロールしていて、外部機関が入

れないようにしている感じもありますね。

○母方祖父母の養育がどうだったかは全く分から

ないけれども、仮にMにAの養育ができなかった

としても、何故かAのことについてはMにあれこ

れ言ったりしていて、Mの自尊心はどんどん下

がってきていたのかもしれない。しかも、外の

人が入れない状況で。

○もっと危ない場面がいっぱいあったはずなのに、

母方祖父母が何とかしようとしていますね。

○公判では、AをMと一緒に寝かせないようにした

理由を聞かれた母方祖父が、「（Mが）リストカッ

トをするようになって、その傷跡や、その行為

を子どもが見たらいけないと思って、離した」

と答えていますね。つまり、母方祖父がMに「そ

んなことばっかりやっているとAによくないか

ら、別々に寝た方がいいよ」と言ったというこ
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とですよね。それからずっと別々で寝ることに

なっていますよね。

○スーパーでお腹を切るというのは、家族は本当

に困りますよね。それでも、どこにも相談に行

かないというのは、どうしてなんでしょうね。

家の中でも、ぶつかって骨折したりもしている。

助けを求めないのか、何か隠さないといけない

事情があるのか。

○Mは精神科病院に入院・通院はしています。Mの

治療はしていく、Aは母方祖父母が見ていく、と

いう形だったんですかね。

○医療と福祉がどう連携するか。親が医療機関に

かかっているときにも、子どもが福祉機関にか

かっているときにも、同じ問題がでると思いま

す。

○本事例では、福祉機関に一報も入っていなかっ

たというのは、残念な気がします。

④ Mの病状について

○Mの診断名は「全般性不安障害」「摂食障害」と

されている。症状だけを見ると、この人の本質は、

いじめといったトラウマ経験が軸にあるように

思う。でも、Mは、医者に余りヒントをくれな

い人のような気がする。時々、断続的に入院して、

医者もMもお互いにゴールが分からない中で治

療していたような印象です。

○それに、これだけ解離をしている人であれば、

普通はもっと早く、10代前半からリストカット

を始めていてもおかしくない。なのに、どうし

て25歳くらいからなのか。もしかしたら、本当

は前からやってはいたけれども事例化していな

かった可能性もあるし、本当に安心できない状

況だと自傷もしなくなるから、ようやく25歳に

なってから、自傷の頻度を少しずつ出せたのか

もしれない。そうなると、医療の中では本当に

ヒントがない。何か隠さないといけないのか、

そういうものがあるのか。そうなると、外部が

入ってくるのは大変でしょうね。推測になって

しまいますが…。

○Mは、自分がリストカットをしたことを「覚え

ていない」と言っています。どの程度の傷かは

分からないけれども、「本当に覚えていない」と

言っている。

○自傷をする人全員に解離があるわけではないけ

れども、中には解離が関わっている人はいます。

いろんなパターンがあって、解離状態から戻る

ために自傷を使う人もいます。つまり、痛みを

使って、現実に戻るような人もいる。交代人格

があるような人の場合には、交代人格が身体を

乗っ取って、主人格に対して殺害の意図を持っ

ているときに、周りから見ると自傷に見えます

よね。そのときは、全部のプロセスが、ごっそ

り記憶にないということはあります。しかも、

程度が深刻になる。

○Mは、飛び降りようとしたときの記憶もないと

言っていますね。

○こういうひどい解離や自傷行為がある場合、医

療機関としては入院を勧めないんですか。

○勧める場合もあるし、勧めない場合もあるので、

ケースバイケースだと思います。ただ、このよ

うに解離がともなう自傷行為があれば、医療機

関もただの「不安障害」「摂食障害」ではないと

普通は思うんですけどね。

○残念ながら、トラウマ等に関心のある医師が平

均的というわけではありません。気付かない場

合もあるし、うっかり気づいて巻き込まれても

大変と思って、見て見ぬふりをする医者もいま

す。確かに、巻き込まれると大変なこともある

んですけどね…。

⑤ いつ危機感を持てたのか？

○本事例は、事前にサインはあったように思いま

す。お腹を刺したのは、大きな出来事。そう捉

えると、サインは出ていたと思います。そうい

うところに目を向けなくてはいけないと思いま

すね。

○x－１年９月、腹部を刺していますね。医療機関

は、ここでの緊張感が足りなかったですね。

○このとき入院もしている。そのとき、子どもが

いるということで、保健機関や児童福祉機関と

連携をとらなかったのは、確かに問題だと思い

ます。x－１年９月以前は、別としても。
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○他の事例で、引っ越し前に母親が包丁を子ども

に向けたことがあったけれども、その情報が転

居先に伝わっていなかったということがあった。

せめて、こういう具体的な行動があった事例だ

けでも、どうにかならないかと思いますね。レッ

テルを貼ってしまうことになることとどう分け

るかが、難しいところだとは思うんですけど…。

○子どもがいる女性患者の自殺のリスクアセスメ

ントとして、子どもが被害に巻き込まれる拡大

自殺になるリスクを考えることは大事ですよね。

○この事例では、子どもに手をかける危険性とい

うのは、どの段階で考えられたか。やはり、当

初から危険性があると考えられますか？

○当初は、よくいる自傷や摂食障害の患者さんと

して医者の前に現れていて、その後も症状を中

心とした医療との付き合いをしている。Mの全

貌がまだ共有されていなかった。

○x－４年にAの首を絞めようとしたことが医者に

伝わっていたかどうかは分からないとしても、

少なくともx－１年９月の腹部を刺す自傷行為

は、これまでのリストカットとは少し次元が違

うと捉えるべきでしょう。リストカットは様々

な意図から行ったと思いますが、やり方が違っ

たときは一段階意図がひどくなったときなんで

すね。この時点で、医療関係者が自殺のリスク

を深刻に考えるべきだったと思います。しかも、

スーパーでやっているので、異様な感じがしま

すね。少なくとも、この時点ですね、ポイントは。

○１つは、医療機関がどう考えるか。もう１つは、

母方祖父母。x－１年９月の時、母方祖父母には

全く動きがありませんでしたね。Mを入院させ

てはいるけれども。Aは自分達が見ているし、M

がいなくても、もともとMが養育をしているわ

けではないので、困ることはなかったんでしょ

うかね。

○ひょっとしたら、母方祖父母が「自分達が孫の

安全を守ります」と出てきて、その勢いに圧倒

された医療機関が「じゃあよろしくお願いしま

す」となってしまったかもしれないですね。そ

うすると、こういうことが起こるのかもしれな

いですね。

○祖父母が当てにならない状況であれば、逆に、

医療関係者がもっと積極的に動いたかもしれま

せんね。

⑥ 判決について

○Mは、解離性健忘で事件のことを覚えていませ

んでした。しかし、鑑定結果は、事件当時は「心

神耗弱」の状態だったと理解されていますね。

○よく分からないのは、「心神耗弱」でなぜ医療観

察法にまわされずに、減刑になったのか。そう

すると、拘留期間中も含めて、２年くらいで出

所することになります。出所しても、子どもは

もういないわけですよね。そして多分、Mは地

域の精神科治療に繋ぐことになると思います。

そうなると、次に危惧されるのは、Mの自殺で

すね。Mには、「子どもを殺したから、いつ死ん

でも構わない」という考えがあるかもしれませ

んね。

○こういう事例では、裁判所は、やはり素直に、

心身喪失か否かを判断するのかもしれませんね。

○裁判で心神耗弱だった人も、医療観察法で来て

いる人もいますね。法律上は、心身喪失もしく

は心身耗弱。なので、本事例ではどうして心神

耗弱で医療観察の対象にならなかったのかと

思って…。

○鑑定医は、今は解離性健忘のために、犯行をし

たとは思っていないが、「解離から抜けたときに、

刑に服していた方が本人のためにはいい」とコ

メントしていました。

○本事例の鑑定医は、自分の意見を結構おっしゃ

る方という印象でした。治療について尋ねられ

た際に、「事件後、入院中の治療反応性があまり

良くなかった。数年間うつ病であるということ

は、彼女のアイデンティティ。それがなくなる

ということは、自分がなくなるということ。そ

ういう心理的な面からしても、治りにくい」「医

療に反応しにくい。むしろちゃんと自分が解離

から出たときに、自分が償っていた方が良いと、

私は思う。治療反応性がないからといって、医

療の必要性がない訳ではない。自分がやったと

直面した場合には非常にストレスになる」と話



－14－

していました。

○なるほど。鑑定医が司法的処遇を押していたん

ですね。

○部分的には、確かにそういう考え方もあると思

いますが、２年ですからね。償う感じもしない

と思いますが…。

○ほとんど２年弱。逆に言うと、自覚をする可能

性というのは、ほとんどないという状況ですね。

○そうですね。拘留期間もけっこう長いですよね。

そうすると、医療保護の方が長く拘束されるこ

とになったでしょうね。

○こういう方、出所後の医療機関はどうなります

か？

○本人が「行きたくない」と言ったら、行かない

ですね。

○法的に、医療機関に繋がるということもないん

ですか？

○仮釈放、保護観察期間だけですね。法的期間が

過ぎたら、医療機関に繋がるかどうかは本人に

任せられます。

○そうすると、保護観察だったとしても、その１

年９か月間が最大ということになるということ

ですね。

○でも、この事例では保護観察はつかないですよ

ね。きっと仮釈放が出るだけだと思います。M

は模範囚になって、仮釈放もつくと思う。何と

なく、早く出所することを一心に考えて、出所

したらすぐに自殺するパターンが考えられる。

○殺人でこのパターンだと、保護観察はつけられ

ません。殺人罪の刑の下限は５年で、減刑して

も半分の懲役２年半になり、270日しか未決勾留

日数を持っていませんので。心神耗弱にして、

執行すべき刑期がないものじゃないとダメ、つ

まり勾留期間で刑期を全部消せないと保護観察

はつけられません。傷害や強盗であれば、心神

耗弱を認定して医療観察法で入院させることは

できますが、この事例だと法律の規定にあたり

ませんね。刑期が残ってしまっているから。だ

から、この事例では、心身喪失でなければ医療

観察法で入れなかった。そう考えると、ひどい

話ですね。

○医療観察法では「医療観察制度の対象者は、刑

法39条１項により無罪の確定裁判を受けた者又

は同条２項の規定により刑を軽減する旨の確定

裁判（懲役又は禁錮の刑を言い渡し執行猶予の

言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期

があるものを除く）を受けた者に限られる」と

ある。

○なるほど。鑑定が長引いて、勾留期間が延び、

残りの刑期がなくなっていたら、医療観察にま

わされていたということですね。

⑦ 心中事例を防ぐには？

○心中事例を防ぐのは、やはり難しいですね。

○やはり、このx－１年９月ですね。子どもがいる

母親の自殺予防の、１つのお決まりのパターン

として、子どもを巻き込む場合があるというこ

とを、いろんな専門家や医療関係者が共有して

おかないといけないと思います。

○私も、このケースの話し合いの中でそう思って、

これは医療関係者に強調して言っていかないと

いけないことだと思いました。

○（児童福祉法の）25条通告だけでもしておいて

くれると、少しはとっかかりがあったように思

います。何もできないよりはましな気がします

ね。

○保健所にも伝えておいた方がいいですね。

○さっきもあったように、本事例では、家族が一

見しっかりしているように見えるから、保健所

に対しても「自分たちで何とかします」とおっ

しゃるように思うんです。そう言われてしまう

と、保健機関の健診で会っても、祖父母が育て

ていると聞いたら、「大丈夫。もう何とかなるか

な」と思ってしまうように思いますね。

○そのときに家族の思うように動いて、援助者が

他機関と連携するということのつじつまをどう

合わせるかですね。

○そうですね。ここで家族が「大変で」と言ったり、

生活保護だったりすると、保健機関も「行きま

しょうか」と展開するんですけどね。
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⑧ 家族について

○母方祖父母は、公判では「心配していた」といっ

た発言はしないと思うが、実際問題として、ど

うだったんでしょう。母方祖父母が、Mの自殺

や拡大自殺の危険性を感じていたのかどうかは

分かりませんね。

○公判では、母方祖父母から「Mの行動に困って

いた」という発言は全く出てきませんでしたか？

○公判を聞いた印象としては、母方祖父母がMの

行動に「困っていた」という印象は受けません

でした。どちらかというと、「こんなに一生懸命

やっていたのに…」という感じでした。

○あくまで印象ですが、解離性障害の方の家族は

否認が上手なんです。例えば、夫と娘に性的関

係があったとしても、それをなかったかのよう

にして生活できる。

○確かに、変な違和感はありました。例えば、M

が離婚したときも、母方祖父母はその理由を聞

いていません。私は、どうして聞かなかったん

だろう、と思いました。私にはとても大切なこ

とのように思ったので。そういう風に、ところ

どころ変な感じを受けました。

○細かなことを言わなくても受け入れてくれると

も言えるかもしれないけど、普通は聞くよね。

○この離婚の話もだけれども、どこかMが母方祖

父母を信用しきっていない感じも受けますね。

○Mにこれだけ「死にたい」という気持ちがある

のに、「何故」死にたいかということに関して興

味を持っていないのが不思議。

○家族を悪者にすると議論が偏ってしまうけれど

も、これだけ自傷等を繰り返されると、普通の

健康な家族でも「勘弁してくれ」「死んでくれな

いかな」という気持ちが出てきたりするんです

よね。子どもとは別々に寝かせて、「別の部屋で

死んでも」という思いがあったのかもしれませ

んね。もちろん、死んだ後は、それはそれでショッ

クでしょうが…。

○母方祖父母も、大変は大変だったんでしょうね、

これだけのことをされているので。Mがいなく

なって探しに行ったら、飛び降りようとしてい

たこともあったんですからね。

○母方祖父は、Mを説得して、病院にも連れて行っ

ていますね。

○この受診は、M自身は余り行きたがらなくて、家

族が無理やり連れて行った感じですよね。

○母方祖父は、説得に３か月かかった、と証言し

ていました。結局、問診の際も母方祖父母が一

緒に入っていたから、余り喋らなかったとMは

言っていました。ただ、いじめのことは、医師

と２人だけにしてもらったときに喋った、と話

していました。

○Mが母方祖父母を「すごく信頼して、何でもよ

く喋っていた」、という印象は持ちませんでした。

Mは、薬を飲んでいないことも、母方祖父母や

医者に伝えていませんでしたしね。

○このような人の治療は難しいでしょうね。もし

かしたら加害者的な要素を持っている親に無理

やり連れて行かれる病院で、心は開かないよね。

薬も飲まないよね。

○この家族の葛藤とか、Mの育ちとか、そういう

ことが公判では分からなかったので、Mがどう

いう人だったのかも、よく分からないところが

ありました。

○こういう人は、これまでで一番話せる人が鑑定

医だったということになるかもしれませんね。

⑨ 解離について

○判決のとき、Mは自分の犯行を自覚はしていま

したか。

○していないと思います。Mはずっと「自分がや

るはずがない」と主張していました。

○被告人質問の最後に、裁判長から「何か言いた

いことがありますか？」と問われた際に、「お母

さん（母方祖母）が証言をするときに囲いを立

てていただいたのはありがとうと思って…」と

述べています。質問に対する答えがずれており、

その様子からも、自分の犯行を理解しているよ

うには思えませんでしたね。

○解離もあるかもしれないし、否認も加わってい

るようにも思いますね。そのまま一生生きてい

ければいいけれども、そういうわけにいかない

でしょうし…。
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○鑑定医が尋問を受けている場面では、鑑定医が

本音と少し違うところに誘導されていないかと

思うところがありました。判決では、「鑑定医が

『Mは犯行前後を通じて、殺人という行為につい

ての違法性や反道徳性は認識していたと考えら

れる。自ら包丁を購入し、タクシー会社に電話し、

計画を練る等、ある程度の合目的的な行動は可

能であった』としている」と述べられている。

でも、解離状態でも合目的的行動はできますよ

ね。妄想を持っていても、その妄想に従って合

目的的に動く人もいるので。そこは、慎重に考

えるべきだと思います。

○鑑定医は、解離状態でも、それも人格だから、

という説明をしていました。

○解離性障害の鑑定で、アメリカ等である時期に

あったのは、例えば解離性同一性障害で、全く

価値観の違う交代人格でもそれはそれで一つの

人格だから、その人格の中で一貫していれば有

責とする考え方。その前は、逆に、メインの人

格と全く価値観が違うのは心神喪失としていま

した。今の主流は、その中間を取っています。

交代人格でも、本人が全くコントロールができ

ない場合もあるし、異なる人格でも少し価値観

を共有できるところがある場合もあるので、そ

こを細かく吟味して、慎重に鑑定を行った方が

いいだろうと思います。

○Mの生育歴は分からないけれども、この解離性

健忘の激しさは、かなりしんどい親子関係から

きている可能性もあるように思いますが…。

○その可能性もあり得ると思います。また、おば

さんの焼身自殺があるので、ベースに精神病性

の脆弱性や発達障害等があったとすれば、普通

では起きないような解離が起きることもありま

す。それに関しては、情報が不足しているので、

議論のしようがありませんね。

⑩ 治療可能性

○Mは、治療に余りのらない方なのかなと思われ

たが、この人に治療者はどう関わることが出来

たのでしょうか。もしくは、今後どのように治

療をしていくことができるのか…。鑑定医は「治

療をしても反応性が余りよくなかった」「医療に

反応しにくい」とおっしゃっていましたが。

○Mは医療機関につながっていたけれど、そもそ

も親のニーズで断続的に関わっていた感じがし

ますね。家族に対する怒りもあったけれども、

その怒りを家族に知られてはいけないという気

持ちもあったように思います。M自身が安心し

て話せる場所があれば、また違ったと思います。

それは、医師かもしれないし、看護師さん、児

童福祉司かもしれませんね。

○公判では、犯行前の通院時に、「医師に『死にたい』

とは言っていない」とMは言っていました。そ

の理由は、「母方祖父も一緒だったから、知られ

てはいけないと思って」と話していました。

○イメージですけれども、普通の感覚だと、「親に

知られると心配させるから」と解釈できるけれ

ども、もしかしたら母方祖父母とのコミュニケー

ションの中には隠れた何かがいろいろあって、

それで医師にも話したくなかったというのもあ

るのかもしれない、と思ったりもします。

○診療時に、100パーセント母方祖父母が同席だっ

たのか、半分くらいは１対１で話す時間を設け

ていたのかにもよりますね。

○腹部を刺したのは大きなことだけれども、その

前にも何度もリストカットや自殺企図があった。

周りからは気づきにくいけれども、その辺りを

見ていかないといけないケースだったんでしょ

うかね。

（文責：長尾･真理子）
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２．事例M②

　― 躁うつ病の母親が次男を殺害した後、自殺を図った母子心中事例

（１）はじめに

本事例の特徴の一つは、加害者である母親が躁うつ病を患っており、公判中も鑑定医が指摘するよ

うに「軽い軽躁状態」であったことが挙げられよう。また、本事件が起こったのは、都市部の高級住

宅街。一家は、外国人の父親が国際弁護士をしており、裕福な家庭だった。母親は、高校時代に留学

経験があり、大学も卒業している高学歴の女性であった。

今回取り上げた６事例の中で、経済的に裕福で、母親が高学歴の事例は、本事例のみである。この

ような家庭に、公的機関がどのように援助できるかが問われる事例だったと言えよう。

（２）事件の概要

x年９月某日午後11時過ぎ、帰宅した父親（以下、F）が、浴室内で母親（以下、M）とA君（当時

９歳）が倒れているのを見つけて110番通報した。警察がかけつけたところ、A君は浴槽内でぐった

りしており、間もなく死亡した。Mも同じ浴槽内で腕や腹に切り傷を負い、血を流した状態で倒れて

いた。

翌年、地検はMを殺人罪で起訴。MがA君の首を延長コードで絞めつけ、窒息死させた。裁判員裁

判では、Mは犯行時躁うつ病のため心神耗弱状態であったと認定され、懲役３年執行猶予５年の判決

が下された。

（３）家族構成

本児死亡当時の家族構成は以下の通り。

　　実父F（49歳）：外国人。国際弁護士。

　　実母M（42歳）：日本人。専業主婦。

　　実姉（15歳）：Fの母国に留学中のため、別居。

　　実兄（13歳）：Fの母国に留学中のため、別居。

　　本児A（９歳）：･インターナショナルスクール在

籍。小学３年生。

（４）Mについて

x－42年、３人きょうだいの末っ子として出生。姉と

兄が１人ずついる。

都市部で育ち、私立の中学校、高等学校をそれぞれ卒

業。中学校時代はバトン部、高校１年時はシンクロ、高

校２年から３年にかけては他国の文化を学ぶために１年間海外に留学。その後、一流私立大学に入学

家族図（事件発生時）
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し、４年間で卒業した。

公判で読み上げられた、身上に関するMの供述調書には「いろいろなことに興味を持ち、実行して

きて、活発な女の子でした」「学生時代は性格が真面目、授業もきちんと通い、成績も努力したので

良かった」とあった。

Fの供述調書では、Mは「知り合った当時から自分の考えを持っていて、自立心が強く、賢い人」「昔

から頑固な面があり、自分が正しいと思ったら謝らない性格」と表現された。

大学卒業後、都市部の会社に事務職として勤務。約１年後、Fとの結婚を機に退職した。

（５）Fについて

外国人であり、大学入学前は軍隊に所属し、戦争への参加経験もある。公判では、子ども時代に父

親から体罰があったと証言したが、それ以前について語られることはなかった。

母国の名門大学に入学。大学時代に、Mが在籍していた大学に留学し、Mと出会い交際するように

なった。Fの一目ぼれだった。大学を卒業すると、自然にMと結婚することになった。

（６）結婚後の生活について

x－18年、２人は結婚し、Fの母国で新生活を始める。Fは保険会社に就職し、Mは日本大使館に勤

務した。

x－15年、長女（A君の実姉）出生。それを機に、２人は日本に帰国した。Fは、保険会社の日本支

社に勤務していた。長女が生まれた直後のMの様子について、Fは「暗くなったり、眠れなかったり

していた」とMの産後うつの状態について話したが、Mはそれを否定した。

x－14年、長男（A君の実兄）出生。間もなくして、Fは仕事の内容が良くないとの理由で退職し、

日本文化を学ぶために日本の大学院に入学した。それに伴い、一家は転居した。当時の生活について、

Fは「すごく幸せ。やりたい勉強もできて。家内も子どもをよく育ててくれた」「Mは本当に良妻賢母。

僕のことを支えてくれ、長男の面倒をよく見ていて、教育ママではなくてゆとりがあり、自然と子ど

もを育ててくれた」と公判で話した。Mも当時のことを「楽しかった」と話した。Mの姉も「Fの収

入がなくなってしまったので、経済的には苦しかったよう。しかし決して夫婦仲が冷めることはなく、

とても幸せに暮らしているように見えた」と供述している。この頃Mは、喘息だった長女のため一日

に３回掃除機をかけ、アレルギー性の病気もあったため１日２回シャワーを浴びさせるという生活を

していた。

その後、Fは大学院を修了はしたものの、研究者になることは断念。一家は、再びFの母国へ渡った。

Fは国際弁護士資格を取得するため、ロースクールに通い始める。一家は生活保護で生活する状況だっ

た。x－９年、A君が出生。この頃Mは、Fが勉強の傍ら趣味のプラモデルをしていること、当時全く

英語を話せなかった子ども達の英語教育に全く興味を示さなかったこと等に不満を持ち、離婚話が出

たこともあった。

Fは２～３年で国際弁護士の試験に合格し、弁護士事務所で働き始める。この頃から安定した収入
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が得られるようになり、経済的にゆとりが出てきた。

x－７年、再度日本に戻り、家族５人で暮らし始めた。Mは、子ども達の将来を考えて、インター

ナショナルスクールに通わせることにした。一家は都市部の広い家に住み、Mは育児や家事に追われ、

Fとの葛藤も重なり、不眠などの症状に悩まされるようになっていった。そのため、x－４年月から、

Mは精神科・心療内科に通院するようになった。

（７）子どもについて

子どもは本児A君、実姉と実兄の３人。A君はx－９年、海外生まれ。小さいときから喘息はあった

が、いたって健康だった。事件当時は９歳、インターナショナルスクールの小学３年生だった。母方

祖母によると、本児は「友達も多く、学校にも病気以外は休まず通っていて、サッカーをやっており

運動神経がよかった。性格はとても明るく穏やかで、お母さんのことが大好きな子ども」だった。Fは、

x年５月にMが家出した際には、本児がMのために千羽鶴を折るなどしていたことを話した。

本児の姉は、x－15年に海外にて出生。喘息あり。x－１年８月より、海外留学中。

本児の兄は、x－14年に日本にて出生。喘息あり。10～11歳の頃（x－３年頃）、扱いにくくなり、

Fが体罰を与えるようになった。公判でも、F自身が「（長男が）Mにも暴力を振るうようになったから、

平手で顔を叩いた」等と話している。体罰が原因で夫婦喧嘩をすることもあった。Fは、これ以上叩

きたくないとの思いから、自ら学校のファミリーカウンセリングを受ける。x－１年８月より、姉と

共に海外留学中である。

また、公判においてFは、本児に対しても体罰をしたことがあると証言した。Mの食欲がなく、M

が「中華料理なら食べられる」と言ったときに、本児が「中華料理以外がいい」とわがままを言い続

けたので、叩いたという。他にも、宿題のこと等でも叩いたことがあるとのことだった。

（８）Mの医療保護入院までの経緯

x－１年７月、Mは、家族でキャンプに行った際に、上機嫌でカラオケのマイクを放さないといっ

た行動を取った後、家に戻ってからは全く家事をせず、友達に長いメールを送ったり、外出して連絡

もしないまま夜まで帰ってこない等の行動をとり始める。この頃から、周りはMの言動に異変を感じ

始めた。

同年８月中旬某日、FがMに、子ども達のキャンプの準備をしていないと注意したのに対して、M

は話を聞かず携帯電話を操作し続けたため、FがMの携帯を取り上げた。すると、MはFに飛びかかっ

て暴れるなどしたため、FはMを取り押さえた。その後Mが家を出て行ったため、Fは追いかけ、引き

留めるためにMのカバンを引っ張ったところ、Mは転倒。この件について、Mは警察に行き、FのDV

を訴えた。しかし、警察が「家庭問題」として処理したため、Mは失望する。Mは、母方祖母や母方

伯母にも、FのDVを訴えたが、２人は取り合わなかった。当時のことについて、母方祖母は「腕を見

せられたところシミのような痕はあったが、明らかにDVで受けたような傷や痣はなかったし、私自

身現場を見ていないので、MにはFのDVに関して否定も肯定もできないと伝えた」と述べ、母方伯母
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も「FにDVについて聞いたところ、Fは家庭でのMの行動や状態を説明してくれ、それを聞いてMが

言っていることは大袈裟で思い込みだと思った」と供述している。

その翌日、Fが子どもの留学の相談しようとしたところ、Mは「助けて！」と叫んで家を飛び出し

た後、近所の友人宅でアルコールを飲んで騒いでいた。次の日には、１人で遠方の親戚宅に行ってし

まった。

また、この頃、Mは母方伯父宛に以下のような意味不明なメールを送信する。

１通目･：件名「M活動の経過報告」。本文「昨日伝わったか分からないけど、私、世界中の子ども

達の未来のために活動すべき人材だと思うのです。命がその分短くなっても」。

４通目･：件名「M広島平和記念公園より」。本文「今まで、私は原爆投下が世界体制の採択に役立っ

たのか問い続けてきましたが、今回答えが出ました。原爆投下は正しかったのです。その理

由を述べます。人間は痛い目に合わないと戦えないからです。返答御無用」。

６通目･：件名「提案書」。本文「私、Mの職業は専業主婦ではないとのこと。私Mは、世界の子ど

も達の未来のために家庭外においても活躍すべき人材であること。私Mは、金銭の収入を得

ていないものの、立派な仕事をするよう尽力し続けているよう、強情な夫であるFは理解す

るよう努力する」。

この時期のMの様子について、近隣住民は「ハイな状態はひどく、傍から見ていても、子どもと一

緒に生活させて大丈夫かなと思うくらい」と供述し、Mの友人も「ハイテンションというか活動的な

状態だった。具体的には『絶対に何かをやろう』『絶対に何かをしよう』という内面の思いが強く、

その気持ちが外にも現れている状態だった」と供述している。

親戚宅に行っていたMは、数日後自宅に戻った。近くA君の実姉と実兄はFの母国に留学すること

となっており、一家全員でFの母国に行く予定があったため、Mは自分のパスポートを探した。しか

しFは、Mが今の状態のまま海外に行って行方不明になったら大変との思いもあり、Mのパスポート

を隠していた。Mは、自分のパスポートが見つからなかったため慌てた。

同じ頃、FはMの対応に困り、母方伯母と共にMの通院する精神科に相談に行った。精神科医が「M

は程度の高い躁状態ではないか」、「対応困難な場合は医療保護入院もある」とアドバイスをしたので、

Fは同日、警察にも出向いて医療保護入院について聞いている。一方Mは、その深夜、パスポートに

ついて相談するために警察に行った。Mが警察に来ているとの連絡を受け、Fも警察へ行き、その場

でMに医療保護入院の説明がなされた。

その翌日から約１か月間、Mは精神科に医療保護入院することとなった。診断名は「双極性障害」。

入院中、Mは隔離室で行動を制限され、躁状態を抑える薬などを処方された。Mはこの入院が不当だ

として、Fや親族、医師を激しく責めた。Fは、強制的な入院を続けることへのためらいもあったため、

親族が皆反対する中、唯一退院に賛成し、通院を条件に退院を了承した。

退院後、Mの躁状態は落ち着いたものの、子ども２人の留学を見送れなかったことや、無理やり入

院させられたことへのショックは大きく、Fや両親、警察や医師などに対する不信感や恨みを膨らま

せていった。
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この医療保護入院について、裁判所は精神疾患がやはり認められるとして「医療保護入院が不当で

あるとまでは断言できない」とした。

一方Fは、退院後にMから短気な性格を指摘されカウンセリングを受けるように言われ、カウンセ

リングを受け始める。公判でそのことについて聞かれたFは自分自身のことについて「『病気じゃない』

と言われた。ただしコントロールしたがる面があり、家族全体を支配したがる」と話した。

（９）Mの家出

x年５月初め、Mは単身で家出をする。きっかけは、通院するようにMを説得しようとしたFが、苛

立ってペットボトルの蓋をMの背中に投げつけたことだった。Mにとっては、FのDVからの「避難」だっ

た。

Mの家出中、Fは家政婦を雇って、A君の面倒を見ながら生活を続けていた。FからはMにメールを

送っていたが、はじめ返信はなかった。次第に返信が来るようになったが、内容は「帰るつもりはあ

りません」といったもので、離婚話も出た。

家出したMは、インターネットカフェやビジネスホテルを転々とした後、アパートなどで一人暮ら

しをしていた。Fの証言によると「（Mが）一人暮らししている間、（Mは）いろいろな先生と相談して、

いろいろな薬を飲んでいた。体に合わない薬もあり、その副作用で体調が非常に悪かった。顔や足が

マヒしていた」とある。

同年８月末、Mは体調不良などもあり、自宅に戻った。それ以降は３人で暮らしていた。この頃から、

Mは処方された薬を全く飲んでいなかった。公判でMの鑑定医は、「Mが病状に合った薬を飲んでい

れば、今回のような事件に至らなかった可能性がある」と話している。

（10）事件の経緯・状況

x年９月上旬、Fは海外に出張し、10日前後に帰宅。この頃のMは、朝起きられず、家事もできず、

前よりも弱った様子だったという。

Mは、本事件の１週間程前から「死のう」「死にたい」と考え始めたという。ハローワークのPC教

室に通うとき、電車のホームで「電車が来たら飛び込んでしまうだろう」「衝動的に飛び込んでしまう。

それは絶対やってはいけないことだ」等と考えたという。

そして、事件当日であるx年９月中旬某日朝、Mは「死ななければならない」と思い、自殺を決意。

その際、「愛するAと一緒に死にたい」、また「自分が死んだらAがFとの生活で精神的に苦しむ」等

と考え、無理心中を決意する。当時のことについて、Mは公判で、「死ぬ前は自分一人で死にたいと思っ

たが、Aのことが心配で、無理心中という選択しかありませんでした」と泣いて話した。

FとA君が自宅を出た後、Mは包丁と延長コードを浴室の浴槽のふたの裏に隠した。首を絞める方

法を選んだのは、A君の身体に傷をつけたくなかったからだという。それからMは、５通の遺書を書く。

F宛、長女宛、長男宛、母方祖父母と伯父伯母宛、最後は金融関係等の連絡先だった。F宛の遺書に

は「愛しています。お世話になりました。Fの愛情、心の底からありがとう。Aも幸せでした。Fがい
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てくれたからです。Fが許してくれるなら、生まれ変わったらまた５人になりたい」とあったが、公

判でMは「本心とは違うこととを書いた」と話した。

昼頃、Fは自宅に電話をし、MにTV録画を頼んだ。しかし、Mは気弱な様子で「やり方が分からな

い」と言うので、FはMがうつ状態であると理解し、それ以上は言わなかった。

午後６時頃、A君が帰宅しTVを見始めた。Fは、午後６時か７時頃に再び自宅に電話をし、夕食は

自宅でとらないと伝えた。その際Fは、Mが昼よりも元気な声だったと感じたという。

Mは、入浴前に、自身が服用していた睡眠効果がある精神安定剤（デパス）をA君に飲ませた。そ

の後、いつものように２人で入浴した。TVを見ながら入浴しているうち、A君は入眠。Mは隠して

いた延長コードを取り出し、後ろからA君の首に巻き付けて窒息死させた。うめき声やもがき苦しむ

様子はなかったという。午後７時頃だった。

Mは、A君を抱いて浴槽から出た。浴槽にはA君の排せつ物があり、Mはそれを手ですくってトイ

レに流した。その後Mは、A君と２人で暮らすときのための枕を用意し、最後にM自身のぬくもりを

与えるためA君にMのTシャツを着せ、浴室の床の上に寝かせ、冷たくないようにブランケットをか

ぶせた。

それからM自身は赤い服を着て、用意していた包丁で手首を切った。何回も往復して切りつけ、ほ

かに腕や腹、首にも包丁を刺した。しかし、首は固くて包丁が入らなかったので、最後に心臓を刺した。

「これで死ねる」と思い、A君に与えたのと同じ精神安定剤を大量服薬し、気を失った。

午後11時頃、Fが帰宅して２人を発見し、110番通報した。

（11）精神鑑定

鑑定医は、初めに、公判でのMの様子を「軽い軽躁状態」とし、「Aの殺害について余り反省してな

いのではと思わせるところもあるが、それは軽い軽躁状態の気分から来るものと理解することが可能」

と説明した。また、鑑定医が鑑定した際は「軽躁状態」で公判時よりも調子が高かったことも明らか

にした。犯行時は「うつ状態」であり、遺書の内容と現時点でのMの答えとのニュアンスがかみ合わ

ないのは、遺書を書いたときの状態と現時点での状態で気分が違うからだと説明。その上で、それを

踏まえた鑑定結果であるとした。

Mの診断は「躁うつ病（双極性障害）」。もともとエネルギーを持っている人で、A君の姉（長女）

が産まれたx－15年から病状が生じた。原因は、生まれもった素因の影響もあり、引き金は出産・育児、

Fとの関係、海外生活等いろいろあると考えられる。FのDVが原因とは言えず、また「現在のMの状

態像からはDVの被害者とまでは言えない状態であるが、夫婦関係で日々悩んでいたことは確かであ

る」と説明した。

病状が生じ始めた当初は「うつ状態」で、明らかな「躁状態」が出たのはx－１年夏。これに対処

する形での医療保護入院については、「当時の状況をみるとやむを得ない」としつつも、周り全てがF

の言うことを信じるような状況であったため、Mが引っ掛かりを持ったのも分からなくはないと話し

た。
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犯行時のMの精神状態は、躁うつ病の中でも「うつ状態」であり、自分がいなければ本児は生きて

いけない等と視野が狭まり、無理心中を決意したものと述べ、鑑定医は「日常生活の認知や思考の歪

みの影響はあるが、妄想や幻覚などの精神病に支配されたものではない」と説明した。

治療可能性については、「治療可能ではあるが、すぐには治らない」とし、以下の３つを治療のポ

イントとして挙げた。①躁うつ病の治療、②夫婦関係の調整、③本児の死を受け止めること。さらに、

刑務所でできる治療は、１つ目の躁うつ病の治療のみであると付け加えた。

（12）判決

公判では、事実関係に争いはなかったため、Mの量刑が争点となった。

検察側は論告求刑において、刑を決めるにあたり重要な事実として以下の３点を挙げた。①最も重

視すべき点は、Mの行為により本児の命が奪われ、Fや親族に多大な悲しみを与えたこと。②Mの犯

行態様として、事前に凶器を隠す等、強い殺意に基づき計画的な行動をとっていること。③Mの犯行

動機は、A君に自分の死体を見せたくない等、身勝手なものであること。これらのことから、夫婦問

題を理由に刑を軽くすべきではないと主張し、懲役５年を求刑した。

弁護側は最終弁論において、責任能力に関して心神耗弱であったと述べた上で、以下の４点から情

状について説明し、執行猶予判決を求めた。①殺害を計画したのは悪質な理由ではなくA君が苦しま

ないためであるし、そもそも計画と言っても当日の行動のみで、本事件は突発的に病気にとらわれた

もので、計画的と言うよりは衝動的であると考えられること。②将来のあるA君の命を奪ったことは

身勝手と評価することが可能であろうが、Mは犯行当時そもそも善悪の判断や自分の行動をコント

ロールすることが困難な状態にあったこと。③刑罰には、再犯を予防する目的と社会復帰という２つ

の目的があるが、Mの場合、執行猶予で入院し治療することが社会復帰に繋がると思われること。④

夫婦関係の問題はMの病状を悪化させており、本事件に関連があると考えられるが、今回の事件後、

Fは自分の問題を見つめ直しており、親族も今後Mのサポートをしていく努力をしていること。

以上に対して、裁判所は、心神耗弱を認めた上で、懲役３年執行猶予５年の判決を下した。最後に

裁判長は、Mに「まず治療を根気強くしっかり受けて、家族や親族の意見をよく聞いて、その人達の

助けを受けて、しっかり病気を治すこと。そして、A君の死に向き合い、自分が行ったことを、A君

のために一生をかけて償ってほしい」と諭した。Mは涙ながらに聞いていた。

（13）討議

参加者

川﨑／松本／高橋／上野／長尾

① 双極性障害の特徴

○双極性障害は、うつだけよりもよくないですか？･

○自殺や暴力事件を起こすリスクは、うつだけの

人より双極性障害の人の方が高いですね。

○Mは双極性障害で、事件はうつ状態のときに起

こっています。その後、軽躁状態になったとい

うことですが、この辺りはどうですか。

○大きな他害行為・自傷行為が大きなカタルシス

になることがあります。双極性障害だけでなく

全ての重篤な精神障害に関して言うと、統合失
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調症で幻聴に命令されて耳を切り落としてし

まった後、同じ行動を直ちに繰り返すことはむ

しろ稀で、一時的に状態が安定することのほう

が多い。大きな出来事によるショック療法的な

ものなのでしょうか。

○双極性障害に関して言うと、ストレスがかかって

躁状態になったりします。結局、スイッチが入る

か入らないかが問題で、その振り幅はそのときに

なってみないと分からない。精神分析の先生の中

には、躁状態自体が躁的防衛で、躁状態が落ち

着いた後に抗うつ薬を投薬することが再発予防

になると言っていた人もいました。しかし、本当

かどうかは分かりません。結局、躁うつの波のス

イッチが入るのは、環境の変化や大きな出来事

で、この鑑定医が証人尋問でおっしゃっているこ

とは、本当にその通りだと思います。

○双極性障害は、生物学的要因が確かに大きいけ

れども、双極性障害になった人達とそうでない

人達を比較すると、被虐待経験に差があります。

双極性障害になった人は、小さいときに虐待の

被害を受けた人が多いというデータがあります。

特に、若年発症の人には多く見られます。実は、

解離症状が双極性障害のように見えることもあ

ります。

○Mは双極性障害に罹患しなければ犯行に至らな

かったのか、という問題があります。Mの場合、

素因だけで犯行に至ったのかと問われると、な

かなか分からない。家庭の中でギクシャクした

ものがないわけではないので。

② 解離症状

○Mには解離があると書かれているが、それは双

極性障害による解離なのか、生育歴の中で出て

きた解離なのか。

○それは、本当分からない。ただ、重篤なうつの

ときに解離状態になるのは事実だし、統合失調

症の人が腕を切り落としてしまうときに痛みを

全然感じないというのも解離だと言う人もいま

す。

○Mには、けっこう典型的な解離症状が出ていま

すね。そうすると、DVのようなものがあった可

能性もある。または、外国人男性と一緒に海外

で暮らしているとき、英語はできたかもしれな

いが、孤立的な状況におかれたのかもしれない。

帰国子女の子どもの中には、解離しやすい子が

たまにいます。言葉は分からないけれどいじめ

られている雰囲気だけは感じていて、ぼーっと

しながら教室に居続けるということがあります。

③ 夫婦関係について

○先程のDVの話ですが、Mは、主観的に『自分は

DVを受けた』と信じていますね。一方Fは、『飛

び出すのが危険だから押さえた』と言っていま

す。Mの被害感は、躁うつ状態に影響していた

のでしょうか。

○客観的に見て、Fの行為がどういうものだったか

分からないので何とも言えませんね。ただ、患

者さんの中には、家族が取り押さえたのを「DV

だ！DVだ！」と言う人もよくいます。そういう

ケースの可能性も考えましたが、記述を読む限

りFのDVも否定しきれないので、けっこう戸惑っ

ています。

○確かに、F自身も、カウンセリングで『自分は支

配的な傾向があると言われた』と言っていまし

たね。

○Fは、子どもに体罰を加えていたけれども、それ

では言うことを聞かないという理由で、カウン

セリングを受けています。ですから、体罰至上

主義に凝り固まってはいるわけではない。でも、

Mの立場からすると、子どもが留学するという

時期に自分だけパスポートがなくて、Fもありか

を教えてくれなかった。それで、かなりパニッ

クになってしまった可能性もあるのかなと思い

ます。しかも、医療保護入院にもなってしまっ

ているので。

○穿った見方ですが、Fに振り回されてきた怒りや

恨みつらみの溜りの方が大きいような気がしま

す。Mは多分、早くから留学したりしていて能

力の高い方だったけれども、Fに振り回されて生

活保護を受けたり、大学院に行くため転居した

りもした。その後、Fが国際弁護士になってから、

長年溜め込んだものが弾けたということもある
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のかもしれない。それが、病気の上に乗っかっ

た可能性もあるように思われます。

○公判の中で、Mの生育歴についての話はでてき

ましたか？

○すごく可愛がられて育って、暴力を受けたこと

なんてない、と聞きました。学生時代には、シ

ンクロをしていたとも。

○Mの両親は、娘（M）が外国人と結婚して、その

後生活保護を受けることになったことについて

は、どのように感じていたんでしょうね。両親

は黙って見ていたのか、何か言われるのが嫌で

Mは両親に言わずに黙っていたのか。

○確かに、転居も繰り返していますしね。

○しかも、MはFの趣味が嫌だった。Fが子どもの

養育よりも趣味のプラモデルで遊んでいたこと

に、Mは不満を持っていましたね。

○それは頭にくるかもしれないね。

○Fは、Mのうつ状態を理解してなかったようです

ね。『うつの人は苦手』『自分がアクティブだか

ら連れ出たりしてしまう』『どう対応すれば良い

か分からない』と証言していましたから。

④ 医療観察法

○医療観察法の病棟には、Mのような女性がけっ

こうな割合でいます。統合失調症の妄想型の方

や、双極性障害や単極性障害の気分障害の方も

いますが、もしかしたら全ての対象行為がそう

なのかもしれないけれど、解離が被っている人

が多いです。虐待、DV被害を受けたエピソード

のある人が、やっぱり多い傾向がありますね。

○医療観察法の対象患者には自殺が多いことは問

題点として挙げられています。特に通院患者に

多く、人口10万単位で試算したら1000人を超え

ています。その中でも一番目立つのが、子殺し

のケースです。つまり、拡大自殺をして、加害

者になってしまったけれども、大切な人を失っ

てしまった。典型的なパターンは、入院中は自

殺企図を隠していて、良くなったと思わせて退

院した後、すぐに自殺を決行してしまう人達で

す。

○Mは、まだ躁状態が高いけれど、治療をして落

ち着いたら、知的にも高いので、いろんなこと

が見えてきた後、大変かもしれないですね。

⑤ 公的支援

○「どうすればよかったか」という観点からすると、

子どもは学校に通っていたので、学校は、Mの

不思議さに少しは気付いていたと思います。ま

た、近所の人の証言で、Mのハイな状態がひど

かったので、傍から見ていて「子どもと一緒に

生活させて大丈夫かな」と思ったと言っていま

す。

○つまり、Mの危うさは、周囲に全く見えていな

かったわけではなくて、ある程度は見えていた。

それくらい危うい状態だったと思う。それでい

て、公的な支援に結びついていなかったという

ところが、このケースに関して大変気になると

ころです。社会認識上、危ないものは危ないと

いう認識が広がっていると、行政の積極的な介

入が期待できたかもしれないと思います。

○A君は良い子でしたね。良い子ということが、逆

にリスクを隠すというか、家族の問題を見えな

くするところがあるのかもしれません。

○けれど、Fは自分の正当性を主張したい人だと思

うので、家庭訪問したときに「妻がおかしくなっ

ているんです」と言ったと思う。Mを囲い込ま

なかったと思う。

○長男のときは、長男の暴力のことで学校のファ

ミリー・カウンセラーのところに相談に行って

います。

○保健センターや保健所、あるいは精神保健福祉

センター等は、全然関わっていませんでしたか？

○公判には出てきませんでした。

○Fが日本の制度を知らないかもしれないですね。

○そうですね。Mも学校で教えてもらってないで

しょうし、海外と日本を行ったり来たりしてい

るから、知らない可能性の方が高い。高級住宅

地という地域性もあるのかもしれない。もし田

舎だったら、近所の人が「なんとかしろ！」と

保健所に言いに来たと思いますね。

○Mが家出をした際、役所にDV相談をしています。

役所の窓口で突飛なこともいろいろと言った気
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がするけど、どうしてキャッチできなかったん

でしょうね。

○DVのことで、警察にも行っていますね。痣の写

真を撮ってもらっています。

○Mは、「最初の警察は良くなかったが、後から行っ

た警察は良かった」と証言していましたね。

⑥ 医療保護入院

○鑑定医がおっしゃっているように、入院は必要

だったという意見と同時に、もう少し説明をし

てあげるとか丁寧な対応があっても良かったか

なと思います。犯罪行為をしている人ではなく

て、病気で治療が必要な人ですので、もう少し

丁寧な対応をしていれば、治療も十分できて、

リスクも減ったように思います。そういう意味

で言うと、治療プロセスの中で、リスクを下げ

る取り組みが考えられたと言えるかもしれませ

ん。

○私も、この鑑定医が言っているように、もう少

し丁寧に対応した方が良かったと思います。理

想的には、役所等で「おや？」と思ったときに、

役所あるいは精神保健センターが動いて、本人

が相談しに来なくても、ご主人と継続的に相談

関係に入るとか、周りを丁寧に固めてから対応

できていれば、違ったと思います。Mの姉が多

分心配して精神科に相談に行き、一気に荒療治

になってしまったところは、昭和の精神科入院

をイメージさせますね。それが、事をこじらせ

てしまった感じがします。

⑦ DVをどう理解するか

○本当にFのDVがなかったかどうかは、未だ分か

らないと思います。DV加害者は、けっこうキチ

ンと見える人が多いので、余計に世間が甘めに

判断するところがあります。Fは、ある時期は生

活保護だったけれど、今は国際弁護士。どう見

ても、Fの方がまともに見えるだろうし…。

○面接で、相手が「結構きつく叱ったんですよ」

と言ったとして、「きつく叱る」というイメージ

が、相手と自分で全然違うことがあります。具

体的に聞かないと分からない。だから、どの程

度の強さで、どんな風にしたのかを、もっと具

体的に聞いても良かったかもしれません。

○具体的に聞いたとしても、Fとしては「大したこ

とはしてない」と思っている可能性も大いにあ

ると思います。Mの目線で「とんでもない旦那

ですね」と言ってくれる人がいると、もう少し

流れが変わったかもしれないですね。

○一方で、Mは、暴力を受けた経験が無かったので、

そのショックも大きかったのかもしれません。

同じ行為に対しても、体罰文化で育った人とそ

うでない人とでは、受け止め方が違います。そ

う考えると、Mのストーリーでは、とても大変

なことが起こっていたと理解できますね。周り

の人は、「それは病気だから」という見方をして

しまって、距離をおいていた可能性もあります。

○国際結婚をしたDV被害者の女性に会ったことが

あります。彼女達の中には「外国人男性が怒る

と怖い」という人もいました。言葉は分からな

いけれど、怒っているのはすごく伝わってくる

ので、とても怖い体験になるようです。

○Fはすごく日本語が上手な人だから、日本語で

怒ってくれた気もしますが、Fは軍隊にも行って

いる。きっと姿勢とかも良くて、それだけで威

圧感があるかもしれない。法廷で証言するとき

も、説得力が違いそうな気もしますね。

○Fは、紳士的な雰囲気で、質問にも丁寧に答えて

いたので、印象は悪くなかったと思います。誠

実に答えている感じがしました。自分が暴力を

振るったことは認めていました。弁護士ですか

ら、法廷のこともよく分かっているんだろうと

思うところもありますが。

⑧ 予防のタイミング

○Mのメンタルヘルス問題に対して、もっと上手

に介入する視点については、いろんな意見が出

てきますが、心中や子殺しを防ぐための視点は

出てこない。親の精神障害を防げばいいのかも

しれませんが、心中や子殺しを予見するのは難

しい。事例M④の方が、ある意味予見できたよ

うに思いますね。

○結局、予見できないので、気がつかないまま未
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然に防ぐしかない。つまり、予見できなくても、

ひとつひとつに丁寧に対応することで、援助者

も無意識のうちに予防するということです。

○具体的にいつなのかは難しいかもしれませんが、

Mは家出までして、x年８月まで一気にテンショ

ンが上がっていって、駄目だと分かったら、急

降下が始まるというところまでは、ある程度予

見できますよね。薬も全く飲んでいないから、

そこからくる急降下はものすごく大きいという

のは、予測できる。それが予見できていれば、

少なくとも対応のイメージはできた気がします。

○Mからすると、家出して、住まいも転々とした

後に戻ってきたのだから、その空白期間も含め

て、「何が起こっても不思議じゃない」という予

見はできたかもしれない。

○Mにとって、家に戻るということは、『やっぱり

自立できなかった』という敗北感もあったと思

います。

○割り切ってしまえば、急降下が始まりそうなと

きに、子どもだけでも助けようと思うのであれ

ば、Fに説明して母子分離を勧めていれば、分離

することは可能だったと思います。しかし、そ

の分離自体が引き金になって、Mが自殺する危

険性があったかもしれません。だから、その見

極めは非常に難しいし、勇気もいることだと思

います。

○この家は、Mが家出している間は家政婦を雇っ

ているくらい経済的に裕福なので、子どもをど

こかに預けるという発想はなかったのだと思い

ます。低所得の家庭であれば、母親がいなくな

ると困るので、子どもに留守番させるとか、小

さければ預けるという発想もあったとは思いま

す。

○一つの傾向ですね。経済的に不利な状況にある

人達に対しては、支援が割と入りやすい。

○高級住宅街ではよくあることかもしれませんね。

虐待があっても、マンションの作りもいいので、

怒鳴り声も泣き声も近隣に漏れない。

○見えないところで、虐待が起きてしまうという

ことですね。

⑨ 被害児への思い

○Mにとっては、上の子達がどんどん成長して、自

分とは違う世界に行ってしまった。Aも、もうす

ぐ自分の手を離れるかもしれないと、どこかで

思っていたと思う。今はまだ手元にいるけれど

も、後何年か経ったら離れていくという意識は

あったと思う。上の２人を見ていると。

○子どもを所有する方法が、一番暴力的な格好に

なってしまった。

○上の子達も、Mの状態が悪いのを冷静に見てい

て、自覚しているような感じの発言をしていま

すね。そうすると、Aだけでも自分の手元に残し

たいという思いはあったのかもしれませんね。

この子だけが被害にあったというのは。

（文責：長尾･真理子）
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３．事例M③

　― 夫へのあてつけに適応障害の母親が３人の子どもと母子心中を図った事例

（１）はじめに

本事例は、新居購入問題を巡って夫と喧嘩を繰り返した頃から適応障害になった母親が、３人の子

どもと母子心中を図った事例である。本事件の直前にも、母親は夫や長男に包丁を向ける行為を繰り

返していたが、本事件を防ぐことには繋がらなかった。討議では、母親には以前から包丁を持ち出す

等の行動があったのか、それとも今回の件が初めてだったのか、抗うつ薬の影響はどうだったのか等

について、議論された。

（２）事件の概要

x年３月某日午後７時半過ぎ、帰宅した父親（以下、F）が「家族が自宅で倒れている」と119番通

報し、警察が駆けつけたところ、長男（当時10歳）、次男（当時８歳）、長女（当時４歳）の３人が居

間で死亡していた。母親（以下、M）も手首から血を流していたが軽症で、「子ども達の首を絞めた」

と話した。

翌日、警察はMを殺人容疑で逮捕。Mは「自分も死ぬつもりだった」と供述した。司法解剖によると、

子ども３人の死因は、首を絞められたことによる窒息死だった。

同月、Mは地検に送検された。鑑定留置を経て、責任能力を問えると判断されたため、地検はMを

殺人罪で起訴した。起訴状によると、Mは子ども３人に睡眠導入剤等を服用させた上、縄跳びの紐等

で首を絞めて殺害した。

翌年、Mの裁判員裁判が始まった。検察側は懲役25年を求刑。弁護側は「当時は適応障害で、善悪

を判断する能力が阻害されており、懲

役20年が相当」と主張した。Mには、

懲役23年の実刑判決が言い渡された。

（３）家族構成

死亡当時、同居していた家族は以下

の通り（家族図を参照のこと）。

　　実父F（39歳）：･会社員・経理担当

　　実母M（37歳）：専業主婦

　　長男A（10歳）：小学４年生

　　次男B（８歳）：小学２年生

　　長女C（４歳）：･在宅、x年４月よ

り保育園に入園

予定だった。 家族図（事件発生時）
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（４）Mについて

x－38年、出生。兄と弟の３人きょうだい。

地元の小中学校を卒業後、高等学校商業科に進学。高校卒業後は、電気店の事務として就職するが、

意地悪な先輩がいたため、１年で退職。その後、ショッピングセンターの店員として勤めるも、客の

ノルマが厳しく３年で退職。その後、コンビニで働くが、Fと結婚したため１年で退職した。

Mは、25歳のときに結婚。このとき初めて実家を離れた。その後、27歳で長男A、29歳で次男Bを

出産。Fの転勤に伴い遠方に引っ越した際、環境になじめず１度流産する。そのため、Fは仕事を辞め、

家族で地元に戻った。その後、長女Cを出産。結婚後は専業主婦で、一度も働いてはいない。

Mは、人付き合いが苦手で、他人に対して強く物事を言えない性格。中２の頃にいじめにあい、そ

のような自分の性格が嫌いになった。当時、自殺未遂を起こしたこともあった。

x－１年12月、リビング誌に掲載された『社会不安障害』の記事（「人格が変わる」という夢のよう

な内容）を見て、普段から人前に出るとドキドキする等のあがり症があることから、精神科を受診。『社

会不安障害』と診断され、抗うつ剤と抗不安剤を処方される。その後も通院し、Mは「薬の効果がない」

と訴え、抗うつ剤を増量。事件直前のx年３月には、うつの疑いと不眠のため、抗うつ剤と睡眠剤を

処方されている。

（５）Fについて

公判において、Fの生育歴が語られることはなかったため、詳細は分からない。姉がいるが、その

他の家族状況については不明。Mより２歳年上である。

x－14年にMと知り合い、x－12年に結婚。当時、会社勤務をしており、長男と次男の出生後、x－

７年３月に転勤になった。転勤先では営業所の支店長を務め、手取り40～50万円を得ていた。しかし、

Mが環境になじめず流産したため、x－２年２月に退職。地元へ戻り、Fは同業種の会社に再就職した。

給料は20万円程に減少した。

証人尋問からは、毎週末にはほとんど家族で出かけるなど、家族思いの父親だった様子が感じられ

た。

（６）子ども達について

長男A君は、WPW症候群、喘息、アレルギー性結膜炎等があった。MやF、学校の教師は、A君に

ついて以下のように述べた。

M：「しっかりした子で、学校から帰ってくるとすぐ宿題をして遊びに行くような良い子」

F： ･「恥ずかしがり屋だが素直で、主張したいことは言える穏やかな優しい子」「サッカーが大好き」

「文集には『漫画家みたいにきれいな絵を描きたい』と書いていた」

学校教師の供述調書： ･「おとなしい子で素直な子。絵が得意で、マンガの絵を描くと、周りに人が

集まった。運動が得意で、足が速く、成績もよかった。自分の意見を表には

出さないが、日記には素直に書く子だった」
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次男B君には吃音があり、Mはそれを気にしていた。B君についてのM、F、学校の教師の証言等は

以下の通り。

　M：「家族のムードメーカーで、ひょうきんで明るい子」

　F： ･「心の優しい、よく笑い、周りを楽しませる素直で明るい子」「身体を動かすのが好きでサッ

カーやドッジボール、走ることが好き」「折り紙やあやとりも得意」

学校教師の供述調書： ･「穏やかでまじめな子」「吃音があり、緊張から言い出せないこともあったが、

友達とは問題なく遊んでいる」

長女Cちゃんについて、Mは尿異常があったことを心配していた。４月からは、保育園に通う予定だっ

た。以下、M、Fの証言。

　M：「家族みんなのアイドル」

　F： ･「よく笑う、キティとチョッパーとピンク色が大好き」「（兄）２人に混じってサッカーをし

たり、ブランコが好きでしたが一人では乗れず、だっこして遊びました」「優しい子で、部屋

の一番端で寝る私の枕元に来てほっぺにキスをしてくれ、私が寝てから戻ります」「我が家の

アイドル」

（７）新居購入をめぐって

x年２月中旬、Fは近隣地区の中古オープンハウスに行き、好印象を抱いた。同日午後、Mと子ども

達を連れて再度見学に行くが、Mの印象は悪かった。理由は、その家の近くにMの苦手な人物が住ん

でいること、子ども達が転校しなければならないこと、生活が苦しくなるという金銭的な問題等だっ

た。

数日後、FはMと共に再度見学に行くが、担当者に資金不足を指摘される。その午後、Fは単独で、

銀行へ住宅ローン申請の事前審査を申請し、父方祖母からの資金援助を検討。翌日、銀行から「資金

不足」の返答があったため、Fは父方祖母に資金要請に行こうとしたが、Mは「行かないで」と泣い

て頼み、家の購入に反対した。

同月下旬、Fは「（会社で）持ち家を持っていないのは、自分ともう一人の同僚だけで恥ずかしい」

と父方祖母に資金援助を要請した。しかし、Mが泣きながら反対したため、父方祖母はFにその物件

を諦めるように勧めた。その後、他の地域で物件を探すが見つからず、帰宅後さらに物件探しに行こ

うとするFに、Mは包丁を突きつけて「行かないで」と止めた。その夜、口論になり、売り言葉に買

い言葉でFから離婚について話が出た。その後、Mは寝ているA君に包丁を向ける。しかし、実行は

できなかった。自身にも包丁を向けるが、うまく刺さらなかった。翌朝、Mは再び寝ているA君に包

丁をつきつけた。しかし、目を覚ましたA君が抵抗し、その声を聞いたFがMから包丁を取りあげた。

Mは「自分も死のうと思った」と話した。公判で、この件について尋ねられたFは、自宅購入を辞め

させるアピールだと思ったと証言している。

心中未遂があり、またMが母方祖母や父方祖父母からFに諦めるよう言ってもらったこともあって、

Fはいったん自宅購入を諦める。しかし、３月初旬には自宅購入問題が再発。Mは父方祖母に「まだ
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諦めてない。うつがひどくなる」と泣いて電話で訴える等し、夫婦仲は再び険悪になった。

この件を巡って、夫婦間でたびたび口論するようになり、夫婦間の会話は減少。Mは意気消沈し、

ふさぎ込みがちになっていった。その結果、子ども達はFに懐くようになり、Mは寂しい思いをする

ようになっていく。

（８）自殺から心中へ

Mは「嫌なことが重なり生きていたくない」と、次第に自殺を考えるようになる。このような中、「自

殺するにあたって一人で死ぬのは淋しい」「一人で死ねば、嫌いな義理の母（父方祖母）に子ども達

を奪われてしまう」「子ども達を道連れに死ねば、Fも後悔するだろう」等と思い、将来の不安やFへ

の絶望感を募らせていった。

x年３月中旬、Mは「子ども達が眠っているうちに苦しませずに死なせたい」と考え、精神科を受

診し、睡眠薬を入手した。その翌日には、殺害前に子ども達に飲ませるための鎮痛剤も購入する。こ

の日Mは、最後の望みのつもりで、Fに「しばらく実家に帰ってほしい。子ども達と４人だけにして

ほしい」と頼むが、断られている。

（９）事件前日

その後、Mは実行するかどうか迷い続けていた。

そして、x年３月下旬の事件前日のこと。Mは昼食を作る気になれず「これで食べてきて」とFに

３千円を渡した。しかしFは「３千円ではゲーム代も含めると足りない。もう外食しない」と言った

ため、Mは「じゃあ５千円、１円も残さずに使ってくれば！」と言い、いらだって５千円を机の上に

置いた。Mはこのとき、上履きを壁に投げつけ、物にあたった自分が嫌になり、涙が止まらなかった

という。

Fと子ども達はラーメン店に行き、昼食を食べた後、ゲームセンターへ行った。

夕方に帰宅したFは、何も言わずに、おつりの６～８百円をタンスに置く。Mは自分が怒ってお金

を渡したのだからまさかFが５千円全てを使うとは思っていなかったのに、４千円以上使った上に謝

罪もなかったことで、「私はお手伝いさん」「Fは自分の行動が私をどれだけ追いつめているか分かっ

てない」と改めて絶望し、心中を決意する。

（10）事件当日

翌日、Fは午前７時に出勤。子ども達は春休み初日だった。Mは「死なせるなら今日しかない」と

思い、昼食のカレーに鎮痛剤20錠、ジュースに睡眠薬を入れた。昼食後、子ども達は眠そうになり、

午後３時にはリビングの床の上で寝てしまった。

Mは「やるしかない」と思い、まずはB君の首をタオルで絞めた。B君を最初にしたのは、以前A君

を刺そうとしたときに騒がれたからだった。首を絞められたB君の鼻からはたくさんの血が出て、抵

抗したB君は仰向けのまま足を動かして逃げようとしたが、Mは首を絞め続けた。B君は「ううっ」
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と声を上げて動かなくなったが、背中に耳を当てるとまだ心臓の音が聞こえたので、MはB君の心臓

の鼓動が止まるまで、縄跳びの紐で再度首を絞めた。

次に、Mは仰向けで寝ていたA君の首に縄跳びをまわして絞めた。A君は、抵抗して縄跳びを外そ

うとし、「痛い」とつぶやいたが、Mは手の力を緩めることなく絞め続けた。A君の手がMに向かって

上がり、その後、力が抜けて床に落ちた。それでもMはしばらく絞め続け、全く動かなくなってから、

心臓の音が止まっているのを確認した。

最後はCちゃん。Cちゃんを最後にしたのは、「小さくて一番かわいいので、最初はやめようと思っ

たから」とのこと。Cちゃんは、ぬいぐるみを枕に顔を横にしてうつ伏せで寝ていた。MはCちゃん

の首に縄跳びをまわし、交差させて引っ張った。Mが首を絞め続けていると、Cちゃんは左手の拳を

ぎゅっと握り、その後力が抜けた。MはCちゃんの心臓の音が止まっているのを確認した。

その後、Mは鎮痛剤24錠、睡眠薬５錠を服薬し、剃刀で左手首を３回切った。ある程度血が出たの

で「このまま死ねる」と思い、朦朧としていた。しばらくしてFが帰宅。Mは、Fが窓ガラスを割っ

て室内に入ってきたのも覚えていた。

（11）事件後のMとFの状況

Mは、逮捕後に１度自分で自分の首を絞め、自殺未遂を図っている。体重は４か月で７㎏減少した。

Fは、事件後カウンセリングを受けていたが、事件から約半年後、自殺を図った。その日はMの鑑

定結果の出る日であること、翌日が住んでいたアパートの思い出の品を全部処分する日であったこと、

近いうちにアパートの損害賠償金の取りまとめがあること等から、午後３時半頃に遺書を書き、子ど

も達の写真と飲み物と子ども達が描いた絵を広げて、鎮痛剤を24錠飲み、エアコンに紐を３回程巻き

付けて、Fは首を吊った。意識を失ったが、気が付いたら紐がゆるんで床に落ちていた。もう一度固

く結んで首を吊り、再び意識を失ったが、再び下に落ちてしまった。Fは「子ども達が止めているの

かもしれない」と思い、自殺を諦めたという。公判が行われた時点でも、Fはカウンセリングを受け

続けていた。

事件後、FはMの面会に２回行っている。事件から約２か月後に行き、約５か月後に再度訪ねている。

手紙は、MからFへ３通、FからMへは２通のやりとりがあった。MからFへの１回目の手紙は、x年

７月、事件から約４か月後だった。手紙には、謝罪の言葉が並んでいた。MからFへの２回目の手紙は、

同年11月。２回目の面会後だった。その手紙には、謝罪の言葉と共に、Fへの不満の言葉も並んでいた。

例えば「あなたは私の性格と病気のせいと思っているみたいだけど、それだけじゃありません。Fの

言動が私を追い詰めたんだと理解して欲しい。これは責めているのではなく理解して欲しいんです」

「この前私が（子どもと）一緒に死ぬつもりだったか確認するようなことを言っていたよね。それは

もしかして私が最初から死ぬつもりが無かったかもしれないと思っているってことですか？･もしそ

うだったとしたらそれは絶対にありえません。私は死ぬつもりでした、手首は10針縫いました。でも、

だからなんだって感じだよね。本気だったってことは信じて下さい」。

11月下旬、FはMに手紙を出す。そこには「確認したのはどうしてこんなことに、と思ったからです。
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今となってはもうどうにもならない。Mがそこまで追い詰められていたとは思っていませんでした。

一家の大黒柱として家族を守れなかったことは、悔やんでも悔やみきれません」との言葉から始まり、

Mが子ども達に手をかけたことをどうしても理解できない苦悩、自殺を図ったときのこと等が書き連

ねてあった。

この後、FはMに、捺印済の離婚届記入用紙を短い手紙を添えて送った。Fは、そのときの気持ち

を尋ねられ、「事件の後から『どうして』と思い続けて、どうしても一緒に住めないという思いがあり、

離婚届を送りました」「その前の手紙には『病気のせいだけではない、遠出でも声かけはしてほしかっ

た』『理解して欲しい』とありました。逆の立場は分からないですが、子ども達に手をかけるのは踏

みとどまれると思う。離婚届はびっくりするだろうと思ったが、理解できなかった面と、これだけの

ことを一人で計画してやっているので、離婚届は返してくれるだろうと…」と答えた。

それを受け取ったMは、12月下旬に感情的な手紙をFに送った。離婚届は同封されていなかった。

Mは「結果的に悪いことをしたのは私ですが、悪いのは私だけですか？･私だけのせいですか？･あん

なことをした私をもう人間としてみてはくれないのですか？･協議離婚で私をぼろきれのように捨て

るのですか？」と混乱した様子がうかがわれる。公判で、離婚届を受け取ったときの心境を聞かれた

Mは、「ショックで頭が真っ白になりました」と答えた。

公判時、離婚届は未だMの手元にあった。Fが同封した手紙に「裁判後に出します」とあったため

であり、Mも離婚するつもりではあると証言している。

　

（12）精神鑑定

精神鑑定の結果、Mは、明確なストレスが存在するため「適応障害（抑うつ気分、希死念慮あり）

軽～中等度」と診断された。もともと適応障害発症の温床ができている中、新居問題が発生したx年

２月中旬から適応障害になり、希死念慮から拡大自殺へ発展したと説明された。

責任能力は、ある程度は障害されているが「著しく」ではないとの見解だった。

心理検査等によるMの心理特性としては、強迫的心理（結果を多く求める）、潔癖症、人格統制は

とれているが衝動性コントロールが悪い、両価的で情緒刺激に曝されると刺激統制が悪くなる等が挙

げられた。

鑑定医は、公判時のMの病状について「うつ病とも適応障害とも言える」と説明し、「犯行時の状

態と混じって混沌としており、自身も喪失体験をし、社会的制裁が加えられる。今後は、薬物療法と

カウンセリングが必要」と述べた。

（13）判決

裁判員裁判では、事実関係に争いはなく、争点はMの量刑だった。

論告求刑において、検察側は本事件で認められた事実関係を、以下の４点から改めて説明した。①

本件で最も重視すべきことはMが幼い３人の命を奪ったこと、②動機は、Mの自殺願望から「１人で

死ぬのは寂しい」「１人で死ねば父方実家に子ども達を奪われる」「子ども達を道連れにすればFが後
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悔するだろう」との理由から拡大自殺に至っており、子ども達に殺される理由はないこと、③事件前

のFの言動は、Mに悪影響を与え配慮に足りなかったところはあるが、Fに悪気があったわけではなく、

殺人を正当化できるものではないこと、④鑑定からは、一定の病気の影響はあったものの、責任能力

は「著しく」ではなく「ある程度は」障害されていたという結果であったこと。その上で、有期懲役

刑が相当とし、懲役25年を求刑した。

最終弁論では、弁護側は以下の５点を挙げ、どのような情状を考慮すべきか説明した。すなわち、

①適応障害、抑うつ状態、希死念慮があり、善悪の判断能力が相当程度障害されていたこと、②犯行

前まで葛藤し迷っており、周到な計画性はなかったこと、③Fらを痛めつけようという攻撃的な気持

ちはなかったこと、④深く反省、後悔していること、⑤今後再び犯罪を起こすことはないこと。その

上で、懲役20年が相当とした。

判決は、懲役23年。裁判所は、重きを置いた点として、①睡眠導入剤等それなりの計画性があった

こと、②苦しむ様子を見ながらも思いとどまることなく、１人ずつ確実に殺害しており、悪質かつ冷

酷であること、③将来ある子どもの命を奪ったこと、④夫婦間の不幸な感情のすれ違いという動機は

身勝手で、子ども達に落ち度はないが、怨恨等とは悪質性が違うこと、⑤x年２月中旬から適応障害

になり希死念慮があったこと、⑥前科がなく反省しており、再犯の可能性が低いこと、を挙げた。

（14）討議

参加者

川﨑／松本／高橋／上野／長尾

① 動機

○Mには、けっこう判断力があったのかなと思う。

M自身も正直に答えているが故に、不利になっ

ているところもあると思う。そうすると、夫に

あてつけで嫌なことをしてやろうというのは分

かるが、子ども達のことは好きだったと思うの

で、これだけしっかりした判断能力があって、

別に子ども達の将来を悲観していたわけでもな

いのに、３人も殺害するというところは、すご

く飛んでいるような気がして、分からない。実

は子ども達のことが嫌いだったのだろうかとか、

すごく悩んでしまう。

○しかも、本事件前には、長男に２回も包丁を向

けています。

○鑑定医は、簡単に適応障害を認めているけれど

も、そんなに簡単に了解していいのだろうか。

○相当深刻な経済的問題もあったとすると、事件

前日のランチ代として渋々渡した５千円のうち

４千円以上使ったというのは、やはり家計の一

大事だとは思うけれど、それで心中を決意した

というのは簡単に了解していいものだろうか。

確かに腹が立つだろうが、Mはもともと、そん

なに非常識な人だったのだろうか。

○思考が飛んだ感じがしますね。

○確かに犯行は周到にしている。事前に医師に眠

剤をもらいに行ったり、次男を殺しきれなかっ

たときにもう一度縄跳びで首を締め直したりし

ている。そこから、犯行は非常に周到で、Mの

強固な決意も感じる。それに関しての意図が明

確にあったとしても、やはり唐突ですよね。

○対人関係に過敏なのは事実だと思う。転勤先で

馴染めなかったエピソードもあり、意地悪な先

輩がいて仕事を辞めたりしているから、人間関

係に非常に過敏で落ち込みやすいところはあっ

たとは思いますが…。

○地元を離れて遠方に転勤したときは、FがMのた

めに仕事を辞めている。もしかしたら、これま

ではFがMに合わせるという関係が続いていたの
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かな、と思いました。でも、今回の新居購入に

ついては、FはMに合わせず、初めて強く希望を

押し通したのかもしれない。それは、この夫婦

の中では今までなかったことで、Mにとっては

一大事、危機的状況だったのかな、と思ったり

しました。そうだとしても、ここまでの事件を

起こす程のことだったのかどうかは、ちょっと

分かりません。

○Fは、一度は折れている。一度、新居購入を諦め

ているんですよね。

○そういうときに、「実家に帰らせて頂きます」と

いうケースはいっぱいあって、そういう内容の

法律相談もあります。しかし、本事例ではそう

はならず、Mは子ども３人を殺害しています。そ

こが分からないんです。何故子どもを殺すに至っ

たのか。釈然としない。

○最後のきっかけはラーメン代のお釣りのことで

した。ラーメンを食べに行くのに５千円を出し

て、しかもそのお釣りをFが何も言わずに置いた

ということ。それが、心中を決意するきっかけ

になるのかなと思う。釈然としないですね。

○自殺の衝動性がそれ以前にあり、ラーメン代は

最後の引き金だったということでしょうか。他

の心中事例においても、最後のきっかけはいつ

も単純なことのように感じるんです。人が何か

重大なことに踏み切るときに、「なるほど」と言

うよりも、「え、そんなことで？」というイメー

ジがあります。人間の行動というのは、そうい

うものなのだろうか、と考えてしまう。

○本事例は、Fが子どもを連れてラーメンを食べに

行きます。４人分のラーメン代となると、３千

円だとちょっと心もとない気はしますね。

○そうですよね。私もそこはそう思っていて、Fが

そんなに無駄遣いをしてきたようには思えない

んですよね。

○Fが初めて自分の我を通そうとしたときにMが

とった行動が、Mのこれまでの生活歴から見て、

「あー、この人ならそうするよね」というものな

のかどうかですね。でも、もしそうだったら、もっ

と早くに深刻なトラブルが起こっていたと思う。

それとも、専業主婦だったから、そういうのが

余り顕在化してこなかったのか。でも、ショッ

ピングセンターで３年間も働いた経験はあるん

ですよね…。

○鑑定医は否定しているが、これこそ抗うつ薬

（SSRI）の影響はないですか。鑑定医は、「（SSRI

による賦活症候群という不安焦燥・興奮状態は）

すぐ起こるものなので」ということで否定して

いるが、すぐじゃなくてもそういう症状が出た

ケースもあるので。

○前日の出来事というよりは、３月中旬から「薬

をもらおう」と思って、計画して、「３月某日（事

件当日）は春休み初日で子ども達も家にいるか

ら」と思って、この日に心中しようということは、

決めていたんでしょうか。きっかけはラーメン

代のお釣りとあります。それ以前に決めていた

ということはないでしょうか。

○事件当日は春休み初日で、Fもいない。心中する

人は、「今日しかない」「今しかない」と思った

と発言することが多い気がしますが、Mもそう

いう感じがあります。Fがいたらできないから、

チャンスが余りない。そして、５千円の引き金

があって、ちょうど春休みになった。そういう

ことでしょうか。

○眠剤をもらった日に鎮痛剤も購入しているので、

プランはあった。

○だから、眠剤をもらってからは、どっちに転ん

でもおかしくない状況でずっときていて、まさ

に５千円の引き金があった。本事件は、根本的

にはすでに動機があって、たまたまラーメン代

という引き金があって、起こった事件なのかも

しれません。

② 直前の心中未遂

○Mは包丁を突き付けているので、FもMが包丁を

出していることは分かっていた。だけど、Fは「ま

さかそんなことはないだろう」と思った。結局、

この事例でも兆候ととれる行為は実際にあるけ

れども、身内の方には、それは余り重視されな

かった。まさか、５千円のお釣りがきっかけに

なるとは思わないでしょうけど…。

○もちろん、家族が事態を過小評価したり、否認
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したりする傾向はあるでしょう。それにしても、

包丁を持ち出すのは大ごとのような気がします

が…。

○Mは、いつも包丁を持ち出す人だったんですか

ね。夫婦喧嘩の度に、必ず刃物をチラつかせる

とか。そういうエピソードがあったかどうか、

ですね。

○そういう話は、公判では出てこなかったです。

中学２年生のときに自殺未遂をしていますが、

手段については明らかにされませんでした。

○事件前は、包丁を人に向けるなどの他害行為が

中心だった印象があり、それも不思議です。自

殺未遂行為から最終的に拡大自殺になった事例

はあるんですが、本事例では初めから他者に刃

物を向けているので。長男に２回も包丁を向け

ていたことは、大ごとだと思うんですけどね。

○このあたりのことを、家族はどう受け止めたの

か。包丁を向けている、しかも繰り返している。

○何故、長男だったんでしょうね。

○12歳で、もう身体も大きいはずでしょうし。

○もしかしたら母子関係が悪化していて、反抗期

が始まっていたかもしれませんね。そのあたり

の事情は、公判の記録からでは分かりませんが。

○Mが、長男とやりにくいと思っていたかもしれ

ないですね。

③ 抗うつ剤の影響

○鑑定に疑問があります。鑑定医は、Mはこれま

でいろいろあったが、元々の適応としては衝動

の統制が悪くない人だと言っています。そのこ

とが、事件当初の行動に援用されすぎてしまっ

たところがあります。

○今回Mが精神科に行こうと思ったのも、長女の

保育園のPTAで喋る機会が増えるということで、

雑誌の切り抜きの『人格が変わる』といった夢

のような記載内容を見たことがきっかけ。美容

整形のメンタル科に行ったともとれるような感

じ。深刻な主訴がなく、人前で緊張するから「自

分は社会不安障害でないか」と言って通院して

いる。そういう程度の人。それなのに、こんな

短期間で、かなり残酷なやり方をしている。包

丁を何回もチラつかせるというのは、穏やかで

はない。もちろん、これに対してFがもっと激し

いリアクションをしなかったことは不思議。そ

れでも、少なくとも鑑定医が捉えたこれまでの

Mの生き様からすると、この犯行は懸隔と言う

か、差があるような気がします。

○その短期間の間に大きなイベントがあったかと

いうと、Fと新居購入のことで揉めたくらい。

○そんなに簡単に了解していいのか。理由がはっ

きり分からない攻撃性は、普通に考えると、脳

にダメージを受けているか、薬の影響か。薬の

影響と考えると、この人の場合はSSRI（抗うつ剤）

ぐらいしかない。

○Mの元々の病状は、多分そんなに悪くないので

はないだろうか。人前で少し緊張してしまう程

度の問題で。

○Fは、Mについて「子どものことをよく思って愛

していたと思います。家事や面倒をよくしてく

れました」と答えています。とてもいい人な感

じがするけれど…。分からないなぁ…。

○とてもいい人が、急に包丁を向けてきたら、びっ

くりしますよね。何故Fが大きなリアクションを

しなかったのかが分からない。

○ただ、Mがとてもいい人だとするならば、犯行

に至る経緯は、鬼気迫る感じがしますよね。

○そうですね。転勤先で「地元に帰りたい」と言っ

たときと同じくらい、鬼気迫る感じも。それでも、

Mの主張を断わっているのを見ると、夫婦関係

が冷え切っていた印象も持ちます。

○やはり、Mが精神科に行って薬を処方され始め

てから、家庭でのトラブルが増えている感じが

します。

○こんな鑑定書で納得しちゃダメ、という気がす

るけれども。

○心中の理由は「Fに後悔させる」と。この理由は

どうなんでしょう。心中の理由として、子ども

と自分が一体となって…という考えはよく聞く

けれども。Fに後悔させるという考え方は…。

○変ですよね。精神病水準で、色々な現実感を失っ

ている人ならあり得るかもしれませんが。後は、

知的に非常に低い人なら分かる。
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○逮捕後の手紙のやりとりでも、MはFに、事件の

ことについて「私だけのせいですか」「悪いのは

私だけですか」等と問うている。これはどうな

のかなと思って。これでは、結婚生活を続けて

いくのは難しいという気持ちになると思う。そ

うすると、本当にMはFに「あなたを後悔させた

い」と思った気持ちを理解してほしいというこ

となのだろうか。

○拘置所で、外で飲んでいた服薬を続けているか

どうかも影響していると思う。続けていれば、

犯行当時のままでしょうし。服薬をいったん全

て止めてしまうと、分かりやすいと思いますが。

○確かに、この供述もおかしいと思うし、この感

じでこれまで普通に主婦をやっていたというの

がおかしい気がする。

○服薬で急激に悪化したとすれば、Fがどうして危

機感を抱かなかったのかがおかしくなる。

○気付いてほしいですよね。

○そういう発言は、どこにもなかったですよね。

○もしかしたら、もともとFだけには攻撃性を向け

ていたという可能性はあるのかもしれない。他

の人には全く出さないけども。

○それもあるかもしれないですね。

○それにしては、Fからの手紙がやさしすぎないか。

○確かに。

○Fには気付いてほしかった。日常生活を共にして

いると、なかなか気づきにくいんでしょうかね。

④ 関係機関の介入

○服薬の影響等も考えると、このケースの振り返

りはなかなか難しいように思います。

○子どもに包丁を向けたという情報が児相に伝

わったとしたら、保護を考えたと思います。し

かも２回も包丁を向けているわけですから。こ

ういうケースの危機的状況が伝わらない。Mが

長男に包丁を向けた後も、Mは通院しているわ

けですが、このことは伝わらなかったんですか

ね。

○本人は、そのことを医師に言ってはいないと思

います。

○そうですよね。だから、気付かないですよね。

○長男は、学校で言わなかったんですかね。こう

いうことがあった、って。

○子どもは包丁を向けられて、抵抗していますよ

ね。その声を聞いてFが包丁をとりあげたと。相

当な出来事だと思うんですが。

○普通なら、お母さんのことが怖くなるでしょう

ね。

○Fに新居購入を諦めさせるために、長男に包丁を

向けるというのも、ちょっと論理的に飛躍して

いますね。

○そういう気分になったとしても、それを実際に

行動に移してしまう心理は何だったんでしょう

か。

○自分の実家や、Fの実家と、メールで「Fは（新

居購入を）まだ諦めてない」とやり取りをけっ

こうしている。

○公判では、Fの母親（父方祖母）のことをMは嫌っ

ていたとあったのに、こんなにやり取りをして

いるところに少し違和感を持ちました。必死さ

からなのかもしれませんが。

○Mの母親が心配して「家に行こうか」と言っても、

Mは断わっていますよね。実家との関係も、余

り良くなかったのでしょうか。

○Fが法廷で話しているところで、「１年前」とか「半

年前」とか言っていますが、事件が起点なんで

しょうか。そうすると、精神科に行って服薬す

る前から、変化があったともとれます。「半年か

…１年前までいきませんが生理的に受け付けな

い、拒否されていると感じていました」とか「車

で急ブレーキを踏んだときにMに『あんたとは

死ねないんだからね』と言われた」とか。そう

ともとれますね。

○転勤先にいたときは、Mに「死にたい」と言わ

れています。FはMを心配して、仕事を辞めてい

る。しかし、包丁を取り上げた後には仕事に行っ

ているわけですから、そのときには危機感はな

かったということでしょうか。

○もしかしたら、もっと前から包丁沙汰というこ

とは頻繁にあって、Fも「いつものこと」と思っ

たのかもしれない。

○長男がMを余り恐がっていないのも、前から包
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丁を持ち出すこと等があったのかもしれません

ね。はっきりとは分かりませんが。

○Fはけっこう優しい方というか、Mに振り回され

ることを苦にしない方のようですね。

○それでも、新居のことは金銭的な計算もしてい

て、「買える」と思っていた。大きな買い物だっ

たから、諦めきれなかったんでしょうか。

○Fは、転勤先では支店長をしており、収入もよかっ

た。それを辞めて地元に戻ってきていますね。

○地元に帰ってから、また同業の会社に就職して

いるので、Fは仕事のできる人ではあったんで

しょうね。

○収入が40万円の職場から、手取り20万円の職場

に移っていて、子どもも３人いるので、生活は

けっこう大変だったんじゃないかなと思う。

○子どもがこのくらい大きいと、子どもの自己防

衛能力というか、誰かに発信できなかったとこ

ろが悔やまれます。心中を避けるには、一部と

しては、子ども自身に、逃げるエネルギー、人

に言える能力を持ってもらうことも大事かなと

思います。この事例では、兆候があったわけで

すが。

○裁判員裁判だからかもしれないけれども、周り

の人物の登場がない。一家族だけという感じが

してしまう。

○昔の刑事裁判なら、近隣聞き込みの供述調書が

あったりしたかもしれませんね。

○そういう聞き込みがあると、こういう研究では

よかったかもしれないですね。

（文責：長尾･真理子）
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４．事例M④

　― 母親が発達障害の疑いのある子どもと母子心中を図った事例

（１）はじめに

本事件は、母親の非行、経済的な問題、夫婦間の葛藤、子どもの発達障害等、さまざまな問題が背

景にあったと考えられる。また、保健センターの保健師は、母親と接触を持とうとしていたが、母親

に拒否され、良好な関係が持てていたとは言い難い状況であった。

本事例は、明らかな虐待がなかったため児童相談所等は関わっていなかったが、「要支援」家庭であっ

たことは間違いないだろう。このような家庭に、公的機関がどのように介入・援助できるかは、今後

の課題として挙げられよう。

（２）事件の概要

x年７月某日正午頃、運転手の父親（以下、F）が「妻が子どもに手をかけた」と警察に通報。駆け

付けた警察が、室内で心肺停止状態のA君（当時４歳）を発見、病院に搬送したが死亡が確認された。

母親（以下、M）が首を絞めて殺害したことを認めたため、警察はMを殺人容疑で緊急逮捕した。家

族は親子３人暮らし、Fが帰宅した際、Mは押入れの鴨居に紐をかけて首を吊ろうとしていたところ

であった。

翌年、Mの裁判員裁判が始まった。Mは、生活上の悩みに耐え切れず自殺を図ろうとし、A君を残

していけず、タオルで首を絞めて窒息死させたことが明らかになった。Mには懲役８年（求刑・懲役

10年）の刑が下された。

（３）家族構成

事件当時の家族構成は、以下の通り。

　　実父F（39歳）：･トラック運

転手。

　　実母M（32歳）：無職。

　　本児A（４歳）：･保育園児。

自閉症の

疑い。

　　　　　　　

家族図（事件発生時）
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（４）Mについて

x－32年出生。４人きょうだいの上から２番目で、兄・妹・弟がいる。

Mの父親は、主に遠方へ出稼ぎに出ており、Mが19歳のときに心筋梗塞と肝硬変のため出稼ぎ先で

亡くなった。Mの母親（Aの母方祖母）は若い頃、日中は建設業者作業員として、夜はキャバレーに

て働いていた。４年程前から体調が悪く、２年くらい前には子宮がんの手術を、x年３月には大腸が

んの手術を受けており、現在は無職。Mの妹は過去に覚せい剤で逮捕歴があり、現在は薬物依存症対

象者の施設でボランティア活動をしている。

Mは高校に進学するも、高校２年生のときに自主退学。理由は、高校２年生になってから妊娠に気

付いたが、すでに中絶するには遅かったからだった。相手は、Mの友人の姉の夫だった人で、大工。

Mが中学３年生のときにはすでにその男性は離婚しており、Mと肉体関係を持つようになっていく。

そして、x－15年に第一子を出産し、その直後に入籍。Mが17歳のときだった。その２年後には第二子、

翌年20歳のときに第三子を出産した。その後、x－10年に離婚。親権について揉めたが、前夫が親権

を獲得した。

Fとは前夫と結婚しているときに知り合った。離婚するときにはすでにFと交際しており、離婚後

すぐに一緒に暮らし始めた。当時、Fはトラック運転手、Mは保険会社を退職後スナックで働いていた。

スナックは、５～６か所転々とし、短いときは１か月、長いときは２年程勤めた。

x－５年、妊娠が判明。妊娠中、Fは生活苦で遠方に出稼ぎに行っていたため、Mは８月より実家で

母方祖母と共に暮らすようになった。そして同年10月、A君を出産した。x－４年12月より、Fと共に

３人でくらすようになり、x－３年２月、Mが28歳のときに入籍した。

Fと結婚後、MはA君を連れて２回家出をしている。１回目はx－１年、FがA君のことを名前で呼

ばずに「ジュニア」と呼ぶことに我慢できなかったことが理由だという。このときには離婚話も出るが、

お互いに踏みとどまっている。２回目は母方祖母の大腸がん手術後（x年３月頃）だった。母方祖母

が死ぬかもしれないということで混乱し、A君と一緒に実家に帰ったという。

職歴は、x－３年10月より半年くらいスナックに勤務、x－１年６月から２か月くらいスーパー勤務、

x－１年９月から１か月は袋詰め作業等をして働いた。x－１年12月から３か月間くらい、麺の袋詰め

作業等の仕事をして以降は、無職。

借金があるが、ほとんど返済できていない状況だった。

また、x－６年11月からは、スナックで知り合った妻子ある男性と不倫関係にあった。A君を妊娠

した際には、その不倫相手に「あなたの子ども」と説明していた。A君の名前には、その不倫相手の

名前の一文字が使われているが、Mは公判で「同じ字だが不倫相手からとっているわけではない」と

話した。

（５）Fについて

Fの生育歴等については、公判では明らかにはならなかった。証人として裁判に立ったFは、坊主

頭で細身、黒のトレーナーにジーパン、スニーカー姿だった。
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x－５年、A君が産まれるときに遠方に出稼ぎに行ったのは、250万円の車のローン返済のためだっ

た。

x－４年にMらと一緒に暮らし始めてからはトラック運転手として勤務。早いときは朝３時から、

遅いときには夜10時まで働いていた。休みは日曜日のみで、その日曜日に仕事が入ることもあった。

仕事の日には、MはFのためにほぼ毎日お弁当を作っていたという。また、月１～２回は、１週間ほ

どの出張もあった。

家庭では、早く帰ってきたときなどはA君をお風呂に入れてあげたり、ミルクを作ったりしていた

という。

なお、事件後Mとは離婚している。

（６）経済状況

Fは、Mと一緒に住み始めてから、金銭管理は全てMに任せていた。

Mは、x－９年からパチンコ、A君出生後のx－５年からはスロットをしていた。x－１年暮れ頃より、

Mはスロットに多額のお金をつぎ込むようになり、家賃・光熱費・携帯代・借金返済等の支払いが遅

れるようになっていく。しかし、Fに怒られると思い内緒にしていた。

そのため、x年１月からは、Fと母方祖母に「スナックで働く」と嘘をつき、母方祖母にA君を預け、

デリバリーヘルスで働くようになる。しかし、同年４月中旬には母方祖母が「Aの面倒をみない」と言っ

たため、５月からは働けなくなった。

同年４月、Fは自身が抱えていた借金返済が終了したため、今後は預金ができると考え、Mに通帳

へ記帳をして残高を確認するように伝えていた。また、MがFの携帯代を滞納したことでFの携帯が

止まったため、FはMに支払うようにきつく言った。FはMに、７月にデジタルTVを購入予定である

ことを伝えていたが、MはFに隠れてスロットでお金を使い続けていた。

同年６月になると、Mは兄（Aの伯父）からお金を借りて支払いをしたり、母方祖母からお米を貰っ

て食いつなぐ生活になっていた。

７月、Mは滞納していた借金をまとめて返済するため、Fを連帯保証人として消費者金融と契約を

する。しかし、そのことはFには内緒にしており、書類のFの名前欄にはMの妹が記載した。Mは「日々

払っていけば大丈夫だと思った」と公判で述べた。

Mは、３月から６月までの４か月分の家賃計15万円も滞納しており、大家には７、８月には払うと

約束していた。Mは、７、８月分の給料とボーナスで支払えると思っていたという。しかし、７月初

旬にFから給料18万円を手渡されると、スロットに使ってしまい、７月中旬には手元に３千円しか残っ

ていなかった。家賃も携帯代も、Fに言われたデジタルTVも買えない状況だった。

逮捕時、Mには消費者金融等に80万あまりの借金があった。

（７）子どもについて

A君は、x－５年生まれ。１歳頃までは、Mと母方祖母と共に暮らしていた。１歳２か月頃から、F
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とMと３人で暮らし始めた。

x－４年の１歳児健診の際、自閉症を指摘される。その後、Mは保健師との接触を拒否し、３歳児

健診は未受診。

x－１年、３歳10か月のときに保育所入所。入所当時のA君の様子について、担当保育士は以下の

ように供述している。「入所初めは、母親と離れるとほとんどの子が泣くが、A君はMと離れても泣か

ずに、Mに『バイバイ』と言っていた。最初は友達と交わることができず、一人でコマを回したり、

窓の外のカラスを見て鳴き真似をしたり、独りで遊んでいることが多かった。回る物が好きで、換気

扇をずっと見ていることもあった。私がボールを蹴っても蹴り返してこないし、私の質問にもおうむ

返しで答えるだけで、言葉の発達も遅れていた」。このような様子から、保育士も自閉症を疑った。

x年、A君が４歳３か月のとき、保健センターの心理士がA君の発達検査を実施。その結果、A君の

発達レベルは２歳半程度だった。心理士は自閉症スペクトラムの疑いがあり、自閉症からくる軽い知

的障害と考えた。そのため、Mに医療機関受診を勧める。しかし、MらがA君を医療機関に連れて行

くことはなかった。

保育所の担当保育士によると、この頃からA君は担当保育士に「イヤだ」と主張するようになった

という。人の表情も読めるようになり、クレヨンやハサミも使えるようになった。

x年２～４月は、A君の保育所欠席が増えた。Mによると、２月は母方祖母の病気、３月はA君のお

たふくかぜ、４月はA君の風邪とのことだったが、それ以外の連絡がなく、担当保育士は「何かおか

しいな」と思っていた。Mから「Aが行きたくないと言っている」という連絡もあったので、「当園す

ると楽しく過ごしているから連れてきて」と話したが、MがA君を連れてくることはなかったという。

この時期は、確かに母方祖母が大腸がんの手術を受けた時期でもあるが、Mがデリバリーヘルスで働

いていた頃でもある。

A君が４歳８か月のときの運動会には、張り切ってたくさんの種目に参加。この頃、オムツもはず

れた。

担当保育士は、A君について「x年からは気持ちの交流ができていた。視線が合い、アイコンタク

トもできるようになった。これまでは『せなか、かゆい』と二語文だったのが、亡くなる数日前には『せ

なかがかゆい』と格助詞を含んだ文章で言えるようになり、成長がみられていた。普通級が難しくても、

特別支援級で楽しく過ごせたと思う」と供述している。

公判で、MやFがA君の育児や発育状況について話す機会は少なく、A君が家でどのように育てられ、

どのように過ごしていたかは分からなかった。

（８）行政の関わり

x－３年５月初旬、A君は１歳半健診受診。その際、保健センターの保健師（以下、B保健師）はA

君の自閉症を疑い、人との交わりが必要だと思ったため、子育て支援センターへの受診を勧めた。し

かし、Mは「知らない人のいるところに行くのは苦手」と言って応じなかった。

同月下旬、自宅訪問の日取りを決めるため、B保健師はMと電話で話す。その際も、MにはA君の
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発達状況についての認識はなかった。その後、B保健師は何度もMと連絡をとろうとし、自宅訪問を

繰り返すも、Mの拒否的な態度は続いた。x－２年の３歳児健診についても、B保健師は何度も受診を

勧めたが、欠席している。

公判でMは、B保健師を拒否した理由について、「１回目の訪問の帰り際に『A君は障害児かもね』

と言われて頭にきた」と話した。それに対してB保健師は「医師でもないのに、（『障害児かもしれない』

と言うことは）絶対にない」と否定している。

またB保健師は、x－１年５月に子育て支援センターの先生と共に自宅訪問した際、A君が具のない

スパゲッティと味噌汁を食べているのを見て、栄養バランスがとれていないと思ったと供述している。

これについて公判でMは、「Aは好きなものを先に食べるため、先に具を食べてしまったからであって、

具のない物を食べさせていたわけではない」と述べた。

x－１年、A君の保育所入所が決まった。その後、Mが「担当保健師を変えてほしい」と訴えたため、

担当はB保健師よりC保育士に変更。C保育士は、B保健師より引き継ぎを受け、Mに検査を受けた方

がいいとのアドバイスを伝え、x年１月の発達検査に繋がった。検査後、心理士は、A君に自閉症の

疑いがあるとして医療機関受診を勧める。公判で、A君を医療機関に連れて行かなかった理由を尋ね

られたMは、「Aは言葉が遅いだけだと思っていたから、行く必要はないと思った」と答えている。

C保育士によると、同年５月にMはA君の発達状況についてようやく理解を示し始め、x＋１年の再

検査を約束するに至ったという。

公判では、Mはx年４月頃から、A君が同年齢の子と比べて言葉や絵のレベルが遅れていることを

感じ始めたと話した。しかし、「障害児じゃないという思いが強かった」ことや、母方祖母に「早く

自閉症と診断されて手帳を貰えれば年金がもらえる」と言われたことに対して抵抗があったと語った。

（９）事件前日

x年７月某日夕方、MはFに、家賃や携帯電話の支払い、銀行口座の残高等について、電話で聞かれ

た。その際、家賃や携帯電話代を支払うお金もなく、銀行口座にも残高がほとんどない状態だったに

もかかわらず、「家賃は払った。残高は13万円ある」「スナックの手伝いに来てくれと言われたので、行っ

ている」等と嘘をついた。

その後Mは、不倫相手に会って気を紛らわせようと思い、メールを送るも、不倫相手から会うのを

断られる。さらに、スナックの客にも電話をしたが、やはり会うのを断られた。そのため、MはA君

と２人で公園に行き、自身の過去のブログを読み返していた。Fに浮気を疑われて蹴られたときのブ

ログや、A君が自閉症であると言われたことについて書いたブログを読み、Fに対する腹立たしい気

持ちと、A君に対する申し訳ない気持ちを抱く。お金がないことや、その件でFに嘘をついたこと、

不倫相手に断られたこと、母方祖母や母方叔母の体調のこと等、生活上の悩みに耐え切れず、Mは自

殺を決意する。そのとき、A君と一緒に死のうと考えた。

判決では、以上のような経過がおおむね認められたが、公判で当時のことについて聞かれたMは「お

金のことで死のうと思ったことは一度もない」と答えている。Mは、「滞納している携帯代や家賃等
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は８月の給料とボーナスで支払いはできると考えていた」と話し、見通しの甘さが指摘された。

その後、MはA君と一緒に川へ歩いて行ったが、途中で雨が降ってきた。Mは雨に濡れてしまった

A君を見て「風邪をひいちゃう」と心配になる。そうやってA君を心配している自分に気づき、「（死

ぬのが）馬鹿らしい」と思って、死ぬことを止めたという。その日は２人で家に帰った。Fは、先に帰っ

てすでに寝ていた。

（10）犯行当日

翌朝、FはMを起こさず黙って仕事に行った。これまで、Fが出勤するときにMが寝ていれば、Fは

必ずMを起こしてから出勤していたという。この日、FはMが疲れていると思い、起こさなかった。

しかし、Mは目が覚めるとFがすでに出勤していたことにショックを受け、「自分は必要とされていな

い」「自分はいなくてもいいんじゃないか」と思い、自殺を決意する。Mは「FはAの面倒を見てくれ

ない」「Aには障害があり将来が暗いため、残していけない」等と思い、「一緒に死のう」と思ったと

いう。

A君と一緒に死ぬことを決意したMは、『ごめんね。つかれちゃった。なにもかも』等と遺書を書く。

そして、「A君おいで」「ママとぎゅーっとしよう」などと言ってA君を呼び寄せ、正面からタオルを

後ろに回して、「ごめん、ママもすぐ行く」と謝りながら、A君の首を絞めた。A君がぐったりした後、

Mは「自分も早く死ななきゃ」と思い、首を吊るために冷蔵庫の前の椅子を取りに行こうとしたら、

A君が「ふー」と言う。Mは「生きてる」と思い、A君の背中を叩いたり、息を吹き込んだりしたと

いう。しかし、A君はそれ以上息をしなかったため、「早く死ななきゃ」と思って再び椅子を取りに行っ

た。そのとき、Fが帰ってきた。

正午前、Fは携帯が繋がらなくなったため、携帯代の支払いをMに確認するために、家に立ち寄っ

たのだという。Mの様子がおかしかったので、Fが問い詰めると、Mは「A、殺しちゃった」「あんた

がAをちゃんとみてくれないから」等と話し始めた。それを聞いたFが警察に通報し、事件が発覚した。

公判では、前日の自殺の動機との関連について質問があったが、Mは前日の思いと本件犯行の関連

を否定した。本事件の動機はあくまで、犯行当日にFが自分に声をかけずに出勤したことがショック

で寂しかったことだと主張した。

（11）判決

公判では、事実関係に争いはなく、争点はMの量刑であった。しかし、Mが自殺を考えるに至った

動機についての見解は、検察側と弁護側に相違がみられた。

検察側は、論告求刑において以下の４点を挙げた上で、懲役10年を求刑した。すなわち、①A君に

落ち度はなく、自閉症の疑いがあったものの、周りのサポートを受けることで成長することができた。

そのA君の未来が奪われたことは、取り返しがつかないこと。②Mは、A君がもがいているにもかか

わらず手を緩めることなく首を絞め続けており、犯行態様が残酷であること。③A君を殺害した動機

は、「将来を悲観して」ということで弁護側とも一致しているが、世間一般でいう障害児を育てた末
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の殺害とは異なり、同情はできない。一方、自殺の動機は弁護側とは異なり、検察側は経済的な問題、

子どもの将来、家族の体調、不倫相手との関係、そしてFの無断出勤であると考えている。その動機は、

身勝手であること。④Fが厳罰を望んでいること。

一方、弁護側は、以下の点から懲役６年を求めた。①動機は、Fから必要とされていないと思った

こと。経済関係、A君の障害、不倫相手との関係等は、動機とは関係がない。②犯行態様は、刃物等

ではなく残酷な方法ではない。蘇生も試みており、計画性もなく、短絡的・衝動的なもの。③犯行後、

反省し、A君やFに謝罪していること。④ギャンブルについて反省しており、社会復帰後は働き、お

金を貯めてFに渡すと言っており、更生に強い意欲があること。

判決は、懲役８年。動機は、ほぼ検察側の主張を認める形となった。

（12）討議

参加者

川﨑／松本／高橋／上野／長尾

① 母親の弁護方針について

○Mは、事件前日の出来事や経済的状況は本事件

に関係ないと主張していますが…。

○弁護方針として、加害者である母親の非行状態

と殺人は関係ないとしているのだろう。客観的

に見て、Mは人から褒められる生活をしておら

ず、そこに動機があるとなると、M自身が選択

した生活の中で出てきたM自身の不都合が原因

となって、Aへの殺意が形成されたとなる。そう

すると、やはり人格的非難に値することになる。

したがって、最後の引き金を強調し、他の事柄

は関係ないといった戦略を立てたのではないか。

② 母親のアセスメント

○Mが小さいときの家庭背景は、多分、家庭がガ

タガタだったり、大事にされてこなかったりと、

養育状況が適切ではなかっただろう。そうする

と、自己評価が低くて、悪い男にしか縁がなく

なる。そして、だんだん八方塞がりになっていく。

Mは、それを不倫やスロットで発散した結果、

にっちもさっちもいかなくなった。

○母子保健の人達は、この家族の問題を感じ取っ

て、早くからこの人達の家に入り込もうとして

います。それは、適切な見識だと思う。しかし、

こういう家庭に限って、第三者が家に入ること

を非常に恐れているため、なかなか上手く介入

できなかった。そこが、難しいところだと思う。

③ 加害者の生育歴と裁判員制度

○この事例を考えていくと、Mは高校中退して妊

娠・出産しているわけですが、そこに至るまで

に多分もっといろんなことがあったと思う。そ

こが分かると、「この人はこういう人生の中でこ

ういうことになってしまったんだな」と納得が

いく。逆に言うと、Mの育ちまで考えていけば、

防止対策も分かるのではないだろうか。

○裁判員制度が始まって、争点を絞るように言わ

れるようになりました。一般的な弁護士であれ

ば、母親の生育歴の話をするでしょうが、裁判

所に「それはこの件とどう関係があるんです

か？」と言われてしまう。「こういう生育歴だか

ら、この母親は大変な人格に育ってしまったん

です」と言えればいいが、弁護側としてはそこ

までは言いたくない。裁判所からは、今の人格

に問題がないと考えるなら動機を問題にすれば

いいし、今の人格に問題があるから事件の原因

になっているというのであれば、そういう主張

でいいですよと言われてしまうわけです。弁護

側としては苦しい状況。

○裁判員制度が始まる前は、そういう弁護は普通に

ありました。つまり、殺人を犯す人はどう育って

きたのかについて、裁判で普通に議論されてい
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た。しかし、裁判員裁判になってから、そこがむ

しろ見えにくくなっているような気がします。

④ 保健センターの関わり

○子どもが１歳半のときに、保健センターがいき

なり『発達の遅れ』というところから関わって

いるので、家庭に入っていくことがすごく難し

かったのではないかと思います。この子が生ま

れていますが、４か月健診にも多分行っている

と思う。そのあたりから、保健師が少しずつ関

わっていき、養育のことに入っていけていれば、

もっと関われたのではないかと思います。

○公判記録を読んでいると、自閉的傾向はそんな

に重度ではなかったようだから、保健師は様子

を見た方がいいというくらいだったのかもしれ

ませんね。検証報告書があれば、保健師の関わ

りが分かるのですが…。保健機関の関わりの悪

さについては、振り返らなくてはいけないと思

いますね。

○保健師の話によると、１歳半健診のときに子育

て支援センターへの参加を進めたが、Mは「知

らない人がいるところは苦手」と言って拒否し

ています。Mは、子どもの発達のことではなくて、

M自身の生育歴の中から余り人と関わることが

得意ではなくて、子育て支援センターを拒否し

たということも考えられます。この後、保健師

は家庭訪問をしたり、電話をしたり、いろいろ

とアプローチしてはいるんですけどね…。　

○多分、保健センターも早くからマークしていた

んでしょう。マークしていて、確実に繋がる１

つの方法として子どもの発達の問題を挙げたけ

れど、失敗してしまった。Mの関心を促して、心

の扉を開こうとしたけれども、逆に閉じてしまっ

たということでしょう。

○Fとのやり取りでも、Fは「そんなところに行く

必要ない。連れて行ったら許さんからな」と怒っ

ていますね。子どもの発達について関心がなく、

そういう反応を示す父親はけっこういると思い

ます。

⑤ 父子の血縁関係

○Aは、このFの実子なんでしょうか。

○確かに疑いはあります。経過を見ると、Aはx－

５年生まれですが、Fはその頃には出稼ぎに行っ

ていた。同時期、妻子のある男性との関係もあ

るので、この不倫相手の子どもではないかとい

う疑いがあります。不倫相手の名前を１字、Aの

名前に使ってもいるので。

○もし実子でないとすると、Fはすごく可哀想。

○公判ではDNA鑑定とかそういう話にはならない

んですか。

○検察官が、DNA鑑定をしてFの実子であること

が確認できたから、争点にならなかった可能性

もあります。子どもは死亡して解剖しているの

で、少なくともFがDNA鑑定を望めばするとは

思います。もしFが「やらなくていい」と言えば、

検察官も多分そこまでやらないでしょう。

○公判の中でも、それを疑う様子はないですね。

○そうですね。もしかしたら、顔を見て、明らか

に実子と分かったのかもしれないですね。

⑥ 家族状況の把握の必要性

○Mの犯行動機はともかくとして、この家庭は借

金で首が回らないような状態だった。家賃も滞

納していて払えないし、携帯電話も止まり、テ

レビを買うお金も払えない状態だった。Fも、そ

ういう状況であることはある程度分かっている

のに、自分は仕事が忙しいということで、最後

まで金銭管理をMに任せている。Fが、このあた

りで見過ごさなければ、対策もあったのではな

いかと思います。

○例えば、１歳半健診のときに、家族との接点は

ありますね。その時に、家族状況等をもう少し

把握できなかったのかと思います。子どもの発

達に関する支援はいろいろしているけれども、

それしかしていなかったとも言える。保健セン

ターの保健師や保育所が登場人物として出てき

ますが、家族との関係は持ちにくかったんでしょ

うかね。

○１歳半健診を受診しているのは、入籍した翌月

ですよね。そういうことも含めて、母子保健の
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立場から突っ込めなかったのかと思います。子

どもに自閉傾向があるということで発達上の問

題は指摘しているけれども、家族背景がどうなっ

ているかという視点も必要だったのではないで

しょうか。

○発達の遅れに関しても、何故この子が遅れたの

か、この子が持っているものなのか、生活から

くるものなのかという判断もしないといけない。

そういうものがなくて、心理士がそう言ったか

ら自閉的傾向だということになっているように

感じます。お母さんの関わりによるものかもし

れないという視点がないように思う。そういう

視点があると、もう少し注意深く家族を見ます

よね。お母さんの生育歴を少し見て、お母さん

の大変なところが分かれば、その辺りから支援

していける。夫との関わりが難しいこと等も分

かる。公判では、そういうところは出てきてい

ませんが、検証をすれば出てくるかもしれない

ですね。

⑦ 心理士の対応

○余談ですが、この心理士の態度は少し気になり

ます。x年１月の検査後、心理士はMに、児童相

談所や医療機関での受診を勧めていながら、「保

健師や保育士には自閉症の疑いとは言いません」

と言っている点です。これでは保健師等が援助

を続けにくくならないでしょうか。

⑧ 虐待の可能性

○Mは、ネグレクトしていなかったでしょうか。

○この状況を見ると、可能性はあると感じます。

○ご飯を食べさせていなかったとか、体重の増え

方がどうだったのか、検証しなければいけない

ところだと思います。

○仕事柄、妊娠中に飲酒していた可能性もあるし、

他にもいろんな問題が多分あるでしょうね。

○そういう意味では胎児性アルコール症候群かも

しれない。

○非常に広いスペクトラムの中で、でしょうね。

認知と行動に軽い問題も抱えつつ、環境や養育

の問題もきっと重なっていたんでしょう。

⑨ 同性の友達がいない女性の特徴

○Mはいろんな問題を抱えていて、しかも早くか

ら家を出て、親との関係も疎遠になっている。

こういう女性の１つの特徴として、同性の友達

が少ない。要するに、異性との関係ばかりになっ

てしまって、孤立しやすくなる。そうすると、

世界が全部男性（旦那）越しになってしまうから、

男性を飛び越えて入りこんでくる介入に関して

は、全て警戒したり、あるいは男性が干渉した

りということになる。地域保健の保健師が注意

しなくてはいけないのは、「女友達の少ない女性

には注意する」ということだと思います。つまり、

人間関係がすごく拙劣ということ。異性だった

らセックスで繋がれるけれども、同性とは繋が

れないので。

⑩ 心中の動機

○本事件の犯行動機が分かりません。裁判でMは、

Fが朝黙って仕事に行ったことで「自分が必要と

されていない」と思い自殺を決意し、「子どもを

残していけない」と思って道連れにしたと言っ

ていますが、納得しづらい理屈です。検察は、

さまざまな問題に追いつめられて、自暴自棄に

なったと主張していますが、Mの心中企図の動

機というのは、どう理解すればいいでしょうか。

○この事件は田舎の小さな町で起きているじゃな

いですか。地域保健のキャッチメントエリアも

広くて、訪問するのも車で大変で、病院も１か

所しかないというような状況が想像されますね。

もし場所が都会であったのあれば、Mのような

人は精神科クリニックによく来ています。リス

トカットとか、「うつ」とか、そういう理由で。

医療に来たから状況が必ずしも良くなるわけで

はありませんが、もしMが精神科を受診してい

たら、弁護士によっては、公判の中で精神鑑定

を行う方向になったかもしれませんね。動機は、

本人も分からないかもしれないですね。

○すごく孤立感を感じます。孤独感と言うか、見

捨てられ不安と言うか。Mは、誰を信頼してい

たんでしょうか…。

○近所の人も登場しない。事件前日は不倫男性に
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も断られ、そこからもブロックされてしまった。

○Mは、Fに対して腹を立てると不倫男性のところ

に行って、少し機嫌を良くしてきていたんでしょ

うね。多分、それで折り合いをつけていたんで

しょう。

○Mは、どこまでも自分から見える世界の感覚で

生きているという印象が非常に強いです。仕事

をしていれば、こうはならなかったのではない

でしょうか。自由になるお金があって、憂さ晴

らしができていれば、こうはならなかったかも

しれない。つまり、Fが朝に声をかけなかったと

しても、「なによ！」と思って、またどこかでお

金使って気分転換をすれば、大丈夫だったのか

なと思うんです。そういう意味で言うと、本人

の世界観の中では、万策尽きている状態なんで

すね。男にも断られ、お金もなくてパチスロに

も行けず、このモヤモヤはどこにも持っていき

ようがない、だから死ぬ、という流れがあった

感じがしますね。

○もしくは、子どもの面倒を見てくれる人がいて、

デリヘルで働くことができていれば、もう少し

違ったかもしれませんが。母方祖母も、事情が

あって子どもの世話ができないというよりも、M

の態度を見てAの世話を拒否しているという印象

があります。身内からも拒否されてしまった状

況ですね。

○言い方は悪いですが、子どもを殴って憂さ晴ら

しをしている親であれば、心中ケースにはなら

ず、典型的な虐待ケースになる。典型的な虐待

と心中では、思考パターンが真逆。心中ケース

では、子どもが大事だから道連れにするという

発想になってしまう。

○Mは、発想としては自殺が先にあったというこ

とでしょうか。･

○私は、そうだと思います。

○直前に何かしらの介入があれば、流れが変わっ

たかもしれない。少なくとも、生命保険目当てに、

周到に計画する自殺とは違いますね。

○全く違いますね。本当に、ちょっとしたきっか

けで、実行に移してしまう感じ。

○M自身も、「自殺を考えたのはいつですか？」と

聞かれて、「前日」と答えています。逆に言うと、

それまでは自殺を考えたことがなくて、事件当

日やその前日に、急に自殺を考えたということ

ですよね。そういう意味では、心中ケースでは、

思いついてから実行までの期間がすごく早いと

いう印象があります。長期間にわたって考えて

いる人もいるかもしれませんが…。

○いいのかどうかは分かりませんが、リストカッ

ト等をする人であれば、心中にならずにリスト

カットで終わっていた気がします。そういうも

のがなかったから、急に心中になってしまった

ような印象を持ちました。

○リストカットがあれば、それをきっかけに事例

化して、援助機関に繋がることができると思い

ますが、本事例ではそういう問題が表面化して

こなかったんですね。

⑪ 夫婦間の問題

○公判を聞いていて、Mは子育てに悩んでいる感

じでしたか。

○そういう印象は受けませんでした。被告人質問

のときに、傍聴に来ていたFと言い合いになりか

けたりしていて、そういう様子からは、子育て

の悩みというより、夫婦間の問題の方が大きかっ

たのかなと思いました。

○公判においても、亡くなった子ども不在で、夫

婦でいがみ合って責任を押し付け合っているみ

たいな風景ですか。

○Mは「私の責任なんだろうけれど、夫のせいだ

と思ってしまってごめん」という感じでした。

○事例F①の場合も、妻との愛情葛藤が問題となっ

ていましたね。夫婦間の問題が、子どもに向か

うということでしょうか。

○確かに、父子心中ケースの動機のひとつに離婚

問題があるように思います。事例F①では、これ

は私の印象ですが、妻への未練があったように

思いました。

○母子心中ケースでは、一人親ケースと両親が揃っ

ているケースと、どちらの方が目立ちますか。

母子心中ケースでは、本来は夫に向かうべき攻

撃性が子どもに向かっているように見えること
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もあるものですから。

○本研究報告の第２報１での新聞分析では、まず配

偶者の有無を把握できた数自体が少なかったで

す。母子心中事例257件のうち、配偶者の有無が

把握できたのは183件であり、その中で配偶者と

同居していたのは約70％（129件）でした。一方、

父子心中事例39件のうち配偶者の状況が分かっ

たのは35件、その中で配偶者と同居していたの

は約50％（19件）でした。

○そうすると、一般人口と比べて一人親が少ない

とかは言えないですね。

○母子心中事例では、夫婦間の問題だけでなく、

もっと広い意味で、対人関係の問題を持ってい

る人達が多い印象を持ちました。

○仮にMが男性だったら、奥さんは子どもを連れ

て別れてしまい、同居していないでしょうね、

きっと。でも、Mは経済的な問題もあるので、M

はそういうことができないだろうし、Fもご飯を

作ってくれてセックスさせてくれるんだからと

いうことで別れないでいる。そういう家庭で起

こった問題ですよね。

⑫ Mのパーソナリティ

○Mは、ブログを書いています。

○最近はよくブログを書きますよね。困難事例の

母親の事例検討会をしているときに、資料とし

てその母親のブログが出てきたことがありまし

た。訪問してもなかなか会えなかったんですが、

ブログで生存確認をしました。まぁ、ブログに

は良いことしか書かないんですけどね…。

○公判で、ブログやメールが証拠として出てきた

んですが、Mのブログを見ていると、全体的に

追い詰められていたというのは間違いないよう

に思いました。でも、心中の動機としてそれは

違うと、弁護士だけじゃなくM自身も強く否定

しています。とにかく、「Fは育児もしてくれな

いし、私はいらない人間だ。それが原因だ」と

主張している。これは、やはりMの言うとおり

だったのか、法廷対策というものがあったのか。

○全体的に見て思うのは、M自身、自分が何を感

じていたのかを分からなくなってしまっている

ということです。事件後、Fに対して「愛している」

とか書いていて、ブログとは全然矛盾している。

「愛している」と書いていながら、法廷ではいが

み合っているというパターンですよね。法廷対

策を立てているというよりは、M自身が自分の

感情を分かっていない。それが苦しいんだと思

うんですけどね。

○客観的に見ると、経済的問題や対人関係を含め

て、追いつめられていて、苦しくなっているん

だろうなとは思うんです。けれども、M自身の

中では、何が問題であるかは整理されておらず、

どうすればいいかという解決策も出てこないわ

けですよね。

○難しいですよね。このようなお母さんが「いつ

引き金を引くのか」と言うと、予測不可能です。

そして、そういうケース全てに、見守りや保護、

分離を考えることは、おおよそ不可能だという

ことは分かります。

⑬ 防止策

○では、どうすれば良かったのか。関係機関の関

与で言えば、母子保健がそれなりに関わってい

ました。検証がされていれば、もう少し良い関

わり方とは何かが見えてきたんでしょうが。だ

からと言って、決定的に関わり方を間違ったわ

けでもなく、それなりに取り組んではいました

よね。

○例えば、自分自身のことを「私は人格障害だ」

と言っていて、出産を控えている女性がいると

する。周りの関係機関はすごく心配して、「産ん

だら預けたら」と言うけれども、本人はそう言

われることをすごく嫌がっている。その人に対

して、子どもに何かしないように何かができる

とすれば、どんな状態で何を垂れ流されても、

そのまま受け止める人が横にいて、最後の引き

１･　川﨑二三彦・松本俊彦・高橋温・上野昌江・長尾真理子（2013）「『親子心中』に関する研究（２）―2000年代に
新聞報道された事例の分析」子どもの虹情報研修センター平成23年度研究報告書
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金を引く前に、少し弱音が出たときにどうやっ

て介入するか。これくらいの立ち位置しかあり

えない気がするんですが…。「それは間違ってい

るからこうしなさい」なんて言ってしまったら、

「さよなら」と言って関係がなくなってしまう気

がするんですよね。

○行政等がシステムとしてそういうものを作るの

は別として、こういうタイプの人から何かを

キャッチしようとすると、そういう関わり方く

らいしか思いつかない。

⑭ 借金

○事件が起こるまでの４～７月の間の、家計に使

える収入は、どれくらいあったんでしょうね。

給料は差し押さえられていて、携帯も止められ

ていて、７月の給料はスロットに使ってしまっ

た。

○車は一家に一台ですかね。この地域で車がなけ

れば、完全に孤立します。パチンコに行くのに

もタクシーを使っているわけですから。

○借金をする人は、もう計算をしないですよね。「い

くらの借金があるからどうしようか」という考

え方ができず、お金があれば使ってしまうし、

借金の額を聞かれても分からない。これが、借

金する人のだいたいのパターンだと思います。

○裁判でも、検察官に「どういう風にお金を返す

つもりだったのか」と聞かれて返答はしますが、

「これだけしかないんだから無理でしょう」と

突っ込まれていた。常識的に考えると返済は無

理だと分かるけれども、Mはそれでやりくりで

きると信じているから、破綻してしまう。

○弁護側が挙げていないということは、本来はFの

月給でギリギリ回るのかもしれないですね。も

しFの収入が少なかったのであれば、弁護側は指

摘していると思います。

○なるほど。Fも借金をしていたけれども頑張って

返していた。Fの計算では、これからは楽になる

はずだった。けれども、Fは家計の管理はMに全

て任せていた。給料を差し押さえられているの

に、任せていたわけですよね。

○公判で、「自分で通帳を見なかったんですか」と

問われて、Fは「忙しいから」と答えていました。

お互い、経済的には甘かったから、追いつめら

れたということなんでしょうけど…。

○Fの生育歴や学歴はどうだったんでしょうね。

○公判では出てきませんでした。

⑮ １回目の結婚について

○Mの１回目の結婚のときの子ども達との関係が

どうだったか、連絡を取っていたのかどうかが、

すごく気になる。多分、交流はないんでしょう

けどね。

○Mが17歳のときに産んでいるので、一番上の子は

もう15歳くらいですよね。

○離婚のとき、親権が父親になっています。不倫

のこと等が理由でそうなったのかもしれません。

そういうことであれば、父親が実家で子どもを

育てるという感じで別れているんじゃないかと

思います。想像ですけどね。そうすると、子ど

も達とも関係はなくなっていきますよね。

⑯ 事件に対するMの捉え方

○Fが帰ってこなかった場合、Mは本当に自殺をし

たのだろうか、少し疑問なところがあります。

○Fに対する「当てつけ」のようなイメージですか？

○「当てつけ」にしては派手過ぎますよね。ただ、

自分の子どもが完全に自分の一部になっていれ

ば、派手なリストカットみたいな感じでしょう

か…。

○そんなイメージも少しあります。

○代理人によるミュンヒハウゼン症候群というこ

とですか。

○「私はこんなに大変だったのよ！」というアピー

ルの印象を感じなくもないんです。反省の弁も

余り語られなかったので。

○反省があまりなかった？

○反省しているというよりは、Fに対する不満を法

廷でも言っていたので…。

○「自分は被害者だ」みたいな。

○その辺は、この公判の特徴だったと思います。「自

分は加害者で、我に返って、子どもには本当に

申し訳ない」というイメージの流れが、余りし
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なかった。

○謝罪は最後までなかったんですか？

○「許されることではない」と話してはいたんで

すが、その一方で、Fを責めているという印象で

した。

○自分の子どもを殺害してしまったことに対して、

「大変なことをしてしまった」というイメージが

少し薄いんでしょうか。

○現実感が少し乏しいと言うか、自分の様々な感

情体験から疎隔されてしまっているという印象。

○もしかしたら、出てきていない生育歴の中で、

もっと他の被害があった可能性もありますね。

その辺りが見えてくると、この事件も分かりや

すくなるかもしれませんね。

⑰ 検証報告

○この事例は、児童相談所が関与していないから

検証されていないんですかね？

○多分そうだと思います。現地では、本事件を大

変な事件として扱っていないように思います。

こういう事件を、やはり検証してほしいですね。

○心中事例は、検証されることがほとんどありま

せん。事例F⑤も、検証されていません。

○検証しない理由は何ですか？

○検証された大変なネグレクト事例では、児童相

談所の対応が批判され、児童相談所も改善策を

考えなくてはならなかった。一方、事例F⑤では、

加害者である父親は普段は大変良い人で、夫婦

関係に問題があったんだろうけれど誰も気づい

ておらず、関係機関は関与していなかった。そ

うすると、検証をする動機が高まらないんでしょ

うね。改善策を出そうにも、関係機関が関与し

ていないので、難しい。

○本当は、こういう事件の検証も積み重ねていか

なければいけないと思うんですが、現状では余

り検証されていないですね。

○本事例は、保健センターも保育士も関わってい

たのだから、振り返りをしてもいいと思います

けどね。

○関与していた機関は、かなりショックを受けた

でしょうしね。

（文責：長尾･真理子）
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５．事例M⑤
　― 情緒不安定性パーソナリティ障害（境界型）の母親が次男と母子心中を図った事例

（１）はじめに

本事例は、情緒不安定性パーソナリティ障害（境界型）の母親が、次男と共に母子心中を図った事

例である。今回、研究対象として母親が加害者となった心中事例のうち、精神鑑定で母親が「パーソ

ナリティ障害」と診断されたのは本事例のみであった。

公判では、本事例の背景として、母親の被虐待歴の影響が検討されることとなった。虐待の「世代

間連鎖」をどのようにしたら断つことができるのかについて考えることは、今後「親子心中」を予防

するためにも必要であろう。

（２）事件の概要

x年５月某日深夜、自宅アパートに帰宅した長男（以下、A）（当時15歳）が、実母（以下、M）（当

時42歳）と次男（以下、B）（当時３歳）が倒れているのを発見した。A君は、A君の実父（以下、C）（当

時63歳）に電話をし、電話を受けたCが119番通報した。警察が駆けつけると、B君は寝室の布団の上

で死亡しており、Mは玄関で手首から血を流して意識不明の重体であった。

A君が発見する10分前、MからA君の携帯電話に「２人で死ぬことを決めました。ごめんね」とメー

ルがあり、A君は自宅に戻った。また、遺書とみられるメモも見つかった。

x－１年12月末、Mは児童相談所に設置されている虐待相談ホットラインに「子どもを殺してしま

いそう」「子どもを預かってほしい」等と訴えていた。しかし、話をしているうちにMの口調がしっ

かりしてきたことから、落ち着いたと判断し、相談を終えている。また、その後相談内容を確認した

児童相談所は「虐待の危険性が低いケース」と判断し、担当がMに電話で状況確認をするに留まって

いた。

警察は、MをB君に対する殺人容疑で逮捕し、殺人罪で起訴した。起訴状では、Mが自宅寝室で就

寝中だったB君の顔に枕を押し当てて口と鼻をふさぎ、窒息死させたとした。精神鑑定では「情緒不

安定性パーソナリティ障害（境界型）」と診断され、Mは責任を問えると判断された。

裁判員裁判では、検察側は「完全責任能力」を、弁護側は「Mは幼少期、母親との関係が劣悪で精

神疾患を発症し、長年抑うつ状態に悩まされていた」として「心神耗弱」を主張。裁判所は、完全責

任能力ありと判断し、懲役３年６か月の実刑判決を言い渡した。

（３）家族構成

事件当時、同居していた家族は以下の通り。

　　実母M（42歳）：訪問介護ヘルパー（週２回各30分）

　　長男A（15歳）：高校１年（療育手帳所持）

　　本児B（３歳）：保育園児

また、A君の父親である男性C（60歳代）、母方祖母（以下、GM）はそれぞれ、自宅近くに暮らし
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ており、頻繁に交流があった。

B君の父親（以下、D）は、Mより10歳年下。事件当時は、体調不良のため入院中であった。なお、

B君出生当時、Dは別の女性と婚姻中であったこと、B君の妊娠後Mと別れたことなどから、B君の認

知をしていない。

家族図（事件発生時）

（４）Mの両親について

Mの父親（以下、GF）は農家出身で、小さいときに養子に出された。中学卒業後に結婚し、子ども

（Mの異父兄）が生まれたが、その後離婚。都会へ出て、暴力団組員になり、服役歴がある。出所後

GMと再婚、建築業に就いた。GMとの間に２人の子ども（Mとその実弟）をもうけ、Mの異父兄を含

めた５人で暮らし始めた。GFは気性が荒い性格で、酒乱があり、仕事に出ないこともあった。次第

に夫婦仲も悪くなり、離婚。別れた後は生活保護を受給し、ホームレス生活の末、67歳で死亡している。

Mの母親であるGMも、生まれはGFと同郷。幼少期に両親を亡くし、養子に出された。養親宅では

学校に行かせてもらえなかったため、学歴はない。漢字や複雑な計算は苦手。15歳の時に都会へ出て、

ホステスとして勤務。その際にGFと知り合い、結婚した。

（５）Mについて

Mは、上記両親の元、x－43年に出生。８歳年上の異父兄がおり、後に３歳年下の実弟が生まれる。

両親の喧嘩が絶えない家庭だったという。

幼少期よりGMから体罰を受けている。小学校での勉強は普通レベルで乱暴な子どもだった。

中学時代は、不良仲間と遊び、登校したのは３分の１程度。酒、タバコ、シンナーをやり、仲間の

家を泊まり歩いて、自宅に寄り付かなくなった。中学卒業後は、就職し、アパートで一人暮らしを始

めた。

19歳の時、自宅に戻り、スナックのホステスの仕事を始めた。このとき、Mは異性との関係がいろ

いろとあり、中絶を何度か経験している。
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27歳のとき、21歳年上の男性Cと結婚し、自宅を出た。翌年、長男A君を出産。しかし、Cとは喧嘩

が絶えない関係で、約７年後（Mが34歳頃）に離婚。MはA君を引き取り、GMと同居し、介護ヘルパー

の職に就いた。

36歳のとき、自己破産し、生活保護を受給し始めた。この頃、10歳年上の妻子ある男性Dと交際を

始め、半同棲の生活を約１年半送る。その間に、MはDとの間の子を妊娠し、Dとの結婚を望んだが、

Dには妻子がいたため断られ、その後別れた。Dとの間の子であるB君を出産したのは、Mが38歳のと

きであった。

40歳頃、GMとの関係が悪化。MはGMとの関係で辛いとの思いを手紙に書き、主治医に渡した。手

紙の内容については、公判で「GMがBに対して『汚いね』『馬鹿だね』と言うのを聞くと、自分が言

われた気持ちになり、GMを殺したくなるのが怖いから別居したいと訴えた」と、M自身が証言して

いる。また、児童相談所にも、GMとの別居について相談に行っている。

この件についてGMは、公判において、自分とEの関係がよくなかったから別居に至ったと証言し

ているが、それに対してMは「母がそう思っているだけ」で、別居の理由はGMのB君に対する邪険な

態度だと述べている。同じ頃、Mは20歳以上年下の男性Eと交際を始める。

x－２年春、GMと別居し、その後はEと一緒に暮らし始めた。しかし、MはEの子を妊娠するも中

絶し、別れた。この頃のMの様子について、A君は公判において、「MがEと揉めて、刃物を持って自

傷行為をしようとしたところを止めたことがある」と証言している。

GMと別居したものの、GMが引っ越した先はMらが住むアパートから近く、交流は続いていた。

GM宅にはお風呂がなかったため、GMは週２回M宅で入浴していた。また、B君は降園後、ほぼ毎日

GM宅で１～２時間過ごし、GMが面倒を見ていた。B君はGMに懐いていたこともあり、事件直前頃

には、GMはM宅を頻繁に行き来するようになっていた。

（６）Mの精神症状の変遷

鑑定医によると、Mは中学時代にもいろいろと問題行動があったが、精神的な症状が出始めたのは

19歳以降とのこと。

Mは、19歳の頃、異性関係のことが原因でリストカットをし始めた。その後も、リストカットや自

分の手に噛みつく等の自傷行為、その後の記憶がない等の解離症状が続いた。

A君出産後の29歳のとき、摂食障害を発症。ストレスから摂食障害（過食）になり、89㎏まで体重

が増えたが、その後の極端な食事制限や嘔吐等のダイエットで43㎏まで減少した。

32歳の時、心療内科を受診。「難治性うつ病」という診断名を受け、事件発生時まで通院を続けて

いた。

（７）元夫Cについて

Mの元夫であるCの生育歴については、公判では明らかにされなかった。Cは、Mより21歳年上であ

り、48歳頃に当時27歳だったMと結婚した。Mとの出会いは不明であるが、結婚前からMの自宅でほ

ぼ同棲状態だった。
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約７年後、Cが55歳の頃に離婚。離婚の理由について、Cは「（Mに）しつこく言われるのが嫌で、『う

るさいから出て行け』と言っていた」と公判で述べた。また、婚姻中にMが精神的に落ち込んだり、

突然ヒステリーを起こしたりすることについては、「気づかなかった」と答えた。

CはA君の実父であるが、B君と血の繋がりはない。しかし、離婚後もCはM宅の近くに住んでおり、

交流は続いていた。CはB君から「父ちゃん」と呼ばれており、休みの日にB君を散歩や動物園に連れ

て行くなどしていた。公判において、検察官に「Bと血は繋がっていないが、Bはどういう存在だっ

たか？」と聞かれたCは「宝物」と答えた。

事件後、Cは拘置所に15回以上Mに会いに行き、再婚を申し出ている。公判において、再婚したい

理由を尋ねられたCは、「出所後、身寄りがないと思うので、私が引き取って面倒を見る」と述べた。

これについてMは、今の状況で慶事はできないとの理由で断っている。

（８）B君の父親Dについて

B君の父親であるDの生育歴等についても、公判では明らかにはならなかった。

Dは、共通の友人男性による紹介で、Mに初めて出会った。Dは46歳頃、Mは当時36歳頃である。

当時Dには妻子がいたが、結婚生活は破綻していた。

出会ってからしばらくして、DはMから「付き合ってほしい」と言われた。そして、Dは大半をM

宅で生活し始め、妻子のいる自宅には週に１日くらいしか戻らなくなった。そういう生活が１年半程

続いた。

その後、MはDとの間の子を妊娠。それが、B君であった。妊娠したことでMに結婚を迫られたが、

Dは「子どもが大学を卒業するまで待ってくれ」と言って拒んだ。Mは「待てない」と言い、２人は

別れることになった。MはB君を出産するも、当時Dは離婚が成立していなかったため、認知しなかった。

その後Dは、性格の不一致のため離婚（事件の約２年前）。離婚成立後、体調不良のため入院生活を

送っている。

別れた後、DがB君に出会ったのは４回。１回目は、B君出生時にMから連絡があり、Mが入院して

いる病院に会いに行った。

２回目は、B君が生まれて１年経った頃。この時、Dは離婚が成立していたため、Mとよりを戻し

たかった。しかし、Mはよそよそしく、よりを戻す雰囲気ではなかったため、言い出せなかった。

３回目は、Dが体調悪化により意識不明になり、約３か月後にようやく意識が戻った頃。MがB君

を連れて、面会に来た。

最後は、事件５日前。MがB君と一緒に面会に来た。そのときMは、「最後にこの子とあなたの写真

を撮りに来た。この面会を最後にする」と話し、M自身が大量服薬したことやB君に包丁を向けたこ

とを話したという。DはMの不安定な様子を心配に思うも、入院中の自分には何もできないと思った

という。面会時間は、15分程だった。

（９）長男A君について

長男A君は、B君の異父兄である。幼少期より言葉の遅れがあり、軽度の知的障害で療育手帳を所



－56－

持している。学習障害も指摘されている。事件当時は15歳、高校１年生（特別支援学校）だった。

MとCとの間の子で、６歳頃に両親が離婚するまでは親子３人で暮らしていた。両親の離婚後は、

GMとMとの３人暮らし。８～９歳頃のとき、１年半程Dと一緒の生活になった。Dは当時のA君につ

いて、「明るい性格の子」「障害があり支援級と聞いたが、普通の子に見えた」と述べている。

A君が11歳の頃、異父弟であるB君が産まれ、GMとMとB君との４人での生活が始まった。その後、

しばらくしてMは20歳以上年下の男性Eと付き合い始め、一緒に暮らし始める。間もなくGMは別居し

たため、MとEとB君との４人暮らしになったと思われる。MがEと別れた後は、母子３人で生活して

いた。

公判において、A君はMについて以下のように述べている。Mの自傷行為や精神的に不安定なとき

のことについて聞かれた際、「小学生ぐらいの時に、MとGMがケンカをして、Mは『そんなに私のこ

とが嫌なら殺して』と言った」こと、A君がMと揉めた際にMから『自殺するから』というメールが

来て心配したエピソードを話した。また、A君が中学生の頃、Eと一緒に暮らしていた際、Eと揉めた

Mがカッターと包丁を持って自傷行為をしようとしたところをA君が止めたことも話された。

A君は、精神的に不安定で自傷行為を繰り返しているMを目の当たりにしながら暮らしてきた、と

想像される。A君の年齢が上がると、A君はMに反抗しつつも、一方ではMの自傷行為等のストッパー

役も担っていたようである。

事件後のA君のMに対する思いは、以下の弁護士とのやり取りからも、未成年であるA君が母親で

あるMに対して強い責任を感じているように感じられた。

「Mが精神的に参っている時に、自分が助けてあげればよかったなと、今は思う？」

「今になって、母を追い込んでいたことを実感しているし、もっと家にいてあげて、もっと家族と

して時間をとってあげていれば、もっと明るい家庭になっていたのかなとも思う。もしこうなったと

しても、助けてあげられたのかなと思う。」

「裁判が終わったら、Mにどうなってほしい？」

「自分にとっては大切な一人の母なので、早く戻ってきてもらいたい。母も今は思い出して辛いと

思うので、傍にいてあげたい。」

「今の気持ちでいうと、許しているか、許していないか？」

「自分は母のことを余り悪いと思ったことがなくて、自分が追い込んでしまったと思っているので、

気持ちとしては許している。」

　　　　　　　　　（中略）

「先程の休憩時間のときに、そこの席からMの方をじーっと見つめていた。目が合ったら、Mに優

しくニコッと笑いかけていたが、それはどういうこと？」

「母も辛いでしょうし、それなのに自分が辛い顔をしていたら悪いと思ったし、自分の笑顔を見て

少しでも元気になってくれればと思った。」

「Mが外に出たときに頼りになるのはあなただと感じている。その期待に応えて、Mのことを監督

すると誓える？」

「はい。」
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（10）B君について

本事件の被害者であるB君は、当時３歳、保育園児だった。父親がDであることは知らされておらず、

Cのことを「父ちゃん」と呼んでいた。

B君が通っていた保育園の職員によると、B君は０歳児クラスから入園し、事件当時は年少クラス

に所属していた。保育士はB君について、「活発的で、保育士の言うことを聞く、とても良い子」「（様

子は）普通。活発でブロックや絵本が好きな子」と述べた。

保育園降園後、ほぼ毎日B君の面倒を見ていたGMはB君について、「ハイチュウ（お菓子の名前）

が好き」「クレーン車が好き」と公判で話した。GM宅にはB君自身が行きたがっていたので、GMもB

君を可愛がっており、B君もGMに懐いていたようだ。

B君から「父ちゃん」と呼ばれていたCは、B君の存在を「宝物」、また「天真爛漫で明るい性格」

と話した。

（11）Mの生育環境

公判では、Mのパーソナリティに影響を与えた一つとして、Mの育った家庭環境やGMからの虐待

が挙げられた。以下、公判中に明らかになった、Mの生育環境、GMから受けた虐待、およびその影

響について述べる。

Mは被告人質問の際、GFとGMの関係について「母はいつもふてくされた顔をしていた。父はお酒

を飲んで、気に食わないことがあると、お箸を投げたり、母に向かって罵声を浴びせたりしていた。“家

族の団らん”という雰囲気はなかった」と話した。GMについては、「小さい頃から事あるごとに叩か

れていたので怖かった」「『馬鹿』『うちの子じゃない』『うちから出て行け』と言われた」「小学校に

上がってからは、箒や竹でできた布団叩きで叩かれ、太股にみみず腫れができた」「GMの弟への態度

が自分へとは違うと感じていた」等と話し、抱っこされた記憶もなく、甘えたこともないと述べた。

GMは、公判において、Mが幼少期の頃に手を挙げていたことは認めた。また、Mが中学時代に家

出を繰り返していたことについては、当時のMに対して何も聞かなかったとも話した。その理由につ

いて聞かれたGMは、「聞いても言わないと思ったから」と答えた。Mが本事件を起こしたことについ

ては、GMは「小さい頃、厳しくし過ぎたのがいけなかったのかね」と述べた。

Mの異父兄は、Mが幼い頃の家庭環境について、「父は毎日お酒を飲んでいた。冷静なときはごく

普通の父親だったが、深酒していくと暗い酒になっていった。仕事から帰って間もない状態で、酔っ

ていない状態のときは、普通に宿題についても受け答えしてくれていた。でも、酔っ払ってからしつ

こくすると、『自分でしろ！』と突然豹変したので、怖かった。接し方に注意をしていた」「母は、日

頃から思慮が足りないところが多かったので、そういうことがあると、父はキツイ言葉で怒鳴りつけ

たり、時には叩いたりということもあった」と話した。GMによるMの子育てについて、「（GMは喜び

を）表情に出す人ではないので分からないが、普通の母親であればあやすときに笑顔になるけど、そ

ういうことはなかった」「育児放棄はない。普通に授乳もしていたし、オムツも替えていて、面倒は

みていたが親密さはなかった」「（GMは）コミュニケーションを取るのが苦手だが、Mはとても積極

的だった。なので、台所等でMがGMにかかわろうとすると、GMは『邪魔だ！』『うるさい！』等と言っ
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て追い払うことが多かった」等と述べ、日常的にGMがMに手を挙げていたことも話された。また、

MとMの実弟に対するGMの態度が明らかに異なっていたとも述べた。

鑑定医は、Mの両親について、GFは「アルコール依存症」「パーソナリティの問題も大きい」、GM

は「知的な面あるいはパーソナリティに問題があるかもしれない」と述べた。さらに、Mが育った環

境がMのパーソナリティに与えた影響についは以下のように考察した。「（Mが育った）家庭は、酒飲

みで仕事に行かないお父さん、非常にあるいは過度に厳しいお母さん、両親の関係も殺伐としていた。

きょうだいとの交流も乏しかった。非常に不幸な生育環境であったことは間違いない。ただ、本人が

盛んに主張する、お母さんの虐待をどう評価するか。客観的な情報を見ると、それに近い評価をして

いる人もいるし、そんなことはないと評価している人もいるので、ハッキリしない。ただ、Mの特徴

を考えると、かなり極端な一面的な見方があったのではないかと思う。いずれにしても、パーソナリ

ティが出来上がる重要な幼い時期に、安らかな家庭環境はなく、特にGMとの関係がよくなかったこ

とから、自分を大切にする心、あるいは周りの人を信頼する、思いやる、自分の気持ちの安定、女性

としての生き方というところが、十分に育っていなかったということは間違いないと思う」。

（12）行政の関わり

x－３年４月下旬、Mは児童相談所に初めて自ら来所。相談内容は、同居しているGMがB君に対し

て「泣いてばかりでうるさい」「馬鹿」等といった乱暴な言動をとるのでやめてもらいたいが、GMに

はいつもB君の面倒を見てもらっているので「やめて」と言うのが辛いので、別居したい、というもの。

４月以降、B君は保育園を利用し始め、GMと会う頻度が減ってきているとのことだったため、担当

者は、別居に関しては市役所に相談するよう助言した。そのため、相談は１回で終了している。

x－２年７月頃、保育園での面談の際、「Bと長時間一緒にいるのが精神的に無理」等と話す。

x－１年12月末、児童相談所内にある子ども虐待ホットラインに、Mは「Bと一緒にいると精神的に

おかしくなり殺してしまいそう」「預かってほしい」等と電話で訴えた。担当した相談員は、話して

いるうちにMの口調が落ち着いてきたとして話を終えた。しかし、Mはその後GMに泣きながら電話

をして、GMにB君を一晩預かってもらっている。

後日、その電話相談の内容について、児童相談所に連絡が入る。そのため、x年１月初め、児童相

談所の担当者はMに電話連絡し、市役所の保健師と家庭訪問することを約束した。

約１週間後、児童相談所から着信があったため、Mは児童相談所に折り返し電話を入れた。その際、

Mが「子どもを施設入所させるのか」と不安を示したため、担当者は施設入所がないことと、一時保

護について説明をしている。

１月中旬、Mは市役所に電話をし、「通院する」との理由で、家庭訪問をキャンセル。

３日後、児童相談所にMから手紙が届く。内容は「来ていただいたのに留守で申し訳ありません。

近頃、安定剤も身体に慣れてきて、精神的に落ち着いてきている。『息子も殺して自分も死のう』と

思うのは、決していけないことで、責任を持って育てていかないといけないと、心から思っている。

年末は保育園に行けず、家にいることがとても重圧的で、不安定になっていましたが、今は落ち着い

ています」というものであった。その後、児童相談所からMに電話したが、応答はなかった。
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１月下旬、児童相談所からMに電話したところ、Mは「気持ちが落ち着いている」と話したため、

児童相談所は相談を終了した。

（13）事件前の心中未遂

x年４月、A君が高校に進学。環境が変化したことも影響してか、Mは気分の変調が激しくなった。

５月初め、MはB君との無理心中を漠然と考え始める。２～３月頃から、GMが頻繁にM宅に来るよ

うになり、GMがB君に対して「馬鹿だね」等と言うのを聞き、Mは「頭がおかしくなった」という。

５月中旬、夕食時に、A君がB君に「おめー、うぜんだよ。あっち行けよ」等と言った。B君は泣い

てMのところに行ったが、Mは包丁を取り出してB君を刺そうとした。A君がその包丁を取り上げると、

Mは大量服薬し、怒鳴ったり、物にあたったりし始めた。その後、A君は自室に戻るが、MとB君の

寝室から『ドンドン』という音が聞こえたので、A君が見に行くと、MがB君の顔を枕で押さえつけ

ていた。A君はMを止め、Cを呼んだ。CがM宅に到着すると、Mはトイレでボーっと突っ立っていた

ため、Cは119番通報し、Mは病院に救急搬送された。Mは、包丁を出したことや大量服薬後の言動に

ついて、記憶がないと証言している。

（14）心中の準備期間

退院後、Mは、犯行に使用する睡眠薬を購入、家族や知人に手紙を書く等、身辺整理を始めた。

５月下旬、心療内科に通院し、主治医に会う。このとき、Mはすでに心中を決意していたが、主治

医に相談することはなかった。

数日後の午前中、MはB君を連れて、B君の実父Dが入院する病院を訪ねた。MはDに「最後にこの

子とあなたの写真を撮りに来た。この面会を最後にする」「５月の中旬くらいに薬を大量に飲んで入

院した。この前、この子を包丁で刺しそうになった。この子が死ねば、この子のことでGMから嫌な顔、

態度をされずに済むと思うと、そういう気持ちになった」等と話した。MとB君は15分ほど滞在し、

Dと一緒に写真を撮って退室した。

事件前日、MはB君の通う保育園の連絡帳に「明日から４日休みます」と記載した。また、同日、

MはDや中学時代の友人に、手紙を送った。

（15）犯行当日

x年５月某日午前７～８時頃、MとA君、B君、Cは、車で警察署に行った。A君がバイクを２人乗

りし、警察に捕まったためだった。

その後、Cは仕事へ、母子３人は遊園地へ行き、アトラクションに乗ったり、プリクラを撮ったり

して遊んだ。昼食をマクドナルドで買って帰宅し、３人で昼食をとった。

夕方、B君が好きだったキャラクターのデザインのケーキを、夕食として３人で食べた。その後、

A君は外出。

午後７時半頃、Mは睡眠薬等を溶かしたガムシロップをB君に飲ませ、外出着に着替えさせた上で、

B君を寝かせた。午後９時頃、Mは寝ているB君の顔面に枕を押し当て、窒息死させた。その後、Mは



－60－

携帯電話で、「Bとお母さんは死にます」等の内容のメールを送信予約する（Mは、自身の名前にちな

んで翌日午前３時半頃に予約したつもりだったが、間違って当日午後11時半頃になっていた）。その後、

Mは睡眠薬を大量服薬し、リストカットし、心停止状態になった。

午後11時半過ぎ、Mからのメールを見たA君が異変を感じて帰宅。自宅でMとB君が倒れていたため、

Cに連絡し、Cが119番通報。Mは病院に救急搬送され、２日後に意識が回復した。

（16）精神鑑定

鑑定医は、鑑定結果を以下の２点にまとめた。

①精神障害の有無：Mは、本件犯行当時、「情緒不安定性パーソナリティ障害･境界型」により、多

くの精神不安と生活困難を抱えており、「気分変調症」によって慢性的なうつ状態に陥っていた。

②精神障害の犯行に対する影響：本件犯行は、GMのB君に対する態度に、M自身が自責的になり、

B君を巻き込んで周到な準備のもとに企てた拡大自殺、心中と考えられる。しかし、B君を殺害した

ものの、自殺は未遂に終り、当初の目的は果たせなかったもので、いわば拡大自殺の頓挫型と言いか

えることができる。その一連の行動には過剰とも思えるGMに対する否定的感情、B君との極めて強

い一体感等、「情緒不安定性パーソナリティ障害･境界型」に基づく、M特有の心性が関与したと考え

られる。

事件前にMが通院していた精神科では、Mは「難治性うつ病」と診断されていたが、それについて

鑑定医は「撤回が必要だと思う」と述べた。その理由について、「本来うつ病というのは抑うつに陥

る時期が確かにあるが、それがずっと続くわけでは必ずしもなくて、ある程度それが軽快して安定す

る。それを繰り返すというのが、基本的な病状。Mの病状は、それとは随分と違う。Mの場合は、漠

然とした抑うつ感、あるいは空虚感が慢性的に持続した状態にあると捉えることができる。もう一点

は、日常的なストレスにその都度動揺する点が挙げられる。もう一点は、重症度ということになるが、

（Mの場合は）ある程度の活動性は保たれている。それで、日常生活に格別大きな支障をきたす程、

重症なうつ状態は認められないと評価することができる。つまり、心身の活動の低下はそれほど重症

ではない。というのは、いくつかの点からMの抑うつに関しては『うつ病』という診断には当たらない。

むしろ、パーソナリティと、現実に思いに任せた生活でのいろんなストレスに基づいた、慢性的なう

つ状態ということになって、『うつ病』という診断ではなくて、『抑うつ神経症』あるいは『抑うつ反応』

と理解するのが適当だと思う」と説明した。

（17）判決

公判では、事実関係に争いはなく、争点はMの責任能力と量刑であった。

検察側は、論告求刑において、以下の４点を挙げ、Mの精神障害は能力に対してほとんど影響がな

かったとして完全責任能力を主張した。

すなわち、①極めて計画的に犯行に及んでいる。つまり、x年５月初めにB君との心中を考え始め、

５月末までに、心中に使用する睡眠薬の購入、勤務先への退職届提出、身辺整理等、準備をしていた

ことである。②Mが、B君と無理心中をするという目的に向けて、一貫した行動をとっている。犯行
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をA君に止められないように外出させたこと、B君を殺害しやすいように睡眠薬で眠らせてから犯行

に及んでいること、B君を確実に殺害するために合理的な手段を選んでいること、M自身の自殺（未遂）

についても準備をしていたこと等から、自らの行動をコントロールできていた。③本犯行は、日頃の

人格と異質なものではない。本事件は、鑑定医が述べたように、MがGMに対してバランスを欠いた

過剰に否定的な見方をしていたことや、ストレスに接した際に自分を責める傾向にあること、アイデ

ンティティの確立が不安定であることからB君と極めて強い一体感を有していたことが原因となって

おり、Mの日頃の性格、人格が現れたものである。④犯行動機が理解できる。確かにMがGMのB君に

対する態度を否定的な方向に曲解したことが本犯行に繋がっているが、それは統合失調症等にみられ

る妄想や幻覚に基づくものではなく、情緒不安定性人格障害による認識の歪みに基づいており、Mの

人格に照らすと本犯行は十分に理解できるものである。⑤犯行当時、自分が行おうとしていることの

意味や違法性を十分に意識していた。Mが犯行前日に書いた手紙の内容、A君に身辺整理をしている

ことを問われ合理的な嘘をついたこと、鑑定医の証言から、それは明らかである。

その上で、Mの生い立ちは同情すべきであり、M自身も死ぬつもりだったことは明らかであること

を情状として挙げ、懲役７年を求刑した。

一方、弁護側は、考慮すべき情状として以下の５点を挙げ、心神耗弱により保護観察付執行猶予懲

役３年が相当と主張した。

①精神障害に罹患した原因について酌むべき事情がある。つまり、Mが情緒不安定性パーソナリティ

障害に罹患したのは、Mにはコントロールできない幼少期の家庭環境、母子関係の影響があり、本事

件に情緒不安定性パーソナリティ障害が影響を及ぼしていること。②Mは、自ら児童相談所等に相談

しており、社会的支援が適切に受けられていれば、本事件は防ぐことができたこと。③MにはB君へ

の憎しみや恨みはなく、殺害手段もB君が苦しまない方法を選択していること。④更生の可能性がある。

すなわち、遺族は減刑を望んでおり、家庭に戻った際にはMを監督することを誓っていること、治療

可能性があるため刑務所より医学的更生がふさわしいこと、M自身が反省していること等である。⑤

前科・前歴がないこと。

最後に、裁判長に促されて証言台に立ったMは、「大変申し訳ありませんでした。たくさんの人に

迷惑をかけ、これからはBの冥福を祈り、一生供養を続けて生きていかないとと思っております。申

し訳ありませんでした」と泣きながら話し、結審した。

これに対して、裁判所は「精神障害の影響はあったが、善悪の判断が困難だったとは言えない」と

して、懲役３年６か月の実刑判決を下した。裁判長は、MがGMの言動などに悩み、B君との心中を決

意したことに対して、「周囲の者に相談することができた。動機は身勝手なものと言わざるを得ない」

と指摘した一方、「犯行前まで愛情を持ってBを養育していた。Mは幼少期にGMから十分な愛情を受

けずに育ったため精神障害を抱え、犯行にも影響を与えた」と酌量軽減の理由について説明した。
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６．事例M⑥

　― 長女に交際相手を奪われた知的障害の母親が次女と三女と共に母子心中を図った事例

（１）はじめに

本事例は、知的障害の母親が、次女と三女を道連れに母子心中を図った事例である。背景には、母

親の不適切な環境での生育歴、結婚後の継続的なDV、男性を巡っての長女との軋轢等、複雑な家庭

状況があった。

本事例の特徴の一つは、さまざまな関係機関が虐待の危険性を感じて関わりを持っていたが、心中

については誰も予測せず、事件を防ぐことができなかった点であろう。もう一つの特徴は、母親が知

的障害を有していたことである。今回取り上げた母親加害者の６事例の中で、精神鑑定で知的障害と

診断された母親は、本事例のみであった。

（２）事件の概要

x年１月某日午後９時過ぎ、通報により駆けつけた警察官が、母親（以下、Mとする）（当時38歳）

と２人の子どもが倒れているのを発見した。３人は病院に運ばれたが、次女（当時11歳）は右脇腹を

刺されて死亡、三女（当時８歳）は腹部を刺されて重傷を負ったが命はとりとめた。Mは、腹部に刺

し傷があり重傷を負ったが命に別状はなく、警察の取り調べに対して「３人で死のうとして刃物で刺

した」と供述した。通報したのは、Mの交際相手（長女の元交際相手でもある）。Mから交際相手に「ご

めんなさい。大変なことをした」と電話があり、駆けつけたところ３人が倒れているのを発見したため、

110番通報した。

Mは精神鑑定を受けた後、刑事責任が問えるとして起訴された。翌年、裁判員裁判が開かれた。起

訴状によると、Mは、自宅寝室で、次女の腹を包丁で刺して殺害し、さらに三女の腹を刺して12日間

のけがを負わせた。検察側は、Mは交際相手の男性に関する悩みから娘２人と無理心中を図ったもの

で「動機は身勝手で結果は重大」であり、娘２人に睡眠導入剤を飲ませ眠らせてから犯行に及ぶなど

計画的で、完全責任能力がある、と主張した。弁護側は、「Mは自殺未遂を繰り返すなど心神耗弱状

態で、行政の適切な介入があれば事件を防げた」として刑の軽減を求めた。判決では、懲役14年（求刑・

懲役15年）の刑が下された。

（３）家族構成

事件当時の家族構成は、以下のとおり。

　　実母M（38歳）：無職、生活保護受給

　　次女C子（11歳）：小学５年生

　　三女D子（８歳）：小学２年生、知的障害あり

　　母の交際相手Y（21歳）：事件２週間前から同居

同居していなかった家族は、長女A子（21歳）と長男B男（19歳）。A子は、自身の子ども（３～４歳。
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父親はY）とMの元交際男性Xと共に生活していた。B男は、知的障害者のための施設に入所中であった。

家族図（事件発生時）

（４）Mについて

Mは、x－39年、９人きょうだいの５番目として出生した。姉１人、弟１人には知的障害がある。

14歳のとき、両親が離婚し、Mは姉夫婦に引き取られた。そのとき、姉の夫の息子（姉の子どもで

はない）と性的関係を持つ。また、テレクラで知り合った男性や、兄の友人との性的関係もあった。

前後関係は不明だが、この時期、姉の夫や実兄からレイプされたと、Mは証言している。また、シンナー

吸引の経験もある。当時、児童相談所に一時保護された記録があるが、理由等は不明である。

16歳のとき、MはF（Mより約10歳年上）との子を妊娠したことをきっかけに結婚。翌年、長女A

子が出生した。この頃から、髪を引っ張る、包丁をつきつける等、FからMへの暴力が始まった。２

年後には、B男が出生した。

20代になったMは、焼肉屋、パチンコ店、スナック、寿司屋等を掛け持ちして勤務した。焼肉屋は

約１年間続いたが、他は１～２か月で辞めている。

その後、27歳頃にC子、30歳頃にD子が出生した。

27～８歳の頃、Mは「（Fの）DVが耐えられないから一緒に死のう」と言って、当時小学３年生だっ

たA子の首を絞めたことがある。この頃から、精神科に通院し、「うつ病」「パニック障害」と診断さ

れた。

Mが30代前半の頃、当時17～18歳だったA子がYと交際し、妊娠・出産。すでにYとは別れていたた

め、入籍はしなかった。

x－３年６月、Mが36歳頃に、Mは携帯アプリで知り合った男性X（Mより年下、A子より年上）の

支援を受け、Fからの暴力から逃れるために、A子とその子ども、B男、C子、D子を連れて、家を出た。
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住むところが決まらず、C子とD子は児童相談所に１か月間一時保護されている。翌月、生活保護受

給が決まり、転居。母子は、Xと一緒に住み始めた。数か月後、Fとの離婚が成立した。

　

（５）子ども達について

長女A子は、公判で証人として証言台に立った。A子自身は、Fの事情できちんと学校に行けなかっ

たという。小学３年生のときには、Mに「一緒に死のう」と言って首を絞められたことも証言した。

また、本事件前後に、Mの元交際相手であるXとの間の子どもを出産している（家族図では、妊娠中

として記載している。）。

長男B男については詳しく分からないが、問題行動のために児童相談所が長期的に関わっていたよ

うである。MとFが離婚した後、問題行動のため知的障害者のための施設に入所している。

次女C子は、事件当時、小学５年生だった。証言台に立ったA子は、C子について「明るくて活発」だっ

たと話した。児童会館に行っており、友達もたくさんいた。将来は「ケーキ屋さんになりたい」「お

花屋さんになりたい」と言っていたという。

三女D子は、小学校２年生、知的障害を持っていた。A子は、D子について「おとなしく、言葉も

少ない。やさしい」と話した。本事件で命をとりとめたD子は、事件後は児童相談所に保護され、施

設に入所している。

（６）事件に至る経緯

x－３年６月に母子で家を出た後、x－３年10月頃から、Mは家事をしなくなった。Mの服薬管理や

家事は、A子とXが行っていた。また、C子やD子の学校行事にも、A子とXが行くような状況だった。

そのような中、x－１年３月頃から、A子とXは親密な関係になっていく。Mは、２人が親密になっ

ていく様子を見て、x－１年２～３月頃から２人の関係を疑うようになった。この頃、Mは児童相談

所に電話し、「手首を切ってしまった」と訴えている。

７月、MはA子を問い詰め、A子とXが男女関係にあることを聞き出した。それを知ったMは、物

を投げたり、A子に暴力を振るったりして暴れ、自分のお腹に包丁を突き付けた。A子は近所に避難し、

Mは自分で110番通報したため警察が来る事態になった。その後、家族関係は悪化し、Mは「A子とX

に裏切られた。死にたい」と漠然と考えるようになる。

８月には、A子がXの子どもを妊娠。10月、A子は市役所に、M世帯から独立したいと申し出る。

11月、MとA子の関係が悪化したため、A子は一時家出。Mは自傷し、自ら119番通報している。

12月、A子、A子の子ども、XがM世帯を出た。A子は家を出るにあたり、MがC子とD子に暴力を

振るうことを心配し、市に相談している。

x年１月初旬、MはA子達を探し出す目的で、心当たりのある場所を張り込む。そのため自宅はM

の不在が続き、C子は知人宅に家出した。警察から児童相談所に連絡があり、児童相談所が対応する

ことになる。児童相談所は、一時保護も視野に入れて話し合いを行ったが、Mが反省しており、母子

共に一緒に暮らしたいとの思いがあったため、在宅支援となった。
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１月中旬、Mは、A子がY（長女の元交際相手）にまだ未練があると思い、Yに連絡を入れ、呼び

出した。MがYと付き合えばA子が戻ってくるとの考えからだった。その日から事件当日までの約２

週間、YはMの家に居候をし、２人は性的関係を持つ。以下は、公判の被告人質問で、MがYを呼び

出した理由について弁護士に問われた場面である。

「Yを誘おうと思ったのはどうしてですか？」

「久しぶりに遊びたかったのもあるし、自分の愚痴を聞いてもらいたい気持ちもありました」

「それで結局、Yとは男女関係になったんですよね？」

「はい」

「それはどうしてですか？」

「お互いに好きだったからです」

「A子に対する、何か当てつけのような意味はなかったんですか？」

「ありました」

「それはどういう…」

「腹いせ」

「腹いせというのは、どういうことですか？」

「Yと付き合っていれば、A子もやきもち焼いて、家に帰ってくるかな、と思いました」

「Yと性関係を持っているのは、A子に対する意思表示もあるわけですか？」

「はい」

「A子は何か反応してきました？」

「いいえ。反応はなかったです」

「反応がないことに対して、あなたはどう思いました？」

「ショックでした」

事件10日程前、A子からMに、携帯電話と手紙が届いた。手紙には「探さないで」と書いてあった。

Mは、「A子がXと一緒で不幸じゃないのかと思って」、ショックを受ける。その頃、MはYに「死にた

い」と口にしている。

事件２日前、MはA子とXに裏切られた怒りや寂しさ等から「死んだ方がいい」と考えるようになる。

事件前日、Mは、YがA子とのペアリングを未だに持っていることを知り、YがA子に未練があると

思う。Yにも裏切られたと思ったMは、翌日に心中することを決意した。

（７）行政機関の関わり

本家族には、さまざまな行政機関が関わりを持っており、本件については検証報告書（x年９月）･１

が公表されているので、報告書および公判の情報をもとに、行政機関の支援状況および家族状況につ

いてまとめる。

１･　検証報告書は公表されているが、本研究報告書では、全ての事例の地域等を特定しないこととしているため、本
事例についても同様の扱いとしている。
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x－３年２月、Fの暴力を理由に、MとA子、B男、C子、D子、A子の子どもの６人でE市に転入。

転入前は、B男の問題行動のため、転入前住所地を管轄する児童相談所が支援していたため、E市児

童相談所にケース移管された。以降、B男の問題行動を主訴として、E児童相談所とE市（生活支援担

当２）が支援を開始した。

x－２年２月、知的障害をもつB男の問題行動が激しくなったことが原因で、Mの体調が悪化。児童

相談所がB男を一時保護し、４月に施設入所となった。公判では、B男と別居に至った理由を聞かれ

たMは「Xが異端扱いして追い出した」と話している。

同年４月、A子が市（母子保健担当）に、A子の子どもについて相談。詳しい内容は不明である。

x－１年２月上旬、Mは児童相談所に電話をし、「意識がないまま手首を切ってしまった」と訴えた。

ちょうど、MがA子とXの関係を疑い始めた頃である。児童相談所は同月中旬に家庭訪問し、MとA

子と面接、C子やD子に危害を加えることはないことを確認している。検証報告書には「Fにつきまと

われている形跡があることから、Mの不安が高まっている様子」と記載してある。公判で、この時に

児童相談所に電話したことについて尋ねられたMは「覚えていない」と話した。この後、児童相談所

は市（母子保健担当）と情報共有し、継続的に電話等により状況確認をしている。

７月、Mが「死のうと思って」包丁を持ち出し、自ら110番通報した。警察官が急行し、同行の上、

かかりつけの病院を受診。処置された後、帰宅した。検証報告書には「Mは『長女との確執から自分

のことが嫌になった』ことを理由にあげている」と記載してある。Mが、A子を問い詰めて、A子と

Xの関係を知った頃である。

８月、市（精神保健担当）が先月の件で、精神保健福祉法第24条通報受理。病院の精神科ソーシャ

ルワーカーに状況確認を行い、市の関係課（精神保健担当、生活支援担当）および児童相談担当で情

報共有し、学校と協力してC子とD子の安全確認を行うこととなった。学校側は、C子から７月の件を

聞き、市に状況確認を行い、今後の情報交換に合意した。また、市（生活支援担当）は児童相談所に

情報提供し、今後の連携について合意した。同月、A子がXの子を妊娠する。

９月、A子が自身の子の３歳児健診を受診。その際、市（母子保健担当）に、自分の子どもの育児

やMの体調不良等に対する不安の訴えがあった。MとA子の関係が悪化していた頃である。

10月、A子が市（母子保健担当・児童相談担当・生活支援担当）に、M世帯から独立したいと申し

出た。A子は、Mが精神的に不安定で家事や育児をすることが困難な状況であるため、独立後のC子

とD子を心配していた。市は、関係課（児童相談担当、母子保健担当、生活支援担当、精神保健担当）

が情報共有した上で、児童相談所にA子の転出とそのリスクについて報告した。また、病院の精神科

ソーシャルワーカーに、A子転出後の家庭見守り等のため、訪問看護導入の検討を依頼した。

11月、A子とMの関係が悪化。A子が一時家出をし、Mの精神状態は悪化し、自傷の上自ら119番通

２･　E市保健福祉部では、以下の担当がそれぞれの立場から支援している。
　①生活支援担当：世帯の生活全般を支援。
　②母子保健担当：母性ならびに小児の健康の保持・増進を支援。
　③精神保健担当：精神障がい者にかかる相談対応等を担当。
　④児童相談担当：市において児童虐待をはじめ要保護児童とその家庭に関する相談・指導等を担当。
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報した。検証報告書には、この時に「長女の第２子妊娠が判明。（Mの暴力を恐れ、転出希望がさら

に強くなっている）」との記載がある。

12月半ば、A子がM世帯から転出。A子は、これまではなかったMからC子とD子への暴力が起こる

のではないかと心配していたため、A子転出後のリスクに対して市および児童相談所が対応すること

とする。市・児童相談担当はA子に緊急時の対応を教示、市・生活支援担当は学校に状況提供した上

で見守りを依頼、児童相談所に世帯への関与を依頼した。児童相談所は、Mに電話し状況確認を行った。

また、市（母子保健担当・生活支援担当・精神保健担当）は、転出後のA子、Mの状況についても確

認している。

同じ12月半ば、Mが通院していた精神科病院の記録によると、Mより訪問看護利用の依頼があった

とのこと。訪問した看護師は、Mについて「（Mは）聞いたことに応えるのではなく、話したいこと

をまとまりなく、あちこちに飛びながら話す。話の内容を理解できないことが多かった」と記録して

いる。

x年１月上旬、C子が知人宅に家出したため、警察より児童相談所に連絡が入った。児童相談所は、

市（生活支援担当）に情報提供し、転出後の状況を聴取。一時保護も視野に入れて、まずは知人宅で

C子と面談した。その後、M、C子、D子と面談し、「Mへの拒否感・恐怖心がない」「C子が自宅での

生活を希望」「身体的虐待が疑われない」等の状況から、在宅指導とした。公判で、この時の話し合

いの結果について聞かれたMは、「Xのことを忘れて、２人（C子とD子）の面倒をみると約束した」

と話している。児童相談所は、市（生活支援担当）と警察に方針を説明し、精神科ソーシャルワーカー

に対して今後の情報提供と支援を依頼した。

２日後、A子が市（母子保健担当）に、C子とD子の養育環境について連絡（虐待通告）。内容は、「食

事をつくってもらえない」「余計なことを言うなとMに恫喝されている」「C子D子を置いて、家に帰

らない日がある」。

その翌日、市（児童相談担当）から児童相談所に連絡し、市がC子とD子の安否を確認し、児童相

談所が家庭訪問をすることとした。同日、市は児童会館でC子とD子の安否を確認している。

その後、１月中旬には、MがYとの同居生活を始め、その数日後にA子より携帯電話と手紙が届く。

１月下旬の事件２日前、児童相談所が家庭訪問をするが不在であったため、接触がないまま事件当

日を迎えることとなった。

（８）検証報告書

検証報告書は、x年９月に提出された。事件から約７か月後であり、Mの公判前である。

検証報告書では、問題点と課題として、以下の４点を挙げている。

①本件における養育者（M）の状態は、ストレスに非常に弱く、家族関係の軋轢により突発的な行

動を取る可能性が高く、Mの「精神状態の変化」に着目することが、本家庭を支援する上での鍵であっ

た。そのためにも、精神科通院中のMについて、病状及び見通しが生活を営む上で影響があるのか、

あるとすればどのような影響なのかについて調査する必要があった。
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本件に関わっていた関係機関へのヒアリングからは、Mが精神疾患を有していることを把握しなが

らも、その状態像の認識にはバラつきがあったことが分かった。本件の場合は、Mの普段の生活状況

を主治医と共有した上で、主治医の意見を聞くことができていれば、関係機関はMの特性について理

解し、急激に状況が悪化する可能性があることを認識できたかもしれない。

②本件について「より適切な支援があったとしたらどのようなものであったか」という観点で考え

た場合、２つの転機があると考えられた。

１つ目の転機は、A子がM世帯から転出したときである。ヒアリング調査によると、この時点で、

市は「ネグレクト」の危険性を一番に考え、児童相談所も「身体的な虐待のリスクについては低い」

と判断しており、母親からC子とD子への暴力を心配していたA子の思いとは「ずれ」があった。

２つ目の転機は、C子の家出である。この時、児童相談所は「身体的虐待が疑われない」「C子から

母親への拒否感・恐怖心がない」等の理由から在宅支援が適当と判断している。

いずれの段階においても、関係機関は「身体的虐待」の危険性を低く認識しており、確かに過去に

おいてC子とD子に対する身体的危害を加える行為は行われてはいなかったが、Mによる複数回の自

傷行為を「精神状態の変化による突発的な行動の可能性」として捉えていれば、C子とD子に何らか

の危害が及ぶリスクをより強く想定できたかもしれない。

さらに、家庭不和を背景としたMの自傷行為が繰り返される家庭環境が、C子とD子にどのような

影響を与えていたかという観点も重要である。このような心理的虐待の可能性を前提として、関係機

関は子ども達に関わり、状態像を把握する必要があった。

つまり、「身体的虐待」「ネグレクト」といった虐待の様態にとらわれず、転機となる時点において「母

親の状態と見通し」「子どもに与えている影響」等を総合的に把握した上で、A子転出が与える影響

およびC子の家出の意味を分析し、「この家庭で子どもが養育されることが適当なのかどうか」という

判断をすべきであった。

③児童虐待の危険性がある家庭に対しては、複数の関係機関が関与している場合が多いが、各関係

機関で把握する情報や、支援方針や役割が異なるため、関係機関が協議して認識を共有するために

「ケース検討会議」が必要となる。しかし、本件では、少なくともx－１年度以降は関係者間のケース

検討会議は行われていなかった。

ヒアリングでは、児童相談所も市も「ケース検討会議の必要があった」と述べたが、実施にはいたっ

ていなかった。これは、本件におけるリスクを、少なくとも緊急性の面ではそれほど高くは認識して

いなかったからである。適切なケース検討会議が有用に開催されるためには、問題の焦点がある程度

絞れているか、ケースの見通しに危機感を持っている必要があるが、本件においては適切なリスクア

セスメントがなされていなかった。

また、関係機関同士の連携が有効に機能するためには、各組織内においても共通の認識をし、方針

が確認されていなければならない。そのためには、組織内における日常的な情報共有、ケース検討会

議の実施も重要と言える。

④ヒアリングによると、本件について、児童相談所と市では「どこがケース検討会議を開催するの
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か（つまり、どこが本ケースの支援をマネージメントするのか）」の認識に差があったことが分かった。

また、市役所内部においても、様々な担当部署が関わっており、マネージメントの問題があった。

今後の再発防止策を考える上で、ケース検討会議を含めた支援全体のマネージメントを、どこを主

体として考えるかということは、重要な論点である。

以上を踏まえて、検証報告書では５つの提言を行っている。

①精神疾患を有する養育者にかかる状態把握のあり方について。福祉や教育に関わる市職員は、精

神疾患のある方についての知識や理解を点検し、共通理解を高めるべきであり、研修の充実が必要で

ある。要保護児童対策地域協議会（以下、要対協）を活用する等して、主治医との情報交換も積極的

に行うことが重要である。患者に対して守秘義務を持つ主治医に対しても、児童福祉法の説明を行い、

緊急時に情報提供を得られやすくなるような体制作りが早急に必要である。

②転機となる時点での適切な判断・評価の方法について。日常的に子どもや親と接する機関が適切

な方法で様子を観察し、状況の変化を見逃さないような取り組みが重要であり、個々の機関での判断

だけでなく、より多くの重要な情報が集約・共有されることが必要である。そのために、ケース会議

の開催時期、マネージメントの主体のあり方について、一定の目安を持つ等の取り組みが必要になる。

③関係機関の情報共有・ケース検討会議のあり方について。要対協を有効活用し、多機関が関わっ

ているケースについて、どのような場合に情報交換が必要か、どのような段階になればケース検討会

議の開催が必要か等、具体的なルール作りが必要である。また、市役所と学校とが密に連絡を取れる

ように、現在の体制を見直したい。

④連携にあたってのマネージメントの主体の明確化について。マネージメントの主体は固定化され

にくい性質でもあるので、専門職種間が持つ共通部分を増やし、その上で柔軟な考え方やコミュニケー

ションを重視した連携を強化し、マネージメントの主体を柔軟に変えていくようなチーム・アプロー

チに関して、市でもその可能性を模索する段階に来ている。このようなルール作りは、要対協であら

かじめ検討しておくことが有益である。

⑤児童相談体制の強化について。職員数や専門的教育を受けた人の配置など職員体制の充実、児童

相談所との役割分担の明確化、児童相談体制の強化が必要である。

（９）事件当日

x年１月某日、朝食にサンドイッチを作って食べた後、MはC子とD子を児童館へ連れて行った。そ

の後、Mは自宅に戻り、Yとセックスをし、買い物に出かける等した。

午後５時頃、Yが子ども達を迎えに行き、帰宅。夕食を４人で食べた後、午後６時半頃、Mは２人

に睡眠薬（グアゼパム）を５錠ずつ飲ませた。２人が寝たことを確認した後、M自身もYに見つから

ないように、睡眠薬（グアゼパム）を25錠服薬。

Mは２人を絞殺しようとして、C子の首を絞めた。C子はせき込んで、「死にたくないよ、ママ。友

達いっぱいいるし、D子も友達いっぱいできたんだから」と言った。それを見たYは、Mを止める。

その後、MはD子の首を絞めるが、D子も咳き込んだため、自ら止めた。ちょうどその頃（午後８時頃）、
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Yは電話で母親が救急車で運ばれたことを知り、実家に帰るためにMの家を出た。

Mは、２人の首を絞めた際に２人が苦しそうな表情をしていたため、包丁で殺害することに決める。

包丁を手に持ち、寝ていたC子の隣に座った。Mは「ごめんね」と言ってC子のおでこを撫でてから、

包丁を自身の耳まで振り上げ、C子の右脇腹に向けて振り下ろした。包丁は、C子の身体の奥まで刺

さり、MはC子が死んだと思った。その後、Mは寝ているD子の足元に座り「ごめんね」と言ってお

でこを撫でた。そして、包丁を振りおろし、D子の右脇腹等を２回刺した。

２人を刺した後、Mは自身の手首とお腹を包丁で刺した。そして、Yに電話をかけ、「ごめんね、やっ

ちゃった」と伝えた。かけつけたYが110番通報し、事件が発覚した。

（10）鑑定結果

鑑定医は、Mの鑑定結果を以下のように述べた。「診断は軽度精神遅滞（IQ=51，WAIS-Ⅲ）。精神

遅滞は、重症度と責任能力との間には直線的相関関係があるものではなく、特に中等度・軽度精神遅

滞については、個別に検討する必要がある。個別に検討した結果、Mに理非善悪の弁識能力の障害は

認められない。同能力に基づく行動制御能力は、その爆発性ゆえに障害されていると言えるが、著し

いとは言えない」。

また、治療可能性について、鑑定医は「精神遅滞そのものは先天的な障害であり、治療可能性はあ

りません。ただし、それに付随する症状、例えば、欲求不満から感情を爆発させたり、パニック発作

様の身体的な心悸亢進や息苦しさ等の訴えが現れること、あるいは、心理的な反応としての不眠や不

安等は投薬でおだやかになる可能性はあります。いずれも対処療法となります。この対処療法を行う

場合も、根底には社会生活上の不適応な状態が解消される訳ではないため、治療は困難になります。

欲求不満に対する耐性を身につけて、不適切な怒り等を抑制する能力を獲得することに向けた支援に

なりますが、Mの年齢はそうした教育的介入（再教育）には限界があると思われる」と述べた。

（11）判決

公判では、事実関係に争いはなく、争点は犯行当時のMの責任能力の程度と量刑であった。

検察側は、以下の点から、Mには完全責任能力が備わっていたと主張した。

①動機が了解可能で、幻覚や妄想によるものではないこと。Mは、長女に交際相手を奪われ、（A子

とXが）２人で家を出て行ってしまい、寂しい気持ちと同時に裏切られたという気持ちから、「死にた

い」と考えるようになった。そして、次女と三女と一緒に死にたいと思うと同時に、長女とその男性

に思い知らせてやりたいという復讐の気持ちから心中しようと考え、犯行に及んだ。このような心境

は十分に理解可能であり、幻覚や妄想によるものではない。

②犯行前や犯行当時に、合理的で目的に沿った行動をとり、犯行を思いとどまったこともあったと

いうこと。次女らが苦しまないように、また犯行を気づかれないように睡眠薬を飲ませたり、Yに犯

行を止められないように隠れて睡眠薬を服用したり、次女の首を絞めて苦しんでいるのを見て自ら手

を放したり、次女らを確実に殺害するためによく切れる包丁を選び、急所を狙って刺したりしている。
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つまり、Mは犯行前にはYに気付かれないような行動を取り、犯行時には確実に殺害する方法を選択

しているし、犯行を決意した後も思いとどまったこともあった。

③犯行当時、Mは子ども達を殺害することが許されないことだと認識していたこと。Yに対して「子

ども達には可哀そうだけど一緒に死にたい」と言ったり、犯行直前は申し訳ないという気持ちから子

ども達の顔を撫で「ごめんね」と声をかけている。犯行直後には、Yに電話をかけ「ごめんなさい」

と言っている。このようなMの言動から、子ども達を殺害することは許されないと分かっていたこと

は明らかである。

④鑑定医の証言が信頼できること。鑑定医は、Mは軽度精神遅滞であり、善悪を弁識する能力に障

害はなく、行動を制御する能力に障害はあったが著しいものではなかったと判断した。また、鑑定医は、

Mが犯行当時の記憶を概ね保っていることから、睡眠導入剤の影響は否定している。

その上で、子どもは親の所有物ではなく独立した人格を持つ存在であることと、子どもを守るべき

立場の母親が自殺の道連れにするために殺傷した点を指摘し、検察側は、結果が重大であり、悪質な

犯行態様、動機が身勝手であることを踏まえて、懲役15年を求刑した。

一方、弁護側は、各証人（Y、A子、鑑定医）に対する意見を述べた上で、犯行当時のMは衝動性

を自分でコントロールすることが不可能であったとして「心神耗弱」を主張した。すなわち、Yに対

しては、１年前の記憶が不鮮明で昔のことを記憶することが苦手である人であるとして、事実認定証

拠として採用する場合には相当の吟味が必要であること、長女は誠実に証言していたことから長女の

述べたMの様子は正しいと考えられることである。さらに、鑑定医の証言に対して、Mの知能指数が

中等度に近かったことから、混乱した状態で適切に問題を処理することが困難であり、犯行時の衝動

を制御することが困難であったと言えること等を踏まえ、Mの制御能力の著しい低下は明白であると

指摘した。

情状については、①行政の適切な介入があれば事件は防げたため、行政の落ち度を指摘すべきであ

ること、②Yが迅速に対応し、一刻も早く救急車を呼んでいれば、次女の救命は不可能でなかったこと、

③Mの悲惨な生育歴と中等度と遜色ない知的水準からすれば、犯した罪の責任全てを負わせることは

できないこと、④親権を行使できなくなる未成年後見人の申立てをMが選択したことは、反省を踏ま

えていること、の４点を挙げ、懲役５年が相当とした。

これに対して、裁判所は懲役14年の判決を下した。心神耗弱を主張した弁護側に対しては、「Mは

軽度の精神遅滞ではあるが、犯行に至った動機は、良い悪いは別にして、それなりに理解できる」とし、

犯行を決意した後のMの言動を踏まえると、「犯行当時、人を殺すことが良いか悪いかを理解する能

力が著しく乏しかったり、犯行を思いとどまる能力が著しく欠けていた等ということはできない。鑑

定医の証言や鑑定書も、同様の事象をもとにして、こうした能力が著しく障害されてはいなかったと

するものであり、納得できる」と述べ、Mの完全責任能力を認める結果となった。

量刑判断の理由については、「無関係な次女と三女を巻き込んで犯行に及ぶ等、全く身勝手であり、

同情できない。将来ある子どもの命を奪ってよい理由はないし、親として子どもに手をかけることは

絶対に許されない」「行政の手落ちや第三者の責任といった問題ではなく、このように身勝手で重大
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な犯罪を行ったM自身が責任を負うべき」「Mに知的障害があるとしても、行ったことの重みとして

は懲役14年の刑がふさわしい」と述べた。

（12）討議

参加者

川﨑／高橋／上野／長尾

① Mの養育能力

○今回検討した母子心中ケースの中で、加害者の

母親が明らかに知的障害だった事例は本事例の

みです。

○学校には行かせているが、家の中はネグレクト

状態になっていますね。健診で何か出てくるか

と思うけれども、学校側からの対応もあまりな

かったようですね。

○鑑定医は、「以前は子どもを育てられていた」と

証言していました。暴力的だったFとの関係は長

い期間に及びますが、その期間の子どもの養育

状況や、Fとの関係は、公判では明らかにされま

せんでした。ただ、A子は「学校に余り行けなかっ

た」とは証言していました。

○A子が下の子の面倒をかなり見ていた感じがしま

すね。

○A子が出て行く時に、「後のことが心配」と言っ

ているわけですから、それまではA子が下の子達

の面倒をかなり見ていたからではないでしょう

か。M自身、もともとそんなに養育ができる人

ではなく、XとA子がそれなりにいろいろとやっ

ていたのかなと思います。

② 関係機関の関与

○Mが子ども時代に児童相談所に一時保護されて

いて、家族状況もある程度把握している。その

Mが子どもを妊娠したという時点で、ハイリス

クということになると思うが、当時の児童相談

所は把握していなかった感じがします。ノー

チェックのまま走りだした印象。でも、どんな

に遅くてもx－２年４月にB男が施設に入るとき

に、児童相談所が関わっているわけだから、こ

こでしっかり介入すべきだったと思います。

○C子の家出がありましたね。この時点で保護すべ

きだったと思います。親がいなくて困っての家

出ですから、保護されることに、この人達もそ

んなに抵抗がなかったのではないでしょうか。

家族状況をもう少し深くつかんでいたら、対応

も少し違った可能性がある。心中までは想定で

きないまでも、リスクが大きい家族だとは理解

できるように思います。

○本ケースは、要対協に上がっていなかったので

すか？

○検証報告書によると、上がっていませんでした。

要対協を活用して検討すべきだったとの提言が

あったと思います。

○「子どもを放ったらかしにしてはダメですよ」

というようなレベルではない。

○検証報告書は、Mの裁判前に提出されています

よね。ここには、複雑な家族関係が書かれてい

ない。ポイントとして長女が家を出たからとい

うのは、そうなんですけど…。

○児童相談所は、虐待対応で手一杯だから、知的

障害のB男を家族のオーダーで預かることについ

ては「はい、預かります」という会話で終わっ

てしまう。心中ケースでなくても、虐待ケース

でなくて単純「養護」ケースだったからという

理由で、判断が見逃されることが多いですね。

一度、「虐待」として判断されていれば、チェッ

クしたと思います。

○施設入所というのは、やはり重い事例です。か

つては、単純な理由であったとしても、家庭訪

問なども含めてきちんと調査していました。こ

の事例は、対応によっては、結果が変わってい

た気がします。

○学校からの情報も、余り出てきていませんね。C

子、D子は学校に行っているのに…。

○C子はいじめられて転校させたという話が、公判
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ではありました。

○Mは、自傷したり、自ら児童相談所や警察に電

話をしたり、けっこう外にSOSを出している。そ

れを、関係機関がキャッチできていないですね。

○Mは、手首を切ったことを児童相談所に訴えて

いる。児童相談所は、C子の家出で関わる際、「あ

の家族の中で起こっている」と思わなかったの

でしょうか。

○母親が自傷したと児童相談所に訴えてきたら、

児童相談所はどういう対応をするのですか？

○児童相談所としては、家庭訪問して、子ども達

に危害を加えることがないか否かを、まずは確

認したと思う。本事例でも、C子らに危害を加え

られないという点は確認していますが、そこで

「子どもに危害はない」「親の問題」として整理

された。そうすると、母親の問題なので児童相

談所ではなくて、精神保健福祉センターや保健

所で対応してもらおう、という流れになったの

かなと思います。

○本当はまずいですよね。子どもの前で親が自傷行

為を繰り返すのも虐待なので、本来であれば、児

童相談所はそこで介入すべきだったと思います。

○Mの大変さを理解することも大事ですが、子ど

もは家出しているのですから、一時保護して、

状況を詳しく把握するという対応があったと思

います。

○B男は児童相談所の関与により施設に預けられて

いるのだから、Mが大変なときには子ども達を

レスパイトで保護できたと思います。その習慣

がついていればよかったかもしれないですね。

○DVセンターに母子で一度入所した経験もありま

すが、そのときに家族関係を把握しなかったの

でしょうか。

○いろいろな機関が関わっていたにも関わらず、

どの機関も家族状況を詳しく把握していなかっ

たのでしょうか。

○このような事例を防げなければ、一体何を防げ

るのかという感じですね。

○鑑定医が、一時母子でシェルターに入所したが、

自らそこを出て行ってしまったと話していまし

た。ルールがありすぎて、出て行ってしまった、

と。どのぐらいの期間在所していたかは分かり

ませんでした。シェルター等の施設にのらない

家族を、地域で支援するのも難しいだろうと思

います。それこそ、いろいろな人の支援が必要

になると思いますね。

③ Mの生育歴

○Mの生育歴は凄まじい。これだけ虐待を受けて

いたら、M自身も生きるのが大変だっただろう

と思います。

○Mの父親が暴力的で、両親の離婚後は姉夫婦の

ところに引き取られたものの、そこで姉の夫の

息子と性的な行為があり、さらに姉の夫や自分

の兄からもレイプされたというんですね。知的

障害があるのであれば、抵抗するのも難しかっ

たのだろうと思います。

○母子心中の背景として、母親が受けた性暴力の

影響が大きいと思います。

○母子心中のケースでは、母親の精神的不調がど

うして起こっているのかを考える必要があるよ

うに思います。本事例の母親は、知的障害もあ

りますが、それ以上に生育環境が過酷でした。

もっと、母親の生育歴を見ていく必要があると

思います。そうしたリスクを踏まえた上で、注

意をするという考え方をしないといけないよう

に思います。本事例での関係機関の関わり方は、

その都度の相談には対応していますが、その対

応の中で「家族はどうなっているか」という視

点が希薄だったように思います。当面の対処療

法だけでは、心中は防げないと感じました。

○Mの生育歴からすると、周りのサポートで防が

ないといけない事例だったと思います。これだ

けサインを発信していたのだから、キャッチで

きなかったことは問題でしょう。

④ Mの男性関係

○生育歴にも関連しますが、Mは、その時々に男

性が絶えない人という印象を受けました。異性

との関係も不安定で、その不安定な関係性と精

神的な不安定さがお互いに影響しているように

も感じました。
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○９人家族で育っていて、性的なモラルがなかっ

た。性的繋がりが、人との関係の取り方のよう

になっている感じですね。

○A子がMの交際男性と出て行くのもそうだけれど

も、MがA子の元交際相手を連れてくるという発

想には正直驚かされました。やはり母性的な混

乱の中で生きているのでこういう関係になるん

でしょうか。

○目には目を、歯に歯を、の発想ですね。

○Yもまた、どういう気持ちなのか、やってきて同

居する…。

○Mが子ども達の首を絞めた後、家を出なければ、

と思いますが…。Mが子ども達の首を絞めてい

るのを見ながら、家を出られるというのは、21

歳という若さもあって、その後どうなるのかと

いう想像はつかなかったかもしれませんね。

○Yにとっては、自分の母親が救急車で運ばれてい

るから、大変なことが起こってはいたんでしょ

うけどね…。

○セックスさせてくれれば良いという関係で、や

やこしいことには巻き込まれたくなかったのか

もしれませんね。

○公判に呼ばれたのも、迷惑としか思っていない

かもしれませんが、その場にいた責任は果たし

てほしいですね。

○それでも、Yからすると、自分も被害者なんでしょ

うね。

（文責：長尾･真理子）
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７．事例Ｆ①

　― 離婚直後、母と暮らす本児を連れ出し、殺害した父子心中の事例

（１）はじめに

本件は「父子心中」の事例だが、父子は同居しておらず、母と同居していた本児を父が連れ出して「心

中」を図ったことが一つの特徴である。またそのような経過もあって、深夜に決意して未明には実行

するという経過を辿っており、他の誰かがそれに気づいて止める手立てを講じる時間的余裕がなかっ

た事例でもある。

したがって、事件を未然に防ぐには、父がなぜこうした行動をとるようになったのかを詳しく分析

していくことが重要であろう。ただし公判では、被告である実父以外には証人の出廷がなかったこと

などもあって、父の生育歴などについて十分明らかにされたとは言い難い。また、新聞報道など、公

判以外の資料も十分なものではなかった。

（２）事件の概要

x年６月９日午後２時頃、F（実父、当時42歳）から「娘を殺した」と110番通報があった。警察が

Fのアパートに駆けつけると、室内にFと本児（当時８歳）が血を流して倒れており、本児の死亡が

確認された。Fには手首や胸に切り傷があり、意識不明の重体。現場に、無理心中をほのめかすメモ

があった。

司法解剖の結果、本児の死因は頸部圧迫による窒息死だった。また、左手首からも大量の出血があっ

た。

同月15日、警察は、意識が回復したFを殺人容疑で逮捕。Fは、M（実母）との離婚が成立したば

かりで、Mと本児と別居して一人暮らしをしていた。７月６日、警察は殺人罪で起訴し、裁判員裁判

で懲役10年の刑（求刑・懲役12年）が言い渡された。

（３）家族構成

死亡当時、本児と同居していた家族は以下の

とおり。（年齢は事件当時。）

　　母M（年齢不詳）：パート？

　　父方祖母（年齢不詳）：自営業･

　　本児（８）小学校３年（女児）

なお、Fは事件直前にMと離婚し、本児死亡

の１週間前から別居していた。

（４）事件の経緯・状況

x－13年、FはMと結婚し、x－８年に本児が 家族図（事件発生時）
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生まれる。FとMは本児の教育方針で衝突する一方、Fの設立した会社が莫大な負債を抱えるなどして、

x－１年秋には借金がふくれあがり、月100万円以上の返済が必要となったが、その返済も滞るように

なった。

このような中で、Mはx年５月、離婚を希望した。Fは夫婦関係について、喧嘩はするが仲が良いと

思っていたため、この申し出は想定外のことでショックを受けたが、結局は同意し、Fはいつでも本

児に会えることを条件として、親権者をMと定めて離婚した。

しかし、本児が進級するまで転校させるのはよそうということで合意し、Mと本児が父方実家に残

ることになった。離婚は５月27日に成立し、６月１日、Fは父方祖父の所有するアパートに移った。

その後、Fは６月３日に本児と会い、翌４日、朝ごはんを食べてから母の元へ帰した。

そして６月８日夕方頃、Mの母（非血縁）が開店した居酒屋にMの車があることに、Fが気づく。

そこで、母子の住居に行ってみると、本児が「ママはバイトに行った」というので、本児を家に残し

たままMが居酒屋の手伝いに行ったことを確信する。

Fは、Mが「本児を一人にさせない」という約束を破って本児に淋しい思いをさせているなどと思い、

憤りを覚え、本児をFのアパートに連れ帰った。

Fは、本児就寝後、離婚して本児と離れたことや、事業の失敗による借金を抱えていたことから絶

望感を感じ、自殺を決意。さらに、本児と一緒にあの世に行き２人で暮らしたいなどと思って、本児

の殺害を決意した。

しばらく逡巡していたが、外が明るくなってきて、Fは３通の遺書を書いた。

１．本児は私の子　渡さない　身勝手をお許しください

２．すみません　私から子どもを取ると何も残らない　人生のすべて

３．本児と別々の日々は私にはムリ　あの世で一緒に暮らす　葬式はしないで　親父と同じ墓には入

りたくない

Fは、９日午前７時頃、自宅において、寝ている本児に対し、殺意を持って両手で首を強く絞めつけ、

カッターナイフでその左手首を切りつけた。Fは自らの左手首も３回くらい切った。本児がうめき声

を上げたので、さらに右手で首を絞めつけて窒息死させた。

F自身も意識を失うが、しばらくして目が覚めると血が固まっていた。死のうと思い、倒れるよう

にして自分の胸にバールを刺そうとするも、うまく刺さらなかった。第一発見者がMや父方祖母だと

ショックを受けると思い、警察に見つけてほしいとの思いから、午後２時前、自ら110番通報した。

その後、Fは再び意識を失った。

（５）Ｆについて

Fは次男として出生したが、幼少時のことは不明である。ただ、公判の中でFは、遺書として書い

た「親父と同じ墓には入りたくない」という点について問われ、「父はずっと他県で別居していた。

父は母を放っておいた。人生の半分も会っていない。（借金をかかえて困っていたときにも）相談に

も乗ってくれなかった。父と思っていない」などと発言している。自分の親との関係については、そ
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れ以上の言及がなかったので、詳細は不明だが、離婚後に母子と別居したFが移り住んだアパートは、

Fの供述調書によるとFの父が所有している物件だった。

Fは、高校を卒業して就職するが、公判で読み上げられたFの供述調書によると、卒業後はめまぐ

るしいほどに職を転々としている。最初に勤めたのは車の部品を作る会社だったが、「つまらなくて」

数か月で辞めており、以後、電話によるセールスの仕事に就いたものの、「うさんくさいし給料も上

がらない」として約１年で退職。車の整備工場は「夜遊びで朝起きられず」１か月で退職。その後も、

弁当配達、建築解体業、運送会社や引っ越し業などで働くが、交通違反で免停になるとか事故を起こ

すなどがきっかけとなり、あるいは体力が持たない、上司の酒癖が悪い等々の理由で辞めており、い

ずれも長続きしていない。

ただし、その後就職した広告会社では、初めて営業の仕事について成績も上がり、１年後には子会

社の取締役にまでなって約６年続けている。しかしこの会社も、考え方の違う上司が社長になったと

いうことで退職し、x－５年頃、同じ広告業関係の会社を設立する。

当初は売り上げも伸びていたが、知人とともに共同で「キャバクラ」を経営することになったとこ

ろで大きく躓いてしまう。経営に失敗してx－１年秋頃には、会社としての負債約9000万円を背負い、

個人で借りている借金も含めると、１億を超える額になったという。そのため破産宣告も考えたが、

費用に200～300万円かかると聞かされ、断念したのだという。

なお、Mとの結婚は、x－13年。Fが27、８歳頃のことである。知り合ったきっかけや結婚のいきさ

つなどは不明である。

また、結婚した夫婦の住居について、離婚直前にはFの実家でFの母（父方祖母）と同居していた

ことがわかっているが、結婚当初からそうだったのか、ある時期から同居を始めたのか、その点につ

いても詳細は不明である。

　

（６）Ｍについて

離婚した本児の母についても、年齢を含めて詳しいことはわからない。ただ、公判の中で「Mは両

親を知らずに育った。居酒屋を経営しているのは、血のつながりがない母親だ」とFが話している。

また、Fによれば、「Mには妹がいる」とのことであり、この妹がMとともに、拘留されているFに面

会に現れたといったことが、公判では話されていた。ただし、Mとその母及びMの妹との正確な血縁

関係については不明である。

Mは、結婚前は働いていたが、結婚後は仕事を辞めて無職だったとのこと。ただし、離婚後はパー

ト就労する予定だったようで、実際に稼働していたのか否かは不明だが、本児が登校している間の９

時から14時まで働き、４～５万円の収入が見込まれていたという証言があるので、具体的な就労先も

決まっていたと思われる。

なお、結婚後しばらくは子どもができなかったが、x－８年３月、本児が生まれ３人家族となって

いる。
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（７）本児について

F・Mは、子どもが生まれたことをともに喜んだようで、Mは供述調書の中で、「しばらく子宝に恵

まれなかったので、妊娠がわかったときは嬉しかった」と述べ、公判では、Mが子ども時代に自ら着

た服を本児に着せた七五三の写真が紹介された。

小学校１年になってから、本児は新体操のクラブにも通っており、Mは「練習ではよく泣いたが、

発表会では感動した」と述べている。

小学校の担任の供述調書には、本児の人となりについて「問題も起こさず、分け隔てなく遊ぶ子ども。

教室内で遊ぶことが多かった。将来の夢について書いてもらったことがあるが、『洋服屋さんになり

たい』と書いていた」などとあった。

なお、Mは本児について「内気で優しい子」だと述べており、Fは「精神的に弱い子」と表現した。

Fはその点についての具体的なエピソードとして、「小１の頃、一人で学校に行けず、自分が手を引い

て連れて行っていた」「小３になっても、Mが車で送っていた」などを挙げていた。

（８）離婚

本事件は、FとMの離婚が成立し、別居した直後に発生していることからも推測できるように、破

綻した理由も含めて、夫婦関係が重要な背景要因になっていると考えられる。そこで、公判で語られ

た内容の中から、夫婦関係にかかわる部分を抜き出してみたい。

先にFの証言から。Fは、「教育方針で衝突し、ひどいときはモノを投げ合ったりした。でも、仲は

よいと思っていた」と述べて、離婚を言われたのは衝撃的だったと述べている。そのことを裏付ける

ように、「いつから仲が悪いと気がついたのか」と問われて、「仲は良かった」と答えており夫婦関係

にひびが入っているなどとは最後まで全く考えていなかったことを示唆している。

一方Mは、供述調書の中で、離婚を希望した理由を次のように述べている。

第一は、子育て等についての価値観の違いだと言い、たとえば、「母親は朝一番に起きるべき」な

どという考えを押しつけられたと述べ、教育方針についても、自分は子どもの自主性を尊重したかっ

たのに、Fはその日の気分で言うことが変わった。乱暴になり、罵倒されたりもしたなどと述べている。

第二は、借金問題である。Fは莫大な負債を抱えてしまい、事件があった年には、銀行からも電話

がかかるようになった。Fはますます乱暴になり、パソコンなどのモノを投げたりもした。これでは

子どもにとってもよくないと思い、ゴールデンウィークの頃には離婚を決意したいう。

さて、Mが離婚を決意した後、Fといつ話し合ったのかはわからないが、離婚届に署名したのは５

月26日、翌27日には離婚が成立し、６月１日には、Fがそれまでの住まいを出て別居している。離婚

など思いもよらず、衝撃を受けたというFの気持ちを考えると、この離婚は非常に早い決着だったの

ではないかとも考えられよう。

では、Fはどうして離婚に応じたのか。話し合いの際には、「Mに対し突っ張って『お金があれば渡

せたのにな』と言った」などと証言しているが、Fはこの離婚に本当は納得できないまま、見栄や強

がりでサインしたのではないかとも感じられる。事実、公判の中では、「離婚と言われ、もう元に戻
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らないと初めて分かって、好きだったんだと感じた」といった発言もあった。

納得できないまま離婚という事実が先行してしまったことで大きな葛藤が生じ（換言すれば、Mと

の結婚生活を続けることへの未練があり？）、それをコントロールできなかったということも考えら

れる。

（９）事件前夜

このようにして、Fはアパートに移って一人別居し、本児とM、それにFの母（父方祖母）とが同

居するという、いささか変則的な形の生活がスタートした。ただし、離婚したMと本児がFの母と暮

らすことは、Fにとってはむしろ望ましいことであったかも知れない。というのも、本児（及びM？）

との交流を続ける上では、母子が自分の手の届かない場所に転居するより、Fの実家にいるほうが好

都合と思われるからである。とはいえ、この形はやはり安定的なものではなく、翌年４月に本児が進

級する時までの暫定的なものとしての約束であった。

さて、６月１日に別居した後、Fは早くも３日に本児をアパートに連れてきて１泊させ、翌朝、朝

ご飯を食べさせて別れているが、この時のことを振り返って、「あって当たり前のものがないという

淋しさを感じた」「もう３人の生活には戻れないんだと思うと、淋しくてたまらず、一日も長く感じた」

などと述べている。

そして事件発生前夜の８日夕方頃、FがMの母が経営する居酒屋の前を通ったところ、Mの車が店

に止まっていることに気づいたという。この日はちょうど居酒屋の開店日だったので、Mは手伝いに

出ていた。Mによると、放課後本児を学校まで迎えに行き、一緒に帰った後、「バイトに行ってくるね」

と声をかけ、結果的にこれがMと本児の最後の別れになったという。Fにすると、「離婚後は子どもを

一人にしないという約束だったのに」と憤りの気持ちが高まり、本児の家（つまりは自分の実家）に

行き、本児を連れ出すことになる。

この点について、公判では、「小３の子が一人でテレビを見ているのが、そんなにかわいそうですか？」

「それに、おばあちゃんがいたのではないですか？」といった質問があったが、Fは、「これまで娘を

見てきている中では、淋しいと思う」「精神的に弱い子。母親がいないと淋しい」などと答えている。

こうして本児を車に乗せてから、FはMにメールを送っている。「ウソついたな。約束どおり子ども

を連れて行く」といった内容だったというが、これに対してMからは、「監視してるの？　やむを得

ないから」との返信があった。これを受けてFは、「お前たち親子を許さない」「犯罪者になってもいい」

との返信を送り返したとのこと。

なお、公判では「犯罪者になってもいい」という内容が問題となり、その意味を尋ねられたFは、「親

権者から勝手に子ども連れ出した誘拐犯」「警察を連れてきてでも、連れ戻してほしかった」などと

答えている。また、このメールに対するMからの返信がなく、Fは「返信もよこさず仕事をしている」

と思い、ますます本児がかわいそうになったと証言している。

ただ、捜査報告書では、この後Mから、「こんな時間に連れ出してどうするの」「あなたの家に泊め

るの」などというメールが送信されたとされている。
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こうして本児を連れ出したFは、百均ショップでクレヨンなどを買ってやり、銭湯で家族風呂に入

るなどして、午後９時過ぎ頃、アパートに戻っている。そして本児は９時半頃には寝てしまう。

（10）犯行

本児が寝たあとの９日午前０時頃、Mからのメールがあった。「学校に間に合うように連れてきてよ」

という内容だった。弁護側は、「Mはあなたを信頼してメールしていますよね」「でもあなたは、今夜

はもうMは来ないと受け止めたの？」などと尋ねている。これをFは肯定し、「本児のことを何も考え

ていない」「今後、本児は母一人子一人の生活になる。かわいそうだ」と考えたという。

その上で、「ではどうしたかったの？」と問われて、「３人で生活したかった」「でも無理」「願いが

叶わないなら天国で２人で暮らしたい」などと思いを募らせていったのだと答えている。

そして、「本児に淋しい思いをさせたくない。自分も莫大な借金をどうすることもできない」と思っ

て「子どもを殺害して自分も死のう」と決意し、苦しまない方法として首を絞めることを考えたのだ

という。ただ、すぐには実行できず、躊躇しているうちに空が明るくなってきて、前述した内容の遺

書を書く。

そうしてFは、寝ている本児に馬乗りになって両手で首を絞め、さらには確実に殺すために本児の

左手首をカッターで切る。次に、自殺のために自分の左手首も切った。その後、本児のうめき声を聞

いて再び首を絞めて窒息死させ、自分も意識を失ったが、しばらくして意識が戻り、自分が死んでい

ないことに気づいてバールで胸を刺そうとしたもののうまく刺さらず、最後は午後２時前、自ら110

番通報して再び意識を失った。Fは発見当時意識不明の重体だったが、翌10日には回復、15日に逮捕

されている。

なお、110番通報に関しては、自首するためか否かが問題となったが、F自身は、Mらが第一発見者

となってこのような姿を見るのは忍びないとの思いからだったと説明している。

Mは、事件が発生した９日朝、Fに対して「おはよう、子どもは起きた？」「待っています」とのメー

ルを送っていた。

（11）判決

検察側は、論告求刑に当たり、殺害の事実は証明されており、どのような刑とするかが焦点である

旨を述べた上で、重要だと思うことを主張している。それによると、①犯行態様が、強い殺意に基づ

く非道な行為であること、②結果が重大であること、③動機が身勝手で自己中心的であること、④本

児の母であるMが、厳しい刑を望んでいること、以上４点について述べ、これらに加えてFにとって

いくつかの汲むべき事情を付け加えた上で、懲役12年を求刑した。

これに対して、弁護側は４点にわたって意見を述べている。すなわち、①Fが事実を認めていること。

②事案を正しく理解すること、特に、本児のみが生き甲斐だったが、Mも同様であることを理解し、

離婚に際しては親権をMに譲ったこと、その点がFを苦しめ、同時に、本児が弱い子であるので自分

を犠牲にしてでも子育てをしないといけないという思いを持っていたことなどは汲むべき事情である
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こと、③動機についても、親権者であるMに見てもらえず淋しそうだと感じていたこと、また３人で

暮らせないこともつらく、一人で借金を抱え、絶望し、自殺を考えたことから、非現実的な考えに至っ

たこと。非現実的と切り捨てることは容易だが、それでは被告Fを理解することはできないこと。④

量刑については、犯行がことさら残虐とは言えず計画性もないこと、Fも深く反省し、今後、繰り返

すことは考えられないこと、また、どんな罰も受けると覚悟していること、自首が成立し、処罰を逃

れようともしていないこと等を総合的に勘案すると、長く服役する必要はなく、懲役４年程度が適切

であるとした。

以上に対して、判決は、懲役10年の刑となった。

このような量刑にしたことについて、判決はいくつか言及しているが、その一つは、弁護側の主張

を退ける以下の点である。すなわち、Fが自殺すると母一人になって本児が不幸なると、あたかも本

児の将来を思って殺害したという点だ。これについては、遺書にはそうした記載がなく、もっぱらF

自身の心情が書かれているだけであり、本児を一個の人格として認めておらず、殺人の動機ははなは

だ身勝手だという内容だ。

他方、Fが借金や離婚により追いつめられ、実際に自殺を試み、愛するわが子を殺したという事実

は考慮されるとしつつ、同時に、離婚や借金はF自身が招いた問題であって、殺害された本児は全く

無関係であり、考慮できることとしても限度がある、などとも述べて上記の刑を決定したとのことで

あった。

（12）討議

参加者

川﨑／松本／高橋／上野／長尾

① 心中のタイプ

○心中と言っても、自分が死ぬことは先に決めて

いて、それに子どもを道づれにする場合と、自

分一人では自殺の決断ができず、子どもと一緒

に、あるいは家族で死にたいというケース、つ

まり、自殺の意思を補強するために「一緒に死

んでくれ」という場合があるように思うのです

が、本事例はどう考えればいいでしょう。

○子どもを殺害することによって「自分はこんな

に追い詰められていたんだ」とアピールするよ

うな印象を、私は受けました。自分１人で死ぬ

のは寂しいというのか、１人だったらこの人は

果たして本当に自殺したのかどうか……。

○公判になるのは加害者が生存している＜未遂事

例＞なので、この研究でも、「親子心中未遂とは」

という限定があるとは思いますが、本事例では、

Fも意識不明にまでなっているので、「死のう」

と思っていたことは間違いないと思います。後

で出てくる事例F④では、自殺行為を全く起こし

ていません。ですので、そちらの判決は、「心中

とは認められない」となりました。

○確かに、未遂ケースと既遂ケースが違うことは、

心中にも言えるかもしれません。一般の自殺を

考えてみると、子どものいじめ自殺で「加害者

に思い知らせてやりたい」とか、「私を振った男

を永遠に呪ってやりたい」といった、かなり強

いアピール、メッセージ性を持った自殺があり

ます。加害者が一生苦しむとか、自殺によって

明確に得られるものがある場合、自殺未遂率が

一番高くなると言われているんです。

② 夫婦間の問題と心中との関係

○Fは、DV男性と似ているところがあるように思

います。妻の心が離れているのに気が付かなく
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て、勝手に夫婦円満の妄想・幻想の中にいた。

本人の生育歴を考えると、家庭に対する希望や

大きな夢があるのに、いきなり妻から別れ話を

切り出された。青天の霹靂ですよね。娘も奪われ、

一気にいろいろなものを失って、仕事も上手く

いかない。そういうことが重なって、妻に対す

る敵意が急激に高まった。「大事な娘を独り占め

して、俺があの世へ連れて行ってやる」という

ような怨念を感じました。自分が死ぬというこ

とにどこまで繋がっているかは分かりませんが、

娘を永遠に自分のものにするという点では、強

烈な意図があったのかと思ったりしますね。

○この人はしきりに、「娘と天国に行きたい」と言っ

ていました。「３人で暮らすのが一番いい」とも

言っているので、夫婦間の破綻の影響がむしろ

大きいんじゃないかと感じます。離婚のストレ

スが一番大きな動機になったんじゃないかとも

思うのですが……。

○離婚に対する報復？　それとも復縁に対する脅

迫？

○ある父子心中事例では、出て行った妻に対して、

「帰ってきてほしい」「帰ってこなければ生きて

いく気がしない」としきりに言って、その望み

が絶たれたと思った時に、子ども３人を道連れ

に自殺していました。見込みがあれば待つけれ

ど、その見込みがなければ報復するということ

かなと思ったものです。

○妻が逃げた後のDV男性の怒りは凄まじいです

ね。通常の怒りの延長では考えられないぐらい。

そのため、DV加害者である夫が自殺すると、遺

族としてはとても複雑な気持ちになります。もと

もとは散々な暴力を受けた被害者なのに、加害者

の夫が自殺すると、立場が逆転して加害者になっ

たように思えてしまうんです。暴力を振るうから

「いっそ死んでくれないかな」と思う瞬間は沢山

あって、「だから死んでしまったんじゃないか」

と考えたりするんです。この事例が、Mに対する

アピールだとしたら、やりすぎましたね。

③ Ｍについて

○Mは、危機感を感じていなかったんでしょうか。

○この家庭では、Fのほうが家を出て行きました。

そのため、Fの実家に母子が残ったんです。珍し

いですよね。

○DV男性の場合、割とこういう形の提案をしてき

ますね、あくまでも自分のコントロール下に置

いておきたいから。妻のほうは、普通はそれが

嫌だから自分で家を出るんです。じゃあ、Mは

どうして家を出なかったのか、それを知りたい

ですね。

○Mは、「離婚します！」とはっきり告げて離婚し

ています。DV被害を受けながら判断できずにズ

ルズルと関係を続けていたというわけではな

かったと感じます。

○自分の方が主導権を握っているから、こんな事

態が発生するとは思っていなかったんでしょう

か。

○危険性は感じていなかったと思います。

④ 解離症状はない

○Fに精神科の治療歴は？

○そういう情報は出てきませんでした。でも、そ

れはないと感じました。

○法廷で、加害者の自責の念はどう伝わって来ま

したか。相当悔いていましたか。

○シュンとした様子はありました。証拠調べと被

告人質問のときには、ところどころで涙を流し

ていました。

○「あのときはどうかしていた」といったような

発言はありましたか？　自分がやったことに対

しては、「やった」と認めているんでしょうか。

○はい。連続性は感じましたし、解離症状が問題

とされるような場面はなかったと思います。

⑤ 生育歴や背景についての情報が少ない

○Fの実母の情報や、Fに被虐待歴があるか否かの

情報はありますか？

○そういう情報は出てきませんでした。ただ、Fが

自分の父親について話しているときは、実父へ

の怒りが伝わってくるような話し方でした。「父

親は借金の相談にも乗ってくれなかった」と言っ

ていましたね。
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○ところが、Fが借りたアパートは自分の父親名義。

怒りを持ちつつも、頼らざるを得なかった。

○この事例では、加害者の未熟なキャラクターが

見え隠れします。生育歴の中で父親からひどい

仕打ちを受けたとしても、この年になればそん

なことは言わなくなることの方が多いんですが、

自分の父親に、今に至るも頼りながら攻撃して

いる。そこに未熟さを感じます。

⑥ 養育態度

○Fは、子どもの養育には関わっていたんでしょう

か。たとえば、おむつを替えるようなことをし

ていたんでしょうか。

○そういう話は出ませんでしたが、可愛がっては

いたようです。Mの供述調書に、「子育ての価値

観が違う」という文言はありましたけれど、子

どもが学校に行けないときは、Fが連れて行くこ

ともあった、と言っていました。

○事件前日、母子の住む実家に子どもを迎えに行っ

たときも、子どもは嫌がらずにFに付いてきてい

ます。子どもがFを怖がっていたという感じは受

けませんでした。Mも、Fと子どもの面会はいつ

でもできるようにしていましたし。

⑦ 事件前夜の夫婦間のやり取り

○Fは連れ帰った子どもを「（Mに）迎えに来て欲

しかった」と言っているけれど、Mにその気は

なかった。もしかしたら、Fの顔を見るのも嫌だっ

たのかもしれません。

○Mは、「預けても心配ない」と思っていたのでしょ

うか？･

○「いつでも会ってよい」という約束もあり、以

前の外泊時もちゃんと帰ってきているので、危

機感はなかったという感じがしました。

○でも、前夜のメールで「お前たち親子は許さない、

犯罪者になってもいい」と言われているわけで

すから、翌朝まで放っておくというのも大胆な

気がします。警察に行くことなどは、全く考え

なかったのでしょうか。僕が検察官ならその点

は確認したいですね。

○検察官は、そのメールを書いたときの思いを聞

いています。Fは「迎えに来てほしかった」と答

えていました。

○Fは、この種の脅迫を日常的にやっていた人のよ

うな気もします。少し逸れますが、こういう脅

迫に動揺してバタバタしてくれるような配偶者、

俗にいう共依存の人は、援助機関に繋がってく

る。でも、そういう反応をせず放っておくよう

な配偶者の場合、夫が自殺してしまったりする

んです。ある意味、Mは共依存に巻き込まれず、

ちゃんと別れを決断できた人という印象です。

○次の日のMのメールは「おはよう」から始まっ

ていますもんね。「そろそろ頭冷えた？」みたい

な感じだったんでしょうか。

⑧ 借金

○借金が理由で、一家心中に至る事例もいくつか

ありますが、本件で借金問題はどれくらい事件

に影響していたのでしょう。借金の額だけで言

えば、すごく大きいように思いますが。

○借金がなければ、Mが「離婚する」と言っても、

突っ張ねて同意しなかったのではないかと思い

ます。「ふざけるな。俺が食わせてやっているだ

ろ」といった感じで。

○その台詞は、お金というバックグラウンドがあ

るから言えることですよね。そういう意味で、

この人はいろんなものが剥奪されていた。

○ただ、Fは自営業ですから、何千万という額は、

普通に考えれば、銀行か商工系のローンでしょ

う。今は借金の取り立てはそんなに厳しくはあ

りません。以前のように玄関ドアを激しく叩く

なんてことはないですし、仮にそういうことが

あれば、ちゃんと調書に書かれると思います。

むしろ、主観的な意味で自信を失ったというこ

とが大きな要因ではないでしょうか。

○自己破産に２～３百万円かかるとありますが？

それだけ必要なんでしょうか。

○負債額に応じて裁判所に入れなければならない

金額が違うとは言われています。また、弁護士

に自己破産を頼む場合、事業系だと法テラスの

立て替え制度が使えないので、個人の出費にな

ります。でも、月に100万円を返済していたので



－84－

あれば、２か月分で捻出できるわけですから

……。

○とすると、破産宣告に踏み切れなかったのは男

のプライドみたいなものでしょうか。

○プライドというより判断力の問題という気がし

ます。

○予防という観点だと、多重債務の借金の窓口で

夫婦関係を聞いてみるのはどうでしょう。児童

福祉エリアよりも司法相談の窓口のほうが、意

外と有効かもしれない。

○確かに、債務整理系の相談を受けてもそういう

観点で見ることは少ないかもしれないですね。

感度のすぐれた弁護士は、離婚相談などの際に

も気にするようにしますから。

⑨ 生育歴

○この子が生まれてからの様子はどうだったのか。

この子の生育歴とか育て方が気になります。で

も、公判ではあまり明らかにならないですね。

○裁判員制度になってから、裁判所は論点を絞る

ようになりました。殺人事件のような大きな裁

判であれば、以前ならば全部取り上げてくれま

した。でも今は、「生育歴が量刑に何か関係ある

んですか？」という会話になってしまう。検察

官と弁護人の意見が一致するなら削ぎ落とされ

てしまいますね。

○裁判員は、調書を見たりするんですか。

○はい。ただし、裁判員制度になってから、調書

の厚みは薄くなりました。裁判所は、情報量が

多いと裁判員が整理しきれないというスタンス

で、調書の量を絞ってくるんです。

○でも、Fの場合には、生育歴が大事なようにも思

います。

○「生育歴が量刑に関係あるのか」と考えると、

多分関係しないんでしょうね。パーソナリティ

の偏りには関係あるかもしれませんが、刑事責

任能力には関係しない。

⑩ Mの証言・意見陳述

○ところで、Mは、証人になることを拒否したん

でしょうか。

○供述調書があって、その調書の内容に争いがな

ければ、そもそも証人は出てこないですね。でも、

人が亡くなっている事件ですから、被害者遺族

としてMが「参加したい」と申し出れば、独自

の権利があって法廷で意見を述べることができ

ます。ですから、Mは意見陳述を望まなかった

と考えられます。Mに何か言いたくない事情が

あったのかもしれません。

○Mの事情として、複雑な家族背景が少し見受け

られました。Mは現在の自分の母親と血が繋がっ

ていないとのことですから、そのあたりのこと

も影響しているのかもしれません。事実関係は

わかりません。

⑪ 離婚をめぐる問題

○例えば、離婚後も共同親権であれば、こういう

問題は発生しなかったかもしれないですね。ア

メリカでは、親権は共同で持つことになってい

るので、３か月間は母親のところで生活し、次

の３か月間は父親のところで生活するというや

り方を取る場合もあります。これには賛否両論

あって、「子どもが落ち着かない」と言われるか

もしれないですけれど。

○ただ、子どもと一緒に暮らせたら、Fは本当にそ

れで満足だったのか疑問です。本当に求めてい

たのはMとの復縁だったという可能性もないと

は言えないと思うので。

⑫ 直前のサイン

○この事例は、事件当日、衝動的に「心中」を決

め即実行していると考えられるので、やはり防

ぐのが難しかったように思います。この点で何

か感想はありますでしょうか。

○男性は、直前にサインを出してくれませんね。

女性の場合は、既遂に至る前に何度か自殺未遂

をすることが多いので介入できますが、中高年

男性の場合は一度きりで死んでしまうので、取

り返しがつかないことが多いです。

･･････････････････（文責：川﨑･二三彦）
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８．事例Ｆ②

　― 妻の浮気などで追いつめられた父が２人の幼児を殺害した父子心中の事例

（１）はじめに

本事件は、妻（実母M）の男性関係によって精神的に追いつめられ、同時に仕事上でもトラブルを

抱えた実父Fが、同じ日に離婚届と退職届を出した後、無理心中を決意して実行し、Fのみ生き残っ

た事件である。本件では、事件の１か月ぐらい前から自殺するという考えが浮かび、Mにも「愛して

いるから死にます」などといったメールを送っていた。ただし、無理心中を決意したのは事件当日の

ことであり、なおかつ、最終的に実行に移したのは、実行場所である車の中で逡巡していた時、急に

雨が激しく降り出して大きな雨音がしたため、子どもらが起き出す前にと決意を固めて殺害したもの

である。

（２）事件の概要

x年９月19日、海岸沿いの駐車場で、２児の父であるFが「子どもを殺してしまった」と110番通報

した。警察が駆けつけたところ、軽ワゴン車内で長女A子（当時５歳）と次女B子（当時１歳）が首

を絞められて窒息死しており、F自身も手首から血を流していたため病院に搬送された。警察は20日、

Fを殺人容疑で逮捕し、10月12日、地検はFを殺人罪で起訴した。

裁判員裁判では、検察側が、Fは妻の浮気が原因で別居し、事件前日に離婚、退職し、自暴自棄に

なり、２児を絞殺した後、手首を切って自殺を図ったとし、懲役20年を求刑したが、懲役16年の判決

が下った。

（３）家族構成

事件当時、本児らと同居していた

家族は以下のとおり。

　　F（32）：会社員

　　長女A子（５）：幼稚園年中

　　次女B子（１:０）：在宅

なお、事件発生の直前まで、M（29）

が同居していた。また、本家族の近

隣に、会社経営の父方祖父（64）、

パート就労父方祖母（64）夫妻が、

叔父（Fの弟、年齢不詳）とともに

暮らしており、母方祖父母（年齢不

詳）も近くに居住していた。ともに

A子・B子の養育の援助を行うな 家族図（事件発生時）
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ど、本家族と両実家との間では交流が密に行われていた。

（４）事件までの経緯

FとMとは、x年春頃までは、共働きをしながら２人の両親（父方祖父母及び母方祖父母）の力を借

りて子育てをしつつ、仲良く暮らしていた。しかし、同年４月頃から、Mが勤務先の男性従業員と仲

良くなり、電話が多くなっていった。Mはその男性に対する気持ちを「浮気ではなく本気」と言い、

夜遅く帰宅する等、その男性との関係を優先する生活をするようになった。FとMは、その男性のこ

とで喧嘩になり、関係が悪化。７月には別れ話が出た。Fは別れたくないとの思いを持ちながらも、「秒

単位」（Fの証言）で気持ちが揺れ動き、Mに未練があるにもかかわらず、離婚届を書くよう強く迫っ

たため、Mは署名した。FはMの浮気に悩み始めてから、２か月で20Kg以上痩せ、精神的にも不安定

になっていった。

９月６日、Mは熱を出して寝ている子どもを置いて男性と遊びに行った。そのため、FはMを家か

ら追い出した。FはMが気持ちを入れ替え再び戻ってくることを期待したが、追い出されて行き場を

なくしたMは、その男性と同居を始めた。またFは、「ママは好きな人と暮らすから家を出て行く」と

MがA子に伝えていたことを知り、ショックを受ける。そして、犯行２日前の９月17日、FはMと会っ

て話をしたが、その際Mから復縁の話はなく、その男性とうまくいっていると聞き、Mに捨てられた

惨めさや寂しさが身に染みた。

９月18日には、Fは仕事上のトラブルをきっかけに衝動的に退職届を出した。そして同日、市役所

に離婚届を提出した。

これでは子ども２人と一緒に生活できないと思い、２児を道連れに心中することを決意し、18日深

夜に車で自宅を出発した。

19日朝までに、犯行現場である海岸沿いの駐車場に到着。そして、寝ていた２児の首を両手で絞めて、

窒息死させた。その後、持っていた包丁で手首を切って自殺を図るが、死に切れず、110番通報をし

て自首した。

（５）Fについて

Fの幼少時のエピソードなどは、公判でほとんど語られることがなかったが、Fは大学を卒業し、

その後は印刷関係の会社に勤務したという。x－６年、Mと職場で知り合ったとのことだが、大学卒

業後に勤務した印刷会社でのことだったのかどうかは不明である。Mの当時の同棲相手とのトラブル

について相談しているうちにFとMは仲良くなり、「一緒に住もう」ということで、同年８月頃から同

居を始める。Fが26歳の時であったが、Fは「それまで、M以外に結婚を意識した女性はいなかった」

と述べている。

同居したアパートはFの母（父方祖母）が所有していた物件で、Fはそれまで両親（父方祖父母）

及び弟（本児らの叔父）と同居していた。

Mの父（母方祖父）によると、Fが最初に訪ねて来た時には定職がないと聞かされ、「仕事を見つけ
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てから来なさい」と言って帰したが、３か月後には、就職先を見つけたこと、及びMが妊娠している

ことを報告され、Fの仕事は見つかったし、良さそうな人だと考え、結婚を認めたのだという。

なお、Fが就労していた会社社長によると、Fはx－６年に就職し、x－２年には関連会社の取締役

となって事件直前まで勤務していたという。

Fの性格については、供述調書や証人として法廷に立った人がそれぞれ話しているので、それらを

いくつか記載する。

まず、Fの両親の話。Fの母は、「何にでも一生懸命で、自分でやり遂げるタイプ」だといい、Fの

父も「明るく弱音を吐かない子で、責任感が強い」「周りの迷惑になるようなことはしない」と話し

ており、同じような評価をしている。

一方、Mの父も「穏やかで真面目、面倒見の良い人」と見ていて、「怒ったところなど見たことも

聞いたこともない」と述べている。そいのせいか、「Mの言いなりになっていた」とも述べる。また、「不

器用な性格」という印象を持っており、この点は、次に紹介する職場の上司の見方とも共通する。

上司は、「自分から相談をするタイプではない」と見ており、「真面目だが、仕事の面で段取りが悪

いところがあり、一人で抱え込むため、同僚に仕事を任せたり相談したりすることがほとんどなかっ

た」と話す。

Fの性格についてはMも証言しており、「優しい」点が結婚しようと思った理由だとのべ、「明るくて、

面白い。笑わせてくれる」などと評していた。

なお、父方祖母によれば、結婚相手として紹介されたのはMが初めてであり、妊娠していると聞か

されて了承し、A子が初孫に当たるとのことであった。

（６）Ｍについて

Mの生育歴などは不明だが、19歳の時に、死産を経験しているという。ただし、相手がどのような

人物で、どんな関係であったかはわからない。Mの男性関係で次に話題として出てくるのは、Fと知

り合う頃まで同棲していた男性である。Mは、この頃23歳前後と思われるので、19歳で死産となった

子どもの相手と同一人物ではないとも思われるが、確定的なことはわからない（家族図では別人とし

て表記）。いずれにせよ、この男性とのトラブルを相談するうちにFと親密になり、x－６年８月に同棲、

翌年１月に結婚、４月にA子出産という経過をたどっている。

そして、Fと婚姻中のx年４月頃から（後述する）勤務先の男性従業員と仲良くなり、６月頃になる

と、携帯電話の料金が急に高くなってFにも男性の存在を知られることとなる。

Mの就労経験については詳しくわからないが、Fと知り合ったのは職場だったというので、結婚前

に就労経験があったと考えられる。また、Mの父によると、結婚後A子が３歳頃までは仕事をしてい

なかったが、その後は、A子を両方の実家に預けて、パートで仕事するようになったという。B子を

妊娠したことがわかった後も仕事を続け、帝王切開で出産し、暫く後のx－１年12月頃には、再び就

労している。Mはその理由について、「（翌年からA子を幼稚園に行かせる予定で）月謝代のこともあっ

たし、家にずっといるとストレスになる」と説明している。なお、この時の仕事内容はネット販売商
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品の梱包で、週５日、勤務時間は午前10時から午後７時ぐらいまでだったとのこと。

（７）２人の被害児について

本事例では、２人の子どもが殺害されている。それぞれの子どもについて、FやM、また父方祖母

などが証言しているので、それらを紹介しておきたい。

まずA子について。x－５年生まれで、事件当時５歳５か月であった。A子は、公園では滑り台やブ

ランコが好きで、ひらがなやカタカナ、それに簡単な漢字も書けるようになっており、Mに対しても

何通かの手紙を書いている。獣医やアイドルになる夢を描いていたという。父方祖母は、どんな子だっ

たかを問われ、号泣しながら「明るくて何でもできる子」「運動神経も良く、ジャガイモの皮をむい

たりするのも大好きだった」と振り返っていた。また、A子は妹のB子にミルクあげたり、オムツを

替えてあげたり、とても仲がよかったと述べている。

一方、妹のB子はx－１年生まれで、殺害されたときはちょうど１歳になったばかりであった。Fは、

「生まれてすぐ手術をするなど病弱で気がかりだった」と述べているが、すでに「ママ」「パパ」「マ

ンマ」などの有意味語も出ていたようで、Mは「A子に比べて男っぽい」と評している。

２人の養育については、父方祖母がその状況について説明しているので、その証言を紹介したい。

結婚当初、FとMの新居は、父方祖父母宅と徒歩５分の距離にあり、後にFらが新築して転居した

場所も車で10分程度のところだったとのことで、祖母は「孫が生まれてから事件発生までの間、ほと

んど毎日預かっていた」と証言し、「Mより長い時間見ていたかもしれない」とも話している。

具体的な養育体制について尋ねると、午前７時には、Fが連れてくるか自分で迎えに行くかは別と

して、子どもたちは祖母宅に移動し、幼稚園に入園してからも、送迎は祖母がしていたという。

ただし、祖母は週３～４回、夕方からスーパーでパートの仕事をしていたため、その場合には、M

の父（母方祖父）に交代して面倒を見てもらうため、引き継いでいた。子どもたちを引き渡す場所は

Fらの住居。双方ともに合い鍵を持っているので問題はなかったという。祖母にパートの仕事がない

時は夜も見ていたが、その場合には午後９時、10時頃まで見ていることもあった。

Mは自身の子育てについて、「A子はなかなか言うことを聞いてくれない」「B子は泣いている理由

がわからない」などのためストレスを感じていたと述べている。なお、祖母やFによると、B子が生

まれてからは、おむつ換えなども含めてMはあまり子育てにかかわっておらず、公園などにも連れて

行ったところは見たことがない、B子が熱を出しても病院に連れて行くのは祖母かFだったなどと話

している。

（８）Ｍと男性の交際

さて、本件の発生は、Mが、就労先で知り合った男性と交際を始めたことが重要な契機となってい

ると思われる。そこで、Mと男性との関係、それらの情報に接したFの状況などを記述することで、

事件発生までの動きを追っていきたい。

公判での証言や供述などを振り返ると、x年４月頃、Mが実家の母方祖父に電話し、「親しい男友だ
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ちができた」「Fは私のことを怒ってくれないけど、彼は私のことを怒ってくれる。その人が少しずつ

好きになっている」などと話したことが最初ではないかと思われる。なお、MはFと別居するまでこ

の男性と性交渉はなかったと証言しており、そのことを根拠づける意味をこめてのことか、「私は一

度振られている。告白したけど、けじめをつける必要があると言われた」などとも話している。

この頃は、Mの希望もあって購入した土地に新居が完成し、転居する時期と重なるが、この男性の

ことをFが知るのは、６月頃、携帯電話の料金の請求が急に高くなったことに気づいてからである。

その時には「職場の友だち」との説明だったが、７月になると、「好きな人ができた」と打ち明けら

れる。

この点について、裁判官の質問とMの証言は概ね以下のとおりである。

「わざわざそのようなことを言う必要はなかったのではありませんか。なぜそう言ったの？」

「理由はないけど、私はバカ正直だから」

「関係が悪化するとは考えなかったの？」

「隠しておきたくなかった。私は、言いたいことがあると黙っていられない性格です」

なお、Mは自身の父（父方祖父）にも交際男性ができたことを報告し、「夫も子どももいるのに、

そんなことは許されない」と諫められているが、父方祖父の供述によれば、Mは「人を好きになって

何が悪い」と反論したとのこと。

Fは、このような態度や発言にショックを受けるが、その後の経過は、Fをますます苦しめ、疲弊

させていくことになる。

たとえば、Fが浮気を責めると、Mは（Fが浮気と決めつけるからという理由で）「浮気じゃない本気」

などと返答するので、Fは「やっぱり本気なんだ」と考えて混乱に拍車をかけることになる。

Mの帰りが遅いので会社まで迎えに行ってみると、その日は朝から休暇を取って遊びに出かけてい

たといったエピソードもあり、Mの帰りが遅いと玄関先で泣きながら待っていたり、「魔除け」と言っ

て真顔で庭に柊
ひいらぎ

の木を植える、Mがかつて別の男性との間で死産した子どもに「力を貸してほしい」

とお願いする、ある時には、「もうわけ分からない。自我が崩壊しそう。お願いだからわかって。M

だけが心の支え」だとか「今日は早く帰ってカラオケ行けたら今回の件は水に流そう」などのメール

を送ったりもしている。こうして５～６月頃に85㎏あったFの体重は、７～８月になると65㎏へと20

㎏も減ってしまう。

一方、父方祖母は、A子から「ママ、（男の人と）お茶してきた」などと聞かされていたので、Mの

男性との交際については知っていたという。またA子は、Mの様子から今後のことが心配になったの

であろう、Mに対して何通かの手紙を書いている。

そのことについて、Mは弁護人から「A子はどんな気持ちで手紙を書いたと思うか」と尋ねられ、「マ

マがいなくなると分かったからだと思う」と答え、「ママには好きな人ができたから一緒にいられない。

パパとA子・B子３人で暮らして」と手紙で返事をしたのだという。だが、A子はそれに従う気持ち

になれない。

「自分だけは連れて行って」
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「でも、幼稚園のお友だちに会えなくなるよ」

「それでも行く」

こんなやりとりがあったというが、A子の最後の意思表示に対してどのように返事したのかと問わ

れ、Mは「答えてないです」と証言した。

A子は、Mの帰宅が遅くなった時など、「パパじゃなくママと一緒に寝たい」と待っていたこともあっ

たという。

（９）別居

このような中で、８月になると離婚話が持ち出されるようになり、Fは離婚届にサインするよう強

く求めたという。ただし、Mによると、「今すぐサインしないと家から追い出す」などといって強要

され、「出て行きたくなかったから離婚届にサインした」などと証言している。検察側は、「Fの主張

には矛盾があるが、その点について何か説明はあったか」と尋ね、Mは「覚えていない」と答える。

こうして、８月にはMが離婚届にサインしてFに渡しているが、Fが本当に離婚を望んでいたわけ

ではない。離婚届の保証人欄にサインを求められた母方祖父によれば、「離婚を防ぐための離婚届」「考

えがある」などと説明され、しぶしぶ応じたとのだという。離婚届は出されないまま経過していく。

そして９月６日、B子が39度の熱を出す。ところがMは、それを知りながら交際男性のところへ行っ

てしまったため、「Mは家族より自分のことを優先している」とFは考え、Mに男性の住所を聞き、そ

こへMの荷物を送り届ける形でMを追い出してしまう。とはいえ、戻ってきてほしい気持ちは否定し

ようもなく、Fは別居を決めた翌７日、「早く離婚しよう、住民票を移動して」とメールした５分後に

は再びメールを送り、「ごめんなさい、愛している」などと書いている。

公判では、「そんなに心が揺れ動いていたのですか」と問われて、「そうです。あの頃は秒単位で気

持ちが変わっていた」などと答えている。

Fはその後、母方祖父にも電話し、涙ながらに「まだMが好き。別れたくない」などと訴えており、

Mにもメールを送り続け、「苦しい、寂しい、憎い。死んだら解放されますよね、さすがに子どもの

笑顔を見ると手はかけられないけど」とか「死ぬことばかり考えている」「愛しているから死にます」

などと書く。ただし、Mは自殺を仄めかすメールにも本気だとは考えず、戻って来てほしいから書い

たもの程度に解釈していた。

（10）事件直前

Fが子どもたちを殺害したのは、９月19日だが、その直前には、２つの大きな出来事があった。そ

の一つは、別居したMと直接出会って話し合ったことであり、もう一つは仕事上のトラブルである。

まず、事件２日前となる17日、Fの住居で行ったMとの話し合いについて。Fは、別居後のMの生活

について尋ね、Mは男性と同居していると伝えたという。また、Fは「子どもに手をかけられない」「子

どもを育てるのは（金銭的に）厳しい」などとも話したとのこと。また、この日のことについて、検

察側に「体を求めたが拒絶されたのか」と問われて肯定する。
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この話し合いの後、Fは、「別居後、Mは男性とうまくやっている」と考えて絶望し、離婚を決意す

る。その夜、「想定していない事態に２人はどう対応するのでしょうか？」というメールを送ってい

るが、結果的には、これがMに送った最後のメールになった。Fは、「２人とは誰か」と検察に問われ、

「Mと交際男性のこと」と答え、「想定外というのは事件のことを念頭に置いていたのか」という検察

や裁判所側の質問には、「そこまではわからない」「具体的に中身があったわけではない」と答えている。

一方、この頃、Fは仕事上でもトラブルを抱えていた。Mと話し合あったのは連休最後の日だったが、

連休明けに出勤するとすぐ、会社から「連休中にクレームがあった」と指摘され、対応すべく相手先

に連絡すると、「またお前か、さっさと辞めろ」などと怒鳴られ、「死ね」とか「土下座しろ」などと

一方的に言われたとのこと。相手は得意先でもあり、電話を切って上司に相談し、この日は午後３時

半頃に退社した。

ところが、その後会社から電話があり、もう一度相手先に連絡してくれと言われる。電話すると、「今

すぐ土下座しに来い」などと非難されたというが、Fはこの時間には子どもたちと一緒にいたので行

く気にはならず、「もう会社を辞めよう」と考える。

そして、市役所に出向いて離婚届を提出し、会社に戻って職場のパソコンに保存していた子どもた

ちの写真を削除し、退職届を書いて自分の机に置いて帰宅する。退職届に気づいた会社はFに連絡を

入れたものの、つながらなかったという。

公判の中で、退職届を出したことと「心中」を決心したこととの関係について質問があり、Fは「そ

れぞれ別個のもの」と言いつつ、「全く関係ないと言うことでもない」「心中しようと思ったから、出

しても大丈夫だと思った」などと答えていた。

（11）事件発生

とはいえ、いざ退職届を出して家に帰り着いてみると、財布には２円しか残っておらず、収入の道

が断たれた以上は子どもに食べさせてやることもできず、生きていくこともできないという思いにと

らわれる。

公判では、「自宅を売ってお金を得ることも考えられたのではないか」といった質問もあったが、

「ローンがあるのでマイナスになるだけ。自分ではどうすることもできない」と答えていた。なお、

後の取り調べで判明したFの全財産は、預金残高を含めて約２万円だったという。

そうしてFは、寝ている子どもたちを見る。この時のことを、弁護側が質問する。

「子どもたちを見て何を考えた？」

「寝ているままなら苦しまない。楽になる」

「楽になるとは？」

「心中しようと思った」

しかし、子どもの養育についてはこれまでから父方祖母が手助けしてくれているので、弁護人はそ

の点についても尋ねる。

「親に頼ろうとは考えなかったの？」
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「何も考えられませんでした」

「なぜ？」

「十分世話になったし、心配かけたくなかった」

「あなたのおばあちゃんが病気で入院していたということもあったの？」

この質問は、父方祖母が孫たち（A子・B子）の面倒を見ながら、当時入院している自分の母親（本

児らの曾祖母）の介護もしていたことを指しているが、この質問を、Fは肯定する。それらを受けて、

児童福祉施設などの入所の可能性についても尋ねた弁護人が、「心中を決意したのはこの時ですか」

と尋ねると、Fはそれを認めた。

「心中をしようと決意した理由をもう一度言ってください」

「寝ている姿を見てそのまま…」

「自分だけが自殺をするという選択肢はなかったの？」

「子どもが可哀そうだったから」

こうしてFは、A子・B子を車に乗せて家を出る。向かった先は、以前に出かけたことがある水族館

の方向だった。高速道路を降りて、ひたすら海岸沿いを走ったのは、車ごと海に飛び込む場所を探し

ていたからだという。

「絶対この日に決行すると決めて家を出たのか」という質問に対して、Fは「違う」と否定し、「子

どもが目を覚ましたら無理だと思っていた」などと答える。そして海に飛び込む場所が見つからない

まま、水族館の近くの駐車場に車を止め、「直接手をかけるしかないな」と思いつつ、１時間以上は

ぼんやりしていたという。

ちょうどその時、激しい通り雨が降ってきた。車のボディもすごい雨音を響かせたため、Fは子ど

もが目を覚まさないうちに決行しようと決意する。まずはA子の首を絞めて殺害し、ついでB子も同

じようにして殺害した。

次は自分の番だと思うと手が震え、何も考えられなくなったFは、いったん車外に出てたばこを吸い、

再び車内にもどって包丁を握り、子どもたちにキスしてから左手首を切った。ただし、大量出血はし

たものの血は次第に止まっていき、これでは死ねないと考えて右手首も切ると、気を失ってしまう。

だが、それらの傷も致命傷とはならず、意識が戻ったFは、車を移動させようとしたものの身動きで

きず、110番通報して翌20日逮捕されたのであった。

（12）判決

検察は、論告求刑で、事実関係は証拠によって明らかであり、焦点は量刑にあるとして、①２人の

命が奪われるという結果が重大であること、②犯行の態様が悪質であること、③妻の浮気や仕事上の

問題があったとしても、殺害された子どもらには何ら関係なく、犯行の経緯や動機に同情すべき点が

乏しいことなどを挙げた上で、懲役20年を求刑した。

これに対して、弁護側は、①被告人は、子どもたちを深く愛していた。精神的に追い詰められての

犯行であり、同情できる点があること、②犯行の態様についても、衝動的に自殺を計画、逡巡しなが
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らも突然の豪雨に焦って行ったものであること、③被告には前科もなく、深く反省しており、遺族も

嘆願書を書くなど重い刑を望んでいないことなど、長期間の刑は必要ないことなどを考慮すべきだと

主張した。

これらを受けて、判決は懲役16年となった。

（13）討議討議

参加者

川﨑／松本／高橋／上野／長尾

① 夫婦の関係

○Fは、Mを道連れにしようとは考えなかったんで

しょうか？

○Mはすでに別の男性と暮らしていて、Fと子ども

たちだけが家に残された状況でした。Fにとって

は、Mはもはや手の届かない存在になっていた

ということはないでしょうか。公判でのFの話に

よると、Mが夜遅くまで遊んで帰ってくるのを

玄関先でずーっと待っているような状態だった。

しかもMに、「浮気じゃない、本気だ」と言われ

てますます追い詰められていった。

○Mはあっけらかんとしている人なんですか？

○「本事件についてどう思いますか？」と聞かれ

たとき、Mは「ひどいことをした」と言ってい

ます。一瞬Fが２人の子を殺害したことを指して

いるのかなとも考えたのですが、弁護士に「あ

なたがひどいことをしたという意味ですか？」

と聞かれ、「そうです」と答えている。「自分は

遊んでばかりで、Fに対してひどいことをした」

という意味だったんです。

○裁判中だから、自分が悪人になりたくないから

そう説明したということは考えられませんか？

○どうでしょう。自分が何をしているのか、Mは

よく分かっていないという感じでしたね。公判

で、「相手の男性と性行為はありましたか？」と

聞かれたときも、「ありません。私は振られてい

るんです」と強く主張しました。何の話かと思っ

ていたら、Mは９月に家を出された後、男性と

一緒に暮らしているんですが、その男性から「（M

は）まだ婚姻関係が続いているから、けじめを

つけないと性関係は持てない」と言われたこと

を、「振られた」と表現しているんです。

　また、「どうして浮気をFに知られたのですか？」

と聞かれて、「私が言ったんです」と答えている。

「何故そんなことを言ったんですか？」と問われ

ると、「私は嘘をつけない人間だから」と答える。

「Fがどう思うか考えなかったんですか？」と聞

かれても、その問いの意味がピンときていない

ような感じの人でした。今回の事件が起こった

のを知って、やっと「自分がひどいことをした」

と思ったのではないでしょうか。ですので、自

分を防衛するというより、男女関係の機微がわ

かってない人のように思いました。

○普通に考えると、怒りの対象は、浮気相手やM

に向くように思います。なぜ子どもを道連れに

して自分が死ななくていけなかったのか。その

点がまだ腑に落ちない。

○６月に新居を買い、これから家族４人で一緒に

住もうというとき、Mが男性と付き合うように

なって家に帰ってこなくなった。Fの生活はめ

ちゃくちゃになっていますよね。事件前に20kg

ぐらい痩せ、逮捕後、さらに10kg痩せています

から、やはり翻弄されています。でもFの場合、「M

が許せない！」という感じではなくて、置いて

きぼりにされたという絶望感が強い。攻撃性と

いうよりは絶望。メールでは「出て行け！」といっ

たようなやり取りもしているけれど、「多分もう

帰ってこない」と悲観し、子どもとの心中に向

かったのかなと思いました。

○子どもの面倒を見ることについて、Fは周囲に頼

めなくなっていたのかもしれないですね。「自分

が死んだら、子どもの世話は誰がするのか」と

いう思いからこういう動きになることは、分か

らなくもない。
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② 退職

○このときFは、会社でもトラブルを抱えていて、

そちら側のストレスもありますよね。別にそれ

ほど会社に迷惑をかけていたとも思えませんが、

結局は会社の誰にも相談せず、いきなり退職届

を出している。そういう意味では、冷静に子ど

ものことを考え、判断ができるような状態では

なかった。本人はもう、勝手に身の破滅と思っ

ていたのではないでしょうか。

○この人が衝動的に退職する前には、どういうト

ラブルがあったんですか？

○申請を出さなければいけないのに、申請を出さ

ないまま工事をしようとして「まだ申請が出て

ないじゃないか」と言われ、「またお前か！」と

怒られているんですよね。

○確かにそれは、会社にとっても迷惑な話だけど、

取り返しのつかないようなことですか？

○同じような失敗を何度もしている印象はありま

す。

○でも、x－２年には取締役に任命されたりもして

いるんですよね。入社したときからずっとだめ

な人とも思えない。

○同僚の調書に「段取りが悪い」とありました。

また、Mが出て行った頃から遅刻・早退が増え

て、大変そうだったとも言われています。

○怒られたのは取引先の会社の人ですから、社内

で居場所がなかったというわけでもないんです

よね。

③ Fの急激な体重減少

○ただ、Fは２か月で85kgから65kgに、20kgも痩

せているじゃないですか。これは凄い減量です。

「うつ病」で体重減少がある人でも、短期間にこ

んなに体重が落ちるのは珍しいです。主因がM

との関係ということは了解できますが、精神状

態は、どう考えてもまともじゃないですよね。

おそらく、会社でも急にミスが増えたりしたん

じゃないでしょうか。そして、最後に衝動的な

退職。まともな判断能力を失っているとしか思

えない。それなのに精神鑑定もやってもらえな

い。可哀そうだなぁ、男性は。

○確かに、それは感じますね。まともな判断がで

きなくなっていたから、こんな事件につながっ

たんだと思います。

○大柄な方でしたか？

○背は高くもなく低くもなく。公判の頃はもう細

くて、やつれた感じでした。

④ Mについて

○子どもさんは、実家の親に見てもらっていたん

ですよね。つまり、Mは子どもが生まれてから

ほとんど育児をしていないということ？

○してなかった感じですね。

○子どもが熱を出したときも遊びに行ったという

エピソードもあったし、「仕事に行く」と言って

男性と出かけていたり。そういうエピソードが

続くので、子どもの養育はほとんどできてない

感じがします。

○だからなのか、Fは「お前の面倒を見られるのは、

自分くらいだ」とMに言ってます。「だから、戻っ

てこい」という風に。

○Mの男性遍歴も激しいですね。

○はい。だから、むしろFとよくこんなに長く続い

たな、と思うところもあります。

○Mにすると、前回も今回も、男女関係の相談に

のってもらっているうちに、その人に乗り換え

るようにして新たに交際を始める。それが繰り

返されています。

○結婚したら、基本的にはその人とずっと仲良く

しないといけないということを分かってもらい

たいですね。

○Mの父親（母方祖父）も、Mの浮気を知って「い

い加減にしなさい！」と言っているんですが、M

は反発しているような印象です。

○Mの生育歴は？

○公判では、分かりませんでした。

⑤ Fの自殺予防

○Mのことはともかくとして、問題はこういうと

きに、いかに「心中」を防ぐかです

○Fの会社の人は、Fの異変に気づかなかったんで

しょうか。32歳でまだ若いとは言っても、一応
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サラリーマンをしていることを考えると、全財

産が２万円というのは、カツカツすぎませんか。

自暴自棄になって、変なお金の使い方をしたの

かは分かりませんが。まずはFの変調に気づくの

が一番大切でしょう。

○逮捕後に精神的不調が分かって、精神鑑定を受

けるということもありませんでした。

○女性であれば、精神鑑定になっていたんじゃな

いかなと思いました。

○男性には厳しいんだよなぁ。そういう意味で、

この人は不幸ですね。

○自殺予防の観点でみると、職場の人たちとか近

場の人たちが、ゲートキーパーとして機能しな

かったように感じます。「何か困っていることが

あるんじゃないの？」と声をかけて、本人が少

しでも心を開いてくれれば、Mや子どものこと

の話もできて、支援者と継続的に繋がっていく

こともできますから、「子どものこと大丈夫？」

といった形で支援ができた気はするんです。だ

から、この場合は自殺防止がそのまま「心中」

防止になるんだと思います。

○保育園で、Fとの接点はなかったんでしょうか？･

それがあれば、保育園でもFのやつれ具合は察知

できますよね。

○公判記録によると、Fは保育園に連れて行ってな

いですね。実家が送り迎えをしていたようです

から。

○直前のFの行動も、少し変です。

○言葉である程度の攻撃性が出せればいいけれど、

内向してしまうと、攻撃性が表に出たとき、変

な形になることがあります。

○うつ病が疑われる？

○そうだと思います。

○公判でのFは、本当に意気消沈した感じでした。

冒頭陳述の際もボロボロ泣いていて、弱ってい

るのが目に見えて分かりました。

○こんなに変化があったのに実家や会社が気づい

ていないのは、単に鈍感だからなのか、啓発が

足りないからなのか。それとも、Fがもともと太っ

た体形で、「痩せてよかったじゃん」という風に

済まされていたのか。

○公判記録に、「悩みを会社の同僚で相談した」と

はありますね。

○そうか、相談はしているんですね。ということは、

やはりゲートキーパーとして機能しなかったん

ですね。

○残念です。

⑥ どうすれば援助機関に繋がれるのか？

○こういう場合、家族会議をすることも多いと思

うんです。両方の実家から出てきて、「あんた、

何やってるの!?」とか言って……。でも、この事

例ではそんな様子が見られない。

○でもFは、母方祖父には何度か電話はしているん

ですよね。

○そう。個別のやりとりはあります。けれど、集まっ

ての相談はしていない。

○Fは、自分の実家には電話はせず、母方祖父に電

話をかけ、家族会議などは開かれていない。こ

れも判断能力に欠けているように感じます。

○夜中に泣きながら電話しているので、母方祖父

も、Fが精神的にかなりまいっていることは分

かっていたと思います。

○やはり兆候はあったんですよね。けれど、それ

に周りが気づかないと、結局は救えない。

○悩ましいのは、兆候があり、周りに気づきがあっ

ても、児童福祉機関、保健などの行政機関は、

なかなか気づけないじゃないですか。そこが悩

ましいですね。

○子どもたちの乳幼児健診には、誰が連れて行っ

ていたのでしょう？･ 実家のご両親だったんで

しょうか。

○下の子はちょうど１歳になったところです。

○ですからこの家族には、４か月健診などの乳幼

児健診を通じて母子保健の機関が関わる機会が

あったんじゃないかと思います。ただ、「両親と

も仕事なんで、私が代わりに来ました」と祖父

母が言えば、それ以上突っ込んで事情を聞くこ

とまではしないかもしれませんね。

○従来、健診では、子どもの健康面や発達につい

てはよく見ていました。でも、昨今の社会情勢

を考えると、やはり家族や家族状況への関心を
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もっと高めていかないと、問題を見逃してしま

うおそれがある。

○夫婦のどちらかが精神的に不安定になるという

ことは、けっこうあると思いますが、それを、

誰がどう見ていくのかとなると、難しいですね。

○家族図を見れば、Mの男性遍歴がよく分かり、こ

の面ではなかなか落ち着かない人だということ

が分かります。でも、Fはそれを見抜けなかった。

Mに対する見立てが悪かったということでしょ

うかね。妻にこれだけ翻弄される事例をみると、

やっぱり男は弱いなと感じます。

○追いつめられたときの弱さもそうですが、法廷

における弱さも気になりますよね。鑑定さえし

てもらえないわけだから。

･･････････････････（文責：川﨑･二三彦）
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９．事例Ｆ③

　― 重症のうつ病を発症していた父が仕事上の悩みなどから起こした父子心中の事例

（１）はじめに

本事件は、妻と離婚し、実家の協力を得て子育てしていた父が、仕事上の悩みなどから父子心中を

試みた事件だが、父は事件当時、重症のうつ病に罹っており、責任能力の有無が争われた。裁判に先

立って精神鑑定が行われ、判決は、精神疾患は相当程度重症であったと認めつつ、本児殺害とその前

後の一連の行動については、判断能力や自己コントロールが著しく低下しているとまでは言えないと

して、懲役６年を言い渡した。

なお、本研究で報告した男性加害者６事例のうち、精神鑑定が行われたのは本事例のみである。

（２）事件の概要

x年10月11日午後５時20分頃、４歳男児（T）とその実父F（32）が自宅で倒れているのを、Fの母

親（父方祖母）が見つけて119番通報した。本児は、搬送先の病院で死亡が確認された。Fは怪我をし

ていたが、命に別状はなかった。Fは本児と２人暮らしだった。

同月15日、警察はFの回復を待って殺人容疑で逮捕した。容疑は、11日午前10時頃、自宅で本児の

首を絞め、水を張った浴槽に沈めて水死させた疑い。F自身にも、腕や腹など数か所に切り傷があった。

Fは「仕事や家庭環境に悩みを抱えていた。自分が死ねば子どもがどうなるかわからず、将来を悲観

して心中しようとした」と供述した。

裁判員裁判で、検察側は責任能力があるとして懲役８年を求刑。一方、弁護側は「重度のうつ病で

責任能力がなかった」と無罪を主張した。裁判所は、「妻の離婚後、うつ病の影響もあって自殺を思

い立ち、自分が死ぬと同居する長男が一人になってしまうと考えた」と、その動機を認定した上で、

責任能力はあるとして懲役６年の刑を言い渡した。

（３）家族構成

　　実父F（32）：会社員

　　本児T（４）：保育園在籍

なおFは、x－７年９月（当時25歳）に実母Mと

結婚し、事件の約１年８か月前のx－１年２月に離

婚。親権者を父と定め、Mは離婚後本児とは一度

も会っていなかった。

（４）Fについて

Fの幼少時のことは、父方祖母（Fの実母）が証

言している。それによると、Fは小さい頃から優し 家族図（事件発生時）
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く、朗らかな子だったという。Fには姉がいるが、「きょうだい喧嘩をしているところを見たことがな

い」と言い、小学校の頃には、いじめられている子を自分のグループに入れるなど、弱いものいじめ

を嫌い、正義感も強い子だったという。

また、中学と高校の同級生の一人が、「当時のFは周りに気を遣っていつも笑顔を絶やさず、悩みを

胸にしまうような人だった」と供述している。

Fは大学を２年留年して中退しているが、「専攻した学科に興味が持てず、ついて行けなかった」と

のこと。一方、学生時代にアルバイトしていた飲食店での調理が面白くなり、大学をやめて調理師専

門学校に通い、卒業して資格を得ている。

ところが、専門学校に通っていた頃、小さな建築会社を経営する伯父に呼ばれ、将来会社を継いで

ほしいと頼まれたため、調理師の道を捨てて伯父の会社に就職することとなる。

社長でもある伯父は、まずは10年間働いてもらい、その様子を見た上で社長を交代するプランを持っ

ていたとのことで、雇ってみると勤務態度はまじめ、無断欠勤もなく、文句も言わずにとにかく一生

懸命頑張っていたという。さらに、現場で指導すればもの覚えが早く、得意先からも良い後継者が見

つかってよかっと言われていた。それゆえ、数年後にはバトンタッチできるのではないかと期待して

いたとのこと。

職場の後輩は、Fの性格について「もともと考えこみすぎるところがあり、尋ねても『別になんで

もない』ということが多く、もう一つ性格がわからない」と言いつつ、次のように供述している。

「だからと言って、暗い性格ではなく、世間話、馬鹿話、子どもの話もします。うちの職場の人間は、

他意はなくとも口が悪いため、仕事でミスをすると『何してるんだ！』と怒鳴る時もあるけど、Fさ

んはそんな時でも笑いながら受け流すので、人の話を聞いているのかどうかわからない印象がありま

した。でも、仕事上の愚痴を聞いたことはないし、職人さんへの不満を漏らすこともありません。F

さんはストレスをためるようには見えず、イライラしたり怒ったりしないので、私は冗談で『仏のF

さん』と呼ぶこともありました」

また、中小企業経営者の会合で一緒になったことがあるという知人も、Fのことを「性格的には非

常にまじめ、思いやりがある。融通がきかないぐらい」などと評していた。

（５）結婚と離婚

さて、Fは学生時代に、同好会の後輩であったMと知り合い、交際するようになる。そしてx－７年、

Fが25歳の頃に同棲を始め、９月に結婚するが、実はそれ以前の学生時代に、Mは一度Fの子を妊娠

していた。この点について、Mは次のように供述している。

「Fに中絶してほしいと頼まれ、手術を受けました。しかし手術に同伴もしてくれず、手術後にいた

わる言葉もなかった。しかも手術が終わった後、Fの友だちと一緒にカラオケに連れて行かれました。

私はそこで気分が悪くなってしまった。このことは、結婚後もずっと心に引っかかっていることでし

た」

こうしたエピソードを抱えながらも、２人は結婚し、x－４年６月には本児が誕生する。
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「T（本児）は、生まれた時から大きくすくすく育ち、とても人懐こく、保育園の先生にも可愛がら

れていました。遊ぶのも大好きで、電車をすごく気に入っていました。発語が遅いと言われたことも

ありましたが、パパ、ママと話していました。休みの日は動物園などに連れて行きました」

Mは供述調書でこのように述べており、本児の誕生が夫婦を喜ばせたことが窺われる。

ところで、本児が保育園に入園したのは、生後６か月の頃だという。父方祖母は、その理由につい

て「Mが仕事を始めたからです。そのため、私が保育園から自分の家に連れて帰り、その後Mがうち

に来て自宅に連れて帰るような生活でした」と証言している。この点について、Mは次のように述べ

ている。

「Fの給料だけで生活するのは難しいと思ったので、Tが生後６～７か月の頃から酒屋のパートとし

て働き始めました」

「その後、私の帰りが遅くなる時は、Fのお母さんに夕飯やお迎えを頼むようにしました。保育園の

お迎えは私よりお母さんに頼むことが多かったです。なのでTはお母さんに懐いていました」

「Fも、早く帰ってくればTをお風呂に入れたりしましたが、仕事の後で知り合いと飲みに行くこと

もあり、おもには私とお母さんでTの面倒を見ていました」

このような生活だったが、夫婦の関係は、x－２年８月頃、Mが３度目の妊娠をし、中絶したこと

が一つのきっかけとなって離婚へと進む。ただし、離婚の理由についてはFとMとで、ニュアンスの

違う言い方をしている。まず、Fの説明。

「私はMの妊娠を聞いて、大変喜びました。Tにきょうだいができるからです。ところが、嫁がある

日突然、『堕ろすことに決めた』と言います。話し合いはしましたが、『もう決めたから』というだけ

です。しかし、自分も一番最初の妊娠の時、中絶するよう頼んだことがあったので、その時は『わかっ

た』と引き下がりました」

「離婚したのは、翌年２月のことですよね。離婚に至った理由はどのようなものだったんですか？」

弁護士の質問に、Fが答える。

「言い方が変かもしれないけど、中絶したことがきっかけで、Mが仕事から家に帰ってくるのが午

前様になってしまった」

「その間、子どもの面倒は？」

「自分です。Mは朝起きてこないので、自分が保育園に送って行った。冬の時期は比較的早く仕事

が終わるので、自分が面倒見ました」

「最後に『もう一度やり直そう』と自分から頭を下げたんですが、『もういいから』と言われて

……」

なお、本児の親権については、「３人目を堕ろした後は自分で育てていたし、Mも帰ってこないので、

渡すとTが死んでしまうと思った」などとも話す。

一方、Mの主張は少し違う。最初に挙げた理由は、金銭問題だった。

「Fは計画的にお金を使うことができません。100万円もするようなベッドやテレビを買ったおかげ

で、月々８万円ものローンを払っていました。私はこんなに借金してまで高額な買い物をするのは反
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対でしたけれど、押し切られてしまいました。このような金銭感覚に不安を感じ、私は呆れていました」

こうした買い物については、Fもその事実を認めている。

「借金の件は事実です。ベッドについては、肉体労働をしていたので、睡眠の質を上げたくて買い

ました」

そしてMは、すでに述べたとおり、結婚前の妊娠・中絶にまつわるFの態度を批判した上で、次の

ように供述している。

「私は結婚後もそのことがずっと心に引っかかっていました。Fは子どもを可愛がってはいたのです

が、内心、あの時のことをどう思っているのかわかりませんでした。それに、友だちや仕事関係の会

合を優先し、私を大事に思っていないと感じていました」

「私の気持ちはだんだん離れていきましたが、夫婦の会話もなくなっていたx－２年８月頃、妊娠し

たのです。Fは、『２人目の子ができた』と喜んでいましたが、私は逆に気持ちが冷めていて、自分の

判断で中絶しました。その後９月に、Fから離婚を切り出されたので、離婚しました」

Mはこのように供述した後、親権について、次のように説明している。

「私も子どもを引き取りたかったけど、パートの給料では育てられず、Fが養育費を払ってくれる自

信もなかった。それに、子どもはFの母にも懐いていたので、Fが引き取るのがよいと考え、Fが親権

者になりました」

（６）本児について

このようにして離婚が成立し、Fと本児の２人暮らしが始まった。ただし、仕事を持っているFが

一人で本児を育てるのは困難であり、養育には父方祖母の協力が欠かせない。

「離婚後は、あなたが子どもの世話に関わった？」

父方祖母に対する弁護士の質問である。

「はい。朝はFが保育園に送り出しますが、お迎えは私がしました」

「息子さんの家に連れて？」

「はい。そこで食事をさせたり洗濯をしたり。Fが帰ってくると、Tとおもちゃで遊んだりするので、

それを見たりしていました」

「休日は？」

「息子が子どもを連れてよく出かけていました」

「しつけは誰が？」

「息子です。息子が『自分がやるから、お母さんはやらんでいいよ』『お母さんは可愛がってくれれ

ばいいから』と言いましたもので……」

「Tくんは、どんなお子さんでしたか？」

「電車がすき。プラレールで遊んでいた」

「プラレールは被告人が買っていた？」

「はい。本を見て列車の名前が言えたり、切符の値段を知っていたり。実際に電車が通ると、音だ
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けでJRか私鉄か当てたりする子でした」

「頭のよいお子さんだったんですね」

「文字が読めたし、九九もできるので、『教えていたのですか？』と保育士さんに訊かれたことがあ

ります。いえ、私は教えていません。息子が教えていたみたいです」

「お風呂は？」

「息子がお風呂に入れる方法を覚えて、入れていました」

「一緒にお風呂が入るの好きでしたか？」

「はい。親子とも喜んで入っていました」

「お子さんは、あなたにも懐いていましたか？」

「はい」

父方祖母のエピソードにあるように、本児には障害その他のハンディは見られなかったようで、離

婚して父子家庭になったとはいえ、特段の問題もなく育てられていたことが推測される。この点につ

いては、供述したFの知人も口々に、「子どもに手をかけることだけはないと思っていた。目の中へ入

れても痛くないほど可愛がっていたから」「Fからは、子どもと一緒に電車に乗って遊びに行ったこと

なども聞いていた。男手一つで仕事と子育てをこなして凄いなと感心していたので、今回の事件は信

じられない」などと述べている。

（７）犯行前のF

このようにして生活しながら、Fは自分の両親に、「家を建てるから一緒に住んで」「こっちもその

ほうが安心だから」と話し、静かなところに土地も買って、基礎工事も済ませていた。ところが、い

つのほどにか心身に変調をきたすようになる。

「心身がおかしいと感じたのはいつ頃からですか？」

弁護士のこの問いに、Fは「９月から」と返答する。事件の約１か月前だ。

「どういう状態でした？」

「９月に入って、誰かに後頭部を掴まれるようなギュッという痛みが生じたんです。物事が理論的

に考えられなくなって、何でできないんだろうと、その理由ばかりをずっと考えていました」

「睡眠は？」

「お酒を飲んでいたので」

「眠れた？」

「眠くはなるんですが、次から次へと言葉が浮かんできて、寝ているのか寝ていないのか……」

「ものが考えられなくなったというのは、具体的にはどのような状態ですか？」

「今までだったら、次の日の仕事のバランスも考えてその日の段取りを立てていたのに、もう段取

りすること自体が考えられなくなった」

「優先順位がつかない？」

「はい。友人とのメールのやり取りもできなくなった」
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この点については、裁判所も質問しており、Fは「Facebookでのやり取りでも、返信する気持ちが

涌いてこなかった」などと証言している。

「死にたい気持ちになったのはいつ頃ですか？」

「10月になってから。『死んだほうがよいのかな』と思ったり、『死ななくては』と考えるようになっ

た」

この頃のFの様子については、周囲の多くの人が気にしていた。たとえば職場の後輩は、次のよう

に言う。

「Fさんは、９月上旬からみんなの輪から外れて一人でいることが多くなりました。先輩が気にして

声を掛けたりしていましたが、本人は『別に悩みごとは何にもない』と答えていたので、何に悩んで

いたかはわかりません。事件が起きる前、最後に仕事をしたのは10月９日ですが、この日はFさんに

資材を運ぶ作業を手伝ってもらいました。ところが、作業が終わっても運び続けるので、『もういい

ですよ』と言ったのに、上の空で全然聞いてない。そこで『何か考えごとでもあるんですか？』と尋

ねたんですが、『別に何もないけど』と答えるだけ。この日は、昼食もあまり食べてなかったので、

そのことも聞きましたが、『節約してる』と冗談っぽく答えるだけでした」

また、保育園の保護者会の会長をしていたFは、10月７日の会合で挨拶したのだが、友人がこの日

の様子を供述している。

「F君はもともと同窓会の幹事などよく務めていました。人前で話すのも流暢で得意だったんです」

「ところが、この日は挨拶の途中でどもったり、内容もまとまらず、あまりにもひどい状態だった

ので心配になりました。それで、私は彼のところに行き『どうしたん？　緊張してたね』と声をかけ

ました。すると彼は、泣きそうな顔で頭を抱え、『もうどうしたらええのかわからん』と言いました。『部

下が俺をけなすけど、あいつらは俺がどれだけ苦労して頭を下げて回っているのかわかっとらん』な

どとと一気にしゃべりました。こんなに悩んでいるF君を見たことがなく、私は彼を落ち着かせようと、

『家ももうすぐ建つし、お母さんにもTくんのこと任せられるよ』と言いました。そしたら少し落ち着

いた様子でした」

ただし、F自身は公判で、この挨拶について「自分の中ではうまくいっているなと思っていた」と

述べた上で、「今考えると、呂律が回らなかったり、話したこともよくわからない感じがあった」と

振り返っている。

（８）犯行

このような状態ではあったが、Fは事件前日まで毎日出勤している。10月９日の仕事の様子はすで

に述べたとおりだが、Fは、この頃のことを弁護士に尋ねられて、「何者かが後頭部を締め付けるよう

な感じがして、『死ねよ』という声が頭の中でこだましていた。仕事中は『俺は（仕事を）やらない

といけない』という気持ちでいたけど、一人になると、『こんなに苦しいなら死んでしまえよ』と考

えていた」などと述べる。

そして事件の前日となる10日。Fは本児を保育園に送り出した後、やはり出勤した。
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「仕事はできましたか？」

「うまく作業できなかった。現場に行ってみると、職人たちが『最近Fの頭おかしくなってないか、

ハハハ』と言って笑う声が聞こえた。『えっ!?』って思うと次から次に汗が流れ落ちてきて、手はしび

れるし、体調がおかしい。どうかしているのかなと思って家に帰った」

午前10時頃、会社を早退したとのことだが、途中薬局で睡眠薬（ドリーネン）を購入して自宅に戻り、

それを飲んで寝たのだという。そして、目が覚めた後の午後４時頃からドライブに出かける。その理

由について、Fは、「自分が早く帰ったことで父方祖母に心配をかけたくなかった」と説明している。

ドライブから戻ったのは午後５時半頃で、Fは戻ってから酒を飲み始める。

以下は検察側の質問に対する父方祖母の証言である。

「あなたはこの日、保育園にTくんを迎えに行きましたか？」

「はい」

「その後は？」

「Fの家に連れて帰りました。Fがいつもより早く帰ってきていて、お酒を飲んだりしていました」

「ビールがなくなって、被告人はお酒を買いに出かけましたか？」

「はい。私が洗濯していたら、『缶ビールがなくなったので買ってくる』と言って、焼酎を買ってき

ました」

「その後は？」

「食事の片づけを終え、Fが飲み始めたので、私は帰りました」

「この日、被告人の様子がいつもと違うようなことはありましたか？」

「いえ、今考えると違っていたかもしれませんが、その時は感じませんでした」

「被告人は何か悩んでいたと思う？」

「わかりません」

一方Fの話だと、この夜、本児と遊んだ記憶はあるが、虚脱感があり、ソファでうとうとして午後

10時過ぎに目が覚めたのだという。すると本児はすでにベッドで寝ていたらしく、自分もそのまま寝

たとのこと。こうして犯行当日の11日を迎える。

弁護士がFに尋ねる。

「翌日起きたのは？」

「午前６時ごろ。虚脱感と後頭部に激しい痛みがあって、完全におかしくなったと感じた。もう仕

事の事は考えられなかった」

「それからどうしました？｝

「このままおかしくなってしまうのかという気持ちと、周りからの『死ねよ』という言葉で混沌と

していて、どれくらい考えていたのか分からないけど、死ぬことを決断した」

「どうやって死のうと？」

「考えていない」

「子どもについては？」
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「考えていなかった」

「何も考えなかった？」

「とにかく自分は死なないといけないから、定かじゃないけど、一緒に連れて行かないと、という

思いが湧き上がって……」

「残していけないと？」

「多分そうだと思う」

こうしてFは、本児との無理心中へと進む。弁護士がさらに質問する。

「具体的にどういう行動に出たの？」

「Tの首を絞めた」

午前10時頃のことだ。

「その時、お酒は？」

「首を絞める前に、焼酎をストレートで１㍑ぐらい飲んで、睡眠薬も飲みました。前の日に１回分使っ

た残りを全部飲んだ」

「どうして飲んだの？」

「薬を大量に飲んだら死ねると思った」

Fはこの後、台所から包丁を持ちだし、本児を抱いて浴室へ移動する。風呂場へ移動したことにつ

いては、「もともと一緒にお風呂に入るのが好きなので、死ぬときもそのようにして死にたいと思った」

とのこと。そして、股の間に本児を乗せ、浴槽に湯をためながら自身の手首を切る。ただし、父方祖

母には死体を見られたくないと考え、一旦浴槽から出て玄関ドアにカギをかけ、ドアをヒモで縛って

遺書らしきものを書いた上、再び浴槽に戻って手首を包丁で切り、意識を失う。

なお、Fが書いた遺書らしきものについては、その内容の一部は、次のようなものであった。

「この世に生を受けて感謝します」「すべては脳に支配されています」「父、母ごめん。バブルが最

大の原因。子どもを育てる時に逃げたのが原因」「ひとを馬鹿にしてはいけません。馬鹿にされてしまっ

た人は死に至ります」

さて、Fと本児を発見したのは父方祖母である。その点については、検察官が父方祖母に質問して

いる。

「事件当日の11日、あなたはどうされましたか？」

「夕方５時頃、保育園に迎えに行きました」

「Tくんはいましたか？」

「いえ、『今日は見えてないですよ。お父さんからの連絡もありませんでした』と言われました。携

帯に電話しても出ないので、おかしいなと思いながら、とりあえず夕飯を作ってからFの家に行きま

した」

「それで？」

「車があったので、居るんだと思ってドアを開けようとしたら、ヒモが玄関ドアノブに結び付けら

れていて、それが取れた。中に入ったら廊下に血が点々と……。最後に風呂場にいったら、Tが水に
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顔つけてうずくまって……」

父方祖母は、涙で声を詰まらせながら証言する。

「Tを叩いたけど返事がない。それで、息子を叩いたら、息子が目を開けた」

「顔を叩いた？」

「はい。そしたら息子は、『お母さんごめん、殺してごめん』と言いました」

なお、本児の直接的な死因は首を絞めたことによるものではなく、水の中に顔が入り、呼吸できな

くなったことによる窒息死であった。

（９）精神鑑定

冒頭でも指摘したように、本件ではFの精神疾患と、そのことによる責任能力の有無が問われた。

以下では、Fの精神鑑定をした精神科医の証言を紹介する。医師は留置場で合計９回、10時間以上の

面接を行ったとのことで、次のように結論づけている。

事件当時、Fは「すべての診断基準を満たした重症うつ病（うつ病性障害の重症）」であり、「入院

を考慮すべき状態」であった。「被害妄想、罪責妄想があり、思考過程も合理的でなく、死ぬことし

か考えらない」「病気が本人を支配し、犯行に著しく影響を与えていた」

本件裁判では、Fの責任能力が争点となっていたため、この診断結果については、検察官や裁判官

がいくつかの質問をしている。まず検察側と医師との応答を以下に示す。

「被告人には、希死念慮があった？」

「ありました」

「しかし、自分が死にたいと思うことと、子どもを道連れにしたいと思うこととは別ではありませ

んか？」

「被告人は離婚して子どもを育てていた。自分がいなくなれば、子どもは生きていけないと考えた。

それが動機だったと思う」

「そのような判断は、Fの独善的な考えではありませんか？」

「うつ病によってそのような思考になった。それが前提での独善的な思考である」

「妄想と言うが、実際に悪口を言われていたら？」

「事実であれば妄想ではないが、その確信がない」

次に、裁判官とのやりとり。

「症状がすべて（診断基準に）当てはまると言うことだが、具体的にはどんな支障が生じていまし

たか？」

「子どもの世話を母親（父方祖母）に任せっぱなしだったし、仕事にしても、あまり出社できてい

なかった」

「仕事には普通に出勤しており、早退したのは事件の前日だけだが」

「実質的には仕事ができていなかった」

「具体的なエピソードは？」
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医師はこの質問に対して、「面接の時には聞いたが、今すぐ頭の中にはない」と返答するので、裁

判官は、「作業が終わっても上の空で資材を運び続けるというエピソードは出ているが、そのほかに

は？」とさらに尋ねる。しかし、医師は具体的なことを話さない。裁判官がさらに尋ねる。

「保育園での挨拶がうまくできないということもありましたが、そのほかに先生が確認したエピソー

ドはありますか？」

「客観的に会社でどの程度仕事ができたかについては聞いていないが、生活機能が低下しているこ

とは間違いないと考えている」

少し間を置いて、医師はこのように答えている。

（10）判決

論点は、すでに述べたとおり責任能力の有無である。検察側は論告で、犯行当時、被告が重症のう

つ病にかかっていて希死念慮が強かったことは認めつつ、「その影響の程度が問題である」として、

判断能力、行動コントロール能力が著しく低下していたわけではなく、完全責任能力があったと主張

した。その根拠は、概ね次のとおりである。

まず第一に、被告人の犯行の動機は了解可能であるという点だ。「仕事上の悩みから自殺しようと

決意したとき、本児を一人に残すのは可哀そうと思い、愛するわが子と一緒に死にたいと思った」「被

告人は父子家庭で、離婚後、男手一つで育てていた。Tくんもお父さんが大好きだった。それを考え

ると、仮にうつ病でなかったとしても、被告人が自殺してしまうとTくんが一人残され、不憫だと思

う気持ちが理解できないわけではない。了解可能な範囲である」

第二に、無理心中の方法も合理的であるとして、殺害から発覚に至るまでの一連の行動について解

説した上で、第三点として、犯行の経過の中で、「Tくんごめん、父ちゃんも一緒に行くから」と言い

ながら首を絞めたり、自分の母に発見され意識を取り戻した時、「お母さんごめん」などと謝罪して

いるように、自分の行為が悪いということもわかっていたと述べる。

また、事件当時の生活を見ても、仕事もし、保育園の活動もできていたのであり、社会的に適応で

きていたと主張し、これらを鑑みれば、決して判断能力やコントロール能力が著しく失われたとは言

えないと結論づける。

その上で、事件の結果は重大であり、犯行態様は強い殺意に基づく悪質なもの、動機も身勝手だと

断じ、被告人に精神障害があり、現在は深く反省しているなど有利な事情はあるが、懲役８年の実刑

が相当であるとした。

一方、弁護側は、本件犯行は精神障害そのものに原因があり、責任能力はないとして無罪を主張した。

概略は以下のとおりである。

精神鑑定でも明らかなように、被告は犯行当時重症のうつ病に罹患しており、思考は停止し、被害

妄想にとらわれ、死にたいという思いが強くなっていた。会社の同僚も、被告を見て「上の空で様子

がおかしかった」と証言し、知人も「泣きそうな顔で頭を抱えながら、『もう、どうしてよいか分か

らない』としゃべりだした。こんな追い詰められたFを見るのは初めて」と被告の様子を説明している。
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被告はTくんを本当に可愛がっており、精神病にかかっていなければTくんを道連れにすることは

なかった。たとえば、Tくんの面倒を毎日見ていたお母さんに託すこともできたはずだが、うつ病の

影響で物事が考えられず、そんなことに思い至らず、無理心中するしかないと思い込み、衝動的に殺

害したものである。

検察側は「社会的に適応できていた」と主張しているが、犯行前日の様子をみると、仕事中も上の

空で仕事は出来ていない。また、同僚に陰口を言われていると思って、居ても立っても居られず早退

している。こうした様子を見れば、社会に適応できていない状況だと考えられる。

なお、そもそも責任能力とは、ある人がなんらかの精神障害にかかっていて、①善悪を判断する能

力がない、もしくは②自分の行動をコントロールする能力が欠けているという要件のうち、いずれか

が認められれば責任能力がないと判断される。検察側は、「善悪の判断はできていた。それゆえ責任

能力はあった」と述べているが、弁護側は、要件のうちの２番目、すなわち、被告には自分の行動を

コントロールをする能力が欠けていたと考えられるので、責任能力はなく無罪であると言える。

おおむねこのような論述をした。

最後に裁判長に促されてFが証言台に立ち、「この１年間、この罪を見続けてきました。自分は一生

懸命罪を償っていきます」と涙ながらに話して結審した。

さて、こうした論告を受けて、裁判所は、懲役６年の判決をくだす。判決は、論点となった責任能

力についての判断に重きを置いて、その理由を説明した。まず、精神鑑定における「重症なうつ病の

診断」という鑑定結果を尊重するとしつつ、他方「この鑑定では、うつ病の重症度を具体的に指摘す

るエピソードが示されず、具体的な事実をもって判断されたのかどうか疑問」と指摘した。

その上で、うつ病の程度については、判断能力は相当程度低下したと認めながら、「楽に死ねるよ

うに」と睡眠薬やお酒を飲むなどの合理的な行動をとっているし、生活面でも、保育園の保護者会で

の挨拶がうまくできなかった点や、仕事を早退したことなどはあっても、それ以外では具体的なエピ

ソードが示されておらず、「重症のうつ病が大きく影響するほど続くような状態ではなかったと認め

られる」とした。

さらに、Tくんに対して「ごめんね」と言ったり、父方祖母に対して「お母さん殺してごめん」と

言うなど、判断能力や自分の行動のコントロール能力が完全に失われている、もしくは著しく低下し

ているとまでは言えないとして、責任能力はあると結論づけたのであった。

（11）討議

参加者

川﨑／高橋／上野／長尾･

① うつと責任能力

○今回の研究においては、合計12事例について公

判を傍聴しましたが、その中で、唯一男性加害

者が精神鑑定を受けていたのが本事例でした。

それで、重症のうつ病という点では争いがなかっ

たのですが、弁護側が心神喪失として無罪を主

張したのに対し、検察側は完全責任能力がある

として真っ向から対立しました。鑑定医は「家

事も仕事もできなかっただろう」と推測したの

ですが、裁判長から「具体的なエピソードを」
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と言われて説明できず、結果的には責任能力を

認めて実刑判決となりました。

○「うつというのは、自分が死にたいと思ってい

るだけで、物事が分からなくなっている状況と

は言えない」という発想を、裁判官は持ちやす

いところがあります。ですから、「何かをやろう

としてもできない」「行動制御能力がない」とい

うことを示す具体的なエピソードがないと、な

かなか「責任能力なし」という結論に辿りつか

ないんですね。

○精神鑑定の結果があったとしても難しいので

しょうか。

○問題は「責任無能力」ですから、うつの場合は、

そこまで認めにくいということがあります。と

ころで、Fの心神耗弱は認めました？

○いえ、それも認めませんでした。

○結構シビアですね。

○公判でのFは、上ずった、少しハイな感じのしゃ

べり方だったように感じましたが、そういった

ことも影響したのでしょうか。

○公判時点でうつ状態がひどければ、少しは違っ

たかもしれませんね。

② 夫婦の関係

○公判には、Mが遺影をもって傍聴に来ていまし

た。Fに対しては、批判的な姿勢が強いと感じま

した。意見陳述したわけではありませんが……。

○被害者遺族として意見聴取を希望すればできた

と思うんですが、親権者じゃなかったからでしょ

うか。

○離婚した後、Mの母が大きな手術をするなどの

事情があって、Mは１年ぐらい連絡を取ってい

ないんです。その後、Fに対して「子どもと会い

たい」と言ったのですが、「今さらなんだ」とい

う返事が返ってきたようです。

○この事例では、「中絶」が夫婦関係にすごく影響

しているように思います。Mは大学生の時の最

初の妊娠で「堕ろせ」と言われ、その時のFの対

応に引っかかりを感じていた。２度目の中絶は、

Fが妊娠を喜んでいたのに、Mが勝手に堕ろして

しまった。それらが２人の関係を悪化させてい

ます。

○離婚後、Fが子どもを引き取ったのはなぜです

か？

○父方祖母がすでに面倒を見ていたからだと思い

ます。

○Fによると、Mは朝帰りをしていたので、Mに渡

しても育てられない、子どもが死んでしまうと

思ったと話していました。

○Mは仕事をしていたんですか？

○はい。ただ、何の仕事かはわかりませんでした。

○多くは、母親が親権者になると思うんですが

……。

○裁判所では、母親となるケースが多いと思いま

す。でも、当事者間での争いでは、母親が夜遊

びしたり、借金を作っていたりすると、自ら引

かざるを得ない場合があります。「お前には渡さ

ん」と言われて「わかりました」ということで

終わるわけです。

③ 男性加害者

○Fは重症のうつ病でしたよね。そして「死ぬしか

ない」と強く思っていた。ですので、子どもに

関しては、「一人だけ取り残されたらつらいだろ

う」と考えていたわけでもなく、「障害のある子

で不憫だった」というわけでもありません。単

に子どもと離れたくないといった動機で「心中」

に至っているように思います。となると、こう

した事件を起こさないためには、父親の自殺を

防ぐという点が大切になってくると感じました。

○確かにFの場合は、「死にたい」という気持ちが

先行し、「心中」はその後からついてきているよ

うに思います。本研究でこれまで見てきた加害

者父の「心中」では、経済的な問題が重くのし

かかっていたり、夫婦間のトラブル、妻への未

練などから逃れられないような印象の事例がい

くつかあったと思いますが、本事例では、「重度

のうつ病」という点が、大きな要素になっていて、

パターンが若干違うように感じます。でも、う

つの背景にどんなことがあったのか、具体的な

コンテンツは何だろうかと考えると、会社の同

僚とうまくいかないなど、ベースに対人関係の
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不調というのがあるような気がします。

○経歴だけを見ていると、基本的には自分に自信

が持てず、誘われるままに伯父の会社に就職し、

気持ちが固まり切らないまま離婚となって、会

社では部下から陰口を叩かれる。「やっぱり自分

はだめかな」と思い詰めて一気に落ち込んでし

まったという感じでしょうか。

○Fの生育歴はどうでしたか？

○大学を留年し、中退して専門学校を卒業してい

ます。

○母親からは、「小さい頃は責任感が強い子で、小

学校でもいじめられている子を自分のグループ

に入れたり、弱い者いじめが嫌い」といった発

言がありました。子どもが好きで姉の子をかわ

いがっていたというエピソードもありました。

④ 予防策

○遺書らしきメモですが、「この世に生を受けて感

謝します」ということについて、何かコメント

はありましたか？

○いえ、書いたことも覚えていないということで

すので。お酒と睡眠薬を飲んでいたとのことで

した。

○「バブルが最大の原因」というのもよくわかり

ません。このメモの意味の分からなさは、やは

り精神状態の重さを物語っているように思いま

すが、裁判所の判断は厳しいですね。

○はい。

○自殺を考えて、他のことは頭に入らず、自分一

人では寂しくて子どもを道連れにする純粋な道

連れ動機。でもこの時Fは重度のうつだったので、

「そんなことは社会的に許されないですよ」と

言っても、伝わらないですよね。「残された子が

不憫だから」といった発想であれば、「いや、殺

されるほうが不憫ですよ」といった啓蒙も意味

を持つと思うんですが……。

○ただ、Fの母親も毎日家まで来て子どもの面倒を

見ているし、Fとも会って話もしている。祖母は

Fの様子が心配にならなかったのでしょうか。

○保育所の保護者会や職場でもFが少しおかしいぞ

ということには気づいていましたからね。それ

こそ「休憩した方がいいよ」「治療した方がいい

のでは」などという働きかけがあれば、また

ちょっと違ったかもしれませんね。

○社長でもある伯父が気づけば、Fの母に「ちょっ

と様子が変なんだけど」などと連絡してみるの

じゃないでしょうか。伯父にも、それだけの精

神医学の知識がなかったということでしょうか。

○伯父はあまり気づいていなかったようです。

○一般的に言って、企業は自殺予防を含めてスト

レスへのアプローチもすると思うんですが、こ

ういう小さい企業だと、そこまでの健康診断が

されず、相談できるところもなかった可能性が

ありますね。

○みんな気づいていたけど、治療につなげるとい

う発想は誰も持てなかった。そこが残念なとこ

ろです。

･･････････････････（文責：川﨑･二三彦）
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10．事例Ｆ④

　― 妻を殺害した後、父子心中を企図したが、子を殺害した後、自殺行為がなかった事例

（１）はじめに

本事例は、「父子心中」として取り上げたものであるが、「心中」の動機が、夫婦間のトラブルが原

因となった夫による妻の殺害に起因しており、妻を殺害したあと、子どもとの「心中」の試みがなさ

れないまま１か月あまりが経過していること、思い立って子どもを殺害した後も、Fに具体的な自殺

行動がないまま逮捕されていること、公判で検察側、弁護側とも子ども殺害の動機に関して「父子心中」

を図るためとしたものの、判決では否定されたことなど、果たしてこれを「父子心中」と呼べるのか

疑問がないわけではないが、少なくともFの主観としては、子どもを殺して自分も死のうと考えたと

思われることから、本研究の対象事例として取り扱うこととした。

なお、母子２人を殺害してはいるが、少なくとも妻の殺害に関しては、「夫婦無理心中」の意図が

全くなかった思われることから、本件は「一家心中（父母子心中）」ではなく、「父子心中」として取

り扱っている。

（２）事件の概要

x年３月10日、乗用車を運転して国道を通行中のF（実父、55歳）に、警察官が職務質問し、車のト

ランクからM（実母、42歳）と本児（10歳男児）の遺体を発見した。同日夜、警察はFを死体遺棄容

疑で逮捕した。FとM及び本児は３人暮らしだったが、３人は３月４日から行方が分からなくなり、

Fの母（父方祖母）が９日に捜索願を出していた。Fは「２人とも自分が殺した」「自分も死のうとした」

と供述した。

同年３月23日、警察はFをMの殺人容疑で再逮捕した。同年１月26日にMの頭をソケットレンチで

殴り、首を紐で絞めて窒息死させた疑い。４月13日、地検はFをMに対する殺人罪で起訴した。

さらに、４月14日、警察はFを本児に対する殺人容疑で再逮捕した。３月３日、本児の首を絞めて

窒息死させた疑い。同月27日、地検は本児に対する殺人罪、およびMと本児の死体遺棄罪で起訴した。

裁判員裁判では、懲役26年（求刑：懲役30年）の刑が言い渡された。検察および弁護側は、本児殺

害については、Fに「心中」の意図があったとしたが、判決では弁護側が考慮するよう求めた「心中」

について、認められないとした。

（３）家族構成

家族は以下の３人（年齢は事件発覚当時）。

　　父F（55）：競走馬の生産牧場経営

　　母M（42）：牧場手伝い

　　本児（10）：小学校４年（男児）

なお、牧場は父方祖父からFが引き継いだもので、おもには夫婦で営なんでいたが、近所に父方祖
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母が住んでおり、手伝っていた（父方祖父は

すでに他界）。

（４）事件の経緯・状況

x年１月26日昼頃、Fが自宅敷地内で除雪

作業をしていたところ、Mが外出先から戻り、

その月の生活費の遅れや未払いの種付け料

（150万円）の支払いについてFを問い詰めた。

Fが、「支払いの目途が立っていない」と答

えたところ、MはFを激しく責め立てた。F

はその非難に耐えきれず逆上し、Mの頭部を

鉄製のソケットレンチで１発殴った。Fは「こ

の先、殴ったことを責め続けられるのは嫌だ」

「殺さなきゃ！」と思い、うずくまったMの頭部をさらにソケットレンチで数発殴り、とどめを刺す

ために首をロープで絞めて窒息死させた。

それから、FはMを寝袋に入れて、自宅敷地内の雪山に埋めて隠し、血のついた帽子やロープを近

くの焼却場で燃やした。

その後Fは、「妻を殺害した以上、自分も生き続けることはできない」と思い、所有する馬などを処

分し、身辺整理を行ったが、馬を処分したお金や預金口座から引き落としたお金で、パチンコや風俗

店などで遊んだ。本児には「Mは実家に行っている」と説明した。

２月下旬、Fの牧場から馬がいなくなっていることを近隣住民から指摘されたこと、また雪解けも

近づいて、Mの遺体をそのままにしておくこともできないことなどから、このままの生活は送れなく

なると感じていた。Fは、夜になるとM殺害を思い出し、眠れない日々を過ごしていた。３月初旬、

Fは精神科を受診し、安定剤と睡眠導入剤を処方された。

その翌日、友人宅から帰宅した本児が「喉が痛い」と訴えた。それを聞いてFは、風邪薬と偽って

睡眠導入剤を飲ませれば、苦しませずに本児を殺害できると思い、本児に睡眠導入剤を飲ませた。眠っ

た本児の顔を見ながら悩んだが、「本児を殺して自分も死のう」と思って本児の首をロープで絞めて

窒息死させた。

本児殺害後、自殺するときは３人一緒の方がいいと思い、２人の遺体を車のトランクに乗せ、自分

が死ぬためのロープを積んで家を出た。しかし、すぐ自殺する踏ん切りがつかず、お金を使い切れば

決心もつくと考え、１週間ほどパチンコや風俗店などで遊んでお金を使い果たした。

３月11日、お金を使い切ったFは、「後は死ぬだけだ」と思い、「山で死のう」と思って車を走らせ

ていたところ、捜索願を受けた警察が、車のナンバーからFを見つけて職務質問し、トランクから遺

体を発見したため、自殺は遂げられずに逮捕された。

なおFは、逮捕された後の留置場で自殺未遂を起こしている。

家族図（事件発生時）
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（５）Ｆについて

報道によれば、Fが経営する牧場は、50年以上前にFの父親（本児の父方祖父）が創業したもので、

Fは子ども時代から牧場経営をする家族の長男として育った。きょうだいは姉と弟。３人きょうだい

の真ん中になるが、きょうだい関係について公判で語られることはなく、不明である。Fの幼少期や

少年時代の様子については、証人に立ったFの母親（被害児童の祖母）が、「素直で優しい子だった」「友

だちも多く、みんなを集めて遊んだりしていた」「リーダー的な存在だったと思う」などと話している。

土地柄かどうか、Fは中卒後、実家を離れて高校に進学し、そのまま酪農関係の大学に入学する。

物心ついた時分から家業の牧場を継ぐという気持ちがあったようで、大学を卒業すると、その年に実

家に戻り、父とともに牧場で働くようになった。

地域でのFの様子については、長い付き合いのある近隣住民が、「いい人だと思っていた」「地域で

の活動も活発にしていたし、推薦を受けて自治会長をしていたこともある」などと話し、おおむね好

意的な評価がされていた。ただ、「結婚後は、近所づきあいなども少なくなった」との証言もあった。

（６）Mについて

一方、Mは殺害された当時42歳。公判で読み上げられたMの母（本児の母方祖母）の供述調書およ

び証人としての発言では、「（Mは）３歳上の兄とも仲良く、しっかり者」「曲がったことが嫌いで、

勝ち気な面もあり、納得がいかなければ妥協しない性格」だという。Mが大学１年の時、家族が転居

する形で親と別れ、一人暮らしを経験したが、大学卒業後はいったん親元の近くで就職する。その後は、

大学時代に住んでいた地に戻って働いた。

子どもの頃から自然や動物が好きで、特に馬は気に入って、よく馬の絵を描いていたと、祖母は回

顧している。

FとMが結婚するきっかけは、x－17年、Mが「酪農体験実習」に参加したことによる。この体験実

習は、自治体が後継者の育成や花嫁対策として位置づけているもので、Mの実習先がFの牧場であった。

ここで知り合った２人は、x－16年５月に結婚する。Mが26歳、Fは39歳であった。この結婚について、

Mの母（母方祖母）は、おおむね次のように証言している。

親としては結婚に不安を感じていた。馬という生き物を相手にする仕事では休みもないだろうし、

収入も不安定ではないかと気を揉んだ。それにMはもともと都会育ちだし、果たして田舎でやってい

けるのかも気がかりだった。しかしMは、「Fは優しい人だから」と結婚を強く望んだので、認めるし

かないと思っていた。

ところが、結婚直前になってMが、「結婚を考え直す」と言う。その理由は、牧場が多額の借金を

抱えていることを知ってショックを受けたからだった。私たち夫婦も不安が増して、結婚を考え直す

ように促したけれど、Mは最終的に、「Fが頑張ると言うから」と結婚を決意した。私たちもそれを尊

重するしかなかった。



－113－

（７）借金について

今回の事件では、莫大な借金が、事件の重要な背景要因となっており、公判でも負債に関すること

が何度も取り上げられた。また、この地域での競走馬生産牧場の経営がどのような状況に置かれてい

たかについて、実情を報道した記事もあったので、その点についてごく簡単に触れておきたい。牧場

経営は、雌の繁殖馬に種付けをして子を産ませ、それを売って収入を得るというもので、競走馬では

血統が重要であるため、売買時には「種付け証明書」が必要となるという。一方、支出は種付け料に

加え、飼料費や草の肥料、農機具の燃料代など牧場を維持する諸費用となる。記事によると、この地

域を管轄する地方振興局管内の馬生産額は、約20年ぐらい前には約650億円あったものが、５～６年

前になると約300億円へと半分以下に落ち込み、牧場数も半減したとのこと。地域全体としても厳し

い経済状態に追い込まれていたことが窺えよう。

さて、母方祖母が証言した借金、つまり結婚を躊躇させることとなった事情は、どのようなものだっ

たか。借金の原因は、Fの父が保証人となっていた身内が事業に失敗してできたものとの説明があった。

当時はまだFの父が負っていたものであり、金額についてFは、「２～３千万円ぐらいあるのは分かっ

ていた」と証言し、Fの母も、「主人から３千万ぐらいと聞いていた」と証言した。ただし、後述する

ように借金の額は２～３千万円という金額を遙かに上回るものであった。

こうした状況の中で、FはMに対して借金があることは伝えたものの「（借金の正確な）額は言わな

かった」と述べ、Fの母は、「借金のことはMに話して、『わかりました』という返事をもらった」と

述べている。公判でのFやFの母などの証言を総合すると、借金のことは結婚前にMに話したとはい

うものの、正確な金額は伝えられなかった様子が浮かび上がってくる。付け加えれば、FとMの結婚

前後に借金の額を正確に把握していた者がいたのかどうかも、公判を傍聴した限りではよくわからな

かった。

とはいえ、数千万円にのぼる借金であることはFも自覚しており、Mにどこまで伝えられたのかは

不明だが、こうした事情を聞かされたMが、結婚を躊躇するのは自然なことだだったのではないだろ

うか。

結婚後は、Fの両親が住むと家と道路を挟んだ向かいに新居を構えることとなった。馬の世話など、

Mは慣れない仕事も一生懸命こなし、Fの母もたいそう喜んだが、Fの両親とMとの関係は結婚当初か

らあまりよくはなかったようである。

（８）牧場経営と結婚生活

このようにして、多額の借金があることを承知で結婚した後、Fは１年足らずで親から牧場経営を

引き継ぐ。年齢的にも40歳を迎えていること、Mに「これからは２人が中心になっていくのだし、い

つまでも親の指図を受けるのは嫌だ」という強い希望があったことがおもな理由であった。

ところが、Fの証言によれば「実際に引き継ぎいでみると、９千万円近い借金があることがわかった。

そのほとんどはFの父が連帯保証人になって作った借金だった」という。ただし、公判では、質問に

対して「いろいろな名目で借りており、保証人としての負債がいくらなのか、正確な金額はわからない」
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と答えている。

さて、借金の具体的金額が明らになると、FとMは激しく口論し、関係は悪化する。Mにすれば、「そ

れだけの負債を支払うことなどできない」という思いと同時に、膨大な額の借金を知らされていなかっ

たということで、「騙された」との思いもあった。しかも、親戚・知人の誰一人としているわけでは

ない地にやってきて頼るものはF以外に誰もいない中での背信だと思われ、到底承服できるものでは

なかったと言えよう。

Fの母の証言によれば、「いくら働いても自分たちには一銭も入ってこないのに、私たちが本当に返

さないといけないのか」とMに言われたので、「頭を下げて謝った」とのこと。

一方、F自身にも返済の見通しがあったわけではなく、金融機関で相談をし、「経営を続けていきな

がら、１年毎の赤字をなくしていけばいい」というアドバイス受け、それに従おうとしたようである。

以後、Mはたびたび不満をぶつけ、Fの証言では、Fに対しても「上から目線」でものを言う感じだっ

たとのこと。「私を騙した」「借金があるところに来た！」という話になって、最後はFが謝って決着

がつくのだという。それでもMは、自分の怒りをコントロールできず、Fに対して物を投げたり、蹴っ

たりすることもあり、気持ちが高ぶって「刃物を使えば死ねる」「死ぬのは嫌だから、病院を探して

くれ」などと言い、Fが見つけた病院（心療内科）に１年近く通院している。

夫婦生活についても、関係は冷え切っており、結婚数か月は性交渉があったが、その後はなく、M

が「子どもがほしい」と希望した時期を除いて、「全くなかった」とFは証言している。

（９）本児について

本児の誕生はx－11年。Fは45歳、Mが32歳の時である。F・Mともに本児の誕生を喜んだが、Mは

本児に対する祖父母のかかわりを好まず、道路向かいの実家に連れて行くこともなかったという。そ

のため父方祖父は、本児を抱くこともほとんどないまま、x－９年に死亡したとのこと。ただし、本

児が大きくなってからは、Mの留守中などに本児が祖母のもとに遊びに行き、祖母にも本児との楽し

い思い出があると、祖母自身がいくつかのエピソードを証言している。

本児の様子については、学校教師の供述調書が読み上げられたが、正義感が強く、悪いことをした

子に対しては注意もするクラスのリーダー的存在で、児童会の書記に立候補して当選しているし、成

績も優秀だったなどと述べられていた。祖母の証言も含めて、こうした供述に接すると、今回の事件

に関する限り、子どもに何らかの育てにくい事情などがあったとは考えられなかった。

なお、教師はMの人柄などについても簡単に触れており、「学校行事にはいつも参加し、他の親御

さんとも仲良くしていたし、穏やかだった」と述べている。また、母方祖母は、証言の際に本児の担

任から本児死亡後に届いた手紙を読み上げ、「Mはいつも颯爽としていて、前向きの意見を出しくれ

る方、担任の私も助けてもらって心強かった」などと紹介している。

（10）経営の悪化

このようにして始まった結婚生活、牧場経営であったが、危機的な状態が改善するのは困難だった
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ようである。

母方祖母の証言によれば、経営を引き継いで早くも２～３年後には、新しい馬を購入する費用の工

面ができず、Mに200万円を援助したと述べている。これについては、月々２万円を返済してもらっ

ていたとのことだが、x－６年には、Fの消費者金融からの借金が明らかになり、精算するよう150万

円を援助したとも話す。

消費者金融からの借金というのは、FがMに渡している月々の生活費15万円について、ある時12万

円しか渡せないことがあって大喧嘩となり、Fはそれに懲りて、借金をしてでも渡すというエピソー

ドが語られているので、そのあたりのことではないかと思われる。

それはさておき、牧場経営は、x－３年頃から急激に悪化する。背景にはリーマンショックなどが

あり、円高で輸入飼料や肥料代が高騰し、景気が悪くなって馬の売れ行きや平均価格が下がるなど、

悪循環に陥ったことによる。

他方、Mは乳がんが発見されてx－２年頃に手術をする。手術は成功したが、以後は馬のことにあ

まり口出ししなくなり、趣味の登山に頻繁に出かけるようになった。１泊とか２泊の計画で、「昨年

１年間に30回程度は出かけたと思う」と、Fは証言している。

ところで公判では、Fに対して「経営が悪化していることについて、Mと相談したのか」という質

問があった。Fは「相談すれば揉める。揉めるのは嫌だったし、見栄もあった」と答えている。つまり、

事件発生当時は牧場経営の危機的状況が深まり、事件の発端となった「種付け料150万円の支払いの

目処が立っていない事態」についても、直接尋ねられるまでMに知らされることはなく、この時期、

Mも経営について尋ねたり、口出しすることがないまま推移していたことになる。

（11）事件１、Ｍを殺害

このような背景の中で、事件は発生した。事件当日の１月26日、Fが自宅敷地で除雪作業をしてい

るころへウォーキングしていたMが戻ってきて、不機嫌な顔つきで「来月の生活費は！」と責め寄っ

てきたのだという。25日に渡すことになっていた生活費が１日遅れていたので、Fは「今日中に何と

かする」と返答した。

ところが話はここで終わらず、Mは、「種付け料」のことも尋ねてきた。しかし支払いの目処が立っ

ていないため、Fはドギマギして「用意できていない」と答えたところ、Mは興奮し、「何をやってる！」

「こんなことでは生活できない」「子どもを連れて出て行く！」「死んだ親父と同じだ、借金ばかりして」

などと攻撃し、「死んでしまえ」と言ってFの前を通り過ぎようとしたのだという。

Fは何が何だかわからなくなり、レンチでMの頭を殴りつけ、その後も続けて４～５回殴ったという。

そしてロープを持ち出し、絞殺した。

この時、なぜこのような行動に出たのかを尋ねられたFは、「無我夢中だった」「殺さなくてはとい

う感じだった」などと話しているが、殺さねばと考えた理由については、「（これからの生活で、殴っ

たことを）責め続けられる」と答えている。また、「（後から考えると、牧場経営も）これまでは何と

かなると思ってやってきたけど、今度ばかりは（金策も）難しいかなと感じ、不安があったかも知れ
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ない」とも述べていた。

M殺害後、FはMの遺体を自宅敷地内の雪の中に隠し、Mが身につけていた帽子や殺害に用いたロー

プなどは焼却、本児に対しては「お母さんは実家に行ってしばらく留守になる」と説明している。

これらを考えるとM殺害は、自らも死を考えて行う「夫婦無理心中」に当たらないことは明らかと

言えよう。

（12）事件２、本児の殺害

M殺害後のFの行動は、どうであったか。公判でまず尋ねられたのは、殺害後の気持ちだった。こ

れに対してFは「Mを殺したからには自分も死ななくては」と思ったと説明する。なお、警察への通報、

自首などは思いつかなかったという。そして「いつ死のうか」「子どもはどうしようか」ということ

だけを考えていたというのだが、「具体的にいつ死のう」「どういう方法で死のう」とは考えなかった

とのこと。

こうして、次の事件である本児殺害までの１か月あまり、「お母さんは実家へ行った」との説明に

疑問を抱かなかった本児はいつもどおり登校し、Fは本児と２人でスケートやゲームコーナー、温泉

などに出かけている。

一方、危機に陥った牧場経営については、整理するという気持ちになって、所有していた馬は全部

処分し、得られた代金や通帳から引き下ろしたお金のほとんどを、パチンコや風俗遊びに使ってしま

う。

公判では、当然このような行動の理由が問われているが、Fは「一人でいたくなかった」「知ってい

る人に会いたくない」「ほかの遊びを知らなかった」などと説明している。

しかし、このような生活がいつまでも続くはずもなく、２月には、馬がいないことに気づいた近所

の人から問いただされた上、雪解けの季節が近づいてきたため、Mの遺体も隠しきれないと思うよう

になる。

夜になると、「死ななくては」という思いと、「子どもはどうする」という逡巡、「子どもは殺せな

いから自分一人だけ死のう」「子ども一人を残して自分だけが死ぬわけにはいかない」などの思いに

苛
さいな

まれて、本児を殺害する直前の３月初旬、精神科を受診して安定剤と睡眠導入剤を処方してもらっ

ている。こうして次第に追いつめられていく中で、本児殺害の日がやってくる。この日、友だちの家

に遊びに出かけた本児を迎えに行き、夜になって連れ帰ると、本児が「喉が痛い」というので、ふっ

と「睡眠薬を飲ませて寝ている間に殺せば少しでも楽かな」と考えついたという。こうしてFは、眠っ

た本児をロープで殺害した。

本児の遺体を寝袋に詰め、少し寝込んだ翌朝、FはMの遺体を雪から掘り出し、本児と一緒に車の

トランクに積み、ロープや着替えも積んで、その車で自宅を出発する。公判では、その後の行動につ

いての質問もあった。「ロープは首を吊るため」「一緒に死ぬことを考えた」と答えているが、実際に

はそうした行動は行われておらず、本児殺害後も、２人の遺体を載せた車を駐車場においてパチンコ

や風俗遊びを続けていた。この点について問われると、「自分でもわからない」「どうせ死ぬのだから」
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などと答え、検察側から「自分は生きたいと思っていたのではないか」と追求されると、否定するこ

とはなかった。

このようにして本児殺害から１週間が経ち、所持金も使い果たしたFは、いよいよ死のうと考えて

車を走らせていたところを、警察に職務質問されて逮捕されたのであった。

（13）判決

検察は、論告求刑で、①行動態様が残虐で極めて悪質であること。②人の命を奪うという重大な犯

罪であること（心中であるとして罪を軽くすることはできない）。③動機が短絡的で悪質であること。

④犯行後の態度に反省が見られないことなどを挙げて、懲役30年を求刑した。

これに対して弁護側は、事実関係は争わず、本人もことさら刑を軽くしてほしいと希望していない

ことを述べつつ、①Mの殺害は、我慢に我慢を重ねて起こった突発的な犯罪。②本児の殺害については、

「心中」すなわち自ら後を追う事を考えての行為であり、現在は後悔と反省の気持ちでいっぱいであ

ることを考慮すべきと述べ、懲役15年程度が公平だと主張した。

これらの主張に対して、懲役26年の判決が言い渡された。

なお、「父子心中」という見方について、判決は、「弁護人は『心中』について考慮すべきというが、

Fは本児を殺害した後も具体的な自殺行動を取っていない上、以後もパチンコや風俗店で遊ぶなどし

ており、弁護側が主張するような追い詰められた状況にあったとは認められない」として弁護側の主

張を退けている。

（14）討議

参加者

川﨑／松本／高橋／上野／長尾

① 金銭管理

○Mが金銭をコントロールするぐらいの甲斐性を

発揮しなかったんでしょうか。

○ピンチの時に、Mは実家から100万とか200万を工

面しています。でもFは、返すと言いながら火の

車で返しきれないんですよ。１～２年経って、「も

ういいよ」と言われている。

○借金について銀行に相談に行ったら、「毎年の赤

字をなくすようにして、少しずつ返せばいい」

と言われ、指示どおりやっていたと言うんです

が、毎年の負債状況は８千万、９千万を行った

り来たりの状態で、減ってはいない。

○キャッシュフローが悪くなっていた？

○この年は、種付け料の150万円が本当に払えない

状況になって、頭を抱えていたんだと思います。

そんなときに、「あんた、種付け料どうするの!?」

と言われて、カッとなった。

② 夫婦問題

○夫婦の問題でいうと、Mに性生活を拒否されて、

Fは唯々諾々と従っています。その上、「あんた

のオヤジと一緒！　何の甲斐性もない！」みた

いなことを言われて、カッとなり、思わずMを

殴ってしまった。こんな行為に冷静に対処する

のは、Fには不可能だったんだと思います。自分

で行った行為に自分で恐怖心を抱いたのではな

いでしょうか。

○殴ったことを、この先ずっと責め続けられるの

が嫌だという発想ですね。逆DVを想像します。

○母は「都会っ子」で、大学も出ていますよね。M

の両親は結婚に反対されなかったんでしょうか。

○反対でした。でも、Mの意思を尊重して認めた
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のだと思います。

○しっかりした奥さんなら、借金のことでも最初

にある程度のことは聞いておくでしょう。そう

して、「ちゃんと確認したのに話が違う」となっ

たら頭にくるでしょうね。それこそ性生活なん

て「冗談じゃないわ」となってしまう。Mが離

婚をしなかったのは、子どもを育てるというと

ころでギリギリのバランスとっていたんだろう

と思います。悔しいと思いつつ、実家に頭を下

げてお金も工面しています。

○Fが、初めから借金についてきちんと説明してい

なかったとすれば、なんだかんだ言っても自己

中心的な感じがしますね。

③ 妻とその親との関係

○Mの母の意見陳述はどんな感じでした？

○Mの母親は、公判を全部傍聴していました。で

すから、FやFの母が証言で、「Mにひどいことを

言われた」とか、「こちらの習慣に従わない」な

どと話すのを全部聞いているんです。その上で

の意見陳述でしたので、「あんな言われ方をして」

「死者に鞭打つようなことをなぜ言うんだ」と

言っていました。遺族代表として「永遠に許し

ません」と、切々と訴えていた。

○Mから実家の両親への年賀状には「いつも私た

ちを見守ってくれてありがとうございます」と

書いていたようです。Mの母親は、「娘がどれほ

どFのことを信頼し、頼りにしていたでしょう。

なのにFは娘の気持ちを踏みにじった」と話して

いました。

○また、x－３年頃、Mから電話があり、「首を絞

められて殺されそうになった」「信じられなく

なった」と聞かされたそうで、「（Mの父親は）す

ぐに実家に帰るように強く言ったけれど、自分

も娘もそんなに重要視していなかった」という

話もありました。

○Mも反対を押して結婚しているので、泣き言が

言えなかったのかもしれません。

○首を絞めたというMの母の陳述については、後

の被告人質問で問われていますが、Fは「首を絞

めたかどうかは分からないが、押さえつけたこ

とはありました」と答えていました。

○日常的にもそういうことがあったのではありま

せんか？

○Fの言い分だと、Mが暴れるのを抑えるためとい

うことでしたね。

○Mの親の立場からすると、殺されて雪の中に埋

められていたと聞かされたわけですよね。

○殺害後に性風俗の店で遊んでいたなんて聞かさ

れたら、絶対に許せないでしょう。

④ 被告について

○心中という意味で言えば、Fは子どもを殺して自

分も死のうという気持ちはあったと思います。

しかし具体的な実行行為は全くありません。そ

のため、弁護側の「心中しようと思った」とい

う主張に対して、裁判所は「心中するしかない

という追いつめられた状況にあったとは認めら

れず、弁護人が主張するような評価はできない」

としています。

○子どもを殺害してからの時間差もありますし、

どうして子どもまで殺すのか、やはり分からな

いですね。

○判決は、Mを殺して、大変なことをしてしまっ

たのは分かっているのに、そこで思いとどまる

のではなく、さらに子どもまで殺し、殺人を繰

り返している。その罪は重いとしています。

○３月初旬に精神科に行っているのは、自分のた

めに薬をもらいに行ったんですかね。強迫的な

感じがします。

○死のうと思っているのに、不眠で精神科に行く

んでしょうか。

○ここで一緒に薬を飲んでいれば、あるいは「心中」

と認められたかもしれないですね。

○ここまでみた父加害者の事例の共通点を考える

と、経済的な問題が絡んでいたり、夫婦関係の

軋轢が背景にあることが多いこと、母加害者の

事例と比べて、一家心中になりやすいと感じら

れること、女性の方が学歴が高く、男性が劣等

感を持っているような事例もいくつかあること、

などでしょうか。

･･････････････････（文責：川﨑･二三彦）
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11．事例Ｆ⑤

　― 父が一家心中を企図して妻子を殺傷し、自宅に放火した事例

（１）はじめに

事件が発生したのは、「田園が広がるのどかな集落」と新聞報道でも伝えられるように、地域住民

のつながりもあり、伝統的な行事も続いている地域であった。本件については、こうした地域におけ

る風習や風土も背景にあると考えられることから、必要な範囲でそれらについても言及したい。

また、この事件では、母子殺害の加害者となった実父が犯行を認めつつも、当夜のことについて記

憶が定かでないとして犯行動機が明確にならなかった点も特徴の一つである。

（２）事件の概要

x年12月１日午前６時頃、「妻と子どもを殺した」と、民家に住むF（実父、34歳）から110番通報が

あった。警察が駆けつけると、２階の寝室でM（実母、34歳）、隣の和室で本児（当時６歳）がパジャ

マ姿で死亡していた。Mと本児の首には紐で絞めたような痕や、背中や腹に複数の刺し傷があった。

また、室内には灯油をかけて火をつけた跡もあり、Fは両手両足に火傷を負っていて病院に搬送された。

x＋１年７月、警察は殺人と現住建造物等放火の疑いでFを逮捕。８月、殺人と現住建造物等放火の

罪で起訴した。起訴状は、Fが無理心中しようと考え、自宅２階で寝ていたMと本児の首をバッグの

紐で絞め、背中などを包丁で数回突き刺した上、灯油をまいて自宅に火をつけ、２人を熱傷性ショッ

ク死等により殺害した、としている。

裁判員裁判では、Fに懲役20年（求刑・懲役25年）の刑が言い渡された。

（３）家族構成

　　父F（34）：大工（建設業自営）

　　母M（34）：施設職員

　　本児（６）：幼稚園年長（男児）

なお、本家族は父方祖父母の離れに

住んでおり、母屋には、大工の父方祖

父（67）、無職の父方祖母（65）の２

人が居住していた。

（４）事件の経緯・状況

事件前日のx年11月30日午後４時

頃、Fは仕事を終えて帰宅した。その

後、12月１日早朝の犯行時までの間に、

正確な時間は不明だが、母屋の台所の 家族図（事件発生時）
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裏にあった灯油の入ったポリタンクを、住居にしている離れに移動させた。

12月１日未明、Fは、２階で寝ていたMと本児の首を、それぞれ鞄の肩掛け用ベルトで絞めた上、

母屋の台所から持ち出してきた包丁で、２人の身体をそれぞれ数回突き刺した。Fは２人が死亡した

と思い込み、自分も死のうと考えて、Mが寝ていたベッドの上で灯油をまき、火を放った。このため

火災が起こり、Mは熱傷性ショックのため死亡し、本児も出血性ショックと熱傷性ショックの２つが

原因で死亡した。

火をつけた後、Fは自分も死のうとして、ベッドに身体を倒すなどしたが、部屋に充満してきた煙

の苦しさから２階の窓ガラスを手で割り、外の空気を吸った。そして午前６時頃、携帯電話で110番

通報し、「妻と子どもを殺してしまった」と伝えたが、Fはその電話でのやり取りの中で、仕事と家族

のことで行き詰まりがあった等を話している。また、通報を受けて到着した救急車で病院に搬送され

る際、一緒に乗りこんだ警察官に対しても、「妻の首を鞄の紐で絞めた」「仕事のことで悩んでいた」

と話している。

なお、Fは救急搬送されてそのまま入院となり、自分自身が負った火傷の影響で右足のほぼ付け根

から先を切断し、車いすを使っての生活となったが、退院したx＋１年７月に逮捕されたものである。

（５）Ｆについて

Fは事件当時34歳。第２子の長男として出生し、地元の小・中学校を卒業後、高校普通科へ進学した。

高校卒業後は、建設業を自営していた大工の父の元で、自身も大工として働き始めた。

x－９年３月、Fが25歳の頃に、１歳年下のMと恋愛結婚。Mの父（母方祖父）によると、「Mはお

祭りが大好きで、Fと出会ったのもお祭りのお囃子を一緒にやっていたからだ」とのこと。

結婚後は、Fの実家の離れに新居を構えて生活を始めた。敷地内には、Fの両親が住む母屋及び離

れに加え、大工仕事をする作業場があり、Fの両親（父方祖父母）とF夫婦が同じ敷地で生活するのは、

当然のことと考えられていた。ただし、離れには台所や風呂がなく、後々そのことが大きな問題となっ

ていく。

結婚して３年あまりたったx－６年、本児が誕生し、x－１年１月に、Fは父方祖父から会社を引き

継ぎ、代替わりをする（当時Fは32歳）。それまでは親から給料をもらっていたが、以後は立場が逆転

し、会社の経営のやりくりを任され、Fが自分の父及び一緒に働いていたFの叔父（祖父の弟）に給

料を払うこととなった。

なお、この年４月には本児が幼稚園に入園し、10月頃になると、Mが施設の職員として働きに出る

など、本家族にとっては大きな変化がみられた年であった。

Fの人柄について、証言に立ったFの両親から幼少時のエピソードなどはあまり話されなかったが、

Fの母（父方祖母）は、「非行に走ったことなどはない」「おとなしくて内向的な子どもだった」と述

べている。

一方、弁護人はFの友人や仕事仲間などの供述をまとめている。それによると、Fと交流のあった

人は口々に、「真面目」「口数は少ないが付き合いは良い」「自分の意見を無理やり通すことはなく温厚」
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「仕事は几帳面で妥協しない」「正直」「高校から今まで喧嘩をしているのを見たことがない」「腕は良く、

仕事もすごく丁寧できっちりとこなす」「頼りになる大工」「人当たりもいいので、安心して仕事を任

せられた」「息子を可愛がっていた」「息子の面倒をよくみていた」などと話しており、評判はすこぶ

るよいと思われた。

また、Mの友人も、MがたびたびFの自慢をしていたと証言しており、Mの話したこととして何人

もが「うちの旦那はすごくいい人」とか、「うちの旦那、頑張ってるよ。２級建築士の免許も取った

んだ」「うちの旦那は当たりだよ」「子どもの面倒をよくみてくれるし、優しい人だよ」などという話

を聞いたという。また、「Fに対する悪口的なことは、Mから一度も聞いたことがない」と供述する人

もあった。

なお、Mの父は、検察官の質問に対して「Fを恨むという気持ちは全くない」と証言していた。

（６）Ｍについて

本児の実母Mは、Fの実家とほど近い隣接市にて生まれている。公判での関係者の証言を聞く限り、

Mの実家はFの実家よりやや開けた地域だと見られていることがわかる。

きょうだいは４歳年上の兄が一人。小学校の頃、Mはオーケストラに入っていたとのことで、Mの

人柄を尋ねられたMの父（母方祖父）は、「はっきりしている」と答えている。

地元の小・中・高校を卒業したあと、Mは実家を離れて下宿しながら大学に通い、卒業後は、地元

に戻って市役所の臨時職員となっている。

おそらくはこの時期にFと知り合い、x－９年に結婚する。結婚後も市役所での勤務を続け、x－６

年の本児出産を機に退職している。

その後は、すでに述べたとおり、x－１年に本児が幼稚園に入園した後の10月頃から、施設で事務

員として就労し、殺害されるま働いていた。

なお、Mの母は、Mが結婚する前年のx－10年に他界している。

Mの人柄については、職場の上司や知人等が供述しているが、評判は概ねよいものであった。たと

えば職場の上司は、「勤務態度は真面目、無断欠勤や遅刻などもなく、仕事もできるので安心して任

せられた。しっかり者で自分の意見はハッキリと言うタイプ。かといってトラブルなどはなく、他の

職員ともうまく付き合っていた。新しい職員の面倒もよく見て頼りにされていた」と話す。また、同

じ幼稚園で知り合った女性は、「性格はざっくばらんで、飾り気がなく、思ったことはハッキリ言うし、

気が合った」と述べている。また、小・中・高と同じ学校に通った幼なじみで、何でも気軽に相談で

きる仲だったという女性も、Mを「ちょっと男っぽいところがあり、サバサバしていて、物事をハッ

キリ言う人」だと評している。

一方、Fの父（いわゆる舅）は「気の強い人」という印象を語っており、Fの母（姑）は、「ハキハ

キした几帳面な人」と述べている。
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（７）本児について

本児がFにもMにも可愛がられていたことは、多くの関係者の供述などで示されているが、本児自

身の性格・行動面については、入園していた幼稚園の園長の供述調書に窺えるので、その概要を記す。

園長によると、Mは入園時、本児の発達の遅れを気にかけて事前に相談したという。確かに本児は

内向的でおとなしく、自分から進んで発言するような積極性が見られず、トラブルがあっても対処で

きないことが多かったという。

ただし、時間が経って次第に慣れてくるにつれて、子ども同士の関係もできて一緒に遊ぶようにな

り、他の子に劣るという感じもなくなったとのこと。

（８）実家との軋轢

さて、弁護人からの質問に対して、Fは「私の両親、特に父親がMに対して気を遣わない態度をと

るので両親と自分たち夫婦の仲はよくなかった。それが私の悩みだった」と答えており、弁護人が、「そ

れが事件と関係していると思いますか」と尋ねると、「どれぐらいかはわからないけど、そう思う」

と答えている。

そこで、ここからは、結婚後のF夫婦とFの両親（父方祖父母）との関係に注目して生活の様子な

どを述べていく。

①本児妊娠中のエピソード

FとMが結婚し、当然のようにFの実家の離れで生活するようになってから、公判で述べられた最

初のトラブルは、本児の妊娠の頃ではないかと思われる。

この点については、Fも「始まりは、Mが妊娠したあたりかな」と述べている。すなわち、つわり

がひどく、体調を崩したMに対して、妊娠を知らなかったFの父が、「何で家事をしないんだ」などと

非難したことがきっかけになったというのである（ただし、Fの父は、Mに向けて直接言ったわけで

はないと証言している）。

②お宮参り

本児が生まれて約１か月後、お宮参りとあわせて親戚を集めての食事会があった。ところが、Mは

体調を崩して出られなくなった（Fの証言）。その時、祖母が親戚の前で、「何で出てこないの！」と

Fを批判したため（本件については祖母も発言を否定せず、出てくれなくて困ったからと証言してい

る）、Fは、「Mのからだを気遣うより世間体を大事にする」と、腹を立てたのだという。また祖父は、

Mの不参加を（祖母を通じて）当日の朝聞かされ、理由も聞いていなかったと述べている。

Fは、両親が世間体を優先すると考えてがっかりし、「本児を第一に考えた生活をしていこう」と夫

婦で話し合ったという。こうして、FとM夫婦と父方祖父母との関係は次第に悪化していく。

③台所の問題（１）

本家族では、離れに台所を作りたいという話が都合２回出されている。最初は、本児が生まれて間

もない頃だというから、x－６年頃になるだろうか。FやMにしてみると、本児のミルクを作ったりす

るにも台所がないと不便だということで話を持ちかけたが、断られたのだという。この時のことにつ
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いては、それ以上の言及がなかったので詳細は不明だが、F夫婦の中で台所を作りたいという希望が

忘れられていたわけではなく、この件はもう一度蒸し返される（後述）。

④七五三

さて、この地域で大変重要とされる行事に七五三のお祝いがある。親戚や地域の人をホテルに招い

て盛大に行うものらしく、祖父によれば、本家族の場合、30人ぐらいは呼ぶことになるので、費用的

にも100万円程度は必要になるだろうとのこと。この地域では、こうした行事は広く行われており、

仮に実施しないとなると、「お互いに呼んだり呼ばれたりしているので、付き合い上まずい」（祖父の

証言）ことになり、実施しなければ「何でやらないんだ」と噂になってしまうという。

本児の七五三の行事は、時期的にはx年11月となるため、この年の１月、祖父はFとMに対して、そ

の風習に従い七五三のお祝いをするよう求めた。だが、FとMは、「金銭的な余裕がない」といった理

由から、これを断る。

なお、この年の１月３日には、Fの叔父（祖父の弟）宅で新年会が行われたが、Mが欠席するといっ

たエピソードもあった。それはともかく、こと七五三行事に関しては、祖父母も簡単に諦めることは

できず、８月になると、もう一度この話を持ち出している。すでに断っている話をさらに持ち出した

理由について、祖父母はこもごも、「親戚の人たちや部落の人たちを招いたり招かれたりしているので、

やらないとまずい」「もうこの辺で始めないと、間に合わなくなると思った」などと述べている。

この話は、母屋の台所で、FとM及び本児が入ってきたところで、祖母が話題にしている。しかし、

FとMは「お金がないからやらない」「やらないと言ったらやらない！」と、強い口調で拒否したため、

祖母は、もう無理だと思って諦める。だが、Mが口論の場となった台所を立ち去った後、玄関先で「ク

ソババァ」と発したらしく、その声を聞いた祖父がMを呼び止め、「クソババァとは何だ!?」と注意し

たのだという。これに対してMは、「いずれ、この家を出ていく」と応じたようで（祖父の証言）、こ

の口論をきっかけにして、祖父とMとは互いに口をきかなくなってしまう。

なお、これと前後して、Mの実家ではMの兄が７月に結婚して別居したため、Mの父（母方祖父）

は一人暮らしとなり、Mは仕事を終えて本児を幼稚園に迎えに行くと、そのまま隣市に住む母方祖父

の家に行き、夕食を準備して一緒に食べるようになった。また、Fも仕事帰りにそちらに立ち寄り、

風呂にも入って午後９時頃に３人で自宅に戻るような生活となっていた。FはMの実家での様子につ

いて、「とても居心地のいい時間だった」と振り返っている。他方、自分の実家では、朝食についても、

Fが祖父母に「６時半までに終えるようにしてほしい」と頼み、同席せずに時間を分けて食べるよう

になっていた。

このような中で起こった、七五三を話題にしての口論は、F家族とFの実家との関係をますます悪

化させる要因になったと思われる。

⑤台所の問題（２）

x年10月頃、Fは「離れに台所を作りたい」と、あらためて祖父に許可を求める。Fはこの提案につ

いて、「離れでもちょっとした調理ができるようにしたかった」「便利だし、親と顔を合せるのもイヤ

だった」などと説明している。この時期に台所を作りたいと提案したのは、翌年春に本児が入学して
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通学するようになれば朝食の時間も早くなり、ちょうどいいきっかけになると考えた可能性もあろう。

しかし、この申し出は、祖父が再び拒否したために実現しない。

この点について、弁護人からは「父が反対しても、あなたは大工ですから、自分一人で作ることも

できたのではありませんか？」と問いかけているが、Fは「やればできました」「けれど、反対されて

まで作るのも、後で何か言われるのがいやだった」「だからやめました」などと答えている。なお、

台所を作ることに反対したのは祖父であり、祖母は必ずしも反対ではなかったと証言している。そし

て「作っちゃいなよ」とFに話したのだという。しかしFは、「親父が賛成しないから」と答えたとの

ことであった。

また、このような経過をふまえてMは、「それだったら家を出て、３人で借家住まいしよう」と希

望したものの、Fは、「うんうん」「うん、そうだな」と応じつつも、それを具体化する動きは見られず、

むしろ「（後づけの考えだけれど）自分は跡取りの長男だし、家を出るというのに抵抗があったかも

しれない」と述べ、弁護人に「あなたの家には、大工の作業場があるんですよね？」「作業場が使え

なければ、大工仕事も不便になりませんか？」などと問われて、「はい」と答えていた。

（９）犯行前夜

事件が発生したのは、12月１日早朝のことだったが、その前後のことについて、Fには定かな記憶

がないという。そこで公判では、その前日の様子などを父方祖父母や母方祖父に尋ねているが、それ

らを総合すると、事件発生２日前の29日には、母方祖父の家でFとM及び本児の３人が夕食を取り、

30日についても、同じように訪問しているが、母方祖父は「来るのが遅かったため、食事はしないで

風呂だけ入った」「２日とも、特に変わった様子はなかった」と証言している。

一方、父方祖父は、事件前日となる30日の午後４時頃にFと会って話しているが、やはり特別変わっ

た様子は感じていない。また事件当日は、父方祖母が旅行に出かけるため午前４時半に集合するとい

うので、午前３時には起き出して祖母を集合場所に送っていき、午前４時15分頃帰宅、再度寝たのだ

という。そして午前６時頃起床し、玄関で話し声がするので出てみると、消防車やパトカーが来ていて、

事件発生を知る。

また、Mや本児の様子についても、誰も著変は感じていないとのことであった。

以上をまとめると、事件の直前に、Fの様子がおかしいと感じたものは（死亡したMが何かを感じ

たのかどうかは不明だが）誰もいないということになる。

なお、検察側の冒頭陳述は、「被告人は、110番通報した際や、救急車に同乗した警察官に対して、

仕事と家族のことで行き詰まりがあったと話した」としていたが、弁護側は、「被告人に仕事上の悩

みや不安はなかった」と主張した。

（10）犯行

さて、公判でFは事件についてどのように証言したのか。

弁護側質問で、110番通報したときのことを尋ねられ、「（取り調べで）その時の書類を見せてもらい、
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『ああ、こういうことを言ったんだ』と思った」と述べ、救急車内での警官からの質問については、「何

かを聞かれた記憶はあるけど、何を喋ったかは覚えていない」と答える。また、犯行状況については、

「細かく覚えていない。断片的に、映像のようなものが残っているだけ」と話しつつ、「包丁でMの身

体を刺した」「（Mが抵抗したかどうかは）覚えていない」などと述べ、「殺そうと思っていたんですね？」

という問いかけに対しては、「そうですね」と応じ、弁護人がさらに、「その記憶はあるんですか」と

尋ねると、「取り調べを受けて、そうだったのかなという感じ」などと答えている。他の質問に対す

る証言も、ほぼ同様だった。

このように記憶が定かでない理由について、弁護側は、証拠としてFを診察した医師の話をまとめ

ている。それによると、診断名は、「解離性障害、軽い抑うつ状態」とされており、「事件前後の詳細

な記憶がないのは、妻子を殺害したという衝撃的な事実に対して防衛機制が働き、解離性障害に陥っ

たもの」としている。また医師は、「被告人に明らかな精神疾患の兆候はない」「記憶がいつ戻るかは

分からない」などとも話したとのことであった。

これに対して、検察官もFに質問しているが、「あなたが（Mを）刺したんですね」「（Mには）首を

絞めた痕がありましたね」「（本児には）10か所もの傷がありましたよね」「（Mや本児に）そんなこと

をされる理由はないですよね」などと尋ね、Fが認めるのを確認した上で、「どうして何度も刺したの

か」等と尋ねているが、Fは「わかりません」と答えている。検察はまた、Fの話を総合すると、M

や本児に対しては不満などなく、Fの両親に不満を抱いていたと考えられるとした上で、なぜ殺害し

た相手がMや子どもだったのかを尋ねているが、それに対しても、Fは「わからない」と述べる。動

機が明確にならないからか、検察は、殺害方法についても取り上げて、「動機ではなく、種々の方法

の中から、どうしてこのような方法を選んだのか」といった質問もしているが、Fはやはり「わから

ない」と答え、後に裁判員から同様の質問を受けたときには、「今も謎」と答えている。

なお、Fは、逮捕後に父方祖父母との面会を拒絶したことがあったようで、弁護人にその理由を尋

ねられると、「両親との仲が事件の原因になっていると思ったからそうした」と、その理由を説明し

ている。この点に関連して裁判官が、「両親とMとの間をあなたが取り持つようにしないと、まとま

るものもまとまらないのではないか」などと言われて「はい」と返事はしたものの、裁判員から「小

さいときから育ててもらった両親に感謝の気持ちは感じていませんか」などと問われた時には「ちょっ

と出てこない」などと反応していた。

（11）判決

以上のような経過を経て、検察側は、概ね次のように主張した。すなわち、まずは、今回の事件が

Fによる犯行であることは立証されたと述べた後、①２人もの命が奪われたという、極めて重大な結

果が生じたこと。②被告人の犯行の態様が極めて残忍で残虐、そして冷酷であること。③Mにしろ本

児にしろ、殺害されなければならない理由など何もなく、動機に酌むべき事情がないこと。④延焼の

危険性があったこと。⑤遺族であるMの父が大変なショックを受けていることなどを挙げて、本来な

らば無期懲役に処すべき事件だが、110番通報していること（自首）、自らも重傷を負っていること、
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これまで前科などなくまじめに働いてきたことなどを勘案し、懲役25年が適当だと求刑した。

これに対し、弁護側は、犯罪の成立自体は争わないと述べた上で、無理心中でよくある経済的な要

因で家族を巻き添えにするような事件ではないことを主張する。その上で、本件に関する情状につい

て、検察の述べる「犯行態様の残虐性」「結果の重大性」を認めた上で、次の７点にわたって主張を

展開する。

①Fは妻子をこよなく愛していたという事実。②被害者の遺族に処罰感情がないこと。③Fが真面

目に生きてきた、ごく普通の人間であるということ。④F自身が深く反省し、後悔の気持ちが深いこと。

⑤今後一生車いすなどでの生活を余儀なくするなど、すでにある程度の制裁を受けていること。⑥更

生の可能性があること。⑦自首が成立すること。以上をふまえ、できるだけ寛大な判決を希望する旨

を述べる。

なお、最後に発言の機会を与えられたFは、「９か月間拘留されていて、この間に、似たような無理

心中事件をいくつか見聞きしたが、そのたびに苦しいような悲しいような気持ちになった。『生き残っ

たことには意味がある』と警察官に言われたが、無理心中なんかない世の中にしたいと発信すること

が、その意味かなと思っている」などと述べた。

これらの主張に対して、判決はまず、「本件は強固な殺意に基づく非常に残虐な犯行であり、結果

は誠に重大」と、Fの犯行であることを認めた上で、動機については「解離性障害のため、Fに記憶

がなく、他の証拠によっても明らかにならない」と述べる。ただし、仕事や収入についての不安は犯

行動機とは考えにくいとして、これについては否定。次に、Fの両親とF夫妻の関係が悪化しており、

これが事件の一因となった可能性が高いとしつつ、Fの両親への反感が妻子に向かうのは理解しがた

いとして、「動機は不明」と結論づける。

その上で、他の諸事情を汲んで、判決は懲役20年とされた。

（12）討議

参加者

川﨑／松本／高橋／上野／長尾

① 解離性障害

○Fの供述を信じるのであれば、典型的な解離状態

だと思います。自分で起こした事態に対して深

刻さがない。別の意識システムがやったことな

ので自分の生活史の中にはめ込まれておらず、

断片化されている。通常であれば、解離性障害

かどうかで責任能力が問題になるようなケース

だと思います。だから、何故そうしなかったの

か疑問です。

○現時点で当時の記憶がないということは、犯行

時も解離性障害が起こっていた可能性があると

いうことでしょうか。

○そういうことです。犯行自体は、一見すると非

常に合理的な動きをしているじゃないですか。

精神障害による犯行であれば合目的的な行動を

とれないのですが、解離性障害の場合には、そ

れができてしまうことがあるんです。悩ましい

のは、救急車で運ばれるときに足の痛みを全然

訴えていない点です。裂傷がひどくて痛覚が麻

痺していたのか、解離性障害の一部なのか。片

足を切断するぐらいなので、大抵は麻痺と考え

て、そこから解離に広げるのは危険だとは思い

ます。また、自分で通報している点も謎ですね。

その段階で元の意識が戻っていると考えられま
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す。だから、逃走の意図はないんですよね。

○Fは、実家とMとの板挟み状態で、自分では決断

できない方ですよね。そのストレスが背景にあ

るのではないでしょうか。

○板挟みになるというだけなら、よくある話じゃ

ないですか。では何故この人が解離状態になっ

たのか。Fの生育歴や、これまで困難に対してど

う対処していたのかは知りたいところです。実

はうつ状態だったとか、通常の人なら対処でき

る問題に対処できなかった要因が他にもあるか

どうかが気になりますね。見ていると、Fの父親

も、被害者となったMも絶対譲らない人のよう

だし。

○２人とも絶対に譲らなくて、Fは２人の間で物事

を決められないというのはわかるんですが、そ

れでは、なぜこの日に犯行を行ったのか、きっ

かけとなったことが何かが分かりにくい。たと

えば、事件直前の28日には本児のランドセルを

注文し、29日にはいつもどおり、Mの実家に行っ

てみんなで一緒に食事をしている。30日も、都

合があって訪問時間が遅くなって食事はしな

かったけれど、風呂に入って帰宅している。12

月１日はFの母親が旅行に行く日だった。なぜこ

の日が犯行に選ばれたのか。やはり引き金が分

かりにくいんです。

○そうですね。これだけ多くの人が出てきて証言

しているのに、動機が分からない。不思議ですね。

裁判所も動機が気になったから、いろいろな人

の話を聞いたんでしょう。でも、結果的には分

からなかったということですね。

○Fが住んでいた地域は、七五三の祝いをしないこ

とが大ごとで、長男が親と別居することも大ご

とですよね。そういう地域に、大学を出た女性

が嫁いできて、合理的でない風習を嫌った。

○こうした家族でのトラブルが原因で解離性障害

は起こってしまうものなのでしょうか。

○解離性障害というと、一般的には幼少期に虐待

を受けていたとかトラウマに遭遇したという方

が多く、パーソナリティ障害のようになって解

離性エピソードが繰り返される。また、女性に

多いです。男性の場合に目立つのは、うつ病の

エピソードと一緒になって解離性遁走をしてし

まうパターンです。蒸発して、樹海で自殺未遂

で発見されたりします。そういう方は、意外に

予後は悪くないんです。Fは、そういうタイプの

解離に近いように思います。事件前後に、うつ

を支持するエピソードがあったかどうかは、こ

の情報だけでは分かりませんが。

② 被告と父親との関係

○Fは、自分の父親に対してかなり批判的でした。

父に対する気持ちを聞かれて、「何もない」と答

えています。これだけの事件を起こしているの

で、「申し訳ありません」という気持ちがあって

もおかしくないと思うんですが、そういう態度

は感じられませんでした。翻って考えると、今

これだけ父への怒りをぶつけているのであれば、

事件を起こす前に別居するとか、それができな

くとも離れに台所を作るといった選択肢があっ

ても良かったのではないかという気もするんで

すけどね。

○親子で対決できていれば、そもそもこんなこと

は起きなかったでしょうね。では、なぜ今になっ

て怒りが出てきたのか。事件前の父親に対する

態度は、公判のときとは違っていたかもしれま

せん。裁判のときは、普段と違う精神状態だっ

たということもあるんですよね。裁判上の意識

状態。都合のいい話なんですけど、解離性障害

はいろいろな意味で、多々都合のいいところが

あるのでね。

○父親への怒りも、確かにわかりますが、それし

か出ていない。

○肝心なところで、自らの責任と向き合うことに

なってない。Fが小さいときの父親との関係など

は気になりますね。

○この地域で育って、そのまま家業を継ぐとなれ

ば、Fはこの地域で生きていかなければならない。

そうすると父親には反抗できない。内心では

七五三の祝いをやれという父に従った方がいい

とも思っているけれど、理屈で考えるMの意見

も明快だから、Fはまさに分裂状態で暮らしてい

た。言葉を換えれば、Fは、父親と奥さんという
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２人の主人のどちらにも仕えようとして立ち往

生したように思います。

○自分の妻にも腹立たしい気持ちがあったのでは

ないか、という見方もありますね。「嫁に来た以

上は、ここで生きて行かなければ」という話に

なりそうですが。

③ 防ぐ難しさ

○誰にも一言も相談せずに事件を起こし、母子２

人は死んでしまっています。またFも、当時の気

持ちは忘れてしまっている状態ですよね。いく

ら聞いても、動機も何も出てこない。これを防

ぐと言うのは難しいですね。

○Fは、ずっと誰かと会っているのに誰も気づかな

いわけですから、どうしたらいいのか。

○Fはうつ状態だったかもしれないけれども、その

点についても誰も気づいてないし、Fにも自覚は

ない。

○仕事ができない状態でもなかったですからね。

○Fに、困っているという自覚はあったんでしょう

か？

○もしかしたら全然ないかもしれないですね。

○「困ったなぁ」と誰かにぼやけたら、この事件

はなかった可能性がある。

④ 裁判時の意識状態

○裁判上の意識状態という話がありましたけれど、

確かにちょっとハイな感じがしました。

○公判の最後にFが発言を求められ、「無理心中な

んかない世の中にしたいと発信することが、生

き残ったことの意味」のようなことを言ってい

ましたが、裁判員もこの内容では納得できない

のではないでしょうか。

○不釣り合いに明るい演説調というのが、逆に芝

居じゃない印象を受けます。もし芝居なら、もっ

と神妙な態度をとるとか、うまくやるでしょう

から。

･･････････････････（文責：川﨑･二三彦）
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12．事例Ｆ⑥

　― 多額の借金を妻に言えず、経済的破綻の末に父が試みた一家心中の事例

（１）はじめに

本事件は、父が一家心中を企図して母（妻）と小４の次女を殺害し、中３の長女も殺害しようとし

たものの抵抗されて断念した後、殺害現場の自宅に放火して逮捕されたものである。父は「生活苦の

ため家族全員を殺して、自分も死ぬつもりだった」と供述している。

住宅ローンやカードローンなどで、父は多額の借金を負っていたが、こうした借金の実情について

母に伝えることができず、借金返済に向けた対策はおろか、母の言うがままに夫婦でパチンコに通っ

たり、母の度重なる泊付き旅行などで手持ち金が底をつき、事件発生へとつながっていった。

本事例は、借金の問題に加え、それらを解決するための努力を何らなしえなかった夫婦関係も背景

要因と考えられる事例であろう。

（２）事件の概要

x年１月27日午後３時頃、K市の住宅で「父が家族を刺して、火をつけた」と119番通報があった。

警察が駆けつけところ、３階建ての住宅内部がほぼ全焼しており、室内から実母M（36）と次女B子（10）

を救助するも死亡が確認された。同居していた長女A子（15）も手を切るなどして軽傷を負っていたが、

近所に逃げて無事だった。現場にいた実父F（39）は、現行犯逮捕された。

Fは、元公務員。住宅ローンのほか単身赴任による二重生活の負担からカードローンに手を出し、

退職金で借金を返済しようと考え、x－１年７月末に退職した。しかし、事件までの約半年間、仕事

をしなかったため、事件前日には所持金が２千円しかなく、無理心中を決意した。

Fは包丁を持ち出し、自宅階段においてMの腹などを刺した後、２階居間でB子を刺した。A子も刺

そうとしたが、揉み合いになり、A子が包丁を取り上げ、戸外に飛び出したため、FはA子殺害を断

念して３階寝室の布団にライターで火をつけた。MとB子の死因は、首を刃物で切られたことによる

出血性ショック死だった。

裁判員裁判で、Fは起訴事実を認め、無理心中を図った理由については「住宅や車のローンで借金

があった。妻に責められると思い、言えなかった。離婚になると子どもたちと会えなくなると考えた」

などと答えた。論告求刑で、検察側は「多額の借金をしていた上、パチンコを繰り返した。弁護士か

ら自己破産を勧められたが手続きをとらず、つまらないプライドから家族を殺して自分も死のうとし

た」等と指摘し、無期懲役を求刑。弁護側は、「経済的、精神的に追いつめられて抑うつ状態になり、

冷静な判断ができなくなっていた」として、懲役13年が相当とした。裁判所は、懲役26年の判決を下

した。

（３）家族構成

　　父F（39）：無職（元公務員）



－130－

　　母M（36）：パート

　　長女A子（15）:中３

　　次女B子（10）：小４

なお、本家族の自宅は、Mが幼少期か

ら育った母方実家と同じK市内にある。

（４）結婚と家族の変遷

父方祖母（Fの実母）の証言によれば、

Fは４人きょうだいの第３子として生ま

れ、幼少期は病弱だったという。性格

的にはおとなしく、甘えん坊で育った。

学童期のエピソードは特に話されてい

ないが、高校を卒業して公務員となり、

しばらくは自宅近くで勤務していた。

FがMと知り合ったのは、就職して２年後、転勤して自宅を離れ、Mの実家があるK市で勤務した

ことによる。出会いのきっかけなどは話されていないが、知り合ったのはx－18年２月というから、

Mが高校卒業間近の頃となる。

Mは中学時代、柔道部に入っており、Mの養父は「男子を投げ飛ばしたという話も聞いた」などと

供述しているが、高卒後は実家を離れて介護施設などで働いたりしたものの、ホームシックになって

自宅に戻ってきたのだという。

Mの養父によれば、Mが初めてFを連れて来たとき、Fは黙ってポツンと立っているだけで一言も喋

らなかったという。ただし、人柄がわかってくると、「まじめで良い人」だと感じたのだという。

Fは、Mの「明るい、はきはきしている」ところに魅力を感じたとのことで、知り合った翌年のx－

17年12月に結婚。Fは23歳、Mが20歳の時であった。

こうして始まった結婚生活だったが、長女A子の出産（x－16年）前後、経済的な危機に見舞われる。

Mが切迫早産で入院し、出産後にも転倒して再度入院したことによる費用がかさんで借金をしたこと

が発端となり、返済しては借りることを繰り返すようになったというのである。

借金は夫婦合わせて約200万円余になったというが、こうした状況のさなか、Fは転勤・転居となり

（x－12年４月）、Mは自分の生まれたK市を離れたのであった。

なお、借金についてはx－12年10月にMが、x－11年１月にFが、ともに自己破産する形で解決をみ

たが、破産宣告後のx－11年４月には次女B子が生まれ、x－９年４月、Fは再びMの実家のK市に転勤

となり、家族４人で移り住む。長女A子はこの時６歳。ちょうど小学校に入学した年であった。

（５）マイホーム新築

本家族のマイホーム新築は、Fの転勤とA子の小学校入学などが重なる中で浮かび上がってきたよ

家族図（事件発生時）
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うである。

「A子の通学も大変だね」

こんな話題が出てモデルハウスを見学し、宿泊体験もしてみたのだという。そうなれば、かなり積

極的な勧誘が行われるのは想像に難くない。

「あなたはマイホームに賛成でしたか？」

「反対」

弁護士の問いに、Fはこう証言する。自分の給料で借金を返済するには無理があるし、そもそもロー

ンの審査も通らないだろうと考えたのである。事実、最初は審査ではねられたのだが、セールス側が

別の金融機関での再審査を勧め、今度は一転、ローンが認められる。

「それで、妻が舞い上がってしまいました」

近々異動の可能性もあるし、単身赴任もないとはいえないと考えていたFは、賛成する気持ちにな

らなかったが、Mは「自分も頑張るし、あんたも頑張って」などと促す。

「それで、結局どうされました？」

「最後は、妻がセールスの人に『建てます』と言いました」

「それはだめだと、奥さんに伝えなかったのですか」

「言いました。けれど、『（妻が）私が決めたから』というので……」

「それであなたは、妻に従った？」

「はい」

結局、x－６年にMの実家と同じK市に新築をし、そのために組んだローンの総額は3200万円だっ

たという。

（６）夫婦関係

数年前に破産宣告している上に、２人で意見が違う多額の買い物を、こういう形で決めてしまう夫

婦の関係とはどのようなものか。以下ではこの夫婦の関係について、公判での証言などから検討して

おきたい。ただし、一方の当事者であるMは死亡しており、Mの主張が全く反映されていない点には

注意が必要である。

さて、Fはある時急に、「妻から、『あんたに決定権はない、主導権はない』と言われた」という。

それに対してFは、「あ、そうなの。わかった」と返事したのだという。

こうした証言を聞いていた裁判官が、次のように尋ねる。

「いつからそんな関係になったのですか」

「転勤があって、妻が初めて自分の生まれたK市を離れた時期（x－12年４月）からです」

「知らない土地で、妻が精神的に落ち込んだ様子だったので、刺激しないよう、言いなりになりま

した」

こんな答えが返ってきたが、実はこの転勤前にも、次のような出来事があった。A子がまだ１～２

歳頃のことだ。「妻が浮気している」という噂を耳にして疑いを持ったFが、勝手にMの携帯のメール
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を見たところ、「愛している」「私も」という男性とのやり取りが残っていた。そこでMを問い詰めた

ところ、「あんた、勝手に人の携帯見て」と逆ギレされ、以後はロックされて、メールを見ることも

出来なくなったのだという。

一方、FのほうはMから友人関係を制限され、友人の結婚式なども、「出る必要あるの」等と言われ

て出席しなくなり、忘年会の際にも、午後８時という帰宅予定時刻を過ぎたため鍵をかけられて閉め

出され、ひたすら謝って入れてもらったことがあるとのこと。こうしてFの交友関係は狭められていっ

た。

また、Fは家事全般も自分で引き受けており、朝が苦手なMに替わって朝食の支度をしたり、子ど

もの送り迎え等をして出勤していたという。後に述べる単身赴任の際にも、毎朝電話して子どもたち

を起こして登校を促していた。

裁判長に「退職後、家事全てをあなたがしている間、妻は何をしているんですか？」と尋ねられ、「恥

ずかしいけど、携帯ゲーム」と答え、「口では『後でやるから置いといて』と言うけれど、いつやる

かわからないので自分がやっていた」などと証言し、それについての不満を表明することもないので

あった。

このような夫婦関係は、事件発生までずっと継続し、変わることはなかったと考えられる。

（７）単身赴任

マイホームを建てた後は、Mもスナックで週３～４回のアルバイトをして月々約10万円を稼ぎ、何

とかローンの返済をしていたが、x－４年４月、Fが転勤を命じられて単身赴任になると、経済的な事

情が大きく変わる。

スナックに勤めるMは、夜の７時とか８時ごろ家を出て深夜２時頃帰宅するようなスタイルであっ

たため、Fが単身赴任で不在の平日には、小学校に入学したばかりのB子と、やはりまだ小学校６年

のA子だけを残して夜間に働くわけにいかず、週末に１回程度しか働けなくなった。したがって、単

身赴任後はMの収入が大きく減った上、Fは毎週帰省するため、新たに月４万円程度のガソリン代が

必要となった。その結果、Fの月収24万円の中から住宅ローン10万円、Mの自動車ローン４万円、水道・

光熱費３万円、さらにガソリン代４万円を支払うと、手許にはほとんど残らなくなってしまったので

ある。

こうした状況の中、単身赴任を始めて約３か月後、Fが家計の管理をするようになる。単身赴任し

たFが家計を管理することに不思議さを覚えたのであろうか、弁護士はその事情を尋ねる。

「給料は口座振込だったので、私がそこから別の口座に移し、車のローンも払い、残った分を家計

の口座に入れて、それを妻が管理していました。そうしたら、『どうせあんたが郵便局に行くのだから、

あんたやって』と言われたので、私が管理することになりました」

「理由は？」

「これという理由は聞いていません。面倒だったのかなと……」

「反論しましたか？」
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「いえ、していません」

家計の管理を移すについても、Mが提案し、それをそのままFが了解したことがわかる。

しかし、このような単身赴任を続ける以上、生活費は足りず、ローンの返済にも困ったFは、Mに

内緒で、８月頃からカードローンで借金をしては、そのお金を生活費にあてるようになる。

ところが、この年の12月頃から、夫婦はパチンコに通うようになる。１回につき、Fは２～３万、

Mは４～５万ぐらい使っていたというのだが、この点についても弁護士が質問した。

「パチンコを始めたきっかけは？」

「これというのはありません。妻が『パチンコに行きたい』と言い出したので」

「奥さんが行きたいと思ったのは何故ですか？」

「聞いたことはないけど、もしかしたらテレビとかで見たのかなと……」

パチンコを始めるようになった頃、家計はすでに危機的状況だったはずだが、Fはその点を伝えな

いまま、Mの希望どおりに行動するのである。

「パチンコに行くときは２人で？」

「はい」

「１人で行くことは？」

「ありました」

「それはどうして？

「妻に『行ってこい』と言われて……」

「どうしてそんな風になるの？」

「気になる台が入ったらしくて、『行って見てきて』とか言われて……」

なお、パチンコは事件発生直前まで続いており、事件前日の夕方も、Fは母方祖父に借金を頼んで

断られた後、パチンコ店でMと合流していた。

こうしたやりとりを聞いて、裁判員も疑問に感じたのか、さらに尋ねている。

「奥さんにパチンコを止めて欲しいとは思いませんでしたか？」

「止めて欲しかったけれど、『調子が悪い』とか、自分で『うつだ』とか言っていたので、少しでも

気をまぎらすことができたらと思って反対しませんでした」

「奥さんの趣味がパチンコだったとしても、ご自身は経済状況がわかっていたのですから、せめて

自分は行かないということはできなかったんでしょうか」

「……そうですね、勇気を出して、言えばよかったなと思います」

ところで、経済的な危機が進行する中、パチンコに加えて、Mが頻繁に旅行に出かけるようになる。

この点についても、弁護士が質問した。

「いつ頃から？」

「単身赴任した翌年（x－３年）ぐらいから」

「頻度は？」

「単身赴任しているときは、１～２か月に１回ぐらい」
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「退職後は？」

「１か月に１～２回」

「ということは、退職後、旅行の回数が増えた？」

「はい」

「一度行くと、大体何日くらい泊まる？」

「少なくて１泊、多い時は３泊」

「１回の金額は？」

「５万から10万」

Fと面接した精神科医は、この旅行に絡んで、「以前に浮気があって、スナックで働き、遠出もする。

『もしかして浮気？』と疑ってもよい状況だと思うが、本人はそう言っていません」と証言している。

それはともかく、経済的にますます苦境に陥ったFは、x－３年６月、勤務先の共済組合から150万

円の借金をし、11月にも140万円を借り入れる。

（８）退職

このような生活では、借金はふくれあがるばかりである。弁護士が質問する。

「どんどん借金が増えるが、どうした？」

「２回ほど弁護士に相談しました。最初は退職直前。自己破産を避けて債務整理をお願いしました」

この時、弁護士からは自己破産がよいとアドバイスされたものの、Fにはその決断ができず、結局

は退職の道を選ぶ。単身赴任による二重生活が経済的に大変だったこと、家族と離れて淋しかったこ

と、退職金で借金を返済しようと思ったことなどが、その理由だという。

「退職について、事前に奥さんに相談しましたか？」

「はい」

「反対されませんでしたか？」

「されなかった。『公務員は続けてほしいけど、K市に戻ってきて働くのならいいよ』と」

「当然再就職が前提ですね。退職時、次の仕事は決まっていましたか？」

「いえ、決まっていませんでした」

こうしてFは、x－１年７月末に退職し、８月には、退職金として共済組合の借金を相殺し、約600

万円を受け取った。

Fは、退職直後の８月にも弁護士に相談するが、「債務整理するなら定職について30～40万ぐらいの

給料がないと無理だよ」と言われ、やはり自己破産を勧められる。

「あなたはそれを聞いてどう考えましたか？」

弁護士が質問する。

「弁護士の先生には、『奥さんとよく相談して下さい』と言われました。でも相談できなかったので、

とりあえず定職を探すことにしました」

「どうして奥さんと相談できなかったんですか？」
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「すでに一度自己破産しているし、新築した家を売るとなると、近所中に知れ渡って家族にも恥ず

かしい思いさせることになります」

「ところで、退職後の再就職についてはどんなお考えでした？」

「すぐに見つかると。甘い考えでした」

「再就職のため、どのような行動を？」

「ハローワークに行きました」

「何回ぐらい履歴書を出しました？」

「３回ぐらい。でも面接まで行かない」

「書類審査で落とされる？」

「はい」

「どのような理由で？」

「分からない。ご縁がなかったのかな、と」

この点については、検察側からも厳しい質問が出た。

「アルバイトは？」

「していません」

「日雇いの土木作業とかは？」

「いえ」

「どうして？」

「妻に『アルバイトじゃなく職についてほしい』と反対されたので……」

「でも、奥さんに借金のことを話せば、『アルバイトでも何でもして』と言ったのではありませんか？」

「今はそう思います」

ところで、Fが自宅に戻ってから、Mが仕事を増やしたということもない。この点について、弁護

士は、「もともと、あなたが単身赴任でほとんど家にいないから、奥さんは子どものために仕事を減

らしたんですよね。だったら仕事を辞めて戻って来ているのですから、奥さんは仕事を増やせるので

は？」と尋ねている。

「そうですね」

「では、現実的に増やしましたか？」

「いえ」

「どうして？」

「妻に『仕事を増やす意味が分からない』と言われました」

「そう言われて、どう思った？」

「働くのが嫌なのかな、と」

結局のところ、Fの退職後はほとんど収入が得られず、退職金は月々のローン返済や生活費に使わ

れて費消されるばかりとなる。しかも、退職後にパチンコに行く回数は増えており、10月頃にはB子

からFに対してそれを咎める手紙が届く。次のような内容だ。
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「パパへ。パパは鬼ごっこやかくれんぼをしたのを覚えていますか？　そのときはとても楽しかっ

たです。パパは最近遊んでくれないからとても寂しいです。だってパチンコばっかりでつまらない。

正直もうパチンコなんて全部なくなってしまえばいいと思っています。話が変わりますが、仕事探し

頑張って。家族のために頑張ってください」

退職後はMの旅行の回数も増え、x－１年12月中旬頃には、ついに退職金も底をついてしまう。

（９）犯行直前の状況

Fは、金銭的に切羽詰まった12月頃から、将来を悲観して自殺を考えるようになった。そのあたり

の心境について、裁判官が問うと、「何となく」という答えが返され、まだ漠然とした気持ちであっ

たことがわかる。

裁判官が引き続き質問する。

「もう少し詳しく」

「どうしようもない気持ち。無理心中しかない」

「家族を殺した上であなたも死ぬと？」

「はい」

「あなただけ死ぬということは考えた？」

「考えた」

「いつのこと？」

「多分、最後にお金を引き落としたとき。これがなくなるとやばい。『自分だけ死ななきゃダメ』と

考えた」

無理心中を実際に考え始めたのは、決行の４～５日前からだという。

「あなただけ死ぬか、家族と一緒に死ぬか、迷った？」

「まず自分だけと考えた」

「それを実行しなかったのはなぜ？」

「結局、自分だけ死んでも、子どもたちや妻が苦労する」

決行までにはこんな思考過程があったというのである。

年が明けて１月になると、家計はいよいよ窮迫し、犯行前日の26日には、灯油がなくなってしまっ

たのに所持金もほとんどない状態になってしまった。

ただし、Fはこの日、散髪に行っている。裁判長がこの点を尋ねる。

「散髪に行っていくら使った？」

「3,600円」

「それで所持金が2,000円に？」

「はい」

「そのときには、もうお金がなかったんですよね。それなのに、なぜ散髪に行ったの？」

「はい、『その髪、気持ちが悪いから行って』と妻に言われ、断るとトラブルになるから逆らえずに
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行きました」

散髪の後、すでに述べたように、Fはパチンコ店でMと合流する。そこでFは、父方祖母（Fの実母）

に電話して「２万円貸して」と依頼する。

祖母はx－１年になってから何度となく用立てしていたようで、裁判では、「都合30万円ぐらいは出

したと思う」と証言している。ただし、この日は土曜で、すでに時間も遅く、「いくら急いでも明日

一番になるよ」といって承諾したのだという。

翌27日。犯行当日である。Fは、２万円を当てにしてのことであろう、ガソリンスタンドに灯油

３千円分を頼み、お金を引き出すためにA子と一緒に銀行ATMへ行く。ところが、いざ通帳を入れ

ると記帳欄がいっぱいで、画面に「新しい通帳に交換してください」とのメッセージが現れる。祖母

は約束どおり振り込んでいたので、記帳はできなくても何ら問題はなかったが、日曜日で通帳の更新

ができなかったことから、Fはお金がおろせないと思いこみ、最後の望みも断たれたと感じて無理心

中を考えたというのである。

Fは銀行を出て、灯油の予約をキャンセル、A子と一緒にコンビニで800円ほどの食料を買って自宅

に戻った。

この時のことを、A子は次のように供述している。

「朝11時頃、お父さんに起こされた。お父さんが『銀行に行く』というので、自分もついて行った。

その時の様子は覚えていないけど、その後、買い物して帰って、お父さんがご飯を作って、妹と笑い

ながらふざけて食べて、家族ビデオを見ていた」

子どもは、自分の親が自分を殺そうとすることなど想像だにしない。だが、Fは直後の午後２時半頃、

凶行に及ぶのである。

（10）犯行

怪しまれないように昼食を何とか済ませ、午後２時半頃、Mが出かけようとするのを見て、Fは包

丁で刺すことを決める。そして、２階の台所から持ち出した包丁を服の中に隠し、Mが２階から下へ

降りるときを狙って、背後からMの首に突き刺したのである。Mは悲鳴を上げ、階段から滑り落ちて

尻餅をつき、仰向けに倒れる。以下は検察官とFとのやりとりである。

「その時、奥さんはまだ意識がありましたか」

「はい」

「あなたは何か言いましたか」

「『一緒に死んでくれ』と」

「その時、奥さんは？」

「『わかった、わかったから冷静に話し合おう』『子どもたちのことも考えて』と言いました」

「あなたは」

「一応、『わかった』と言ったけど、自分はもう心中するつもりだったので、脇腹を刺した」

「その時、子どもたちは？」　
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「気がつくと、階段の上から見ていた」

この時のことを、A子は次のように供述している。

「テレビ見ながら携帯いじっていたら、いきなり叫び声が聞こえて、自分はふざけていると思って

いたけど、妹はお母さんが大好きだから見に行って、『ママが大変』とすごく泣いていた。『どうした？』

と聞いても言葉が出てこなかったので、自分で見にいったら、お父さんがお母さんに向かって包丁を

振りあげていた。お母さんが、『子どもたちの前ではやめて！』って言って、私には『あっち行って

なさい』って……。２階に上がって救急車とか呼ぼうとしたけど、頭が真っ白で番号が分からなくなっ

た」

一方Fは、Mが動かなくなるのを見届けて２階に上がる。そのことについての検察の質問が続く。

「子どもたちは何をしていた？」

「救急車と警察の電話番号を相談していた」

「それで次女を刺した？」

「はい」

Fは、位置的に自分に近く、背を向けていたB子の背後から、やはり首を刺したのだという。

「次女を刺したらどうなった？」

「倒れた。可哀想だなと……」

B子は、ひざから崩れるように倒れ、即死状態だった。次にFは、包丁を持ってA子に近づく。

「長女はどうしました？」

「後ずさりして和室に逃げたから、追いかけた」

「その時、あなたは何か言った？」

「一緒に死んで、と」

「長女は？」

「いや、死にたくない、殺さないで、と」

「それで気持ちは変わらなかったの？」

「その時はもう、『やらなきゃ』とだけ」

ただし、背後から刺したMやB子と違って、FはA子と向かい合っていたため、左脇腹に包丁を向け

たが、A子はそれを交わして逃げる。Fは追いかけ、A子が尻餅をついたところで再び刺そうとしたが、

A子はその包丁を両手で掴んで防いだという。A子の供述。

「『殺されるよりまし』『お母さんと妹を助けなきゃ』と思って刃を持った。『手を放しな』と言われ

たけど、今放したら殺されると思って、放さなかった」

結果的には、Fが包丁を手放し、その場を離れて台所に行き、果物ナイフを取り出す。しかし、そ

れもA子に見つけられ、取り上げられる。

「もう殺せないと思って、A子には『お母さんを見てきて』と言い、たばこを吸うために台所に行っ

た」

一方、A子は靴も履かずに玄関を飛び出し、近所の家に助けを求め、保護されたのであった。Fは、
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焼身自殺するつもりで自宅に火をつけたものの、A子が助けを求めた近隣からの通報で駆けつけた警

察官に、現行犯逮捕されたのであった。

（11）精神科医の意見

さて、本事件では、Fが拘留されていた４月頃、精神科医から２回にわたって都合約２時間の問診

を受け、心理士による心理検査も実施している。以下では、公判における精神科医の証言を整理して

おきたい。なお、問診には弁護士も同席していた。

まず、事件当時のFの精神状態について、医師は「抑うつ状態」であったと説明する。「抑うつ状態

は病気なのか？」という質問に対して、「もともと素因があって、理由もなくうつ状態になる病気と

は違う」と否定し、診察回数が少ないので断定できないが、「長い間ストレスフルな生活にさらされ

ていると、だんだんうつ状態になっていく。いわば反応性のうつ状態である」と解説する。そして、

裁判員にもわかりやすく説明する意図があったのか、しきりに「お疲れ」という表現でFの心理状態

を説明した。

「うつ状態の原因については、もともと内向的な方で、結婚された後に友だち付き合いがないし、

やはり借金の問題が大きい。それと、お疲れだった。家の心配とか、単身赴任のときに、朝、お子さ

んを電話で起こしたとか、週末に帰ってきてから家事や掃除をしていたというのは、お疲れの要素だ

と思う」

これに対して検察側は、思わず「掃除の分担と犯行は関係あるのか？」などと問いかけたが、医師

は「一つ一つが大きな理由になっているのではなく、お疲れになる原因の一つと推測できる」「不満

があってもおかしくない状況だが、それをため込んでいた。本人の口調から、進んで家事をしたとい

うのでなく、諦めを感じた」と答えている。

また、検察はMの不貞の疑惑についても尋ねているが、これに対して、「本人は奥さんについての

不満は言わなかった。しかし、客観的に考えて不満に思ってもよい状態なので、気持ちを押し込んで

いたと考えられる」と証言している。

公判では、Mに対して自己主張できなくなっていた点についての質問も出された。

「被告人は、妻に対して自己主張できなくなっていたが、なぜできない？」

「被告人はもともと争いごとをしない性格。内向的な上、夫婦になってから自分の考えを引っ込め

れば揉め事を避けられるという考え方に傾くことが多かった」

「夫婦であれば『お金がないから旅行を控えて』とか、妻が出かけるのであれば、『誰と会うの？』

などと訊いていいと思うが、それもしていないのは被告人の気性だろう」

検察の質問に、医師はこのように答えている。

「結局、先生としてはなぜ心中になったとお考えですか？」

「借金、自分の疲れ、気分の落ち込み、現実的に解決策を考えられない。視野が狭くなっていたか

らではないか」
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（12）判決

事実に争いがなく、論告求刑では量刑が問題になったが、検察側は無期懲役を求刑した。そのおも

な理由は、①犯行対応は執拗かつ残虐で、②２人の命を奪い、なおかつ長女にも傷を負わせているなど、

結果が重大である。③犯行動機も極めて身勝手、④自宅放火というのも極めて危険で悪質といえる、

などであった。なお、今までの無理心中事件と比較し、過去には長年の介護疲れや犯人の精神障害が

考慮された事案があったが、本件はそれらとは違うとしている。

これに対して弁護側は、考慮すべき点として、以下のように述べる。まず、①目的が一家心中であ

ることを挙げた。一家心中がなぜ考慮すべきなのかについては、抑うつ状態がひどくなって現実的対

応ができなくなり、心中以外の選択肢を考えられなくなっていたこと、同じ殺人罪であっても、自分

の利益、強い憎しみからの殺害ではない点を挙げていた。次いで、②借金の原因は被告人のみの責任

ではないこと、③就職活動をしていたが上手くいかなかったこと、④現住建造物等放火の中では比較

的危険性が低かったこと。⑤犯行の計画性も低いこと、⑥A子の殺人を自ら断念していること、など

を挙げていた。

また弁護側は、Fが公務員としてまじめに働き、家事全般もこなしていた点、前科・前歴がなく、

本件を深く反省し、A子とも手紙のやりとりがあることなども述べて寛大な判決を希望した。弁護側

が示した量刑は懲役13年であった。　

これらの主張に対して裁判所が出した判決は懲役26年。犯行の残虐性を認め、放火についても弁護

側の主張を退け、近接する隣家にまで燃え広がる不安を惹起させたとした。一方、借金の増大は、必

ずしもFのみの責任ではなく、Mが長く家庭内の主導権を握り、FがMに付き従う夫婦関係があったと

しつつも、だからといって、家計の実情などをMに伝えなかったのはやむを得ないとまでは言えない

とした。また、Fが犯行当時抑うつ状態に陥っていたことは認め、それがFの選択肢の幅を狭め、無

理心中という最悪の方法を選択することにつながった可能性がある点は認めたが、Fが何らの相談も

せず、自らの判断でその場しのぎの対応を繰り返していたことは事実であり、抑うつ状態については

考慮できるとしても、一定の限度にとどまると結論づけている。

そして「このような犯情を考えると、被告人の刑責任は非常に重いというべき」だとして、上記の

判決となった。
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Ⅳ．考察

１．保健師の立場から

「親子心中」事例について、地域の関係機関、保健機関における支援の糸口を考えるために父親が

加害者である父子心中および一家心中６事例と母親が加害者である母子心中６事例に分けて分析をお

こなった。今回の心中事例は、未遂により親は生存したが、子どもが死亡した事例である。裁判傍聴

記録等から父親、母親が自殺にいたる動機および子どもの殺害に至った理由について抽出した。動機

については、平成25年度自殺対策白書（内閣府）の自殺動機の「健康問題」（身体的病気、精神的病

気等）、「経済・生活問題」（生活苦、負債、失業等）、「家庭問題」（夫婦関係の不和、家族関係の不和等）、

「勤務問題」、「男女問題」、「学校問題」などを参考に分類した。

（１）父子心中・一家心中事例の概要

ア）全体像

父子心中・一家心中の父親の年齢は30歳代から50歳代で平均39.0歳、死亡した子どもの年齢は１歳

から10歳までの７人で平均6.3歳であった。父親の学歴は高校卒３名、大学中退１名、大学卒２名であっ

た。６事例中、父親の精神疾患が推測されたのは、事例F②の著しい体重減少と事例F③のうつ的状

態であったが、いずれも精神科受診歴はなかった。

自殺・心中の動機は、「家庭問題」が５名（83.3%）でありその内容は夫婦関係の不和が４事例、そ

の他の家族関係の不和（父方祖父母と母親の不和）１事例（事例F⑤）であった。「経済・生活問題」

は３事例（事例F①④⑥）（50.0％）で、760万円から１億円の負債があることが記述されていた。

家族関係については、母親と離婚が３事例（事例F①②③）あった。事例F④は夫婦関係不和で母

親を殺害し、その後子どもとの心中に至っており、この事例を含めると父子心中事例は全数父親自身

が子どもを世話する立場にあった。父親と母親の婚姻関係は初婚同士がほとんどで、事例F②のみが

母親が再婚であり複数の男性関係があった。

事例とかかわりがあった関係機関・職種については全例とも特に記述されておらず、父子心中事例

を把握の困難さが窺われる。

イ）父子・一家心中で子どもを殺害した理由

父親が自らの自殺だけでなく子どもを巻き込んだ理由について、裁判での被告人の言葉から「残さ

れた子どもがかわいそう」「子どもと離れたくない」と言うことがあった。父子心中４例（事例F①②

③④）とも父親が子どもの世話をする立場にあり、子どもとの一体感がより強まっていたと考えられ

る。
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（２）母子心中の概要

ア）全体像

母子心中の母親の年齢は30歳代から40歳代で平均38.7歳、死亡した子どもの年齢は、３歳から11歳

までの８人で平均7.3歳であった。母親の学歴は、中学校卒２名（事例M⑤⑥）、高校中退１名（事例

M④）、高校卒２名（事例M①③）、大学卒１名（事例M②）であり、父親が全員高校卒業以上であっ

たのに比べ、半数の事例は高校卒業に至っていなかった。また、高校卒業していた事例M①と事例M

③は、中学校時代にいじめや不登校などがあったことが記述され、複雑な思春期であったことが考え

られる。

精神的問題による医療機関へ通院・入院は６事例中５事例（事例①②③⑤⑥）にあった。精神的問

題の内容はリストカット、摂食障害、うつ、パニック障害、双極性障害、社会不安障害などであった。

事例M②は外国で出産していてその時産褥うつを呈していた。また、事例M①と事例M⑥は以前から
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自殺未遂歴があり、事例M③④は事件前に母子心中未遂があった。

子どもの病気・問題は２事例にあり、事例M③の長男はWPW症候群等、事例M④は自閉的傾向（広

汎性発達障害）があった。いずれも、生命が危ぶまれるほどの重度な心身障害ではなかった。他の４

事例の子どもについては疾病・障害は特に記載されていなかった。

自殺・心中の動機は、「健康問題」の精神的疾患が４事例（事例M①②⑤⑥）（66.7％）、「家庭問題」

が４事例（事例M③④⑤⑥）（66.7％）、「経済・生活問題」が１事例（事例M④）（16.7％）であった。「家

庭問題」は、夫婦関係の不和や複数の男性との関係問題であった。　

母親の生育歴等は、事例M①②③の生育歴は不明であったが、事例M④、事例M⑤、事例M⑥では

幼少期から両親の離婚、ネグレクト、身体的虐待、性的虐待や性的関係の強要があったことが示され

ていた。

事例と関わりがあった関係機関・関係職種としては、精神科等医療機関が５事例（事例M①②③⑤

⑥）、保育所２事例（事例M④⑤）、学校１事例（事例M⑥）、児童相談所２事例（事例M⑤⑥）、保健

機関３事例（事例M④⑤⑥）、生活相談（生活保護）機関１事例（事例M⑥）などであり、父子心中

事例と比べ、心中に至るまでに関係機関と接点があったことが示されていた。

イ）事例別生育歴・家族歴と自殺・心中との関係

事例M①の生育歴は不明であるが、中学校でいじめがあり高校は不登校になっている。結婚前から

リストカットがあり、結婚、離婚後精神状態が悪化し、摂食障害、全般性不安障害、自殺未遂などが

あり精神科への通院、入院などに至っている。しかし、これほどの精神症状を呈するに至る家族関係

は不明であり、裁判の証言ではむしろ良好とも受け取れる発言があり、母親の精神症状の重症さに比

べ違和感があった。また、家族から関係機関へ母親の精神的問題について相談がされたかについても

不明である。　

事例M②は幼少期の詳細な生育歴は不明である。事件に至る精神的問題（双極性障害）との関連を

読み取ることはできなかった。

事例M③は、「小さいときから自分が嫌いで消極的・内向的であった」と述べているが、それに関

連する生育歴は不明である。しかし中学校時代からいじめで自殺未遂があり、自死念慮があったこと

が考えられる。また、本事件に発展する自宅購入問題についての父親との葛藤について実家等に相談

しているが、それ以前の結婚後流産などの自らの身体的状態については実母に相談できておらず、実

母との関係が不明である。

事例M④は、幼少期からネグレクト状態にあったことが考えられ、中学時代の早期から友人の姉の

元夫と性的関係をもち17歳で妊娠・出産、その後19歳、20歳で３人の子どもを出産している。また裁

判での証言から元夫の義父からの性的虐待も疑われる。自傷行為や自殺未遂などの身体を傷つける行

為は示されていないが、極度の経済的困窮を招いたパチンコ、スロットなどへの依存は重度であり、

生きることへのエネルギーの乏しさを感じさせる。

事例M⑤は、幼少期からネグレクトと身体的虐待のなかで育ち、中学校から酒・たばこ・シンナー

など非行歴があった。異母兄からの性的虐待は不明である。10代からリストカット、自傷行為、解離



－144－

症状があり、その後摂食障害、難治性うつとなっている。多量服薬など自殺未遂行為が断続的にある。

離婚歴複数、複数の男性関係による中絶も複数回あり、自らの身体へのいたわりが乏しい。

事例M⑥は、９人きょうだいの５番目で出生し、実母の知的障害などもあり、幼少期からネグレク

ト状態であったと考えられる。10代早期から姉の夫の子どもからの性的虐待、実兄からの性的虐待、

レイプを受け、その後結婚した夫からはDVなど暴力と性的関係の強要のなかで生きてきたといえる。

そのなかでリストカット、自傷行為、うつ、パニック障害、母子心中未遂など自ら傷つけ、そこに子

どもを巻き込んでいる。

ウ）母子心中の理由

母親が自らの自殺に子どもを巻き込んだ理由の１つとしては、「自分が必要とされていない、自分

はいなくてもいいんじゃないか」、「父に自分を精神的に追い詰めていることを知ってほしいと思った」

などの見捨てられ不安があることが示されていた。さらに、「自分が死んだら子どもが父との生活で

精神的に苦しむと思い、殺害を決意する」、「父方祖父母に子どもの面倒はみれない、子どもに不便な

思いをさせるがかわいそう」、「父は子どもの面倒をみてくれない、子どもには障害があり将来が暗い、

残していけない」など自分が死んでしまえば子どもの世話をする人がいなくなることへの不安、他の

人に子どもを任せられないという思いがあると考えられる。
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（３）考察―関係機関、保健機関は心中事例の支援の糸口を探ることが可能か

ア）父子・一家心中

平成25年自殺対策白書では30歳代の自殺の動機で最も多いのは「健康問題」、続いて「経済・生活

問題」、「家庭問題」となっている。父子・一家心中の動機では「家庭問題」における夫婦関係の不和

が５事例（事例F①②③④⑤）とほとんどであり、続いて「経済・生活問題」多額の負債ありが３事

例（事例F①④⑥）であった。自殺対策白書の動機でもっと多かった「健康問題」についてはどの事

例も記載がなかった。このことが、単独の自殺とは異なる父子・一家心中事例の特徴であると考える。

「健康問題」で医療機関や保健機関に本人または家族から相談はなく、父子心中事例を事件前に関係

機関や保健機関で把握することは難しいため、支援に限界がある。しかし、子どもの出生前後にかか

わる医療機関や保健機関において、その時点の夫婦関係、経済状況などを把握しておくことができれ

ば、今後の関わりの糸口になる可能性がある。また、自殺対策と同様に職場などにおけるメンタルヘ

ルス対策の充実も期待される。

イ）母子心中

父子心中事例と比べ、母子心中事例の特徴は２つある。一つは、６事例中５事例（事例①②③⑤⑥）

が精神科または心療内科通院歴があり、パニック障害、うつ、社会不安障害などの診断がされており、

これは父子心中事例と大きく異なる点である。精神科通院歴がなかった事例M④も見捨てられ不安や

複雑な男性関係の状況等から境界性人格障害があったのではないかと推測され、母子心中事例は全例

精神的問題があったと考えられる。第９次報告の心中事例の分析においても「保護者自身の精神疾患、

精神不安」が最も多く、本事例の傾向と一致している。そのため、母親が通院・入院していた精神科

医療機関との連携が不可欠である。周産期の医療機関と保健機関の連携のようなシステムが精神科と

関連機関の間で広がっていくことが必要であると考える。

二つ目の特徴は、母子心中事例の母親の生育歴の厳しさである。本事例では裁判の傍聴により、母

親等の生育歴・家族歴についてもある程度把握することができた。その結果、心中時に精神的疾患が

あったという一時点の情報だけでなく、かれらの精神的症状を生育歴との関係のなかで考えた。心中
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以前にリストカットがあった母親は３事例（事例M①⑤⑥）あった。リストカットの誘因となる出来

事としては家族や友人などとの対立、周囲の人に受け入れてもらえないといった対人葛藤があり、幼

少期から親との関係が不安定であったことが多いとされている（山田,･ 2007）。本事例においても、身

体的虐待歴、性的虐待歴などをもつ母親にそれらの行為が見られている。単に現在の精神疾患あるい

は精神的状態だけをみるのではなく、彼らがここまで生き延びてきた生育歴を丹念にたどることが彼

らを理解することにつながっていくと考えられる。事例M①では、生育歴の詳細は不明であるが、20

代から始まっているリストカットから、母親の幼少期の親との関係について確認していくことの必要

性を示唆している。

事例M④は、精神的問題の記載はないが、唯一乳幼児健診等での保健師の関わりが記載されている

事例である。しかし母親は保健師と子どもの障害をめぐって関係がうまく築けていない。保健師は、

母親のこれまでの厳しい生き方を把握することで、子どもの問題だけでなく母親への支援の必要性が

理解でき、これまでと違ったかかわりができたのではないかと考える。

父子心中事例に比べ、母子心中事例の母親は、これまでの人生での対人関係面での問題が大きく、

身体的、精神的傷つきの深さがあり、容易にSOSをもとめることができない状況にある。まさに自ら

支援をもとめてこない親たちである。地域の関係機関がこれらの支援が必要な親を見いだしていくた

めには、以下の情報を意識的に把握することが必要であると考える。

①リストカットなどの自傷行為

②身体的虐待歴、性的虐待歴

③自らの身体的状態への関心の乏しさ　

これらの観点はこれまでの保健機関の支援のなかでは把握できていなかったあるいは把握できてい

てもその後の行動を予測することが難しかった情報である。地域の関係機関・保健機関の専門職がよ

り精神的問題への知識を深め、その背景を理解できるようになることが心中事例の予防のために必要

なことであると考える。

（上野･昌江）

＜文献＞
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内閣府：平成25年度自殺対策白書

山田佐登留（2007）「よくみる子どもの心の問題･思春期の問題･リストカット」母子保健情報55，pp.46-49
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２．精神科医の立場から

今回検討の対象となった親子心中事例を、精神科医の立場から振り返ってみたい。

事例全体に共通していたのは、いずれの事例も、加害者の配偶者（もしくは、元・配偶者や恋人）

との関係性に問題を抱えていたということである。その問題は、一部の事例では、離婚（事例F①②③）

や、離婚・再婚・不倫を繰り返す不安定な関係性（事例M⑤⑥）として認められた。しかし、他の事

例ではもう少し不明瞭なかたちで認められ、配偶者に別の異性の影があって、たえず関係解消の不安

に苛まれる関係性（事例M⑥、事例F②⑥）や、自己主張の強い配偶者に圧倒されたり（事例F④⑤）、

配偶者からの怒りや叱責に怯えたりする関係性のあり方（事例M④、事例F④⑥）として認められた。

このような対等でない関係性は、加害者に孤立無縁感を引き起こし、主観的に「出口なし」の状況を

作り出した可能性がある。こうした状況は、まちがいなく犯行の動因の一つとなったであろう。

共通点とは別に、加害者が母親であるか父親であるかによる相違点も認められた。相違点は二つあっ

た。一つは、配偶者との関係性において生じた出来事から犯行までの時間経過に関する相違である。

加害者が母親である場合には、配偶関係における問題から犯行までの時間経過は比較的緩やかであり、

いわば「慢性」に推移している事例が多く見られた。具体的には、離婚後10年という長い期間を要し

ていたり（事例M①）、結婚を維持しながらも、配偶者とのあいだに長期間緊張した関係にあったり

する事例（事例M②④）が少なくなかった。また、幼少時に不適切な養育環境のなかで生育し（事例

M④⑤⑥）、早くからリストカットや過量服薬といった自己破壊的行動を呈し、おそらくはそれと同

種の破壊的行動として不安定な異性関係を繰り返してきた者もいた（事例M⑤⑥）。このように、「慢性」

の関係性破綻は、事件の根本的な要因が生育歴にまで遡りうる、根深い問題を意味する一方で、予防

的介入を行う時間的余地が存在する可能性を示唆する。一方、加害者が父親である場合には、配偶関

係における出来事から犯行までの時間は短く、いわば「急性」の特徴を呈していた。たとえば、事件

そのものが離婚直後（事例F①②）、あるいは、まだ婚姻関係は継続しているものの、結婚生活の危機

（妻の不貞）（事例F②⑥）、さらには、妻からの圧力（事例F④）や妻と実家との板挟み（事例F⑤）

といった困難な出来事から、短期間で事件が発生していた。これらの父子心中事例が呈する「急性」

の特徴は、予防的介入がより困難である可能性を示唆する。

もう一つの相違点は、加害者側ではなく、加害者に対する司法的対応を判断する側に見られるもの

である。それは、加害者が母親である場合には、しばしば精神鑑定の対象となるが（事例M①②③⑤⑥）、

男性の場合、精神鑑定がなされたのは１事例（事例F③）のみにとどまったという事実である。しかし、

公判で明らかにされた情報から推測するかぎり、他にも精神鑑定を実施すべき事例が存在したように

思われる。たとえば事例F⑤では、裁判所は、犯行に関する記憶に健忘を残していることについて、

精神科医の意見書による、「犯行のショックから事後的に健忘を生じた」という指摘を無批判に受け

入れているが、少なくとも明らかにされた情報からは、犯行自体が解離状態のなかで行われた可能性

（＝解離性障害に罹患していたという可能性）を否定できるものはない。また、事例F⑥では、犯行を

決断する最後の引き金が「ATMメッセージの誤読」であったことが明らかにされているが、そのよ

うな初歩的な誤読が、激しい焦燥と深刻な精神機能の抑制を背景としたものである可能性を誰も疑っ
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ていない、という点も不思議である（この状態は、加害者の平生の状態からの懸隔は顕著である）。

結果として、父子心中は母子心中に比べて加害者に対する量刑が圧倒的に重い傾向があるが、そこに

は、不当な恣意や先入観があるように思えてならない。

もっとも、精神鑑定の対象となったとしても、全体として刑事責任能力の減免は限定的であり、あ

くまでも処罰を優先する判決が出ていたという印象を受ける。特に驚いたのは、父子心中事例F③で

ある。この事例は相当に重篤なうつ病に罹患しており、実際、精神鑑定を行った医師も、犯行時の精

神機能について「心神喪失」相当と判断していた。それにもかかわらず、判決では完全責任能力とさ

れた。また、心神耗弱を認定された母子心中の２事例（事例M①②）についても、公判記録を見るか

ぎり、心神喪失者等医療観察法の申し立てを想定した議論はなされていなかった。

上述した事例の特徴を踏まえて、親子心中の予防という観点から筆者なりの考えを示したい。

筆者は、親子心中の加害者を処罰することに異を唱えるつもりはない。ただ、今回の検討において、

多くの母子心中加害者が精神鑑定の対象となっていたという事実、そして、精神鑑定の対象となった

者は少なかったものの、父子心中加害者では、母子心中加害者以上に深刻な精神病理の存在が推測さ

れたという事実は無視できない。これらは、単に処罰による威嚇効果だけでは親子心中が予防できな

いことを示すものといえるであろう。

親子心中には「拡大自殺」としての側面もある。実際、今回検討した事例のなかには、早くからリ

ストカットや過量服薬のような非致死的自傷などの、従来、自殺の危険因子とされてきたものを早く

から呈していた事例（事例M⑤）や、犯行前に、平生の本人らしくない行動・態度（事例M②③、事

例F③⑥）のような、よく知られている「自殺のサイン」が認められた事例は少なくなかった。その

意味では、親の自殺を予防することが親子心中を予防することにつながる可能性がある。今回検討し

た事例でも、親が抱える困難が周囲に早くキャッチされ、速やかに何らかの介入・支援を提供される

ことで、彼らに自殺の計画を断念させることができたとすれば、親子心中を防ぎ得たかもしれない。

特に母子心中事例では、困難な状況を呈してから犯行までの経過は慢性であり、すでに精神科医療

につながっていた事例も少なくなかった（事例M①②③⑤）。このことは、そのような事例では精神

科医療による介入で事件を未然に防ぎ得た可能性を示唆する。もちろん、診察室だけの治療で防止し

得たとは考えにくいが、地域保健機関や児童福祉機関との連携、訪問看護を活用したアウトリーチに

よって緊張を抱えながら孤立する家族に、ある種の「風穴」を開けることができた可能性は否定でき

ない。

以上より、次のことがいえるであろう。すなわち、子どもを抱える成人患者の治療に携わる精神科

医療関係者は、つねに子どもの危険を考慮して治療に臨む必要があり、通常診療において、患者の自

殺リスク評価を怠らないことは、単にその患者の自殺を防ぐだけでなく、拡大自殺である親子心中を

防ぐうえでも有効であることを忘れるべきではない、ということである。

（松本･俊彦）
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３．弁護士の立場から

（１）はじめに

ア）心中

「心中」とは、本来、家族や恋人などの一定の関係にある複数の者たちが、合意の上で一緒に自殺

することをいう。

現代の日本では、自殺そのものは犯罪ではない。しかし、①他人に自殺を唆したり、他人の自殺を

手伝う行為（自殺関与罪）、②他人の嘱託を受け、または承諾を得て殺す行為（同意殺人罪）は、い

ずれも６か月以上７年以下の懲役又は禁錮として処罰される（刑法202条）。

自殺関与罪および同意殺人罪が、殺人罪（刑法199条）の法定刑よりかなり低い量刑とされている

理由としては、一般に、①自殺関与罪については、生命は本人だけが左右し得るものであり、他人が

関与することは許されないためであると考えられており、②同意殺人罪については、被害者である本

人が自由な意思決定に基づいて命を放棄していることから、法益侵害の程度が単なる殺人罪よりも小

さいためであると考えられている。

したがって、本来の意味での「心中」であっても、生き残った場合には、自殺関与罪や同意殺人罪

等の犯罪が成立する可能性が高い。

イ）無理心中

他方、本研究で扱われている「親子心中」は、そのほとんどが、いわゆる「無理心中」である。「無

理心中」とは、一部の者が同意してない状態での心中であり、一般的には、無理心中を望んだ者が他

の者を殺害した上で、自ら自殺を図ることによって実現しようとするものである。

今回、検討した事例の中にも、被害者である子どもが死亡を望んでいたり承諾していたことが証拠

上明らかな事例は１つも無く、その全てが「無理心中」であった。

「無理心中」は、自殺関与罪や同意殺人罪のように罪を軽くする理由はなく、無理心中を望んだ者

が生き残った場合、単なる殺人罪として責任を負う。

（２）事例の分析

ア）資料について

今回の検討は、12事例すべてが裁判員裁判に出された証拠と法廷での証言をもとにしている。

起こった事件の量刑を決める裁判員裁判と、原因追及や予防の可能性を検討しようとする本研究と

では、目的が異なるためやむを得ない面もあるが、加害者の生育歴や事件前の生活の状況についての

情報が証拠として十分に提出されなかったために、把握が難しい事例が複数あった。

イ）責任能力について

12事例中、心神耗弱が認められたのは２事例（事例M①②）であり、他は完全責任能力があるとさ
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れた。

完全責任能力があるとされた10事例のうち、精神鑑定があったのは４事例（事例M③⑤⑥、事例F③）

であり、残りの６事例は責任能力が争点となっていない。

ウ）量刑について

上記のとおり、今回検討した事例はいずれも単なる殺人罪（刑法199条）であるにも関わらず、12

事例中、同意殺人罪の法定刑の上限（懲役７年）を超えた量刑が出ているのが８事例で、残りの４事

例（事例M①②⑤、事例F③）は同意殺人罪の法定刑の上限よりも低い量刑であった。

また、殺人罪の法定刑の下限（懲役３年）と比較しても、１事例が殺人罪の法定刑の下限以下の２

年６か月であり（事例M①）、もう１事例が３年（執行猶予５年）（事例M②）であった。

このうち、３年６か月（事例M⑤）と６年（事例F③）の事例では、完全責任能力が認められている。

一般に殺人罪の量刑相場は、被害者の人数によって大きく変動するが、被害者が１人の死亡事件の

場合では、懲役10～15年程度と考えられることから、「親子心中」の場合、通常の殺人罪よりも量刑

が軽くなる傾向がみられる。

これは、完全責任能力が認められている事例であっても、精神的に追い詰められて犯行に及んでい

る場合が多いことや、動機に同情の余地がある事例が多いことなどの理由も考えられるが、被害者遺

族が加害者の家族であるという「親子心中」事件の特殊性から、遺族の被害感情が峻烈でない場合も

あることが影響している可能性も否定できない。

（３）雑感

ア）「親子心中」が児童虐待であること

12事例を検討して、まず思うことは、加害親に子を自らの従属物という意識がある事例が極めて多

いという点である。

今回検討した12事例のうち、判決で動機が不明とされた事例（事例F⑤）と心中であることを否定

された事例（事例F④）を除く10事例すべてが、自らの自殺を決意した上で、子どもを道連れにする

ことを選んだ事例である。「親子心中」に至る動機の種類としては、障害等を理由として子の将来を

悲観して子を殺すしかないと決意して、子を殺した上で自分も死のうとするという場合も考えられる

が、今回の検討事例にはなかった。

客観的に考えれば、「残された子がかわいそう」という親の気持ちは、突然一方的に命を奪われる

子どもの側から見れば、単なる親のエゴに過ぎないことは明らかであるが、「心中」という言葉が使

われていることからもうかがえるとおり、「親子心中」という概念そのものが、親子の一体性という

意識に支えられているとも言えるものであり、まずは、たとえ親であっても子の生命を侵害する権利

は無いという当たり前の価値観を社会が共有する必要がある。

そのためには、「親子心中」が児童虐待の最たるものであることを、広く社会に発信していく必要

があると考えられる。
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イ）子どもの被害を防ぐために

次に、実際の場面で親子心中を防ぐためには、①親に自殺を決意させない、②親が自殺しようと思っ

ても、子どもを道連れにしようとしない、③親が子どもを道連れにしようとしても社会がそれを許さ

ない（親子分離をする）、といった段階が考えられる。

①については、自殺予防の一般的な活動に重なるものである。

②については、上記のような取組で親の意識を変えていくと同時に、裁判の量刑にあたっても一般

予防の観点から、何の責任も無く無抵抗な子どもが最も信頼していた親から殺されることについて、

違法性および責任の観点から厳しく判断していくことが求められる。

③については、今回検討した事例のほとんどは、関係機関が事前に関与することが難しかったと思

われるが、中には、関係機関が積極的に関与していれば、子どもの死亡という結果は防げたのではな

いかと思われる事例もあった。

「親子心中」の場合は、日常の監護養育はある程度きちんとしているのみならず、愛情をもってしっ

かりと育てている事例が多い。しかし、「自殺」という特殊な状況に至った場合には、むしろ日頃の

親子間の結びつきが強いほど、道連れにされる可能性が高いことを、支援する機関の関係者はしっか

り理解しておく必要があると思われる。

（高橋･温）
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Ⅴ．総括

  1 . 　本研究は、児童虐待の一つの形態としての「親子心中」について、その実態を明らかにし、「親

子心中」による子どもや保護者の死亡をなくしていくことを目的に、平成22年度から平成25年度

までの４年間に渡って行ったものである。

  2 . 　こうした研究を行うこととした背景には、「親子心中」が、今日の児童虐待死亡事例の半数も

しくはそれに近い被害児を生んでいるにもかかわらず、社会的には、未だこれらを広く「児童虐待」

として認識しているとは言い切れないこと、また、関係機関のみならず近親者でさえ事件の発生

を予測できなかった事例が多いこと、さらには、関係機関の関与がないか若しくは薄い、あるい

は加害者が死亡しているなどの事情により、これまで十分な分析、検討が行われてきたとは言え

ないことなどがあった。

  3 . 　本研究を始めるに当たってまず最初に問題となったのは、「親子心中」という用語である。「心中」

という用語がとかく誤解を招きやすい点は、すでに多くの研究者が指摘し、さまざまな呼称を提

起しているが、そうした言い換えが、必ずしも社会的には流布していないため、本研究では括弧

付きで「親子心中」と表現することにした。

  4 . 　研究の初年度（平成22年度）は、先行研究の検討を主な内容としたが、戦前、戦後を通じて

150を超える関連書籍や論文を見出すことができた。これらの先行研究の内容については、戦前、

戦後の２つに区分して概観し、それらを研究報告書第１報において紹介した。

  5 . 　研究の次のステップとして、平成23年度には、現代の「親子心中」の実情を把握することを目

的に、2000年代（2000年～2009年）の10年間において報道された「親子心中」事件（18歳未満の

児童が保護者によって死亡させられた事件、祖父母などが加害者であったものも含む）を対象と

して分析、検討した。対象とした10年間に、395件の「親子心中」事件を確認することとなり、

552人の児童が死亡していたことがわかった。この数値が示すように、「親子心中」では１事件で

複数の子どもが被害に遭う場合が多いのが特徴の一つであり、死亡にまでは至らなかったものの

被害に遭った児童を加えると、395件で被害児童は581人にのぼっていた。なお、加害者が死亡（自

殺既遂）したのは395件中258件で、その割合は65.3％と約３分の２であった。

  6 . 　研究の最後の取り組みとして、「親子心中」の具体的な実情をさらに深く理解することを目的に、

平成24・25年度の２年間は、「心中」未遂の事例（被害児童は死亡したが、加害者が生存した事例）

について、加害者の裁判員裁判を傍聴し、「親子心中」の態様や加害の動機などを把握した。公

判を傍聴した事例は、実母が加害者となったものが６事例、実父が加害者となったものが６事例、

合計12事例であった。これらの傍聴記録については、その後整理し、研究会で報告、討議した。

  7 . 　こうした４年間の研究において、さまざまなことが明らかになったが、まずは、わが国におけ

る「親子心中」は、戦前においては大正末年頃から昭和初期にかけて急増し、大きな社会問題となっ

たこと、戦前においても、こうした「親子心中」を「児童虐待」としてとらえる論文があったこ

となどが確認できた。一方、「親子心中」は戦後においても引き続き多くの事例が発生しているが、
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それらを「児童虐待」として位置づけて検討している論文等は、まだ少数であった。

  8 . 　「親子心中」に関する公式統計はほとんどみられず、そもそも「親子心中」の具体的な定義に

ついても、必ずしも明確なものがあるわけではなかった。こうした状況の中、「社会保障審議会

児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」は、「子ども虐待による死亡事例等

の検証結果等について」第２次報告（平成18年３月）から現在（第９次報告）まで「心中」件数

を報告しており、警察庁生活安全局少年課も、平成15年から、「児童虐待及び福祉犯の検挙状況」

の中で、「保護者が、児童と共に死ぬことを企図し、児童を殺害（未遂を含む）して自殺（未遂

を含む）を図った場合（いわゆる無理心中）」を、児童虐待事件の検挙実数の外数として計上し

ている。これらは、新聞報道に頼らぬ公式的統計として、「親子心中」の実態を把握し、その推

移を見ていく上で貴重な資料となっている。

  9 . 　戦前、戦後を通じて、「親子心中」は日本独自のものであるという論調が根強く存在していた。

ただし、そうした考えを明確に否定する論文もあった。そのため、諸外国において「親子心中」

事件があるのかないのかを調べ、研究報告書第２報において、アメリカ等で発生した「親子心中」

事件24例を紹介することで、こうした事件が、必ずしもわが国特有の事件ではないことを例示し

た。なお、第２報では、2000年代にわが国で発生した「親子心中」事件について新聞報道によっ

て調査して事例の一覧を掲載したが、その中には、韓国、フィリピン、イラン、中国などの外国籍、

外国の文化的背景を持つ家族における「親子心中」も含まれており（事例No.30・96・236・332・

384）、「親子心中」は日本独自の文化的背景によるとは言えないことが明らかになった。

10. 　加害者と被害児童の関係についての先行研究をみると、戦前、戦後を通じて「非血縁」の関係

にあるものは稀であり、ほとんどが血縁関係にあるとされていた。この点については、2000年代に

おける調査でも同様で、10年間に発生した395件のうち、血縁関係があると確認できた事例は392

件（99.2％）にのぼり、確認できなかった事例（養父母と養子など）は３件（0.8％）のみであった。

11. 　「親子心中」の形態として、「母子心中」の割合が高いことは、戦前、戦後を通じて一貫した傾

向であったが、2000年代においても「母子心中」が最も多く、395件中257件（65.1％）と過半数

を超えていた。

12. 　先行研究において、「一般に父子心中は一家心中の形を取ることが多く」と述べているものもあっ

たので、その点につき、2000年代における実情を調べてみた。その結果、実母が単独で加害者となっ

た事例での「母子心中」は９割以上に達し、実母が「親子心中」を図る場合には「母と子」とい

う形態が圧倒的多数であったことに比し、実父が単独で「心中」を図る場合は、「父子心中」が約

半数あったものの「父母子心中」も約４割にのぼっていた。また、本報告書（第３報）で取り上

げた父加害者６事例の中にも「父母子心中」が２事例あった。加えて、残る「父子心中」４事例

をさらに詳しく見ると、３事例（F②③④）は事件当時すでに父子家庭であり、実質的には「一

家心中」であるとも考えられ、残る１事例（F①）も、父が単身で生活しながら実母の元にいる

被害児を連れ出して殺害したものであった。これらを総合すると、「一般に父子心中は一家心中の

形を取ることが多く」という先行研究の指摘は、本研究全体によっても確かめられたと考えられる。
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13. 　本報告書（第３報）では、公判を傍聴した合計12事例についての記録をもとに、事例検討を行い、

共同研究者からは、検討をふまえ、それぞれの専門的立場からの考察を簡潔にまとめてもらった。

14. 　報告書をまとめる際には、加害者を女性（実母）と男性（実父）に分けて整理し、記載した。

このように分類した上で、あらためて男性加害者の例と女性加害者のそれとを見比べると、その

動機や背景に違いが見られることが示唆された。

15. 　共同研究者による考察も参考にしながら、いくつかの点を述べると、まず、父加害者の場合、

考察１で触れられているように、６事例全てが初婚であった。そのうち半数（事例F①②③）は

離婚していたが、実態としては、自ら申し出て離婚したような事例も含めて積極的に離婚を望ん

でいたとは思われず、むしろ＜元妻に対する未練＞が残っていると感じられる例も見られ、２事

例（事例F①②）では離婚直後に事件を起こしていた。他方、婚姻関係が続いていた（事例F⑤⑥）、

若しくは解消されなかった（事例F④）合計３事例も、父に離婚する意思などは感じられず、生

活のさまざまな場面で妻が決定権を持ち、それに夫（加害者）が唯々諾々と従っているような事

例が目立っていた。

16. 　これに対して、母加害者で、離婚歴がある４事例（事例M①④⑤⑥）を見ると、離婚した元夫

に対する＜未練＞があると感じられるような事例はなく、「母子心中」の動機として「自分は（夫

に）必要とされていないと思ったから」などと述べている事例においてさえ、他方では不倫関係

を続けており（事例M④）、離婚後に再婚したり内縁関係にあるなど複雑な家族関係となってい

る事例が多かった（事例M④⑤⑥）。また、離婚歴のない事例であっても、夫からのDVを理由に

家出した経験があるとか（事例M②）、夫に別居を求めた経過があるなど（事例M③）、今回検討

した12事例に限ってのこととはいえ、加害者父と加害者母の場合の夫婦関係は、対照的と言って

もいいほどの違いが見られた。

17. 　2000年代の心中についての調査研究において、「実母が単独加害者となった事例では、精神科

等に通院・入院歴があった事例が13％となっており、その他にも心神喪失で不起訴になった事例

や、裁判で心神耗弱が認定された事例も多々みられた」と述べたが、今回検討した加害者母につ

いてみると、考察１は「６事例中５事例が精神科または心療内科通院歴があり、パニック障害、

うつ、社会不安障害などの診断がされており、これは父子心中事例と大きく異なる点である。精

神科通院歴がなかった事例M④も見捨てられ不安や複雑な男性関係の状況等から境界性人格障害

があったのではないかと推測され、母子心中事例は全例精神的問題があったと考えられる」と指

摘している。この点は、過去の研究や2000年代の調査結果とも相通ずる特徴と考えられる。なお、

こうした精神的な問題と関連するのかどうか、考察１では、母子心中事例の特徴として「母親の

生育歴の厳しさ」を挙げ、考察２でも「事件の根本的な要因が生育歴にまで遡りうる、根深い問

題を意味する」旨の指摘があった。

18. 　ところで、精神疾患を抱える母親が子どもを虐待死させる事例は、「親子心中」に限らず発生

しており、「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」の各報告の中でもしばしば指

摘されているところである。こうした事例は、精神疾患を持つという点で、多くの「母子心中」
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事例と共通するが、本研究では、それらを視野に入れての検討を行う余裕はなかった。しかしな

がら、両者を比較検討することができれば、「親子心中」についての理解もより深まり、精神疾

患を持つ保護者への援助のあり方に対しても示唆が得られる可能性があると思われる。

19. 　一方、加害者父の場合、精神鑑定が行われたのは１事例のみであった（事例F③）。ただし、こ

の点については考察２が、「公判で明らかにされた情報から推測するかぎり、他にも精神鑑定を

実施すべき事例が存在したように思われる」と述べて、事例F⑤については「解離性障害に罹患

していたという可能性」を示唆し、事例F⑥でも、「激しい焦燥と深刻な精神機能の抑制を背景と

したものである可能性」に言及している。従来、精神疾患による「親子心中」は、加害者母につ

いて多く言及されてはいるが、加害者父については、あまり触れられていなかった点もふまえる

と（現に、2000年代の調査についての第２報において「実父が単独加害者の場合は、精神科等に

通院・入院歴のあった事例はほとんどなかった」と指摘した）、本研究における重要な問題提起

と言えるのではないだろうか。

20. 　父が加害者となった「親子心中」の動機の多くに、借金問題を含む経済的な要因があることは、

これまでからも指摘されており、2000年代の事例でも、「借金等があった事例、事件当時に無職

もしくは失業中だった事例がそれぞれ１割以上を占めていた」ことが示されている。これらにつ

いて、公判を傍聴した６事例をみると、半数の３事例（事例F①④⑥）が多額の借金を抱えており、

従来の指摘を裏付ける結果となった。なお、加害者母の場合にも、借金問題を抱えていた事例が

あった。事例M④などがその例である。

21. 　ところで、「親子心中」に至る動機の一つに、たとえば子どもに障害があるなどの子ども側の

事情が指摘される場合がある。ただし、今回の研究では、「心中」の動機、背景としての子ども

の事情については、十分な検討を行うことができなかった。本報告書で検討した12事例について

みても、被害児童に障害があるとされたのは、事例M④の１事例のみであったが、この事例につ

いても、「心中」の動機に子どもの障害が挙げられることは（少なくとも公判では）なかった。

とはいえ、子どもの障害が「親子心中」の背景にある事例がないわけではない。たとえば第２報

で資料１として添付した「2000年代に新聞報道された『親子心中』事例の一覧」の中には、妻が

病没し、知的障害のある２人の娘を抱えて生活していた父が「預金もなく、生活費が底をついた。

娘の面倒をこれ以上みられない」などと将来を悲観する内容の手紙を残して父子心中をしている

事例があったが（事例No.286）、こうした事例は、「心中」のさまざまな背景事情の一つに子ども

たちの障害の問題が潜んでいることを示唆している。むろん、子どもには何らの問題もなく育っ

てきている例が多い点を忘れてはならないが、「親子心中」の背景を考える際には、こうした子

ども側の事情についても、注意深く検討すべきであろう。

22. 　では、こうした「親子心中」はどのようにして予防し、克服すればいいのか。この点は、事例

検討の中でも常に関心が払われていた点だが、考察３は「加害親に子を自らの従属物という意識

がある事例が極めて多い」と指摘し、「たとえ親であっても子の生命を侵害する権利は無いとい

う当たり前の価値観を社会が共有する必要がある。そのためには、『親子心中』が児童虐待の最
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たるものであることを、広く社会に発信していく必要があると考えられる」と述べている。まず

はこうした指摘を基本的な視点として認識しておくことが必要であろう。

23. 　その上で、具体的な予防策について検討する場合、男性加害者と女性加害者とでは、「親子心中」

に至る経過や態様が異なっていると思われる点に、留意する必要がある。加害者が実母の場合、

本報告で検討した６事例すべてが精神的な問題を抱えていた（考察１）が、考察２が「事件の根

本的な要因が生育歴にまで遡りうる、根深い問題を意味する一方で、予防的介入を行う時間的余

地が存在する可能性を示唆する」と述べている点は、重要であろう。ただし、これらの事例にお

いても、母を診察、治療していた医療機関と児童福祉関係機関との連携などは、全くないか若し

くはあっても十分であったとは言い難い。この点を改善していくことが「親子心中」、特に「母

子心中」を予防していく上での課題ではないかと考える。

24. 　一方、男性加害者の場合、今回検討した６事例に限って言えば、すでに本総括（19）でも指摘

したように、精神的な問題が隠されている可能性はあるものの、実際に家族や本人から医療機関

へ相談している事例はなく、「（種々の）困難な出来事から、短期間で事件が発生していた。これ

らの父子心中事例が呈する『急性』の特徴は、予防的介入がより困難である可能性を示唆する」（考

察２）。とはいえ、中には実母と別居し、「子ども３人を１人で世話しなければいけなくて困って

いる」と児童相談所に相談しながら、父子４人が死亡した既遂事例もあった（第２報･資料１「2000

年代に新聞報道された『親子心中』事例の一覧、事例No.381）。この事例については、父が再三自

殺を仄めかす言動をしていたことがわかっており、援助機関がこうした情報を得たり、何らかの

関係を持ち得た場合には、より注意深く対応していくことが求められていると言えよう。なお考

察１も、加害者父への支援の限界を指摘しつつ、「子どもの出生前後にかかわる医療機関や保健

機関において、その時点の夫婦関係、経済状況などを把握しておくことができれば、今後の関わ

りの糸口になる可能性がある」と述べている。

25. 　ところで、本報告書で検討した12事例の中で、自治体が児童虐待死亡事例として検証を行って

いたのは事例M⑥とF①の２事例のみであり、検証実施予定とされているものを含めても３事例

にとどまっていた。関係機関、特に児童福祉機関の関与がない場合、検証自体に困難を伴うこと

は想像に難くないが、関与し得なかった事情も含めて検証を行い、今後の対策について検討する

ことは、「親子心中」を予防する上でも必要なことだと考える。

26. 　今回検討対象とした12事例の加害者に対する量刑について、考察３は「被害者遺族が加害者の

家族であるという『親子心中』事件の特殊性から、遺族の被害感情が峻烈でない場合もあること

が影響している可能性も否定できない」としつつ、「被害者が１人の死亡事件の場合では、（一般

的に）懲役10～15年程度と考えられることから、『親子心中』の場合、通常の殺人罪よりも量刑

が軽くなる傾向がみられる」と分析している。こうした事実は、「親子心中」に対する社会の認

識の現状の一端を示しているとも考えられる。

27. 　以上、公判を傍聴した12事例の検討から浮かび上がったいくつかの点を述べてきたが、ことの

性質上、これら12事例は、いずれも加害者が生存した「心中未遂」の事例であり、なおかつ責任
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能力を問うことができるとして起訴された事例である。したがって、加害者も死亡した既遂事例

を含む「親子心中」全体を代表するものではない点には留意する必要がある。

28. 　とはいえ、４年間にわたる本研究は、これまで必ずしもその実情が十分には明らかにされてこ

なかった現代の「親子心中」について、戦前、戦後を包含する先行研究をふまえつつ、2000年代

10年間の大まかな実態を示した上で、事例の具体的な報告とその検討を行った初の研究とも言い

得るものであり、今後に続く「親子心中」研究の端緒ともなるのではないだろうか。本研究をふ

まえて、今後さらなる検討が加えられ、効果的な「親子心中」防止策が策定されることを期待す

るものである。
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Ⅵ．資料

１．2010～2013年に新聞報道された「親子心中」事例の一覧表

事例No. 発覚年 形態 加害者 事例の概要

１ 2010 母子 実母

帰宅した会社員の実父（33）が、実母（35）・長女（３）・長男（６か月）が血を流して死亡している
のを見つけ通報。長女と長男は子ども部屋で胸を刺されており、実母は浴室にいて腹部などに刺し
傷があり、近くに包丁が落ちていた。長男の先天性心疾患を苦にした内容の、実父宛の遺書が見つ
かった。

２ 2010 父母子 実父

「自宅で実母（42）・長男（15）・長女（12）を殺した」と実父（42）が出頭。借金を苦に、夜中に３
人の首を絞めて殺害。本人も手首を切ったが死にきれなかった。実父は株式投資で失敗した500
万円の借金を実母に言い出せず、子どもを連れて出て行かれることを恐れて心中を決意した。しか
し実母の預金口座には約2000万の貯蓄があった。殺人罪で無期懲役刑。

３ 2010 その他 父方祖母
１階の布団の中で長男（10）が仰向けに倒れて死亡しており、当時長男の世話をしていた父方祖母
（57）が２階で首を吊り死亡していた。会社員の実父（35）が通報。実父と長男は二人暮らしで、
近所に住む祖母が毎晩長男の世話をしていた。長男には耳などに障害があった。

４ 2010 父子 実父
実父（37）が電柱で首を吊っているのを、捜していた家族が発見。近くの農道に停まっていた軽乗
用車の助手席から、紐で首を絞められて死亡した長女（３）が発見された。実父は精神科病院の通
院歴があり、家族に「死にたい」と話していた。容疑者死亡のまま殺人容疑で書類送検となった。

５ 2010 母子 実母
実母（32）・長男（５）が線路で電車にはねられ死亡。長女（８）は直前に線路脇に逃げたため軽
傷。運転士が線路上で手を繋いだ３人連れに気付き、警笛を鳴らしてブレーキを踏んだが、実母と
長男は線路に座り込んだ。

６ 2010 母子 実母
実母（30）・長男（３か月）が線路に仰向けに寝転がり、電車にはねられ死亡。乳児を抱いて寝転
がる人を運転士が見つけて非常ブレーキをかけたが間に合わなかった。実父は「妻は産後うつだっ
た」と署員に説明。

７ 2010 母子 実母

「自宅で実母（31）・長男（１）が倒れている」と、実父（33）が通報。病院に運ばれたが長男はまも
なく死亡、実母は意識不明重体だったが意識を取り戻し、容疑を認めた。２階寝室で、実母が書い
た家族宛の遺書、トイレ用洗剤等を使って硫化水素を発生させた跡が発見された。公判で検察側
は「数百万の借金が家族に発覚しそうになり道連れ心中しようとした」と指摘、一方弁護側は「殺
意はなかった、硫化水素ガスを入れた袋を床に落としてしまい長男が吸ってしまった事故」と主
張。殺人罪で懲役９年の実刑判決。

８ 2010 母子 実母
停車中の軽乗用車内で、実母（38）・長男（３）が死亡しているのを通行人が発見。車内には練炭
入りの七輪と遺書があった。前日夜、実母が帰宅しないため実父が捜索願を出していた。容疑者死
亡のまま書類送検。

９ 2010 母子 実母
公園駐車場の乗用車内で実母（29）と長男（６）が死亡しているのを、行方を捜していた実父（40）
が見つけ通報。車内に練炭を燃やした跡があり、死因は一酸化炭素中毒と見られる。車内から遺
書らしいメモが見つかった。

10 2010 父子 実父 停車中の乗用車内で実父（29）・長女（８）・次女（６）・三女（３）が倒れているのを通行人が発見
し通報。運転席足元に燃えた後の練炭があり、死後数日経っていた。

11 2010 母子 実母

マンション１階通路で実母（30）が倒れて死亡しているのを住民が発見し通報。実父（36）と消防
隊員が、５階自室の布団の中で長男（１）が首を絞められて死亡しているのを発見した。実母は６年
前からうつ病で通院治療していた。遺書は見つかっていないが長男に外傷はなく、実母が長男の首
を絞めた後、飛び降りたとみられる。

12 2010 母子 実母

空き地にとめた乗用車内で長男（８）の首を絞めて死亡させたと、実母（34）が出頭。長男の体に
は刃物で刺された傷があり、殺害後に刺したとみられる。実母は犯行当時実父と別居しており、
「家庭の問題で悩みを抱えていた。自分も死ぬつもりで殺したが死ねなかった」と供述。実母は犯
行翌日の朝、学校に連絡し、担任に「体調が悪いので休ませる」と伝えていた。殺人罪で懲役７年
の実刑判決。

13 2010 母子 実母
実父（40）が、自宅アパートの布団の上で長女（８）が窒息死しているのを発見し通報。自宅から
700m離れたマンションで実母（41）が飛び降り自殺していた。ポケットから「皆さんご迷惑をおか
けしました」と記されたメモが発見される。

14 2010 母子 実母
農道に停車中の乗用車内で女性が倒れていると近所住民から通報。運転席窓に「毒ガス発生中」
と張り紙があり、後部座席で実母（28）・長男（１）が死亡しているのが見つかった。バケツに薬品
を入れ、硫化水素を発生させたとみられる。
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事例No. 発覚年 形態 加害者 事例の概要

15 2010 母子 実母

アパートに帰宅した実父（49）が、寝室マットレスの上で血を流して倒れている実母（42）と長女
（４）を見つけ119番通報。長女はネクタイで首を絞められて死亡しており、実母は自ら首や手首な
どを果物ナイフやハサミ等で切り重傷。実父は「長女に障害があり、実母は発育に悩んでいた」と
話しており、実母は回復後「生活が苦しくなってすべてがいやになった」と供述。

16 2010 母子 実母
実母（33）がショッピングセンター女子トイレ内で、生後９日の長女の首を絞めたうえ、鼻と口を塞い
で窒息死させた。自ら110番し現行犯逮捕された。実母は「自分と子どもがいなくなれば夫の負担が無
くなると思った」と供述。鑑定留置ののち起訴され、懲役３年保護観察付き執行猶予５年の判決。

17 2010 母子 実母

無理心中を図って長女（２）を抱いたまま海に入った実母（37）を、捜索中のヘリが発見。長女は水
死しており、近くにいた実母は無事であった。実母は病気療養のため１年前から実家に帰省してお
り、事件前日２人の行方が分からなくなったと家族から捜索願が出されていた。実母は殺人容疑で
逮捕されたが不起訴、鑑定入院となった。

18 2010 母子 実母
ダム付近の道路脇に駐車中の車から実母（31）・長男（５）・次男（４）の遺体が発見された。車内
には、練炭や睡眠薬があった。通行人が通報。実母は密閉した車内で木炭入りの七輪に火をつけ
て、長男と次男を一酸化炭素中毒死させた疑いで、容疑者死亡のまま書類送検となった。

19 2010 母子 実母
マンション敷地内で倒れている実母（38）・次女（１）を発見した実父（44）が、通行人に119番通報
を依頼。実母は、実父の運転する乗用車に乗っていて、止まった際突然次女を抱えて飛び出し、マ
ンション６階の踊り場から飛び降りたとみられる。

20 2010 父子 実父
実母（42）から「夫が自宅で首を吊っている」と通報。実父（61）は長男（９）の部屋のクローゼット
扉部分に電気コードをかけて首を吊っており、その近くで長男が首を絞められて死んでいた。家族
は、実父母と子ども３人の５人暮らし。

21 2010 母子 実母
「実母（37）が次男（11）を刺した」と実父（45）が通報。次男は腹部を文化包丁で刺され死亡、実
母も自らの左手首を切った。実母は鑑定留置され、犯行当時は心神喪失状態であったとして不起
訴処分となった。

22 2010 母子 実母 自宅で、実母（31）と長女（９）が目張りした浴室内で死亡しているのを、実母の姉から「連絡が取
れない」と依頼を受けた署員が発見。木炭を燃やした七輪があった。

23 2010 母子 実母
停車中の軽乗用車内で実母（31）と長女（11）が死亡しているのを、通行人が発見し通報。車内に
練炭と七輪があった。実母は長女と２人暮らしで、３年前から通院しており、事件数日前には母方祖
父に「死にたい」と話していた。

24 2010 その他 父方祖母

長女（13）が「兄が刺された」と通報。署員が駆けつけたところ長男（15）が胸を刺され失血死してい
た。父方祖母（66）も腹部刺し傷により入院、「自分がやった」と署員に話したという。長男と長女は
３年ほど前から両親と別居し、父方祖父母宅に住んでいた。祖母は長男と口論になり、父方伯父の
制止を振り切って包丁で左胸を刺した。殺人罪で懲役３年の実刑判決、控訴するも棄却された。

25 2010 母子 実母 母方祖父が「娘と孫が死んでいる」と通報し、アパート住人の実母（40）と長女（13）が死亡してい
るのが発見された。実母は首を吊り、長女の首には絞められた跡があった。

26 2010 母子 実母

ホテル客室にて、実母（38）が長女（５）の首を絞め殺害、実母も服薬自殺を図る。チェックアウト
しない部屋を従業員が調べ、仰向けに倒れた長女と、意識の朦朧とした実母を発見。室内から「子
どもを育てる自信がない」と書かれた遺書が見つかった。殺人罪で起訴されるも、事件当時実母は
うつ症状やアスペルガー障害を抱え、長女もまたアスペルガー障害の疑いがあると言われて不安
を募らせたとして、懲役３年保護観察付き執行猶予５年の判決となった。

27 2010 父母子 実父

実父（48）が帰省していた次男（19）と次男の将来について口論になり、「一家心中する」と激昂し
自宅の布団に灯油をまいてライターで火をつけた。事件当時、実母（44）・長女（22）・長男（21）・
次女（11）は屋外に避難したが、次女は「猫を助ける」と家の中に戻り、全焼した自宅焼け跡から遺
体で見つかった。実父は現住建造物等放火と殺人の疑いで逮捕されたが、殺人罪については殺意
が認められないとして不起訴。

28 2010 母子 実母

実母（30）と男児（１か月）が岸壁から約２メートル下の海に転落、通行人男性に助けられたが男児
は死亡した。実母が「出産前から精神的に不安定で、出産後は泣き声が弱くて成長ぶりに悩んでい
た。死ぬつもりで飛び込んだ」と話す。犯行当時心神耗弱状態だったと認定され、懲役３年執行猶
予４年の判決。

29 2010 母子 実母

「子がけがをした」と実母（47）が通報。署員は、長男（15）が玄関で、長女（12）が１階居間の布
団の上で血を流して倒れているのを発見。長男・長女の体には複数の傷があり、間もなく死亡が確
認された。実母にも胸や手首に切り傷があったが命に別条はなく、「自分が刺した」と供述した。実
父（56）は夜勤で不在であった。退院を待って逮捕、不起訴。

30 2010 父子 実父
アパートの鍵が開かないと実母（32）から通報を受け、署員が窓ガラスを割って室内に入ったとこ
ろ、死亡した実父（31）・長男（１）を発見。長男は窒息死、実父の首と手首には切り傷があった。
被疑者死亡で不起訴。
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事例No. 発覚年 形態 加害者 事例の概要

31 2010 母子 実母
次男（10）が長男（12）の異変に気づき、実父（56）から「子どもが呼吸をしていない」と通報。自宅
２階寝室で長男が意識不明で倒れており、病院に搬送されたが死亡。実母（48）も意識朦朧として
おり、薬物による無理心中をはかったものと思われた。実母には精神科通院歴あり。

32 2010 母子 実母

長男（９）から「お母さんが包丁で刺した」と通報があり、胸に刺し傷があり重体の実母（41）と、首
や腹などを刺された次女（３）が確認された。次女は病院で死亡が確認され、実母は意識を取り戻
してから「何も覚えていない」と容疑を否認。長男の手にも傷があったが、実母に刺さった包丁を抜
こうとして出来た傷だという。不起訴処分。

33 2010 母子 実母

実父（37）から「自宅敷地内の事務所で書類が燃やされた」と通報。現場の他に自宅を調べた署員
が、２階階段で首を吊った実母（35）、寝室で首を絞められた長男（11）・次男（８）の遺体を発見。
実母が子２人の首を絞めて殺害したのち、事務所に火をつけて自宅に戻り首を吊ったとみられる。
当時実父のみ別居中だった。容疑者死亡のまま書類送検。

34 2010 母子 実母 アパートで実母（31）と長女（７）が死亡しているのが発見された。２人は子ども部屋の布団の中で
並んで寝ており、室内に練炭の燃えた跡がある鍋が複数あった。

35 2010 母子 実母

実母（28）が長男（生後６日）とマンション敷地内で倒れているのを住人が通報。２人はすでに死
亡しており、実母が長男と共に飛び降りたとみられる。実母は病院で長男を出産、事件前日に退院
し、実父とともに母方実家に泊まる予定だったが、当日夜から翌日早朝の間に２人は実家を離れ
た。

36 2010 父母子 実父

「実父（27）が子の首を絞めた」と実母（24）から通報。署員が駆けつけると、実父と長男（１）が
倒れており、長男は病院で死亡が確認された。実父は離婚を巡るトラブルから、長男の首を絞めた
あと首を吊って自殺を図ったが、命に別条はなかった。実母も背中に刃物による軽い切り傷があっ
た。懲役12年判決。

37 2010 母子 実母 自宅で実父（37）が２階に上がったところ、実母（36）が和室で、長男（４）・長女（２）が布団用物
干しにネクタイで首を吊って死亡していた。長女は難病を患い入退院を繰り返していた。

38 2010 父母子 実父
「実母（34）と長男（６）を殺した」と実父が自ら通報。実父は２階寝室で、バッグひもやベルトで２
人の首を絞めた後、背中を包丁で刺し、灯油をまいて自宅に火をつけた。「将来が不安だった」と
供述しており、殺人と現住建造物等放火罪で懲役20年の判決。

39 2011 母子 実母
発達障害と診断された長男（４）の将来を悲観し、実母（35）が長男の首を紐状の布で絞め殺害。
「自分も死のうと思った」と供述。鑑定留置で責任能力ありと判断され、懲役５年の刑が言い渡さ
れた。

40 2011 母子 実母

買い物から帰宅した実父（48）が、自宅浴槽に沈む長男（生後12日）とその傍らでぐったりしている
実母（41）を見つけ119番通報。長男は病院で死亡が確認され溺死とみられる。実母は「育児が思
い通りにいかず自分も死ぬつもりで殺した」と犯行を認めており、心神喪失で刑事責任を問えない
として不起訴になった。

41 2011 母子 実母
自宅で長男（３）と実母（41）が倒れているのを実父（41）が見つけ通報。長男には目立った外傷は
なく死因は特定できなかった。実母は右手首を切り意識不明の重体。実父母は以前から子育ての
不安を役所に相談していた。

42 2011 母子 実母 路上に停車中の軽乗用車内で、実母（47）と三男（８）が倒れているのを、探していた警察官・家族
らが発見。２人はすでに死亡しており、車内には木炭とコンロがあった。

43 2011 母子 実母
帰宅した長男（17）が、勝手口で首を吊った実母（44）、和室で出血して死んでいる次男（13）を発
見し、119番通報。次男には胸や腹に刺し傷が数か所あった他、首に絞められた跡があった。長男
が帰宅した際には家の鍵は掛かっていた。

44 2011 父母子 実父 実父（61）が自宅で実母（47）と長女（９）の胸を包丁で刺して殺害後、自らは踏切で飛び込み自殺
を図る。実父は重体だったが退院後逮捕、鑑定留置に至るが、殺人罪で起訴後、病死した。

45 2011 母子 実母
以前住んでいた住宅の空き部屋で、実父と別居中の実母（33）が、長女（３）・長男（１）と共に浴
槽に沈んで死んでいるのを、近くに住む父方祖父母が発見。住宅前に実母の車があるのを不審に
思い管理人と部屋の中を確認した。実母は以前から精神的に不安定だったという。

46 2011 母子 実母
通行人が「親子のような３人が乗った車が海に転落した」と通報。潜水隊員が、運転席の実母
（37）・後部座席の長女（４）・助手席チャイルドシートの次女（２）を救出するが、実母と長女は死
亡、次女は重体。

47 2011 母子 実母
妻子に連絡がつかないと実父・親族から連絡を受けたマンション管理人が、自室で血を流して倒れ
る女児（12）と実母（38）を発見し通報。女児は刃物で刺されてすでに死亡しており、実母は胸や腹
に刃物傷があり重傷。
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48 2011 その他 母方祖母

母方祖母（50代）が孫の女児（６）の首を絞めて殺害後、近くの川に飛び込んだとみられる。自宅
には、祖母が親族に宛てた、孫の障害に悩み将来を悲観する内容の遺書２通と書置きが残されて
いた。５日前から川近くの駐車場に軽自動車が止まっているとの通報があり署員が調べ発覚した。
母方祖母と女児は２人暮らしで、市教委は接触の取りづらい家庭として検討していた。

49 2011 父子 実父
親族が、コンビニ駐車場の車中でぐったりしている家族を見つけ通報。実父（29）・長女（８）・次女
（７）・長男（５）の４人が死亡しており、車内には燃え尽きた練炭と遺書があった。死因は一酸化
炭素中毒とみられる。実父を容疑者死亡のまま書類送検。

50 2011 母子 実母

実父（37）から、「実母（30）がいない、長男（１）が息をしていない」と通報。長男は裸でバスタオ
ルにくるまれ居間に横たえられており、死因は溺死。実母は通報数日前に河川敷で首吊り自殺した
女性と判明した。実父母は離婚協議中で別居しており、実母と連絡が取れなくなったことを実父が
不審に思い部屋を訪問した。

51 2011 母子 実母
帰宅した実父（45）から119番通報。実母（40）が長男（４）の首を絞めて窒息死させた後、自らの
胸を出刃包丁で十数回刺し自殺。実母は精神疾患があった。玄関ドアには鍵とチェーンが掛かっ
ていた。容疑者死亡のまま書類送検。

52 2011 母子 実母

実母（39）が、床で寝ていた長男（４か月）の頭を数回蹴り、自ら「子が息をしていない、浴槽でのけ
ぞったとき頭をぶつけた」と通報。長男は既に死亡しており、司法解剖で頭蓋骨に損傷が見つかっ
た。２日後、実父（43）に付き添われて警察署を訪れ、「育児に疲れた。息子はダウン症や心臓疾患
を患っており、心中し終わりにしようと思った」と容疑を認めた。

53 2011 母子 実母
母方祖父が、実母（32）・長女（５）・次女（２）が軽乗用車内におり動かないと通報。助手席足元
から練炭を燃やした缶が見つかり、３人の死因は一酸化炭素中毒と断定。容疑者死亡のまま書類
送検とした。

54 2011 母子 実母

実母（41）が長女（１か月）を抱いたまま、ホームから線路上に降り、電車にはねられ死亡。現場は
単線の無人駅で、運転士は２人に気づいて警笛を鳴らしブレーキをかけたが間に合わなかった。実
母の所持品とみられるバッグから遺書が見つかり、実父は聴取に対して、実母は育児で悩んでいた
と話している。容疑者死亡のまま書類送検。

55 2011 母子 実母

母方祖父から「娘が孫を刺した」と通報があった。実母（41）が長女（９）の腹部や首を包丁で刺し
た後、自ら手の指などを刺し重傷を負った。長女は病院に運ばれたが１時間後失血により死亡。実
母はうつ病罹患歴があり、「一緒に死のうと思った、自分は死ねなかった」と供述。事件当時、実
母・長女・母方祖父母、母方曽祖母、母方叔父の６人暮らしであった。鑑定留置ののち起訴され、
心神耗弱認定され懲役２年６か月の実刑判決。

56 2011 母子 実母

公園の駐車場に停めてある軽乗用車内から、死亡した実母（24）・長男（３）・次男（１）と練炭の
入った火鉢を署員が発見。同居していた母方祖父母が捜索願を出していた。実母は以前から育児
の悩みを抱え、祖父母らに自殺をほのめかすような言葉を口にしており、自宅から遺書のようなも
のが見つかった。

57 2011 父子 実父

実母と離婚が成立したばかりで単身暮らしをしていた実父（42）が、長女（８）の手首を切ったのち
首を絞めて殺害。実父も自ら自殺を図り、手首や胸を切っていた。実父が「娘を殺した」と110番通
報、室内からは「私から娘を取ったら何も残らない。あの世で一緒に暮らします」といった内容の
遺書が見つかった。懲役10年の実刑判決。

58 2011 母子 実母
実父（51）が２階で倒れている実母（41）と長男（８）を発見。通報を受けた救急隊員が駆けつけた
が２人はすでに死亡していた。部屋から硫黄のような臭いがしており、実母が硫化水素を発生させ
たものとみられる。

59 2011 母子 実母
自宅に帰宅した実父（33）が、ぐったりする長男（生後２か月）を発見し119番通報するが、搬送先
の病院で死亡が確認された。同日夕方、５キロ離れたマンションから飛び降り自殺を図ったとみら
れる実母（30）は、意識不明の重体。

60 2011 父母子 不明

無断欠勤の連絡を受け、親戚が実父（39）宅を訪問すると、３階建て住宅の３階寝室のみ燃えてお
り、室内で実父・実母（38）・長男（７）・次男（５）・長女（３）の一家５人が倒れているのが発見さ
れた。いずれも焼死。外部から侵入した跡や遺体に目立った外傷がないこと、寝室の隣室から灯油
が残るポリタンク２個が発見されたことなどから、無理心中とみて調べている。

61 2011 母子 実母

マンション一室で倒れる実母（30）と次女（10か月）を長女（10）が見つけ、親類を通じて119番。
救急隊員が駆けつけたが次女はすでに死亡しており、母親は意識不明の重体。玄関は施錠されて
おり、室内に荒らされた形跡はなく、長女は合鍵で中に入った。実母と次女の体から睡眠薬のよう
な薬物の陽性反応が出た。当時、実母と次女は２人暮らしで、長女は近所で祖母と同居していた。

62 2011 母子 実母

実父（39）から、「実母（32）が長男（４）の首を絞めた」と通報。長男は心配停止状態で見つかり、
病院で死亡が確認された。実母は「育児に疲れた」という内容の遺書をもっており、押入れの鴨居
に紐をかけて首を吊ろうとしていた。長男の病気の疑いや実父の態度に悩み、タオルで首を絞めた
という。懲役８年判決。



－162－

事例No. 発覚年 形態 加害者 事例の概要

63 2011 母子 実母

実母（29）が長男（７か月）を抱えて県営住宅の階段踊り場から飛び降り、長男は頭を強く打ち死
亡。実母は骨盤骨折の重傷、「子どもに障害があると思って育児に悩み、子どもと死のうと思った」
と供述。長男に障害は確認されていない。当時抑うつで心神耗弱の状態だったとして、懲役３年執
行猶予５年の判決。

64 2011 母子 実母 実母（23）が男児（２）と共に駅ホームから線路に降り、電車に撥ねられ死亡。運転士は２人を発
見して非常ブレーキをかけたが間に合わなかった。

65 2011 母子 実母

林道沿いに駐車してある軽乗用車の中で、死亡した実母（42）と長女（17、特別支援高校３年生）
が発見される。マフラーからつないだホースが車内に引き込まれていた。前夜から２人の行方がわか
らず、実父が捜索願を出していた。自宅から遺書のようなものが見つかっており、実父の説明では
実母は知的障害の長女の養育に悩んでいた。

66 2011 母子 実母

実母（25）の親族男性から「実母が娘を殺した」と119番通報。長女（２）の息がなく、搬送先病院
で死亡が確認された。死因は首を圧迫されたことによる窒息死であった。実母も向精神病薬を飲
み意識不明の重体だったが、回復後「育児に疲れた。自殺を考えたが長女を育てる人がいなくなる
と思った」と犯行を認めた。懲役３年の実刑判決。

67 2011 母子 実母

帰宅した実父（49）が、浴槽内で倒れる実母（42）と次男（９）を見つけ110番通報。署員が駆けつ
けるが次男はまもなく死亡。実母は腕や腹を切って意識がはっきりしなかったが、命に別条はな
かった。延長コードで次男の首を絞めて殺害したのち、自身も手首等を切って無理心中を図ったと
思われる。心神耗弱が認定され、懲役３年執行猶予５年の判決。

68 2011 父子 実父 実父（29）と長男（３）が自宅寝室で首を吊って死んでいるのを、父方祖母（60）が見つけた。そば
に遺書のような文書が残されていた。実父は、長男と父方祖父母の４人暮らしだった。

69 2011 母子 実母
「国道で行方不明の妻の車を発見した」と実父（40）から通報があり、車から200m離れた河川敷
で実母（38）・長女（７）・次女（５か月）の遺体が発見された。実母が子どもと共に橋から飛び降
りたものとみられ、実父は「妻は育児に悩んでいた様子だった」と説明している。

70 2011 母子 実母
児相職員が以前から訪問していた家で、応答がなかったため別居中の実父に連絡し、ともに部屋へ
入ったところ、和室の布団の上で倒れている実母（42）と長女（８）を発見。２人の足元には練炭の
燃えかすが残る七輪があり、死因は一酸化炭素中毒だった。長男（11）は別室にいたため軽症。

71 2011 その他 実母
母方祖父母

路上で炎上した乗用車から、実母（41）・長男（７）・長女（５）・次女（４）・母方祖父（69）・母方
祖母（70）の遺体が見つかった。実母は勤務先に借金があることで悩んでおり、前日に実母と母方
祖父が量販店でガソリン携行缶を購入していた。事件当日は６人で宿泊施設に泊まり、車内にガソ
リンをまいて火をつけたとみられる。実母と母方祖父母を被疑者死亡のまま書類送検とした。

72 2011 母子 実母
実母（47）と連絡が取れないため確認に来訪した母方伯母と署員が、寝室にてネクタイで首を絞め
られた長女（14）と、天井から紐で首を吊った実母の死体を発見。玄関と寝室には鍵がかかり、外
部から侵入した形跡はなかった。実父は海外渡航中だった。

73 2011 母子 実母
林道に止めた車の中で長男（１）が窒息死しているのが発見され、近くの河川敷で実母（34）の遺
体が見つかる。実母が長男の口をふさぐなどして殺害後、橋から飛び降りて胸を強く打って死亡し
たとみられる。

74 2011 母子 実母
アパート住人から「隣室で女性２人が死んでいるようだ」との通報があり、署員によって実母
（37）・長女（５）の遺体が見つかる。長女の死因は首を絞められたことによる窒息死、実母の死
因は不明。

75 2012 母子 実母
住人と連絡が取れず、異臭がするとの通報を受けて消防署員がアパートに入り、浴室で実母（34）
と長女（９）の遺体を発見。浴室扉には「毒物があります。危険です」との張り紙、換気扇には目張
りがしてあり、浴槽で硫化水素を発生させた跡が見つかった。

76 2012 母子 実母
民家の車庫に止めてあった乗用車内で、女性（41）・長男（13）・長女（９）が死んでいるのを家族
が見つけ通報。車内に豆炭の燃えかすが残っていた。実父母、母方祖父母、長男、長女の６人暮ら
しだった。

77 2012 母子 実母

民家から「近所の子どもに救急車を頼まれた。母親が刃物を持ってうろうろしている」と通報が入
る。玄関で長女（12）が腹部を刺され死亡しており、実母（37）を殺人容疑で逮捕。次男（７）が
「お母さんが急に一緒に死のうと言って姉を刺した」と証言。実母は統合失調症で入院歴があり、
調べに対し「私は殺していない」と容疑を否認。精神鑑定の結果などから心神喪失状態であったと
して不起訴となった。

78 2012 母子 実母

長女（13）から「母が浴槽で血だらけで倒れている」と119番通報。実母（44）は浴槽で手首から血
を流して倒れており、長男（６）が布団の上で首を絞められて死亡していた。家族は３人暮らしで、実
母の回復を待って事情を聞いたところ、「寝ている息子の首を紐で絞めた。不安感が急に強くなり
自分も死のうと思った」と供述。
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79 2012 母子 実母

実母（35）が長男（10か月）の首を手で圧迫して窒息死させたのち、実父（33）に連絡。実父からの
通報で救急隊が到着したがすでに心配停止状態だった。家族は実父母、長男、父方祖父母の５人
暮らしだったが、当時は実母と長男２人だった。実母は「泣きやまなかった。自分も死のうと思った
が死にきれなかった。自分が作った離乳食をあまり食べないので育児に自信がなくなった」と話し
た。鑑定留置の結果、刑事責任を問うことができないと判断され不起訴。

80 2012 母子 実母
実父（42）が帰宅したところ、目張りされた寝室で実母（42）・長男（８）・次男（６）の遺体を発
見。駆けつけた実父の親類が通報した。燃えた練炭と「お父さん、ごめんなさい」という遺書らしき
メモがあった。実父は「妻は育児のことで悩んでいた」と話している。

81 2012 母子 実母

長男（14）と次男（９）が通う学校で、２人の欠席の連絡が途絶えたことを心配した親族が警察に
相談。自宅マンションを訪れた署員が、既に死亡して床やベッドに倒れている長男・次男と、別室で
倒れ意識朦朧とした実母（42）を発見。長男・次男の死因は練炭による一酸化炭素中毒、実母も
同じく一酸化炭素中毒と睡眠導入剤の影響などから会話困難。実母はブログに無理心中をほのめ
かす内容を残しており、親族は以前から実母の精神状態を心配して入院の準備をしていたという。

82 2012 父子 実父

父方祖母が、一家の行方が分からなくなったと捜索願を出しており、署員が国道での職質中、乗用
車トランクに実母（42）と長男（10）の遺体を乗せた実父（55）を発見した。実父は殺人と死体遺
棄容疑で逮捕され、「自分も死のうと思った」と供述。牧場経営がうまくいかず悩んでおり、実母と
口論になった際、頭を工具で殴った後、首を絞めて殺害。遺体を隠し、周囲には「妻は実家に帰っ
ている」と説明して１か月ほど長男と２人の生活を続けるが、次第に「一生人殺しの息子と呼ばれる
のは不憫」と考えるようになり、長男の首を絞め殺害。２人の遺体をトランクに入れて自宅を出発
し、繁華街や風俗店など利用して暮らし、所持金が尽きたところでの逮捕であった。自殺に向けた
具体的な行動を取っておらず日々遊興していたとして懲役26年の判決。

83 2012 母子 実母

母方祖父から「自殺をほのめかす携帯メールが届いた」と署に届け出があった。母方伯父が電話を
すると実母（34）は「山の中にいる」と告げたという。署員が捜索した結果、実母と長女（２）が山
中に止めた乗用車内で、遺体で発見される。車内に練炭を燃やした七輪があった。実母は交際相
手との関係に悩み、２年前から精神疾患で通院していた。

84 2012 母子 実母

実父（39）が、実母（37）・長男（10）・次男（８）・長女（４）が居間などで倒れていると119番通
報。手首に軽傷を負った実母が「子ども達の首を絞めた。自分も死ぬつもりだった」と殺害を認め
る供述をしたため逮捕。実母は家庭内のことで将来を悲観し、独りぼっちで死ぬのが寂しいので
子ども３人を道連れにしようと考え、自分の使っている睡眠導入剤を昼食のカレーに混ぜて子ども
達を眠らせてから縄跳びの紐などで首を絞めた。鑑定留置ののち起訴され、懲役23年判決。

85 2012 その他 実母
母方伯父

事件の３か月前に実父（34）が自殺したため、実母（28）・長男（９）・長女（７）は転居し、母方伯
父（29）と同居していた。長男と長女が転入した小学校から、２人が休みがちだと父方祖父に連絡
が入り、家を訪れた祖父が死亡した４人を発見した。室内の七輪で練炭を燃やしたことによる一酸
化炭素中毒死と見られ、近隣に住む男性によると遺体が見つかる３日前にも玄関先に練炭があ
り、男性が気付いて消火したという。実母は実父の死後、引きこもることが多く、栄養失調で病院
に運ばれたこともあった。

86 2012 母子 実母

「みんな死んだらいい」という叫び声や子どもの泣き声を聞いたマンション住人が通報し、署員が
血を流して仰向けに倒れている３人を発見。フィリピン国籍の実母（29）が、長男（６）・長女（４）
の首や手首を包丁で刺した後に、自らも喉などを刺して無理心中をはかった。長男は病院に搬送さ
れたが死亡、実母と長女は一命を取り留めた。以前から、長男が迷子になって保護される、子ども
の泣き声で通報があるなどし、ネグレクトの疑いで児童相談所に通告されていた。実母は鑑定留置
の結果、不起訴。

87 2012 母子 実母

国道の路側帯に駐車していた乗用車内から、実母（31）・長男（４）・長女（１）の死体と練炭を燃
やした跡が発見される。子ども達の死因は一酸化炭素中毒、実母の死因は不明。実父（34）から
「妻と子どもが実家に帰省したあと足取りが分からない」と捜索願が出されており、パトロール中
の署員が発見した。実父や親族の話によると、実母は気遣いをしすぎる面があって育児に悩んでい
た。父方祖父母と暮らすようになったばかりだった。被疑者死亡のまま書類送検。

88 2012 母子 実母
民家の離れ１階車庫で実母（38）が首を吊り、２階室内で長男（10）が首に紐を巻きつけられた状
態で死亡しているのを、同居している母方祖母（63）が見つけた。布団の近くから生活苦に悩む内
容や「子どもを道連れに死にます」と書かれた遺書が見つかった。

89 2012 母子 実母
マンション駐車場のワゴン車内で、実母（28）・長女（10）・長男（９）・次女（６）の遺体と練炭が
発見される。一酸化炭素中毒死とみられる。子ども達が登校せず、連絡が取れないことから、小学
校関係者と親族が自宅周辺を捜し、車内の４人を発見したという。

90 2012 父子 実父

実母（51）の携帯に、実父（54）から「このままでは精神錯乱を起こしそう。長女と心中します」と、
長女（16、養護学校）との心中をほのめかすメールが届く。実母がメールに記載のあった公園を捜
索して発見し、実母から頼まれて通行人が通報。長女はロープで首を絞められて既に死亡してお
り、実父は腹に包丁が刺さった状態で重傷。回復を待って殺人容疑で事情を聞く。
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91 2012 母子 実母

隣に住む大家の男性から「子どもが刺されて倒れている」と通報が入り、署員が寝室で倒れている
長男（５）、居間で流血して意識不明重体の実母（38）を発見した。長男は腹を刺されて死亡してお
り、実母は左手首や腹を切った状態で、血の付いた包丁が見つかった。母子は２人暮らしで、事件
当日実母から大家男性宅に「救急車を呼んでほしい」と電話があった。鑑定留置ののち起訴。

92 2012 母子 実母

実母（42）から長男（15）の携帯に、「次男（３）と二人で死ぬことに決めました。ごめんね」と心中
する旨のメールが届く。アパートに帰宅した長男が、寝室で倒れている二人を発見し、元夫（63）に
連絡。実母は次男の口や鼻を枕で押さえるなどして窒息死させ、自らも大量の睡眠薬を服用し、カ
ミソリで手首を切って意識不明の重体。市のホットラインや児童相談所にかねてより育児や情緒不
安について相談していた。弁護側は精神疾患による心神耗弱を主張したが、責任能力があったとし
て懲役３年６か月の実刑判決。

93 2012 その他 母方祖母

母方祖父（70）の自宅２階物置で、母方祖母（75）と長女（５）が首を吊って死亡しているのを祖父
が発見。前日「疲れたので休む」と言って祖母が長女を連れて２階に上がり、朝になっても姿を見せ
なかった。祖父は普段は別宅で暮らしており、祖母・実母（43）・長女の３人が祖父宅に一時帰宅
中だった。祖母には精神疾患があった。

94 2012 母子 実母

自宅の浴室で、実母（37）と次男（１か月）が倒れているのを、訪ねてきた母方祖父（70）が見つけ
て通報。次男は胸に刺し傷があり、搬送先病院で死亡が確認された。実母は睡眠薬を多量服用し
ており、意識不明だったが命に別条はなかった。家族は実父（37）・実母・長男（３）・次男の４人
暮らしで、長男の通う幼稚園から「迎えが来ない」と祖父に連絡があり、電話がつながらなかったた
め家を訪ねた。

95 2012 母子 実母

実父（53）が、長男（12）と実母（51）が倒れているのを発見して通報。実母は、長男の自室で長男
を金属バットで殴ったうえ手や縄で首を絞めるなどして殺害。自らは台所で自分の首を切りつけた
が、軽傷で命に別状はなかった。「自分のうつ病のこと、夫の癌が進行していることで将来を悲観
して心中を図ろうとした」と供述。犯行当時、心神耗弱状態だったとして懲役３年、保護観察付き
執行猶予５年の判決。

96 2012 母子 実母
実母(30代）と長女（３か月）がマンション駐車場で血を流して倒れているのを住民が発見し、119
番通報した。２人は病院に搬送されたが、間もなく死亡した。室内に遺書とみられるメモが残され
ていた。実母が長女を連れて飛び降り自殺を図ったとして調べている。

97 2012 母子 実母

「妻から子どもを殺したとメールがあった」と実父（31）から通報が入る。リビングで長女（９）と次
女（６）が並んで死亡しており、室内にいた実母（33）が殺害を認めたため緊急逮捕。実母は友人
とのトラブルをきっかけに自殺を決意し、「子どもを残していくわけにはいかない」との思いから、長
女と次女の首を電気コードや水筒の紐で絞めて殺害。供述内容に矛盾点がなかったため精神鑑定
は実施せず起訴された。

98 2012 父子 実父

実父（32）が「子どもを殺してしまった」と自ら通報。軽ワゴン車後部で長女（５）・次女（１）が首を
絞められて死んでおり、実父も両手首を包丁で切り病院に搬送された。実父母は別れ話が出てお
り、２週間前から実母とは別居状態にあった。離婚と同時に仕事も辞めて自暴自棄になり、車の中
で寝ていた長女と次女を絞殺。実父は逮捕後「父親からも捨てられたという寂しい思いはさせられ
ないと考えた」と供述した。懲役16年の判決。

99 2012 母子 実母

簡易宿泊施設の一室で、この部屋に住む実母（43）と長女（12）が死亡していた。母子は生活保護
を受けており、市役所宛に「娘を殺して自分も死ぬ」と書かれた手紙が届き、長女の障害に悩む記
述があった。様子を見に来た職員らが遺体を見つけた。長女は仰向けで首に圧迫された跡があり、
母親は顔からポリ袋をかぶった状態で、ともに死因は窒息死とみられる。

100 2012 母子 実母

家を訪れた母方祖父が、首を吊った実母（33）と血まみれで倒れている長男（９）を発見して通報し
た。長男は玄関近くの部屋で包丁によって首を刺されて死亡。実母は奥の部屋の二段ベッドの手
すりに紐のようなものを絡ませ首を吊っていた。母子は２人暮らしで、母方祖父は「将来について悩
んでいたようだ」と話している。

101 2012 父子 実父

電話に出ないのを不審に思った父方祖母（65）が家を訪ねたところ、実父（32）と長男（４）が入浴
した状態で倒れているのを発見。実父は自宅で長男の首を絞め、水を張った浴槽に沈めて水死さ
せたのち、自分の腕や腹など数か所を切り、病院で手当を受けた。動機は、実母との離婚後、うつ
病の影響もあって自殺を思い立ち、自分が死ぬと同居する長男が一人になってしまうと考えたた
め。裁判で弁護側は重度のうつ病で責任能力がないとして無罪を主張したが、判断能力は相応に
保っていたとして懲役６年の判決となった。

102 2012 その他 祖母
自宅の木造倉庫で、祖母（54）が首を吊って死亡しており、孫の女児（８か月）が抱っこ紐で祖母の
胸に結わえ付けられていたのを、曾祖父が発見した。祖母が孫を窒息死させたあと、自殺したとみ
られる。孫は実母らと７人暮らしだった。

103 2012 母子 実母

道路脇に停車している軽乗用車を不審に思った通行人が通報。車中から実母（36）、長男（５）、
次女（４か月）の遺体と、入浴剤と洗浄剤で硫化水素を発生させた跡が発見される。残されていた
手紙は警察、実父、母方祖母宛に書かれており、警察宛には「２人を連れていきます」などと書いて
あったという。車はエンジンが掛かったままで、フロントガラス以外の窓には中から段ボールが張ら
れていた。
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104 2012 母子 実母
実母（50）と次男（13）が死んでいるのを同居していた母方祖母（83）が発見。銅線がむき出しに
なった電気コードが、女性の体にテープで固定されており、次男の体にも通電のやけど跡があっ
た。室内からは実母の署名が入った遺書がみつかった。

105 2012 父母子 実父母？

通行人から「目張りをしている車両が駐車している」と通報が入る。車内から30代の実父母と、10
歳、８歳、５歳の男児の遺体が見つかる。燃えた練炭と心中をほのめかした内容のノートがあり、
ノートには８ページにわたり一家心中をほのめかす内容が書かれていた。「息子一家が帰宅してい
ない」と父方祖父から捜索願が提出されていた。

106 2012 母子 実母

ダムの取水口を点検していた会社員が、実母（39）と長男（８）がうつぶせで浮いているのを発見し
通報した。家族は実父母と長男の３人暮らしで、実母は以前家族に「死にたい」ともらしていた。発
見数日前から母子の行方が分からなくなり、実父が警察署に捜索願を提出していた。発見当日の
朝には、現場から１キロ上流の橋付近の駐車場で実母の乗用車を発見した。

107 2012 母子 実母

実母（34）が長男（２）と次男（５か月）の胸や腹、背中を包丁で刺し、自らも腹などを切って自殺を
図った。階下の泣き声を聞いて下りてきた母方祖父母が発見し通報した。３人は和室の布団にお
り、実母と長男は重傷、次男は搬送先病院でまもなく死亡した。家族は実父母・長男・次男の４人
暮らしで、実母は家族に「仕事や育児のことで悩んでいる。病院に行こうかと思う」と話しており、
搬送時は「子どもを殺して自分も死のうと思った」と話した。当時実父（46）は仕事で不在だった。
実母は殺人と殺人未遂の疑いで逮捕されたが、鑑定留置の結果、不起訴処分となった。

108 2012 母子 実母
実母（39）と長男（５）が首を吊って死亡しているのを、訪ねてきた母方祖母らが見つけた。玄関に
鍵が掛かっていたため、近くに住む父方祖父母と共にガラスを割って中に入ったという。実母は日
頃から死にたいと漏らしており遺書があった。

109 2013 母子 実母

連絡がつかないことから母方祖母と母方叔母が合鍵で自宅に入ったところ、実母（35）と長男
（８）、長女（６）の遺体が見つかる。居間で死亡していた２児の首には紐で絞められた跡があり、
実母は寝室で首を吊っていた。母子は３人暮らしで、母方祖母宅のポストに「疲れたので死にた
い」という内容の手紙が入っていた。母方祖母が遺体発見日の午前に手紙に気づき、母方叔母夫
婦に相談した。

110 2013 父子 実父

「車中で人が倒れている」と近くの資料館の警備員から通報があった。長男（13）が車中で、実父
（45）と長女（19）が近くの橋の欄干から首を吊って死亡していた。長男の首には紐で絞められた
ような跡があった。父方祖母（70）が、数日前から３人が居なくなっていると届け出て行方を捜して
いた。

111 2013 その他 父方祖父

父方祖父（66）が、隣で眠る孫の女児（９）の首を両手で絞め殺害。帰ってきた実父（35）が通報
し、署員が駆けつけたところ祖父も首を吊って自殺を図ろうとしていた。「次男（実父）の稼ぎでは
足りず、生活苦から孫の首を絞めた。自分が先に死んだ後、可愛い孫が一人で生きていけるか心配
だった」と供述。実父母は事件前月に離婚して祖父・実父・長女の３人暮らしとなっており、家族の
銀行口座には残高がほとんど無く、自宅に残っていた現金は数千円ほどだった。懲役９年の判決。

112 2013 母子 実母

実母（38）が次女（11）・三女（８）の脇腹や腹部を包丁で刺し、知人男性に「ごめんなさい。大変
なことをした」と電話。男性が訪問し通報。実母と三女は重傷、次女は死亡が確認された。実母は
精神的に不安定で通院歴があり、事件の半年前に「自分を傷つけてしまうかもしれない」と警察に
通報するなどしていた。次女は事件の半月前に「お母さんがご飯を作ってくれない、一緒にいるの
が嫌だ」と家出をしたが、実母が次女に謝罪し、児童相談所の指導に素直に従ったことから一時
保護には結びつかなかった。公判で弁護側は心神耗弱状態と行政の手落ちを主張したが、第三者
の責任ではなく被告が責任を負うべきであるとして、懲役14年の判決。

113 2013 父子 実父

長女（15）から「父が家族を刺して火をつけた」と119番通報。実母（36）と次女（10）が全焼した
住宅内部から見つかり、死亡が確認された。現場にいた実父（39）を現行犯逮捕、「昨年失業し、
住宅ローンの借金があった。生活苦で一家心中しようとした」と容疑を認めた。実父は包丁２本を
使って２階玄関で実母の首や腹などを刺した後、２階居間で次女の首を刺し、長女も刺そうとして
もみ合いになり、包丁を取り上げられた後、３階の布団にライターで火を付けたという。実母と次女
の死因は失血死で、長女は手に軽傷を負った。懲役26年判決。

114 2013 母子 実母

実母（37）から「子どもを殺そうとしてしまった」と119番通報。消防隊員が駆けつけ、ベッドに寝た
状態で首から出血していた長女（14）を病院に搬送したが、同日夜に死亡した。長女は首に包丁で
切りつけられた跡があった。実父母は長女が３歳の頃に離婚し、実母と長女の２人暮らしで、実母
は「娘と心中しようと思った」と供述している。鑑定留置の結果、不起訴処分。

115 2013 その他 母方祖父

実母（36）が「母方祖父（66）が長男（15）を殺した」と通報。長男は特別支援学校中学部３年で、
祖父と実母と３人暮らし。祖父は長男の首をワイヤーで絞め、キッチンバサミや出刃包丁で首や胸
を数回刺して失血死させ、実母に犯行を打ち明けた。実母は長男について、「耳が遠くなった祖父
にいらだっていたようで、私がいないときに暴れることもあった」と説明。公判で、祖父は長男の将
来を悲観しての犯行だったことを明かした。祖父は鑑定留置の結果、認知症とうつ病の影響から
心神耗弱状態だったが、行動は合理的であったとして懲役４年の実刑判決となった。
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116 2013 母子 実母

実母（33）がアパート２階自宅で長男（12）の首を圧迫して殺害。その後半日、実母自らも首を吊る
などして自殺を試みたが死にきれず、「子どもを殺した」と出頭。この日は小学校卒業式当日で、欠
席の連絡がなかったため教頭や担任教諭が電話や訪問をしたが会えなかった。実母は長男と２人
暮らしで、事件１年前までは牛乳配達の仕事をしていた。「生活が苦しくて自殺しようと思った。２
人暮らしなので息子だけ残して死ねないと思った」と話しており、公判では重度のうつ病で心神耗
弱状態と認定され、懲役３年保護観察付き執行猶予５年の判決。

117 2013 母子 実母

湖畔の駐車場の乗用車内で、実母（35）と長女（９）が死亡しているのを、湖漁協の男性が発見し
通報。車内に練炭を燃やした跡と、「苦しい」「もうダメだ」と実母が走り書きしたと見られるノート
があり、実母が運転席、長女がその膝の上に横たわっていた。実母は被疑者死亡のまま殺人容疑
で書類送検となった。

118 2013 母子 実母

駐車場で血を流して倒れている実母（30）と、刺し傷のある長男（９か月）が通行人によって発見さ
れ、長男は搬送先の病院で死亡。死因は出血性ショックか転落による頭蓋内損傷。実母が、傍の
高さ約８メートルのコンクリート塀から長男を抱えて飛び降りたと思われる。実母も骨盤骨折の重
傷を負い、長男の刺し傷への関与をほのめかしていたため、退院後に逮捕された。実父母と長男の
３人暮らしであった。

119 2013 その他 祖父
焼損した乗用車内で、２人の遺体が見つかった。祖父（58）がガソリンに火をつけ、同居する孫の
男児（２）を焼死させた疑い。祖父の死因も焼死で、遺書と見られる書き置きが自宅にあった。道
連れにした理由は不明。被疑者死亡のまま殺人容疑で書類送検された。

120 2013 父子 実父

実父（49）から「自宅で子ども２人を刀で刺した」と通報が入る。次女（17）と長男（13）が胸などか
ら血を流して倒れており、搬送先病院で死亡が確認された。近くに座りこんでいた実父も腹に軽い
刺し傷を負っており、「子どもを守るために刺した」「自分も死のうと思った」などと話し、現行犯逮
捕。当時実父は次女・長男の３人暮らし。実母とは別居中で、同居の子を１人ずつ引き取る方向で
離婚協議中だった。実父は周囲から子煩悩と見られていたが、実母から一方的に別れを告げられ、
勤務先でも突然「家庭の事情で辞める」と言い出すなど様子がおかしかったという。鑑定留置の結
果、刑事責任を問えると判断され、殺人罪で起訴された。

121 2013 父母子 実父？

実父（43）・実母（39）・長女（13）・長男（10）がマンション自宅にて遺体で見つかる。実父がドア
ノブで首を吊り、実母と子どもは寝室の布団に川の字で仰向けに倒れ、首を絞められた跡があっ
た。長女と長男は数日前から学校を欠席しており、親族が「連絡が取れず、家が施錠されている」と
通報して発覚した。遺書は見つかっていない。死後数日と見られる。

122 2013 母子 実母

マンション一室から異臭がすると管理会社社員より通報があり、駆けつけた署員により実母（28）
と長男（３）の遺体が発見される。２人は洋間に敷かれた布団の上で仰向けに倒れており、長男の
オムツカバーには大量の排泄物が付着、２人とも身体の一部がミイラ化していた。室内から「最後
にもっとおいしいものを食べさせてあげられなくてごめんね」といった謝罪メモがあった。母子は実
父のDVから逃げるため知人の紹介でこのマンションに住んでいた。室内クローゼットの取手に、
カーテンを裂いて作った輪っか状のロープが取り付けられており、使われた痕跡はないが、なんらか
の方法で無理心中を図ったとの見方もある。

123 2013 その他 父方祖母

父方祖母（65）が裏庭の納屋で首を吊った状態で見つかり、孫の女児２人（９，７）が別々の部屋
の布団で首を絞められて死亡していた。祖父母は２人暮らしで、事件当日は実母（36）と女児２人が
泊まりにきていた。実父母と女児２人は徒歩数分の場所に４人暮らしをしており、当時実父は仕事
で不在だった。被疑者死亡のまま書類送検となった。

124 2013 父母子 実父母

実父（39）と実母（38）は架空名義の預金口座を開設したなどとして詐欺罪で起訴され、当時裁判
中であったが出廷しなかったため、署員が自宅を訪れた。玄関が施錠されており、ベランダの窓を
割って室内に入ると、目張りされた浴室で実父母と長男（７）が死亡しており、室内から硫化水素
が検知された。遺書は見つかっていない。

125 2013 母子 実母

実母（44）から「手首を切った」と119番通報があり、救急隊員が駆けつけると、２階洋室の布団の
上で、血だらけですでに死亡している長女（14）と長男（10）が発見される。長女は腹部、長男は首
に刺されたような傷があり、実母は左手首から血を流し軽傷。実母が「包丁で刺した」と話したた
め逮捕。実父（40）とは別居中だった。実母は動機について「すべてに疲れた。子どもを殺して自分
も死のうと思った」と供述しており、働いていたスーパーを数か月前に辞めていた。

126 2013 母子 実母

母方祖母（59）が帰宅し、倒れている実母（29）と長男（５）を見つけ119番通報。室内で七輪を
使って練炭を燃やし、一酸化炭素を発生させた。遺書らしき紙も見つかった。２人は病院に搬送さ
れたが長男は死亡、実母は意識朦朧状態だったが病院で回復したため逮捕された。長男は実母と
既婚男性との間の子で、昨年男性から養育費の減額を言い渡されて将来を悲観し、さらに心中を
図る数日前に「（長男を）産まなければよかったのに」と言われたことなどが動機として語られた。
心中がやむを得ないという状況ではなかったとして、懲役６年判決。

127 2013 母子 実母

実母（34）から「娘の首を絞めた」と110番通報が入る。署員らが部屋で倒れる次女（３）を発見。
家族は実父（37）、実母、長女（10）・次女の４人暮らしで、実父と長女は事件当時外出中だった。
台所のノートに経済面の不安が書かれており、実母は「今後を悲観した。自分も自殺するつもり
だった」と供述。鑑定留置で刑事責任能力の有無などを調べる方針。
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事例No. 発覚年 形態 加害者 事例の概要

128 2013 父母子 実父母

勤め先から連絡を受けた署員が民家を調べたところ、車庫の乗用車から実父（34）、実母（16）、
長女（１）とみられる遺体が発見されたほか、練炭を燃やした跡と遺書のようなメモが見つかった。
遺体は死後数日たっているとみられ、何者かが外部から侵入した形跡もなかったことから無理心中
との見方が強い。

129 2013 母子 実母

出産のために実家に戻っていた実母（28）と長女（生後５日）が血を流して倒れているのを、母方祖
母が発見し、母方祖父を通じて119番通報。搬送先病院で長女の死亡が確認された。２人の近くに
刃物があり、殺害に使用されたものと思われる。実母は腹部や手首から出血していたが命に別状は
なく、回復を待って事情を聞いたところ、「いろいろなことが不安で、育てていく自信がなかった」と
犯行を認めた。鑑定留置後、不起訴処分。

130 2013 母子 実母

林道に止めてあった軽乗用車内で、実母（28）と長女（８）・長男（４）が並んで死亡しているのを、
通行人から通報を受けた警察官が発見。車の窓の一部が目張りされ、車内から七輪２個と練炭の
燃えかすが発見された。３人の死因は一酸化炭素中毒で、目立った外傷はなく、自宅に母方祖母宛
ての遺書とみられるメモも残されていたことから、練炭自殺を図ったとみられる。母子３人暮らし
だった。

131 2013 父子 実父
空き地に止めてあった車の中で女児（２）が死亡しており、実父（30代）が意識朦朧としているのを
警察官が発見した。車の中には燃えた練炭があった。家族が捜索願を出していた。実父が無理心
中を図ったとみて回復を待って事情を聞く。

132 2013 母子 実母

帰宅した実父（43）が、リビングで胸から出血して毛布にくるまった実母（45）と、トイレの前で首を
刃物で刺された長男（４）を発見し、通報。長男は２時間後に出血性ショックで死亡したが、妻は
命の別状はなかった。現場は２階建てのメゾネットタイプのアパートで、台所で血の付いた包丁が見
つかった。１階裏側のベランダの窓は開いていたが、第三者が侵入した形跡はなかった。実母は、
実父に対し「子どもを刺した」と話したが、警察の調べに対しては「子どもはどうなったかわかりま
せん」と曖昧な共述をしている。

133 2013 母子 実母

母方祖母（70）から「娘（実母）が焼身自殺を図った」と119番通報があった。木造２階建て納屋の
２階一室で、実母（38）と長男（５）・次男（３）がひどい火傷を負って倒れており、まもなく死亡が
確認された。死因は、長男は焼死、次男は一酸化炭素中毒だった。祖母は３年前から１人暮らし
で、実母が子どもを連れてたびたび帰省していた。３人に火傷以外の目立った外傷はなく、無理心
中を図った可能性があるとみられている。遺書は見つかっていない。

134 2013 父子 実父

彫金業自宅兼工場の作業部屋から叫び声がし、実父（44）と長男（８）が倒れているのを実母
（35）が発見、事情を聞いた通行人が110番通報した。２人は血を流して既に死亡しており、体には
鋭利な刃物による刺し傷があった。実父が長男を刺した後に自殺したとみられる。家族は実父母と
長男、長女（生後１ヶ月）の４人暮らしで、１年前に引っ越してきた。

135 2013 父子 実父

実父（49）が、小学校校庭で野球の練習をしていた次男（９）を連れ出し、次男と自らの体に灯油を
かけて火を付けた。実父は同日夜に死亡、次男は意識不明の重体で病院に搬送されたが約１週間
後に死亡。実父は実母（40）と離婚調停中で単身別居していたが、復縁を望み、実母の実家に現れ
て次男を連れ去ろうとしたこともあり、面会が規制されていた。次男は実母、母方祖父母、長男と５
人暮らしだった。実父は以前から次男に「俺が死んだらお前がお母さんを守れ」などと漏らしてお
り、実父の自宅から「次男に会いに行く」という趣旨の遺書が発見された。容疑者死亡のまま書類
送検。
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２．「親子心中」事例数（厚生労働省の報告から）

厚生労働省が設置した社会福祉審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会に

よる「子ども虐待による死亡事例等の検証結果などについて」の報告書で報告された、「心中による

虐待死」の例数・人数を表にした。

なお、第１次報告の対象は平成15年下半期（６か月間）、第２次報告から第４次報告は平成16年、

平成17年、平成18年の１年間をそれぞれ対象としている。第５次報告は平成19年から平成20年３月ま

での15か月間を対象としており、第６次報告以降は平成20年度、平成21年度、平成22年度、平成23年

度の１年間を対象としている。

第１次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次 第７次 第８次 第９次 総数

例数 ― ５ 19 48 42 43 30 37 29 253

人数 ― ８ 30 65 64 61 39 47 41 355

３．「親子心中」事例の検挙状況（警察庁の報告から）

警察庁生活安全局少年課が報告している「児童虐待及び福祉犯の検挙状況」では、「保護者が、児

童と共に死ぬことを企図し、児童を殺害（未遂を含む）して自殺（未遂を含む）を図った場合（いわ

ゆる無理心中）」を、児童虐待事件の検挙実数の外数として平成15年から計上している。第２報（川

﨑他，2013）では平成23年までのその数値をまとめたが、本表はそれに平成24年および平成25年の数

値を加えた。

１．検挙状況
H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年

検挙件数 46 47 37 43 38 36 39 29 28 36 34

検挙人数 49 50 37 45 40 36 39 30 28 38 35

被害児童数 66 63 45 57 60 49 53 37 35 50 38

２．被害児童死亡事件の検挙状況
H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年

検挙件数 37 32 24 35 26 28 27 23 20 27 26

被害児童数 51 41 29 44 43 39 37 29 26 38 29
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３．加害者と被害児童との関係（被害児童が生存した事件も含む）
H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年

実父 10 6 8 8 7 9 6 6 7 5 10

養・継父 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

その他（男） 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3

実母 38 41 29 35 29 25 31 23 20 30 21

養・継母 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

その他（女） 0 2 0 1 3 1 1 1 0 2 1

計 49 50 37 45 40 36 39 30 28 38 35

４．被害児童の年齢（被害児童が生存した事件も含む）
H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年

１歳未満 11 10 9 4 5 6 3 4 6 3 3

１歳 4 6 4 7 6 3 3 4 2 5 0

２歳 8 8 3 6 4 1 4 3 4 3 4

３歳 5 6 3 3 2 4 5 3 2 4 2

４歳 5 5 2 6 1 3 6 5 2 5 1

５歳 5 6 2 3 6 6 4 5 2 5 4

６歳 1 1 2 8 3 2 5 2 1 6 1

７歳 6 3 2 2 4 7 5 0 2 1 1

８歳 0 5 3 2 5 3 2 2 4 2 1

９歳 5 3 4 6 1 2 4 2 2 5 5

10歳 5 1 0 1 4 5 2 1 0 3 5

11歳 2 3 4 1 4 0 3 1 2 2 2

12歳 4 1 3 3 1 2 4 3 1 2 3

13歳 3 1 1 3 7 1 1 0 1 2 2

14歳 2 2 0 1 3 2 0 0 0 1 2

15歳 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0

16歳 0 1 0 0 2 2 1 0 2 1 1

17歳 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1

計 66 63 45 57 60 49 53 37 35 50 38
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