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鑑定により明らかになった障害亀井

1 事案の概要
　放浪生活をしていた被告人男性が生活費に
窮し、深夜、都内の路上で女性のバッグをひ
ったくろうとして、女性の頭を数発殴り全治2
週間の怪我を負わせたという強盗致傷事件。
2 裁判の概要
　起訴後に事務所の後輩とともに国選弁護人
として選任されました。
　被告人は初犯で20代男性、主な事実関係に
争いはなく、シンプルな事件にも思えました。
　しかし、接見当初からいくつかの違和感が
ありました。まず、本人の話し方があまりに
も淡々としており、事件についての反省、裁
判や身柄釈放への意識などが薄い感じがしま
した。また、そもそも裁判員対象という重大
な事件で何故被疑者段階から弁護人選任を希
望しなかったのか、本人は前科前歴もなく穏
やかな性格なのに何故本件を起こしてしまっ
たのか、家族が住む自宅が事件現場のそばに
あるのに「帰る」という選択が何故できなか
ったのかなどの疑問が、理由を聞いても解消
されませんでした。そして、家族、友人から
の話、また小学校時代の成績表、さらに検察
官から開示された本人手書きの供述調書など
を見て、もしかしたら何らかの障害があるの
ではないかと考えるようになりました。とは
いえ、手帳（療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳等）や精神科等への通院歴などは一切な

かったので、あくまでも勘のレベルでした。
また、鑑定を行うことで長期の身柄拘束にな
ってしまう懸念もありました。しかし、本件
犯行に至った根本的原因を探り、解明するこ
とは、今後の更生とも密接不可分であると確
信し、悩んだ末に、起訴されて約2か月後に
精神鑑定請求に踏み切りました。責任能力は
争わないという前提で正面から情状鑑定の趣
旨であることは裁判所に伝えました。特に協
力医などの意見書は付していませんが、専門
書から弁護人でいくつかの仮説を立てました
（当時は発達障害を一番疑っていました）。ま
た臨床心理士の先生の意見もとても参考にな
りました。
　検事は鑑定不要との意見でしたが、裁判所
は鑑定請求を認めてくれました。約2か月かけ
て鑑定が行われ、出された診断結果は、軽度
精神遅滞ないし境界知能でした。普通学級で
特段問題行動もなく生活してきた被告人にそ
のような診断がなされ、家族は驚きました。
一方で、いくら指導しても仕事ができない、
長続きしないことの理由などがようやく分か
り、最終的には受け入れることができました。
　裁判では鑑定医が、彼は合理的な判断力に
乏しく事態の変化に対応することができなか
った、犯行に障害の影響があったと説明して
くれました。弁護人としては、当該鑑定医の
意見を受け、まず犯情面で障害があることは
責任非難の程度を減じる事情になること、ま
た一般情状面で家族が障害を受け入れ今後の

イラスト　高橋 尚子（当会会員）

情状鑑定の活用例

レポート
裁判 裁判

当会会員　亀井 真紀（54期）●Maki Kamei

当会会員　山下 瑞木（64期）●Mizuki Yamashita

D13957_38-41.indd   38D13957_38-41.indd   38 18/03/08   17:2418/03/08   17:24



NIBEN Frontier●2018年4月号 39

支援を約束していること、障害に理解をもつ
就労先を探す予定であること（事前にハロー
ワークに相談したことなどを報告）などを被
告人の反省、示談ができていることなどと合
わせて主張しました。
3 判決結果
　求刑は懲役5年でしたが、判決は懲役3年執
行猶予5年保護観察付でした。
　結果としては猶予をとれたことで本当にほ
っとしました。
　ただ、判決文においては「犯行に至る背景
には、被告人の軽度精神遅滞等の影響があっ
たことはうかがわれるが、障害の程度は軽微
であり、被告人は違法性を十分に認識しなが
ら、自らの意思で犯行に及んだのであるから、
この点が取り立てて量刑を下げる事情にはな
らない。」（下線筆者）とありました。うーん、
「取り立てて」って何？障害があったことは考
慮されなかったの？鑑定は無意味だったの？
と悩みました。一方で「本裁判を契機に、被
告人が軽度精神遅滞等の障害を有しているこ
とを被告人及び被告人の家族が気付き、被告
人の母親が被告人の障害を踏まえた支援、監
督を家族で行っていくと述べている。」とも判
決文にはありました。少なくとも一般情状と
しては考慮されたのかもしれません。
4 感想
　その後の裁判所での反省会なども経て考え
るところは、責任能力を争点としないケース
で、障害がある→責任非難減少→犯情面で有
利に考慮、という流れは、やはりなかなか一
般裁判員にはピンとこないことなのかもしれ
ないということです。ピンとくるためにどう
したらよかったのか、あれだけ鑑定医が影響
していたと明言してくれたにもかかわらず、
犯情面では明確には考慮されなかった原因は
何なのか、実は未だに悶々としています。障
害というハンディキャップがある人とそうで
ない人で同じ罪を犯してしまった場合に、非
難可能性が異なるんだという感覚は必ずしも
社会に受け入れられていないということでし
ょうか。それとも伝え方がやはりまずかった
のでしょうか。

　とはいえ、鑑定を行わなければ家族がこれ
までの接し方を反省したり、今後の支援につ
いてみんなで考えたりすることもおそらくな
かったでしょう。また、今回の鑑定では、鑑
定医の方が丁寧に何度も被告人の話を聞いて
くれ、また家族宅にも訪問して面談してくれ
ました。我々弁護人ですら中途半端にしか描
いていなかった犯行の背景事情の大きなヒン
トをくれました。家族がいろいろなことを受
け入れるための手助けにもなりました。結論
として、鑑定をやって本当によかったと思っ
ています。
　また、我々弁護人は当初から、障害の有無
に関係なく、とにかくきちんと本人の反省を
深め、裁判で伝えないことには執行猶予はあ
り得ないと思っていました。障害の影響によ
り被害者側の思いを想像するのが苦手だとか、
反省をしていてもうまく表現ができないとい
うのは、弁護人は理解しても、裁判員はまず
もって理解しないということを過去の事件で
私は経験していました。何度も面会を繰り返
し、ある意味被告人との距離が近くなりすぎ
てしまう故の落とし穴だと考えています。そ
のため、鑑定請求の前から二弁の援助制度を
利用して臨床心理士の先生に拘置所で何度も
面談をしてもらいました。それにより、被告
人はインタビューにも随分慣れ、その都度自
分の過去を振り返り、きちんと考える、その
上で質問に回答するということに慣れていき
ました。法廷での被告人質問、最終意見陳述
では、約9か月前に初めて会った時にはおよそ
想像できなかった程、自分の言葉で被害者に
謝罪の意を示すことができるようになってい
ました。もとよりパフォーマンスなどできな
い人なので、本当の気持ちなんだと感じ、思
わず目頭が熱くなりました。臨床心理士の先
生のおかげでもあります。いろいろなことが
あった裁判ではありましたが、私にとっての
ハイライトはそこでした。 
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情状鑑定とその結果山下

1 事案の概要
　被告人A氏は、シングルマザーのB氏方で一
時的に同居（居候）していたところ、ある夜、
B氏の息子Cちゃん（3歳）の食事中の態度を
とがめ、その後同人に暴行を加えて死亡させ
た。
2 経過
受任と疑問
　私は、A氏が逮捕された翌日に委員会派遣
により接見し、その後被疑者国選弁護人とな
った。
　A氏はCちゃんに暴行したことを認めていた
が、暴行の経過についてはよく分からない点
が多々あった。
　すなわち、A氏は事件の契機を、「Cちゃん
が食事中にガンをつけてきた（にらんできた）
ことに対するしつけ」だと説明し、Cちゃんに
は発達の遅れがあり、「自分が教えてやらない
と」と思ったという。しかし居候の身にすぎ
ない彼が、Cちゃんをしつけなければいけない
理由がよく分からない。
　A氏は、同居中、B氏の家事や育児が不十分
に見えていたという。自分のことを「パパ」
と呼ぶCちゃんを可愛く思っていたともいう。
しかしA氏がしたと自認する暴行は、勾留状
に書かれたものとはいくつかの重要と思われ
る点で態様が異なるものの、十分に強度なも
のだ。
　接見を何度重ねても、それほどのことをし
た理由としてピンとくるものはなかった。A
氏は、逮捕時点で20歳になったばかりだった。
発達面で何らかの問題があるかもしれないな、
と思った。
母親との面会
　A氏の母親D氏と連絡がつき、面会した。A
氏がどのように育ってきたか、家庭環境はど
うだったか、どういう性格だったか、非行歴
はどうか…。そうした中で、A氏が小学校6年
生の時、児童相談所で小学校1年生程度のIQし
かないと指摘され、いわゆる「緑の手帳」（療
育手帳）の交付を受けたという情報を得た。

　もちろん、IQが低いからといって直ちに今
回の事件に至るということにはならない。責
任能力に影響するかといえば、それも無理だ
ろう。しかし、彼の知能の問題は、今回の暴
行を説明する手がかりになるのではないかと
私は直感した。
少年事件記録など
　A氏は傷害致死で起訴され、公判前整理手
続が始まった（以後は、起訴後に選任された
小松圭介弁護士と共同で本件にあたった）。検
察官は、A氏の少年前歴の証明として犯歴照
会の取調べを請求した。また、少年非行事件
による処分後の保護観察状況の証明として、
保護観察所長作成の保護観察状況報告書の取
調べを請求した。証拠開示請求により開示さ
れたものの中から、母親から聴取したとおり、
児童相談所においてIQ59と測定されたとの情
報が明らかになった。
　私たちは、これらに関連するものとして、
刑事訴訟法279条に基づき、公務所照会請求を
行い、少年保護事件記録等の入手を試みた。
裁判所はこれを採用した。謄写までは認めら
れなかったものの、いわゆる社会記録も含め
て書類を取り寄せてもらえ、書記官室での閲
覧が可能となった。そこでは、A氏が少年鑑
別所の知能検査においてSS：20、IQ：50の数
値（新田中B式）で、軽度精神遅滞の診断を受
けていたことが明らかになった。
鑑定へ
　私たちは、この知的な問題点が彼の認知や
行動に影響を与えた可能性が十分にあり、そ
れが今回の事件に結びついているのではない
か、だとすれば、彼に対する刑事的非難の大
きさに影響を与えるのではないか、と考え、
この点をさらに明らかにする必要があると考
えた。そこで、鑑定請求という手段を用いる
ことにした。
　鑑定請求書では、それが情状鑑定の請求で
あることを明確にした上、本件の経緯には常
識では理解し難い点があり、専門家の関与に
より科学的に解明する必要があること等を簡
潔に指摘した。
　検察官は鑑定請求に反対の意見を述べたが、
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裁判所は割合にあっさりとこれを採用した。
鑑定人の選任は裁判所に一任したところ、裁
判所は、家庭問題情報センター（FPIC）に相
談したようで、FPICに所属する2人の臨床心
理士が鑑定人として選任された。
　採用された鑑定事項は次のようなものであ
る。
① 被告人の知能、資質、性格及びその形成過
程
② 本件に至る被告人の心理経過及び本件犯行
時の心理状況
③ ①が②に与えた影響
④ 再犯防止に必要な方策
⑤ その他参考意見
鑑定の経過と結果
　鑑定の期間は、着手から鑑定書の提出まで
概ね3か月程度だった。その間、鑑定人らは9
回にわたりA氏との面接を実施し、その中で、
多岐にわたる心理検査が行われた。
　提出された鑑定書は、本文37頁からなるも
のであり、A氏からのヒアリングや心理検査
の結果をベースとして、専門家としての意見
が述べられていた。
　一部を紹介すると、A氏は、その生育歴か
ら、Cちゃんに対する同一視と障害否認、つま
り発達に遅れの見られるCちゃんには「おれ
のようになってほしくない」と思うと同時に、
知的障害を認めたくないという思いがあり、
これが事件の背景になっていたと思われるこ
と、A氏には生来的な粗暴性は見られないも
のの、知的能力の程度からストレスを受ける
場面において柔軟な対処に限界があり、それ
が暴力につながること、といったものである。
公判
　公判においては、鑑定人2名がプレゼンテー
ション方式で証言するかたちで尋問が行われ
た。要点をまとめた分かりやすいもので、裁
判員も興味深く聞いていた。
　鑑定人の尋問後に再度被告人質問を実施し、
鑑定人の話を聞いてどのように感じたか、自
分の問題点についてどのように考え、どのよ
うに対処していくか、といった点の供述をし
てもらった。

　弁論では、今回の暴力に至った経緯につい
て鑑定人の証言を踏まえて述べ、それが非難
を小さくする事情であるということを主張し
た。
判決
　判決は、懲役8年（求刑：懲役9年）。
　鑑定については一般情状として考慮され、
判決文の約1頁を割いて言及された。鑑定の結
果は「裁判所が本件事案を理解するのに有用
であり、被告人の自己理解にも資するもので
あった」とされ、A氏は本件当時20歳であり、
鑑定によって指摘されたA氏の問題点はA氏の
生来の資質や生育歴に由来する部分も大きく、
「一定程度考慮すべきである」とされた。ま
た、鑑定を通じてA氏が自己理解の機会を与
えられたことも、やはり「一定程度考慮すべ
きである」とされた。
　事件後の反省会では、裁判所から、「結論に
結びついたかはさておき、鑑定をやってよか
ったことは間違いない」との発言があった。
3 おわりに
　今回の鑑定が直接的な「成果」に結びつい
たと言えるかというと、自信は持てない。し
かし、弁護人が依頼者と事件を理解しなけれ
ば弁護はできないのであり、少なくともその
意味において、鑑定は大いに役に立った。判
決での言及は上記のようなものにとどまった
が、事件の外形だけを見れば、「モンスター」
のように見られかねないA氏に人格を与える
ことができたのも、鑑定の成果だろうと思う。
今後も、機会があれば活用していきたい。 
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