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はじめに

平成 24 年 7 月 30 日、大阪地裁は、発達障害（アスペルガー症候群）を
有する被告人が被告人宅を訪れた姉を刺殺した事件（大阪アスペルガー事
件）について、懲役 20 年の判決を言い渡した 1、2。同地裁は、この犯行に関
してアスペルガー症候群の影響を重視すべきでないとし、十分な反省のな
いまま被告人が社会に復帰すれば、被告人の意に沿わない者に対して犯行
に及ぶことが心配され、社会内でアスペルガー症候群に対する受皿が用意
されていない現状下において、許される限り長期間被告人は刑務所に収容
されるべきと判示した。この判決は、大きな社会的反響を呼び、発達障害
であることは本人の責任ではなく「責任無ければ、刑罰なし」3 とする刑法
の責任主義の原則に反する、社会に受皿が用意されていないといった理由
で刑を重くするのは保安処分であり容認できない、という批判が、弁護士
団体 4 や障害者団体 5 によってなされた。

1
2

賃社 1575 号 11 頁、LEX/DB 文献番号 25482502
大阪アスペルガー事件の地裁判決に検討を加えたものとして、佐藤幹夫
（2012）
「
『発達障害』と刑事司法（1）
： 社会の受け皿

に下された判決」

世界 836 号 272 頁以下、青木志帆（2012）
「大阪アスペルガー判決が問いか
けるもの：大阪地方裁判所平成 24 年 7 月 30 日判決」賃金と社会保障 1575
号 4 頁以下、浜井浩一（2013）
「発達障害のある被告人に対する大阪地裁
判決を巡って〈法律家のための犯罪学入門 15〉
」季刊刑事弁護 74 号 167 頁
以下がある。
3

裁判所職員総合研修所監修 (2007)『刑法総論講義案（三訂補訂版）
』司
法協会 228 頁

4

大阪弁護士会（2012）
「
『姉刺殺大阪地裁判決』についての会長談話」
（平
成 24 年 8 月 7 日）
、日本弁護士連合会（2012）
「発達障害のある被告人によ
る実姉刺殺事件の大阪地裁判決に関する会長談話」
（平成 24 年 8 月 10 日）

5

社団法人日本自閉症協会（2012）
「アスペルガー症候群を有するとされる
被告人に対する大阪地方裁判所の判決に関する緊急声明」
（平成 24 年 8 月 8
日）
、一般社団法人日本発達障害ネットワーク（2012）
「アスペルガー症候
群の被告人に対する大阪地裁の判決についての声明」
（平成 24 年 8 月 8 日）
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そして、平成 25 年 2 月 26 日、大阪高裁（控訴審）は、地裁判決について、
責任主義に反する違法があったとまではいえないものの、犯行動機の形成
過程へのアスペルガー症候群の影響を過小評価し、社会の受皿がないとい
う事実誤認をした結果、被告人の刑を不当に重くしたとして、量刑不当を
理由に原判決を破棄し、懲役 14 年を言い渡した

6、7

。

本事件の地裁判決で浮き彫りとなったのは、（1）アスペルガー症候群な
ど発達障害を有する者は、障害特性の判りにくさにより、責任能力（事理
弁識能力及び行動制御能力）が減退していることが認められにくく、責任
主義が十分貫徹されないおそれがあること、（2）量刑の判断の際、判断の
材料となる犯情（犯罪の動機、方法、結果など）及び一般情状（被告人の
経歴、生育環境など）のいずれについても、発達障害の影響が過小評価さ
れがちであることである。本事件の地裁判決では、発達障害を有すること
が被告人に有利な事情として認められるのではなく、逆に刑を加重する方
向に働いたものである。
本稿では、以上のような問題意識に基づき、まず、発達障害とは何か、
特に犯罪と関連する特性について述べる。次に、発達障害者の刑事責任能
力の認定と量刑判断がどのような枠組みで行われているかを説明する。最
後に、近年の、発達障害者が被告人となった刑事事件の判例の動向を、責
任能力と量刑判断の観点から分析・検討したい 8。

6
7

判タ 1390 号 375 頁、LEX/DB 文献番号 25501465
大阪アスペルガー事件の高裁判決に検討を加えたものとして、本庄武
（2014）
「アスペルガー障害と量刑」新・判例解説 Watch（法学セミナー増
刊）14 号 143 頁以下、野村健太郎「アスペルガー症候群の精神障害を有す
る被告人に対する量刑〈刑事裁判例批評 250〉
」刑事法ジャーナル 39 号 108
頁以下がある。

8

刑事事件における発達障害の取り扱いについて検討を加えたものとし
て、浅田和茂（2010）
「刑事責任能力と発達障害」浜井浩一、村井敏邦編『発
達障害と司法 非行少年の処遇を中心に』現代人文社 129 頁以下、金岡繁
裕（2012）
「発達障害のある人の刑事責任について：責任能力および処遇
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発達障害とは

１．発達障害の定義とその特性
平成 16 年に制定された発達障害者支援法は、第 2 条で、発達障害の定義
を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注
意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通
常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」としている。す
なわち、広汎性発達障害、学習障害（LD）
、注意欠陥多動性障害（ADHD）
の 3 つを中心とする障害を総称して発達障害と呼んでいる。
図

出典

発達障害について

厚生労働省パンフレット「発達障害の理解のために」
（2008 年 1 月 1 日）

決定の見地から」発達障害研究 34 巻 2 号 157 頁以下、緒方あゆみ（2013）
「発達障がい者の刑事責任能力と量刑判断：大阪高裁平成 25 年 2 月 26 日判
決を端緒として」Chukyo lawyer19 巻 1 頁以下、辻川圭乃（2014）
「アス
ペルガー障害と量刑」法と精神医療 29 号 89 頁以下がある。
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本稿においては、特に刑事事件との関係が問題となる広汎性発達障害
（自閉症スペクトラム障害 9）を中心として、検討することとしたい。
広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）の症状の特徴は、次のとお
りである。
杉山 10 によれば、広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）は、3 つ
の症状を持つ。すなわち、①社会性の障害、②コミュニケーションの障害、
③想像力の障害とそれに基づくこだわり行動である。
①社会性の障害とは、定型発達の人が前提としている世界の感じ方、見
え方が異なっているということである。このため、表情やジェスチャーな
どの使用や理解が難しい、友人関係を作ることが難しい、自分の興味や体
験を他人と共有しようとすることが乏しい、他人の気持ちの理解が難し
い、その場の状況や雰囲気を読み取れず、社会の暗黙のルールがわからな
いといった特徴がある。さらに、罪を犯したことに対して反省している様
子が外見からは伺えず、反省していないように見えるということもある。
②コミュニケーションの障害とは、言葉をコミュニケーションの道具と
して適切に使いこなせないことである。知的な遅れがなくても、一方的に
喋るだけで話し合うことが苦手であったり、難しい言葉を使っていてもそ
の使い方が独特でまわりくどい言い方をする、言葉を文字どおりとらえる
ため例え話や冗談が理解できない、といった特徴がある。
③想像力の障害は、こだわり行動と結びつく。想像力の欠如のため、先

9

2013 年に改訂されたアメリカ精神医学会の DSM − 5（診断と統計マニュ
アル第 5 版）では、
「広汎性発達障害」という用語は使用されなくなり、
「自
閉症スペクトラム障害」
（スペクトラムのように多岐な現れ方をする障害）
と呼ぶよう変更された。我が国においては、発達障害者支援法の「発達障
害」の定義規定は改正されておらず、
「広汎性発達障害」の言葉が使用さ
れていることから、本稿においても「広汎性発達障害」と「自閉症スペク
トラム障害」の用語を統一せず使用することとする。

10

杉山登志郎（2005）
「発達障害の概念」発達障害者支援法ガイドブック
編集委員会編『発達障害者支援法ガイドブック』河出書房新社 32 頁以下
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の見通しを想像することが苦手で、自分のスケジュールや予定にこだわる
ことが多い。また、通学の道順やモノの場所などが突然変わるとパニック
を起こすことがある。
この 3 つの症状以外に広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）に顕
著な特徴として挙げられるのは、感覚過敏である。電気掃除機の音を嫌う
といった聴覚過敏、人からさわられる（抱っこされる）のを嫌う触覚過敏
などがあり、感覚過敏についても、パニック症状の原因となることも多い。
医学的な診断基準を見ると、我が国では、WHO の ICD − 10（国際疾病
分類基準第 10 版：1992）11 とアメリカ精神医学会の DSM − 5（診断と統計
マニュアル第 5 版：2013）が使用されている 12。
2013 年に改訂されたばかりのＤＳＭ− 5 において、自閉症スペクトラム
障害（DSM − 4 − TR では広汎性発達障害と呼ばれていたもの）の診断基
準は、概要以下のとおりとなっている 13。

11

我が国の厚生労働省は、ICD − 10 を使用している。ICD − 10 では、特
異的発達障害と広汎性発達障害の共通の特徴を以下のように述べている。
（a）発症は常に乳幼児期、あるいは小児期であること
（b）中枢神経系の生物学的成熟に深く関係した機能発達の障害あるいは遅
滞であること
（c）他の精神障害の多くを特徴づける寛解や再発が見られない安定した経
過であること

12

内山登紀夫（2015）
「発達障害の診断基準─ DSM − 5 を中心に」萩原拓
編『発達障害のある子の自立に向けた支援』金子書房 10 頁以下

13

米国精神医学会（2014）
『DSM − 5 精神疾患の診断・統計マニュアル』
医学書院 49 頁以下
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DSM−5 自閉スペクトラム症／自閉症スペクトラム障害（概要を抜粋）
診断基準
Ａ

複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応に
おける持続的な欠陥があり、現時点または病歴によって、以下により
明らかになる

（1）相互の対人的─情緒的関係の欠落
（2）対人的相互反応で非言語的コミュニケーション行動を用いること
の欠陥
（3）人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥
Ｂ

行動、興味、または活動の限定された反復的な様式で、現在または
病歴によって、以下の少なくとも 2 つにより明らかになる

（1）常同的または反復的な身体の運動、物の使用、または会話
（2）同一性への固執、習慣への頑ななこだわり、または言語的、非言
語的な儀式的行動様式
（3）強度または対象において異常なほど、きわめて限定され執着する
興味
（4）感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または環境の感覚的側面
に対する並外れた興味
Ｃ

症状は発達早期に存在していなければならない

Ｄ

その症状は、社会的、職業的、または他の重要な領域における現在
の機能に臨床的に意味のある障害を引き起こしている

Ｅ

これらの障害は、知的能力障害（知的発達症）または全般的発達遅
延ではうまく説明されない

すなわち、DSM − 5 では、
「コミュニケーションと社会性」
（Ａの「対
人的コミュニケーションおよび対人的相互交流）と「こだわり」
（Ｂの「行
動、興味および活動の限局された反復的な様式」
）の二領域で診断されて
いるものである 14。

14

内山（2015）前掲注（12）13 頁
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２．発達障害と犯罪の関係
十一 15 は、広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）と犯罪の関係に
ついて、犯罪の動機を概ね以下のようにパターン分けしている。
①社会性・コミュニケーションの障害の影響により社会規範意識が殆ど
形成されておらず、興味に導かれたり、他者の教唆によって非行に該当す
る行動に及ぶもの
②自閉症スペクトラム障害にみられる随伴特性の中の、パニックが社会
的問題行動と関連するもの
③障害を背景として本人にトラウマ的記憶が形成され、これを連想させ
る事柄に出会ったことから不穏やパニックに陥り事件化するもの（二次災
害型）
④精神科的合併症・併存障害の影響によるもの
⑤成人になり密度の高い対人状況に適応できず困惑状態に置かれ反社会
的行動を起こすもの
精神医学では、一般的には、広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）
自体が直接的に違法行為と結びつくことは少なく、周囲からのいじめ、暴
力などによって生じた二次障害の発症が犯罪の直接的な引き金になること
が多いとされている 16。

15

十一元三（2014）
「自閉症スペクトラム障害が関与する事件と司法鑑定
─現状の問題点と課題」法と精神医療 29 号 70〜75 頁

16

高岡健（2013）
『続・やさしい発達障害論』批評社 29 頁
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発達障害者の刑事責任能力と量刑

１．刑事責任能力
発達障害者は、その刑事責任能力について、どのような枠組みで判断さ
れているのだろうか。
刑法第 39 条第 1 項は、
「心神喪失者の行為は、罰しない。」と定め、同条
第 2 項は、
「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」としている。この
心神喪失・心神耗弱が認められるためには 17、まず、行為者の精神障害と
いう生物学的な基礎が認められなければならない。さらには、自己の行為
の是非を弁識する能力（是非弁識能力）やこの弁識にしたがって行動する
能力（行動制御能力）が全くないか、又は著しく減退しているという心理
的基礎も必要である。判例 18 によれば、心神喪失とは、精神の障害により、
是非弁識能力がないか又は行動制御能力のない状態であり、心神耗弱と
は、精神の障害により、是非弁識能力又は行動制御能力が著しく減退した
状態であるとされる。心神喪失・心神耗弱の判断については、最終的には
専ら裁判所が決すべきとされている 19 が、「被告人の犯行当時の病状、犯
行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判断すべき」と最高裁昭
和 59 年決定で示された枠組みに沿って行われる 20。このように、発達障害
については、他の精神障害と全く同じ枠組みで責任能力が判断されるもの
である。
そして、弁識能力と制御能力について精神医学的な見地から検討するた
めの鑑定が行われた場合、鑑定書を証拠採用して受け入れることも広く行
われるようになっている。この精神鑑定については、「刑事責任能力に関

17

裁判所職員総合研修所監修（2007）前掲注（3）240 頁

18

大判昭 6・12・3 刑集 10 巻 682 頁

19

最決昭 58・9・13 裁判集刑事 232 号 95 頁

20

緒方（2013）前掲注（8）9 頁
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する精神鑑定書作成の手引き」21 が作成され、鑑定の考察にあたって以下
の 7 つの着眼点を参考とすることとされている。
＜ 7 つの着眼点＞
ａ

動機の了解可能性／了解不能性

ｂ

犯行の計画性、突発性、偶発性、衝動性

ｃ

行為の意味・性質、反道徳性、違法性の認識

ｄ

精神障害による免責の可能性の認識

ｅ

元来ないし平素の人格に対する犯行の異質性／親和性

ｆ

犯行の一貫性・合目的性／非一貫性・非合目的性

ｇ

犯行後の自己防御・危険回避的行動

これらの 7 つの着眼点を用いて、発達障害のケースを判断することにつ
いては、
「『7 つの着眼点』中、動機の了解可能性、犯行の計画性、行為の
意味（反道徳性や違法性）の認識、犯行の合目的性の要素について、表面
的な検討に留まる限り容易に肯定されかねない危険がつきまとう」と金
岡 22 により批判されている。すなわち、知的に遅れのない広汎性発達障害
を有する者であれば、その動機が了解不能であったり、犯罪行為が違法で
あることを認識できないことは通常多くはない。しかし、例えば他者との
距離感がつかめず、一定の人やモノに「こだわる」という発達障害の特性
から、ストーカー行為を行うといった場合、「動機の了解可能性」の判断
には発達障害の特性を抜きにして考えることは難しいであろうし、
「行為
の意味の認識」についても、認知のゆがみにより定型発達の者と同様の社
会規範意識が形成されていないこともありうる。このように、個々のケー
スを深く見ると、7 つの着眼点の項目にいくつか不該当な項目が出てくる

21

他害行為を行った者の責任能力鑑定に関する研究班編（2009）
「刑事責
任能力に関する精神鑑定書作成の手引き（平成 18〜20 年度統括版 ver.4.0）
」
平成 18〜20 年度厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科学研究事業）

22

金岡（2012）前掲注（8）158 頁

140

発達障害者の刑事責任能力と量刑に関する判例の動向 （増井）

こともありうるが、医師が発達障害に詳しくないなどの事情で表面的な精
神鑑定が行われた場合には、これらの項目に引っかかる点がなく、完全責
任能力が認められてしまうケースも出てくるものと思われる。

２．量刑
１．で見たとおり、広汎性発達障害を有する者は、完全責任能力が認め
られがちであり、特に他の精神疾患との併発でなく発達障害を単独で有し
ている場合は、（責任）「能力が失われていたというまでの結論が出される
ことはほとんどない」23 とされる。
他方、「限定責任能力の程度にまでは至らなくとも、責任能力がある程
度減退している場合には、それだけ非難可能性の程度も弱くなる」24 こと
から、量刑の判断の際、被告人に有利な事情として発達障害がどのように
考慮されるかが、裁判におけるポイントとなっている。
実務において、量刑を判断する枠組みについては、
「量刑の幅というも
のは、犯罪行為自体に関する情状（犯情）により決まるものであり、その
幅の中で、一般予防・特別予防という刑事政策的考慮に関する情状（一般
情状）を考慮して具体的な刑を決定する」25 とされている。ここで、
「犯情」
とは、犯罪の動機、方法、結果及び社会的影響といった犯罪行為自体にか
かわる事項であり、「一般情状」とは、被告人の年齢、性格、経歴、環境
や犯罪後における被告人の態度を指す 26。
このため、①犯罪の動機や方法などの「犯情」に発達障害がどのような
影響を与えたかということが、量刑の大枠を決定する過程において判断の

23

他害行為を行った者の責任能力鑑定に関する研究班編（2009）前掲注
（21）62 頁

24

裁判所職員総合研修所監修（2007）前掲注（3）239 頁

25

原田國男（2008）
『量刑判断の実際（第 3 版）
』立花書房 7 頁

26

大谷實（2012）
『刑法講義総論（新版第 4 版）
』成文堂 544 頁
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一要素となるとともに、②被告人の経歴や家庭環境などの「一般情状」に
おいて発達障害の内容を勘案して、量刑の幅の範囲内で刑の増減が行われ
るものとなっている。
これについては、
「発達障害に罹患していた事実や、障害に見合った適
切な生活環境や支援が確保されていなかった実情、治療的処遇により再犯
可能性が乏しいこと、といった、弁護人が強調したい事柄は、…最終的に
は考慮されるとしても量刑判断に対する影響度は大きなものとならな
い」27 という弁護人の立場からの批判がある。

第４章

近年の判例の動向（発達障害者の刑事責任能力）

次に、近年の発達障害者が被告人となった刑事事件の判例を見ていくこ
ととする。別表は、概ね 5 年以内に発達障害者が被告人となった判例
（データベースで調べられる限りのもの）を表に整理したものである。
発達障害者の責任能力の判断については、判例は、以下のように分類さ
れる。
・心神喪失・心神耗弱とされたもの（判例 1、5、13、28）
・完全責任能力（上記以外）
このうち、判例 13 のみが、発達障害のみに罹患していて心神耗弱とさ
れた（ただし本件の控訴審である判例 14 では完全責任能力が認められた）
ものであり、判例 1、5、28 については、他の精神疾患も併発している事
案である。

27

金岡（2012）前掲注（8）162 頁
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表1

近年の発達障害者が被告人となった刑事事件判例一覧

判決年月日

1

東京地判
平 20.5.27

2

東京高判
平 21.4.28

3

高松地判
平 21.3.16

4

高松高判
平 21.10.14

5

大阪高判
平 21.3.24

6
7

松江地判
平 21.10.22
奈良地判
平 21.11.13

事件名

殺人、
死体損壊

診断名

完全責任能力
アスペルガー障害（ 殺 人 ）/ 心 アスペルガー障害を基盤とする解離 17 年
解離性障害
神喪失（死体 性障害を罹患…酌むべき事情
→7年
損壊）
完全責任能力
生来的にアスペルガー障害に罹患…
（ 殺 人・ 死 体
→ 12 年
酌むべき事情
損壊）

殺人等

広汎性発達障害の
有利な事情として、性格に特定不能 死刑
完全責任能力
疑い
の広汎性発達障害が影響
→死刑
完全責任能力

殺人等

アスペルガー障害
心神耗弱
精神病様症状

殺人

アスペルガー障害 完全責任能力

殺人

広汎性発達障害

大阪地判
平 22.5.24

殺人等

9

奈良地判
平 22.11.24

殺人等

10

大阪地判
平 23.1.11

殺人

広汎性発達障害
適応障害

11

鹿児島地判
平 23.1.28

殺人

発達障害

12

大阪地堺支判
平 23.2.10

殺人

広汎性発達障害

13

東京地立川支判
平 23.5.30

殺人未遂、
自閉性障害
殺人

14

東京高判
平 24.3.5

15

名古屋地岡崎支判 殺 人、 殺 精神遅滞
平 23.12.7
人未遂等 自閉性障害

16

神戸地判
平 23.12.14

現住建造
精神遅滞
物等放火
広汎性発達障害
未遂

17

神戸地判
平 24.5.25

傷害致死

鹿児島地判
平 24.5.31
岡山地判
19
平 24.7.11
奈良地判
平 24.7.25
大阪地判
21
平 24.7.30
20

22

大阪高判
平 25.2.26

殺人

心神耗弱状態下で犯行に及ぶに至っ 無期
た…酌むことのできる事情
→ 15 年

アスペルガー障害が本件各犯行に相
当程度影響…酌むべき事情
完全責任能力 広汎性発達障害の影響があるとはい
（△）
え、…酌量すべき余地は全くない

広汎性発達障害

広汎性発達障害や適応障害が相当程
度影響…相応に考慮すべき事情
人格障害を有していた点は、経緯や
完全責任能力
動機において被告人に有利に考慮す
（△）
べき
完全責任能力

無期
→ 30 年
5〜10 年
→ 5〜10 年

25 年
→ 21 年
10 年
→7年

完全責任能力

広汎性発達障害による影響を一定程 5〜10 年
度受けていたこと…酌むべき事情
→ 5〜10 年

心神耗弱

自閉性障害は、強い影響…犯行の経 無期
緯には幾分酌量の余地がある
→ 12 年

精神障害が大きく影響…量刑に当
完全責任能力 たってはこの点を十分しん酌する必 → 22 年
要
無期
完全責任能力 精神障害が影響したことを重視する
→ 30 年
完全責任能力 精神疾患の影響…酌むべき事情

5年
→3年8月

完全責任能力 広汎性発達障害といった事情…本件
8 年→ 6 年
（△）
に至る経緯には同情の余地

現住建造
完全責任能力
広汎性発達障害
物等放火
（△）
殺 人 未 遂 アスペルガー症候 完全責任能力
等
群
（△）
殺人等

心神耗弱に近い状態にあったともい
→死刑
えない

アスペルガー症候群を抜きにしては
アスペルガー症候
10 年
完全責任能力 考えられず、…量刑上十分に考慮す
群
→７年
る必要
障害が間接的に影響していること… 5〜10 年
アスペルガー障害 完全責任能力
酌むべき事情
→ 5〜10 年

8

18

責任能力（△
検察官求刑
は責任能力が
量刑の理由（障害に関係する記述）
→宣告刑
争点になって
いないもの）

広汎性発達障害があり…犯行に至る
6 年→ 4 年
経緯には一定程度同情の余地
犯行に至る経緯や動機は、アスペル 5 年 → 3 年
ガー症候群の影響があった
猶予 5 年
広汎性発達障害の 完全責任能力 広汎性発達障害…背景事情には、同 15 年
→ 10 年
疑い 抑うつ状態（△）
情の余地
アスペルガー症候 完全責任能力 アスペルガー症候群の影響を量刑上 16 年
群
（△）
大きく考慮することは相当ではない → 20 年
アスペルガー障害が動機形成に関
完全責任能力 わっている点は量刑判断に当たって
→ 14 年
（△）
被告人のために相当程度有利に考慮
されるべき
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判決年月日

事件名

診断名

23

京都地判
平 25.10.28

強盗殺人

軽度精神遅滞
広汎性発達障害

24

広島地判
平 26.1.29

わいせつ
広汎性発達障害
略取等

25

広島高判
平 26.10.2

143

責任能力（△
は責任能力が
検察官求刑
量刑の理由（障害に関係する記述）
争点になって
→宣告刑
いないもの）
犯行に精神障害の影響が一定程度認 無期
完全責任能力
められる…同情の余地
→無期
完全責任能力 広汎性発達障害の影響は非難可能性 5 年
（△）
を検討するに当たり十分に考慮
→4年
完全責任能力
原判決を是認
（△）

→3年

26

神戸地判
平 26.3.28

軽度知的障害 非
精神障害の影響で善悪の判断能力、
強 制 わ い 社会性パーソナリ
4年
完全責任能力 行動制御能力が多少低下していたと
せつ致傷 ティ障害 広汎性
→2年8月
いう程度
発達障害

27

広島地判
平 26.12.2

強盗殺人
広汎性発達障害
等

28

長野地松本支判
平 26.12.24

殺人

広汎性発達障害
統合失調症

完全責任能力 なし

心神耗弱

10 年
→ 10 年

発達障害と統合失調症の内容等に照
らせば、前記上限のうち懲役 10 年 10 年
より重い部類に位置付けるのは不相 → 8 年
当

※色がついているものは、本論文（４章及び５章）で検討したもの

１．心神喪失・心神耗弱事例
○判例 13（東京地立川支判平 23.5.30）28
判例 13 は、軽度知的障害と自閉症を有する被告人が、計 3 名の路上生活
者を鉄パイプ様のもので殴打するなどして、2 名に傷害を負わせ 1 名を死
亡させた事案であり、責任能力が争点となったものである（多摩川連続
ホームレス襲撃事件）。
裁判所は、被告人の精神障害の程度について、
「被告人の自閉性障害の
病態水準は、…中程度のものといえる。…正常知能と軽度知的障害の境界
域とみるべきであり、知的制約の程度としては軽度である」とし、被告人
の障害の特徴として、「『対人相互的反応の障害』、『限局化した事柄へのこ
だわり、没頭、反復』」を挙げる。

28

LEX/DB 文献番号 25480350。判例 13 について検討を加えたものとして、
森岡かおり（2012）
「刑事弁護レポート
められた事例

殺意が否定され、心神耗弱が認

多摩川連続ホームレス襲撃事件」刑事弁護第 71 号 90 頁以

下及び金岡（2012）前掲注（8）159〜160 頁がある。
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被告人の動機の了解性について、
「被告人は、各犯行に及んだ理由とし
て、一貫して、路上生活者を襲うことで苛立ちを解消するためだったとい
う趣旨の供述をしており、これが直接の犯行動機であると認められる。…
各犯行において、動機の下地となるストレスの形成、形成されたストレス
について他の手段での解消することの困難さ、攻撃の相手としての路上生
活者の選択のいずれにおいても、自閉性障害による影響を強く受けている
29
ことが認められる 。このことを動機の了解可能性という観点からみると、

…前記のとおり、その形成過程を含めた全体でみると、各犯行動機は自閉
性障害の特性等を考慮しなければ了解が困難なものといえる。
」としてい
る。次に、被告人の違法性の認識について、
「被告人の各犯行が許される
か否かについての認識は、犯行が露見すると、警察に捕まって、入りたく
ない刑務所や病院に入れられてしまうという程度にとどまっており、それ
以上に、被害者に対してどのような苦痛を与えるか、社会的にどのような
重大さや深刻さをもって受け止められるかといった社会的な意味合いにつ
いてはほとんど認識していない」とする。これを受け、被告人の事理弁識
能力について、「その違法性の認識は、自閉性障害の影響によって前記の
程度のものにとどまっていた可能性がある。また、自閉性障害は動機の形

29

裁判所は、動機の下地となるストレスの形成について、
「警察は、振り
込め詐欺をする悪い人間を捕まえず、…また何も悪いことをしていない自
分にひどいことをしたりするなどと考えて苛立ちを感じており、これは自
閉性障害に由来する奇妙で硬直化した思考過程に基づくものである」と
し、ストレス脆弱性について、
「被告人は、自閉性障害に由来する対人面・
社会性の障害やその独特のこだわりによって、適切なストレス発散の手段
を持つことは困難」であったとし、攻撃の相手の選択について、
「被告人
は、清潔や洗浄に固執しており、このこだわりも自閉性障害によるものと
いえる。そして、酒に酔った父親から路上生活者の悪口などを繰り返し聞
かされ、自閉性障害の影響により、その言葉をそのとおりに受け止め、汚
く、臭い路上生活者は価値が低く、殴ったり痛めつけても構わない存在で
あるとの考えを抱き、その考えを修正できないまま各犯行に至ったものと
考えられる。
」としている。
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成過程等にも強い影響を及ぼしている。そうすると、いずれの犯行におい
ても、被告人の事理弁識能力の減退は、著しい程度のものに至っていたと
みる余地が十分にある。」とする。一方、行動制御能力については、「被告
人は、自閉性障害の影響を受け、路上生活者の頭部をたたき切ってけがを
負わせることに固執して各犯行に及んだのであるから、行動制御能力は減
退していたといえる。もっとも、犯意発生から実行までに相当の時間的間
隔があること、各犯行には一定程度の計画性があること、逮捕を避けるた
めのある程度合目的的な行動をとっていることに照らすと、行動制御能力
の減退は、著しい程度のものに至っていたとまではいえない。」とした。
結論として、
「いずれの犯行においても、自閉性障害の影響により、被告
人の行動制御能力の減退は著しい程度には至っていなかったものの、事理
弁識能力の減退は著しい程度に至っていたという合理的な疑いが残るか
ら、被告人は心神耗弱の状態にあったというべきである。」とした。
このように、本判決は、まず、被告人が軽度精神遅滞と中等度の自閉性
障害を有しているものとした。次に、①犯行動機の形成過程を含めた全体
でみると、自閉性障害の特性等を考慮しなければ動機の了解は困難である
とした（動機の了解可能性）。②自閉性障害の影響によって、被告人は犯
罪の社会的な意味合いについてはほとんど認識していない程度のものにと
どまっていた可能性があるとした（違法性の認識）。③そして、この両者
をもって、事理弁識能力の減退が著しい程度に至っており、被告人が心神
耗弱の状態にあったと認定した。本判決は、被告人が中等度の自閉性障害
を有していることを踏まえつつ、本人の自閉性障害の特徴である対人コ
ミュニケーションの障害、強迫的こだわり、社会的ルールの理解のし難さ
などが、犯罪動機の形成過程や被告人の違法性の認識能力に強く影響した
としており、他判例と比べ、発達障害の責任能力への影響について一歩踏
み込んだ判断をしているものと評価できる。
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○判例 14（東京高判平 24.3.5）30
判例 14 は、判例 13 の控訴審判決であり、被告人が心神耗弱の状態にあっ
たとした原判決は、事実を誤認したものとして、原判決を破棄し、完全責
任能力を認めたものである。
裁判所は、被告人の違法性の認識について、
「露見すれば警察に捕まっ
て刑務所に入れられるような行為であることの認識があれば、当該行為が
犯罪として許されないものであることの認識があることは明らかであり、
その程度の認識があれば、自己の行為を思いとどまることもできるのであ
るから、行動制御能力の著しい減退がない限り、当該行為について刑事責
任を問うことに支障はないと解される。原判決は、責任能力の要件として
過大な要求をするものというべきである。…そうすると、被告人は、本件
各犯行時、刑事責任を問い得る程度に、路上生活者を襲撃するという自己
の行為が、社会的に許されない違法なものと認識していたというべきで
あって、これに反する原判決の上記説示は是認できない。」とする。また、
犯行動機の了解可能性について、
「いらいらを解消するために違法行為に
及んだ点も、それ自体は了解が可能であり、いらいらのはけ口が無防備で
攻撃しやすい路上生活者に向かったことも客観的にみて十分了解でき、…
動機については、自閉性障害の特性等を考慮しなければ了解が困難である
とまではいえず、自閉性障害の特性等を考慮しなくても一応了解が可能で
あるというべきである。」とした。結論として、「被告人が自閉性障害にり
患し、境界知能の領域にあることを考慮しても、本件各犯行について、被
告人には未必の殺意が認められるとともに、本件各犯行時、被告人が上記
精神障害のため事理の弁識能力及び行動制御能力がある程度減退していた
ことは明らかであるものの、それらが著しく減退してはいなかったと認め

30

高等裁判所刑事裁判速報集（平 24）号 81頁、LEX/DB文献番号 25482208。
本判例は、判例 13 との比較のために、心神喪失・心神耗弱事例の中に参
考として記載したものである。
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られるから、本件各犯行について殺意を否定し、各犯行時被告人が心神耗
弱の状態にあったとした原判決は、そのいずれの点においても、事実を誤
認したものといわざるを得ず、これらの事実の誤認が判決に影響を及ぼす
ことは明らかである。」とし、心神耗弱を認めなかった。
判例 14、すなわち判例 13 の控訴審においては、①動機の了解可能性に
ついては、自閉性障害の特性等を考慮しなければ了解が困難であるとまで
はいえないとし、②違法性の認識については、露見すれば警察に捕まって
刑務所に入れられるような行為であることの認識があれば、当該行為につ
いて刑事責任を問うことに支障はないという判断を示した。本件は、発達
障害の責任能力に対する影響が著しいものではなかったとしたものであ
り、他判例（本章 2．参照）と概ね同様の判断を示したものであると言え
る。
○判例 1（東京地判平 20.5.27）31
本件は、アスペルガー障害と同障害を基盤とする解離性障害に罹患する
被告人が、妹を殺害し、遺体を包丁で切断した事案である。裁判所は、殺
人罪については完全責任能力を認め有罪としたが、死体損壊罪については
解離性同一性障害 32 による心神喪失状態にあったとして無罪が言い渡し
た。（ただし、控訴審（判例 2・東京高判平 21.4.28）で死体損壊罪につい
ても完全責任能力を認めた。）

31

判時 2023 号 158 頁、D1-Law ID28155076。判例 1 について検討を加えた
ものとして、上原大祐（2009）
「判例研究 アスペルガー障害および解離性
同一性障害を患う被告人の刑事責任能力判断」広島法学 33 巻 2 号 71 頁以下

32

解離性障害とは、
「解決困難な葛藤に曝された場合に、その葛藤にまつ
わる観念や感情をそれが関与しない精神の部分から切り離し、通常統合さ
れている過去の記憶、同一性と直接的感覚の統制に関する統合が、全面的
あるいは部分的に破たんする状態。
」のことをいう。
（医学書院「医学大辞
典」
）
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裁判所は、死体損壊時の被告人の責任能力について、
「本件死体損壊時
において、被告人は解離性同一性障害により本来の人格とは別の人格状態
にあった可能性があるところ、被告人の公判供述によれば、被告人には、
死体損壊時の記憶がほとんどなく、本来の人格とは別の人格状態の存在に
ついて認識していないことが認められる。そうすると、本来の人格はこの
別の人格状態と関わりを持っていなかったと認められ、このことからして
も、牛島鑑定において指摘されているように、被告人は、その人格状態に
支配されて自己の行為を制御する能力を欠き、心神喪失の状態にあった可
能性もまた否定できないから、心神喪失の状態にあったものと認定した。」
とした。
本判例については、アスペルガー障害と解離性同一性障害の両方を被告
人は有していたところ、死体損壊については、解離性同一性障害を理由と
した行動制御能力の欠如により心神喪失の状態にあったと認定したもので
ある。
○判例 5（大阪高判平 21.3.24）33
本件は、以前から被害者の女子小学生とトラブルのあった塾講師（被告
人）が、教室でその女子小学生と 2 人きりとなるよう仕向け、包丁で刺殺
した案件の控訴審である。なお、被告人は、アスペルガー症候群と著しい
幻覚妄想等の精神病様症状 34 を有していた。

33

東京高等裁判所判決時報刑事 60 巻 1〜12 号 48 頁、Lexis AS ONE データ
ベース（2015/6/10 閲覧）
。
（http://www.lexis-asone.jp/content?from=sr&
type=CASESEARCH&id=3267384193&index=27&pit=2009-0324&token=s4elgKpQBfY=）

34

「精神病様症状」と類似の概念である「短期精神病性障害」とは、
「米国
精神医学会の DSM −Ⅳで定義される一過性精神病性障害。妄想、幻覚、
解体した会話、あるいは解体したまたは緊張性の行動のうち少なくとも 1
つが急激に出現する。
」とされている。
（医学書院「医学大辞典」
）
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裁判所は、被告人の責任能力について、
「被告人は、本件各犯行当時、
…その犯行状況に格別不自然又は不合理な点はなく、犯行前後の行動にし
ても、計画的に犯行の準備をした上、計画の変更を余儀なくされる事態の
発生にも柔軟に対応するなど、前後の脈絡を保持した合目的的かつ合理的
な行動をとっており、…包丁の所持と被害者殺害の動機が了解不可能であ
るなどともいえないが、他方で、ハンマーを使用した事実はないにもかか
わらず、これを使用したという供述を一貫して維持しているのであるか
ら、凶器の使用状況に関する被告人の認識又は記憶に重要なひずみがある
こと、…現実の被害者を刺し殺すと、被害者の像はもとより、現実の被害
者も消失するなどという非現実的な認識も併有していて、…専ら被害者の
首から上のみを執ように攻撃したり、被害者の死体を目の当たりにして復
活するのではないかという恐怖に駆られたりしていることは、被告人を精
神的に追い詰めていた首から上だけの被害者の像や、待ち伏せした「本物」
の被害者という超自然的な存在を現実の被害者にかなり重ね合わせて認識
していたことをうかがわせるものであることなどのほか、原審及び当審に
おける各鑑定結果等をも総合考慮すると、検察官が指摘する被告人の知
能、学歴、社会活動歴、供述変遷状況等を十分に斟酌しても、被告人の約
半年間にわたる幻覚妄想等の精神病様状態が一過性の心因反応にすぎない
軽度のものであるなどとは到底いえないのであって、被告人は、本件各犯
行当時、アスペルガー症候群と著しい幻覚妄想等の精神病様症状の影響に
より、自己の行為の是非善悪を区別し、これに従って行動する能力を完全
に失っていたというわけではないが、その能力が著しく減退していた心神
耗弱の状態にあったものと認めるのが相当である。」とした。
裁判所は、犯行状況に格別不自然又は不合理な点はなく（犯行の合目的
性）、計画的に犯行の準備をし（犯行の計画性）、被害者殺害の動機が了解
不可能とはいえず（動機の了解可能性）、違法性も認識していた（違法性
の認識）とした一方で、凶器の使用状況に関する被告人の認識又は記憶に
重大なひずみがあり、現実の被害者も消失するなどという非現実的な認識
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も併有していて（平素の人格に対する犯行の異質性）、被告人は犯行当時、
アスペルガー症候群と著しい幻覚妄想等の精神病様症状の影響により、事
理弁識能力及び行動制御能力が著しく減退していたと示した。本件は、事
理弁識能力及び行動制御能力の減退に関しては、直接的には著しい幻覚妄
想等の精神病様症状が作用しているとしながらも、その精神病様症状はア
スペルガー障害の特性である興味関心の偏りや柔軟性の欠如が背景にあっ
35
て引き起こされたものである 、と判断していることが判決文からは読み

取れる。被告人の罹患しているアスペルガー障害の特性と責任能力の程度
の関係が細かく認められている判決と言えよう。
○判例 28（長野地松本支平 26.12.24）36
本件は、広汎性発達障害及び妄想型統合失調症を有する被告人が、弟か
ら殺されるとの被害妄想を抱くようになり、弟及び祖母を刺殺した案件で
ある。
本件については、被告人が「各行為の当時、広汎性発達障害と妄想型統
合失調症が複雑に絡みつつ発展した精神障害により心神耗弱の状態にあっ
た」ことは当事者双方において争いがなかった。

＜小括＞
これまで見てきた発達障害を有する者が心身耗弱・心身喪失を認められ
た判例については、以下のように分類される。
・事理弁識能力の減退による心神耗弱（判例 13）；軽度知的障害と自閉
性障害
・行動制御能力の欠如による心神喪失（判例 1）
；解離性同一性障害
・事理弁識能力・行動制御能力の減退による心神耗弱（判例 5）
；アス

35

判決文中の鑑定人の鑑定書部分より

36

LEX/DB 文献番号 25505601
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ペルガー症候群と精神病様症状
・心神耗弱の理由が不明なもの（判例 28）；広汎性発達障害と妄想型統
合失調症
発達障害者が心神耗弱又は心神喪失が認められた事例は少ないが、判例
13 及び判例 5 は、広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）の特徴であ
る強迫的なこだわりや社会性の欠如の事理弁識能力への影響を丁寧に検討
している判決と評価できるものである。

２．完全責任能力事例
それでは、次に、完全責任能力が認められた判例（責任能力が争点と
なったもの）をいくつか見ていくこととする（判例 8、10、12、15、16、
23、26）
○判例 8（大阪地判平 22.5.24）37
本件は、寝たきりの母親を 1 人で介護していたアスペルガー症候群を有
する被告人が、凍死してしまった母親の死体を自宅に放置していたとこ
ろ、これに気付いた父親から叱責されたため、父親の首にネクタイを巻き
付けるなどして絞殺し、その後、父親と母親の死体を自宅の押入れ内に運
び入れて隠し、これを遺棄した事案である。
裁判所 38 は、被告人が「1 人で寮生活をしながら…計 10 年にもわたって

37
38

裁判所ウェブサイト、LEX/DB 文献番号 25442463
本判決は、心神耗弱に当たるか否かの判断の道筋として、
「まず、
〔1〕
被告人が精神の病（障害）を持っているかどうかを判断した上、これを前
提に、
〔2〕その精神の病（障害）は、本件各犯行当時の被告人の善悪判断
能力と行動コントロール能力にどの程度の影響を与えたかについて検討を
加え、最後に、
〔3〕最終結論として、本件各犯行当時、被告人は精神の病
（障害）の影響により心神耗弱の状態にあったかを判断することとする。
」
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食品関連会社やスーパーで勤務してきたこと」等の生活状況に照らすと、
「被告人のアスペルガー症候群自体、程度の強いものではなかった」とし
た。犯行への同症候群の影響については、
「本件各犯行当時、アスペルガー
症候群による影響が相当程度大きくなっていたであろうことは否定できな
い。しかしながら、父親殺害の犯行については、…母親の死亡以降、母親
や自分の面倒を見ずに自分勝手な生活をしていた父親に対して抱いていた
反感や不満が、父親からの叱責によって一気に高まったことを主たる原因
とする直接的な行動と見られるのであって、善悪判断能力や行動コント
ロール能力との関係では、上記のアスペルガー症候群の影響が本質的に強
く及んでいたとはいえないし、死体遺棄の犯行についても、…アスペル
ガー症候群による影響は限定的であったと考えざるを得」ないとし、結論
においては、「本件各犯行当時、被告人はアスペルガー症候群による影響
を相当程度受けてはいたものの、それによって善悪判断能力と行動コント
ロール能力のいずれか又は双方が著しく劣った状態にあったとの疑いを生
じさせる程度にはなかった」とした。
すなわち、裁判所は、被告人のアスペルガー症候群は軽度であり、また、
アスペルガー症候群の影響が被告人の善悪判断能力や行動コントロール能
力に本質的に強く及んでいたとはいえないとして、心神耗弱を認めなかっ
た。ただし、量刑上、同症候群の犯行に与えた影響については重視された
ものとなっている。
○判例 10（大阪地判平 23.1.11）39
本件は、同居していた妹と母親の首を組紐で締め付けるなどして被告人
が殺害した事案である。
裁判所は、被告人の広汎性発達障害について、「長年会社勤めもして、

と枠組みを示している点が興味深い。
39

LEX/DB 文献番号 25470190
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一応の社会生活を営むことができていたのであり、それ自体が重篤なもの
とはいえない。」とした。また、「犯行動機は了解不能なものではなく、犯
行の決意と実行自体は被告人がその意思に基づいて行っていて、そこに精
神病状態等は介在していない。そして、被告人は、本件犯行が違法な行為
であることを十分理解しており、犯行遂行中には、その場の状況に応じた
行動をしている。そうすると、被告人は、本件当時、是非弁別能力又は行
動制御能力が著しく減弱する状態にはなかったと認められる。」とし、完
全責任能力を認めた。
すなわち、被告人の広汎性発達障害自体が重篤でなく、犯行動機は了解
不能なものでないこと（動機の了解可能性）
、被告人は本件犯行が違法な
行為であることを十分理解していること（違法性の認識）から、是非弁別
能力又は行動制御能力が著しく減弱する状態になかったものとされた。た
だし、量刑の判断の際には、広汎性発達障害の影響について考慮されてい
る（第 5 章 2．参照）
。
○判例 12（大阪地堺支判平 23.2.10）40
本件は、当時少年であった被告人（広汎性発達障害）が、恋愛感情を抱
いていた後輩女性Ｂを、その交際相手Ａの束縛から解放しようなどと考
え、Ａを殺害したという事案である。
裁判所は、被告人の犯行の動機について、「被告人は、Ｂに対して恋愛
感情を有しており、それゆえ、Ｂを被害者の束縛から解放するとの考えに
固執するようになり、そのためには、被害者とＢを別れさせる、それがで
きなければ被害者に束縛を止めるよう説得する、それもできなければ被害
者を消す、すなわち殺すしかないという考えを抱くようになったものと認
められる。…被告人がＢに対して強く執着していた中でそのような考えに
至ったこと自体は了解できなくはない。
」とする。また、被告人の犯行前

40

LEX/DB 文献番号 25470389
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後の行動について、「いずれも殺害を確実に遂行し、かつ自分の犯行であ
ることが発覚しないようにするとの観点に照らし、合理的である。そし
て、自らの犯行であることの発覚を防ぐという考えに基づき行動したとい
うことは、取りも直さず、その行為が社会的に許されないことであると分
かっていたことの現れというべきである」とした。犯行時の行動について
は、「被告人は、殺害を決めた後も、実際にこれを行うまでには、かなり
のためらいを感じており、最終的には、やらなければならないと自らに言
い聞かせ、怖じ気づく気持ちを奮い立たせて犯行に及んだというべきで
あって、このような被告人が、自らの行動をコントロールすることが著し
く困難な状態にあったとはいい難い。」としている。結論として、「被告人
は、動機の形成過程や本件犯行当時において、広汎性発達障害による影響
を一定程度受けてはいたものの、それによって善悪判断能力や行動制御能
力が著しく低下してはいなかったというべき」と判示した 41。
すなわち、動機の形成過程や犯行当時、動機の了解可能性、合目的性・
合理性、違法性の認識、犯行後の自己防御行動があったことから、善悪判
断能力や行動制御能力は著しく低下してなかったとしたものである。
○判例 15（名古屋地岡崎支判平 23.12.7）42
本件は、精神遅滞と自閉性障害を有する被告人が、家族 5 名を包丁で死
傷させ、自宅家屋に点火した事案である。
裁判所は、動機について、
「被告人にとって特に重要であったインター
ネットが突然使用できなくなったことをきっかけに、家族に対する激しい
怒りを覚えたというものであり、…動機それ自体は理解できるものであ

41

精神障害の程度については、
（二人の医師の精神鑑定の結論が不一致
だったため）判断されていない。

42

平成 22 年（わ）第 548 号。Lexis AS ONE データベースより（2015/5/27
閲覧）
。
（http://www.lexis-asone.jp/content?from=sr&type=CASESEAR
CH&id=3259558529&index=3&pit=2011-12-07&token=2VdcAgqlRUk=）
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る」とする。犯行時においても、「被告人は、…『インターネットを解約
したのは誰だ。』などと怒鳴りながら、家族を続けざまに攻撃しており、
家族への怒りに基づく一連の行為として、目的に適った行動をとってお
り、特に混乱した様子も見られない」とする。犯行後、「被告人は、本件
犯行の直後に自宅に放火し、本件犯行で使用した包丁を持ち出して地面に
刺したり、血の付いた服を裏返しに着たりしているが、これらは、被告人
が本件犯行の意味を理解した上での行動といえる」とする。結論で、「被
告人は、本件犯行当時、本件障害の間接的な影響もあって、相当興奮した
状態であったことはうかがわれるものの、コントロール能力が著しく損な
われてはいなかったことが認められる」とした。
すなわち、本件では、被告人に動機の了解可能性、犯行の一貫性・合目
的性、行為の意味・違法性の認識、犯行後の自己防御行動があったものと
認め、被告人の行為制御能力は著しく損なわれていなかったものとされ
た。一方で、量刑において自閉性障害の影響は考慮されている（第 5 章 2．
参照）。
○判例 16（神戸地判平 23.12.14）43
本件は、被告人が、実父らに対するうっ憤をはらす手段として、実父を
含め 6 名が現に住居として使用している木造共同住宅に放火した事案で
ある。
裁判所は、被告人の障害の程度について、
「被告人に軽度ないしは中等
度の精神遅滞があることは認められる」とする。犯行については、「上記
のとおりの経緯、動機に基づいて犯行に及んでいる点は、十分に了解可能
である上、被告人による一連の行為は、実父らに対するうっ憤をはらすと
いう目的を確実に達成しようとする一方で、自分や他の住民に必要以上に
危害が及ばないよう配慮して行動するなど、周囲や犯行着手後の状況に応

43

裁判所ウェブサイト、LEX/DB 文献番号 25444382
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じた合理的なものといえる。…捜査段階では取調官に対して放火は悪いこ
とだと分かっている旨述べていたほか、公判廷でも一応反省の弁を述べて
いるのであって、犯行当時、少なくとも放火が悪いことであるという程度
の違法性の認識を被告人が持っていたことは明らかである。加えて、被告
人が少年時…から非行を繰り返していることからすると、本件犯行は、精
神遅滞や広汎性発達障害の影響のみによるものではなく、被告人の性格や
環境等によって形成された自身の人格による部分が小さくないものと評価
できる」とした。結論において、「犯行当時、被告人は、前記精神疾患の
影響により、善悪の判断能力や行動制御能力が幾分障害されていたことは
否定できないが、これらの能力が著しく減退まではしていなかったものと
認められる。」とし、被告人は心神耗弱の状態ではなかったとした 44。
すなわち、重度ではない精神遅滞を有する被告人の犯行について、動機
の了解可能性、犯行の合目的性・合理性、違法性の認識が認められること
から、善悪判断能力や行動制御能力が著しく減退していなかったものと認
めたものである 45。ただし、量刑においては、精神疾患の影響が考慮され
ている。

44

本判決では、
「精神疾患の内容、程度等のほか、犯行の動機、態様など
を総合して判定する判断手法は、広汎性発達障害のケースにこれを適用す
る場合、相応の配慮を要すべきものではあるが、基本的には、広汎性発達
障害を有する者についても適用するのが相当であると解される。
」として、
広汎性発達障害の責任能力の検討においても、基本的には他の精神疾患と
同様の判断手法を用いるべきとされている。

45

金岡（2012）は、前掲注（8）161 頁において、
「判決は、…最終的な犯
行動機の了解可能性のみを問題とし、そのような犯行動機が形成された過
程に被告人の障害が介在していたのではないかという視点は採用していな
いようである」として批判している。
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○判例 23（京都地判平 25.10.28）46
本件は、被告人が被害者から貴金属を奪い取ろうとして拒否されたこと
から、被害者を殺害し、被害者の所有する指輪を強奪した案件である。
裁判所は、
「被告人は、軽度精神発達遅滞及び広汎性発達障害という精
神障害を有していたものの、学校、仕事、恋愛等通常の社会生活を送る上
で大きな支障はなく、精神障害の程度は重症ではなかったことが認められ
る。また、貴金属を奪うつもりで被害者を殺害したという犯行の動機は十
分に理解できるし、仮に、犯行当時被告人がパニック状態であったり、解
離傾向により犯行時の記憶に一部欠落があるとしても、被告人の犯行前後
の一連の行動にはまとまりがあり、被告人固有の性格を概ね反映していた
と考えられることなどを考慮すれば、上記精神障害が犯行に大きな影響を
与えたとは評価できない。」として、被告人は心神耗弱の状態になかった
としたものである。
すなわち、精神障害の程度が重症でない被告人について、動機の了解可
能性、犯行の一貫性・合目的性、平素の人格に対する犯行の非異質性があ
り、精神障害が犯行に大きな影響を与えていないとされたものである。
○判例 26（神戸地判平 26.3.28）47
本件は、被告人が、マンションのエレベーター内で女性に暴行を加え、
強いてわいせつな行為をしようとした強制わいせつ致傷の事案である。
裁判所は、精神疾患の程度について、「被告人は、犯行当時、妄想型統
合失調症に罹患していたものの、幻覚妄想はなく、軽度知的障害、非社会
性パーソナリティ障害及び広汎性発達障害の症状はいずれも日常生活に支
障がない程度のものといえる。」とした。犯行については、「被告人は、…
生身の女性の体に触りたいという気持ちを抑えられなくなって犯行に及ん

46

LEX/DB 文献番号 25502296

47

裁判所ウェブサイト、LEX/DB 文献番号 25446448
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でいる。確かに、母親にソープランドに行く金をもらえなかったというこ
とから直ちに犯行を決意している点はあまりに短絡的であり、軽度知的障
害等の影響がみられるが、犯行動機は十分了解可能である。…本件犯行当
日において、特に異常な精神状態にあったということはない。…被告人
は、若い女性の体を触るという目的に応じた相応に合理的な行動をとって
おり、これらの犯行状況について、比較的具体的な記憶を留めてもいる。
また、被告人は、犯行後、逃走し、犯行を告白した母親に口止めをした上、
証拠を隠すなど、本件犯行発覚防止のための行動をとっている。…女性の
体に触りたいという本件犯行の動機は了解可能なものであり、本件犯行に
は一応の計画性が認められる。被告人の犯行時の精神状態はパニック状態
（混乱状態）といえるものではなく、平素のものと質的に異なるものでは
なかった。具体的な行動も女性の体に触るという目的に相応した合理的な
ものである。そして、被告人は本件犯行が違法なものであるとの認識を有
していた。
」とする。結論として、
「被告人は、軽度知的障害、非社会性パー
ソナリティ障害及び広汎性発達障害の影響があったとしても、善悪の判断
能力、行動制御能力が多少低下していたという程度であり、これらが著し
く低下した状態にはなかったというべきである。したがって、被告人は犯
行時、完全責任能力を有していたと認められる。」とした。
すなわち、精神疾患の程度は軽度であり、動機の了解可能性、犯行の計
画性、平素の人格に対する犯行の非異質性、合理性、違法性の認識、犯行
後の自己防御・危険回避行動などが有ったことから、善悪の判断能力又は
行動制御能力が著しく低下した状態にはなかったとされた。

３．結論
以上、1．及び 2．において、責任能力が争点となった裁判の判例を概
観した。
これらの判例を見て判るとおり、責任能力の判断の方法としては、①ま
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ず、被告人の精神障害の程度を確認し、②その上で、動機の形成過程及び
犯行時における、動機の了解可能性、犯行の合目的性・合理性、違法性の
認識など 7 つの着眼点で示されたポイントを詳しく検討する。③最後に、
これらを踏まえ、事理弁識能力又は行動制御能力が著しく損なわれていた
かどうかを総合的に判断し、心神耗弱又は心神喪失の状態にあったかどう
かを決定するものである。これは、発達障害についても他の精神疾患と同
じ判断の枠組みとなっている。
第一に、最初の判断ポイントである「精神障害（発達障害）の程度」に
ついては、社会生活を営むことができる程度の障害であれば、結果的に完
全責任能力が認められている（判例 8、10、23）。また、精神障害（発達
障害）の程度が重度でないとされ、これを前提に 7 つの着眼点が判断され
ているものも多い（判例 8、10、16、23、26）
。すなわち、他の精神疾患
を併発しておらず、軽度の発達障害のみを有する者については、責任能力
の判断において、この時点で一般の者と別の枠組みを与えられることが難
しくなるということができる。
第二に、7 つの着眼点で示された点である。表 1 は、本章で見た判例が、
7 つの着眼点のうちどの点に着目して責任能力の判断が行われたかを示し
ている。
表 2 を見てわかるとおり、
「動機の了解可能性」及び「違法性の認識」
については、ほぼ全ての事例において、判決文の中で言及されている。ま
た、「犯行の一貫性・合目的性」についても過半数の事例において言及さ
れている。
「動機の了解可能性」については、唯一、判例 13 において×（動機の了
解が困難）となっているだけで、他の判例は全て、○（動機が了解可能）
とされている。判例 13 では、動機の下地となるストレスの形成や、形成
されたストレスについて他の手段での解消することの困難さなど、犯行動
機の形成過程が自閉性障害による影響を強く受けており、全体でみると、
自閉性障害の特性等を考慮しなければ動機の了解が困難とされた。しか
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表2

7 つの着眼点のうち、各判例において着目された項目
（○はあり、×はなしとされたもの）

判例番号

5

10

12

13

14

15

16

23

26

動機の了解可能性

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

犯行の計画性

○

違法性の認識

○

○
○

精神障害による免責可能
性の認識
平素の人格に対する犯行
の非異質性

×

犯行の一貫性・合目的性

○

犯行後の自己防御行動

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

し、控訴審（判例 14）において、「動機については、自閉性障害の特性等
を考慮しなければ了解が困難であるとまではいえず」と一蹴された。他の
判例においても、犯行動機の形成過程まで遡って発達障害の影響を細かく
認めることは一般的に行われていない。このため、広汎性発達障害（自閉
症スペクトラム障害）の特性である強迫的なこだわりや社会性の欠如が犯
行動機の形成過程に影響を与え、動機が了解不能となるというストーリー
は殆どのケースについて成り立たないものとなっている。
これは、
「違法性の認識」についても同じである。判例 13 において、
「犯
行が露見すると、警察に捕まって、入りたくない刑務所や病院に入れられ
てしまうという程度にとどまっており、それ以上に、被害者に対してどの
ような苦痛を与えるか、社会的にどのような重大さや深刻さをもって受け
止められるかといった社会的な意味合いについてはほとんど認識していな
い」として、被告人の違法性の認識が障害されていたとされた。しかし、
控訴審である判例 14 では、違法性の認識のハードルが低くなり、
「露見す
れば警察に捕まって刑務所に入れられるような行為であることの認識」が
ありさえすれば、刑事責任を問うことに支障がないとされた。同様に、判
例 16 でも「少なくとも放火が悪いことであるという程度の違法性の認識」
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があったことをもって、違法性の認識ありと認定されている。このように、
広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）を有する者に認知のゆがみが
あり、社会的ルールを定型発達の者と同じような形で理解することが困難
であるという特性は、
「違法性の認識」の判断において認められにくく、
一般人と同様の刑事責任能力を有することとなってしまいがちである。
妄想型の統合失調症や解離症状とは異なり、発達障害というだけで限定
責任能力が認められることは極めて難しい。しかしながら、発達障害その
ものの直接的な影響だけでなく、強迫的なこだわりが犯行動機の形成過程
に作用して犯行に及んだケースもあれば、一般人からは考えられないよう
な社会的ルールの理解の仕方をしているようなこともありうる。責任能力
の判断については、個々の被告人の発達障害の特性が被告人の犯行動機や
違法性の認識に与えた影響を十分に理解した判断が求められるところで
ある。
なお、心神耗弱又は心神喪失が認められるためには、事理弁識能力又は
行動制御能力が著しく障害されていなければならない 48 ことから、その
ハードルは高い。一方で、完全責任能力が認められた場合でも、著しいと
まではいえないが責任能力が障害されていたとして、量刑の判断におい
て、発達障害については被告人に有利な事情として一定の配慮が行われる
ことが多い（判例 8、10、15、16）。

このことは、精神医学でその心の

動きが十分に解明されていない発達障害者の責任能力について、慎重な判
断を行う必要があることを示唆しているものと思われる 49。

48

他害行為を行った者の責任能力鑑定に関する研究班編（2009）前掲注
（21）11 頁

49

金岡（2012）は、前掲注（8）159 頁において、
「現時点で発達障害事案
につき完全責任能力を否定した裁判例がごく少数にとどまっていること
は、発達障害事案における判断枠組みの設定自体に問題があるのではない
かと思われる」としている。
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第５章 近年の判例の動向（発達障害者に対する量刑の判断）
次に、量刑の判断に被告人の発達障害がどのように影響しているかにつ
いて判例を検討する。
量刑に関しては、判例は以下のように分類することができる。
①発達障害の影響がほとんど考慮されていないもの、若しくは、発達障
害の影響があるとしているものの結果的に量刑に反映されなかったもの
（検察官の求刑通りの刑となったもの）
判例 3、4、7、9、12、21、23、27
②発達障害の影響を考慮した可能性のあるもの（検察官の求刑と比べ、
判決で軽い刑が言い渡されたもの）
判例 1、2、5、8、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、22、
24、26、28
それぞれの類型について、いくつかの典型的な判例についてみていくこ
ととする。

１．発達障害の影響が量刑に反映されていないもの
まず、被告人の発達障害がほとんど考慮されていないか、結果的に量刑
に反映されず、判決で検察官の求刑通りの刑が言い渡された例を見てみよ
う（判例 3、7、9、12、21、23）
。
○判例 3（高松地判平 21.3.16）50
本件は、パート従業員の女性Ａをその妹の夫（被告人）が借金の恨みか

50

平成 20 年（わ）第 3 号、Lexis AS ONE データベースより（2015/5/28
閲覧）
。
（http://www.lexis-asone.jp/content?from=sr&type=CASESEAR
CH&id=3267263233&index=2&pit=2009-03-16&token=49XBN2ezyA4=）
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ら殺害し、同じ場所にいたＡの孫姉妹（Ｂ及びＣ）も殺害した事件である。
裁判所は、被告人に有利な事情として、
「被告人がＡの隣でＢ及びＣを
発見した際に、Ａの殺害を思いとどまらなかった点については、一度決め
てしまったら変更が容易にできないという被告人の性格（認知特性）によ
るものといえるが、これは特定不能の広汎性発達障害が影響している可能
性も否定できない。」としているが、結論においては、「本件の罪質、その
動機、経緯、態様、結果の重大性及び被害感情、殺害後の状況、社会に与
えた影響等にかんがみると、被告人の刑事責任は誠に重大というほかはな
い。当裁判所は、極刑を選択するに当たっては最大限慎重な態度で臨むべ
きであると考え、弁護人の極刑回避の意見に耳を傾け、上記被告人に有利
な一切の事情を最大限考慮して検討したが、なお、被告人に対しては、こ
れまで述べたようなその刑事責任の重大性に照らして、死刑を選択する以
外にないものと判断した」とする。
すなわち、本件においては、被告人の刑事責任が重大であったことから、
被告人に有利な一切の事情を最大限考慮しても、死刑を選択する以外ない
こととされたものである。
○判例 7（奈良地判平 21.11.13）51
本件は、当時 17 歳だった少年が、自らが生きる意味を見出すには同居
の実父を殺すほかはないなどとの考えから、実父を殺害した殺人の事案で
ある。
裁判所は、
「本件の犯行動機は、被告人が有する特定不能の広汎性発達
障害の影響があるとはいえ、身勝手極まりなく、それ自体に酌量すべき余
地は全くない。…犯行態様は執ようで、かつ残虐といわざるを得ないもの

51

平成 20 年（わ）第 488 号、Lexis AS ONE データベースより（2015/5/27
閲覧）
。
（http://www.lexis-asone.jp/content?from=sr&type=CASESEARC
H&id=3267231041&index=16&pit=2009-11-13&token=kHWHL5mzQJ0=）
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である。」とし、「被告人は、生来の特定不能の広汎性発達障害及び妄想性
障害のため、被害者を殺害すれば自分も変わることができるなどといった
独自の着想から本件犯行を思い立ち、これを修正することができないま
ま、凶器の準備等を進め、結局、判示態様により本件を敢行したものとい
え、その動機形成や犯行態様、犯行後の態度等は、上記発達障害が強く影
響したものと認めることができる」とした。しかし、結論において、
「被
告人に対しては、有期懲役刑を選択し、少年法 52 条 1 項所定の不定期刑を
科すべきところ、本件の罪質、態様及び被害結果等にかんがみれば、本件
の犯行経緯や犯行後の被告人の態度には、被告人が有する生来的な特定不
能の広汎性発達障害という資質上の問題性が大きく影響していること、…
前科前歴がないこと等被告人のために組むべき事情を十分考慮しても、不
定期刑の上限を引き下げるのは相当とはいえず、主文掲記の刑を科すべき
である。」として、検察官の求刑通りの懲役 5 年以上 10 年以下を言い渡し
た。
すなわち、犯行に発達障害が強く影響しているとしながらも、その動機
は身勝手極まりなく、犯行態様は執ようで、かつ残虐であったことから、
検察官の求刑通りの科刑とされたものである。
○判例 9（奈良地判平 22.11.24）52
本件は、当時高校 3 年生（17 歳）であった被告人が、駅のホームにおい
て、所携の包丁でクラスメートであった被害者の腹部等を数回刺して殺害
した事案である。
裁判所は、
「経緯や動機はまことに身勝手であって、本来そこに酌むべ
き点は全くない。また、…犯行態様は凶悪なものであって、…残酷なもの
というほかない。」としている一方で、「被告人に対する教師や両親の対応
に問題があり、これが本件の背景事情として認められることなど、被告人

52
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の有する障害が本件に間接的に影響していること…については、被告人の
責任を決めるにあたり酌むべき事情というべきである。…結局、既に述べ
た事情からすると被告人の責任はあまりに重く、弁護人らの主張する事情
はこれを大きく減じるとはいえず、本件は、被告人の責任の重大性を考え
ると被告人に対して保護処分が許される事案であるとは到底いえない。」
として、検察官の求刑通りの 5 年以上 10 年以下の懲役を言い渡したもので
ある。
すなわち、経緯や動機が身勝手であり、犯行態様が凶悪かつ残酷なもの
であったことから、被告人の有する障害が犯行に間接的に影響していると
しながらも、検察官の求刑通りの科刑とされたものである。
○判例 12（大阪地堺支判平 23.2.10）53
本件は、当時 17 歳の少年であった被告人が、恋愛感情を抱いていた後
輩女性を、その交際相手Ａの束縛から解放しようなどと考え、Ａを殺害し
たという事案である。
裁判所は、無期懲役刑を選択するかどうかについて、
「本件の犯行態様
が極めて凶悪であり、結果が取り返しのつかない悲惨で重大なものであ
る」とする一方、「被告人に対する刑を考える上では、本件犯行に被告人
が有する広汎性発達障害の影響があったことも無視できない。すなわち、
心神耗弱には至っていないとはいえ、責任能力に影響のある事情がある以
上、そのような事情がない者が犯罪を行った場合と全く同じように扱うこ
とはできないのであり、ある程度刑を減ずる事情として考慮する必要があ
る」とし、「仮釈放制度があるとはいえ、生涯社会復帰させないのが基本
となる無期懲役刑を選択することは、躊躇せざるを得ない」とした。結論
として、
「最も重くても 5 年以上 10 年以下の不定期刑である有期懲役刑が

53
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妥当であると積極的に考えるものではないものの 54、それを選択せざるを
得ない」とした。
本件では、広汎性発達障害の影響を、ある程度刑を減ずる事情として考
慮する必要があるとしながらも、犯行態様が極めて凶悪であり、結果が取
り返しのつかない悲惨で重大なものであることから、検察官の求刑通りの
5 年以上 10 年以下の懲役を言い渡したものである。
○判例 21（大阪地判平 24.7.30）55
本件は、被告人が、被告人宅を訪れた姉を刺殺した案件であり、いわゆ
る大阪アスペルガー事件の第一審判決である。
裁判所は、
「本件犯行の手段は計画的であること、犯行の態様は執拗か
つ残酷であること、生じた結果は極めて大きく、遺族の処罰感情も厳しい
こと、犯行に至る経緯や動機についてアスペルガー症候群の影響があった
ことは認められるが、これを重視すべきではないこと等の事情を総合する
ならば、被告人の刑事責任は重大であり、被告人に対しては長期の服役が
必要不可欠である。…健全な社会常識という観点からは、いかに精神障害
の影響があるとはいえ、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれ
ば、そのころ被告人と接点を持つ者の中で、被告人の意に沿わない者に対
して、被告人が本件と同様の犯行に及ぶことが心配される。…社会内で被
告人のアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意
されていないし、その見込みもないという現状の下では、再犯のおそれが

54

本判決が不定期刑を 5〜10 年の有期懲役刑から 10〜15 年のものに引き上
げる少年法改正以前であったことから、裁判所は、
「今回、当裁判所自身
十分でないと考える刑期を定めざるを得なかったのは、少年法が上記のよ
うな狭い範囲の不定期刑しか認めていないためである。この規定の妥当性
については従前から議論があったところであるが、本件を機に改めて議論
が高まり、適切な改正がされることが望まれる。
」としている。
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更に強く心配されるといわざるを得ず、この点も量刑上重視せざるを得な
い。被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収容することで内省
を深めさせる必要があり、そうすることが、社会秩序の維持にも資する」
とし、
「本件においては検察官の科刑意見は軽きに失すると判断すること
もやむを得ず、被告人に対しては殺人罪の有期懲役刑の上限で処すべきで
あるとの判断に至った」として、検察官の求刑が懲役 16 年であったにも
かかわらず、懲役 20 年の刑を言い渡した。
すなわち、犯行に至る経緯や動機についてアスペルガー症候群の影響が
あったことは認められるとするが、犯行の手段が計画的で、犯行の態様が
執拗かつ残酷であること等により、長期の服役が必要とされた。さらに、
十分な反省のないまま被告人が社会復帰すれば、被告人の意に沿わない者
に対して同様の犯行に及ぶおそれがあること、アスペルガー症候群に対す
る受け皿が用意されていないこと、被告人を許される限り長期間刑務所に
収容することが社会秩序の維持に資することから、検察官の求刑を上回る
科刑が言い渡された。
○判例 23（京都地判平 25.10.28）56
本件は、被告人が被害者から貴金属を奪い取ろうとして拒否されたこと
から、被害者を殺害し、被害者の所有する指輪を強奪した案件である。
裁判所は、軽度精神発達遅滞及び広汎性発達障害を有していた被告人に
ついて、
「計画的な犯行ではないが強固な殺意に基づく残忍で悪質な犯行
であって、この事情は最も重視すべきである。そのほか、被告人の精神障
害の特性を踏まえても、犯行の動機に同情の余地はなく、奪った指輪の一
部を換金して遊ぶ金に使ったこともそれ相応の非難に値する。」とし、結
論として、「犯行に精神障害の影響が一定程度は認められることや、被告
人の精神障害が見逃されてきたという養育環境には同情の余地があること

56
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など、それ相応に考慮すべき有利な事情…を少しは考慮しても、本件は酌
量減軽して有期懲役に処するのが相当な事案ではなく、無期懲役は免れな
いものと判断した。」とした。
すなわち、犯行に精神障害の影響が一定程度は認められるとしながら
も、強固な殺意に基づく残忍で悪質な犯行であったことから、無期懲役が
言い渡されたものである。

＜小括＞
以上のように、発達障害の影響が量刑上反映されなかった事例を見る
と、判断の内容がほぼ共通していることが判る。
すなわち、いずれの判例も、被告人に有利な事情として発達障害の影響
について考慮されているものの、これと比較して、動機が身勝手で、犯行
態様が凶悪であることなどの犯情の重大性に鑑み、検察官の求刑通りの科
刑が言い渡されているものである。
この中で、大阪アスペルガー事件の地裁判決については、少し他の判例
と異なっている。すなわち、考慮すべきアスペルガー症候群の影響と比
べ、犯行の態様が執拗かつ残酷である、とされるまでは同様の枠組みであ
るが、それだけでなく、十分な反省のないまま被告人が社会復帰すれば、
被告人の意に沿わない者に対して同様の犯行に及ぶおそれがあること、ア
スペルガー症候群に対する受け皿が用意されていないこと、被告人を許さ
れる限り長期間刑務所に収容することが社会秩序の維持に資することとい
う理由で、刑が加重される結果となっている 57。
なお、判例 7、9、12 は、いずれも被告人が犯行当時 17 歳であったもの

57

本判決については、被告人の責任ではないアスペルガー症候群を有する
ことや社会に受け皿が存在しないことを被告人に不利な情状とする、非難
可能性を超えて刑罰を科す責任主義違反であるという批判や、社会秩序の
維持のために被告人を刑務所に長期間収容する保安処分として量刑を加重
するものであるといった批判がある。

法政理論第 48 巻第 2・3 号（2015 年）

169

であり、少年法改正前の当時、有期懲役刑を選択した場合、少年である被
告人に対し科し得る最も重い刑は、5 年以上 10 年以下の不定期刑であっ
た 58 ことから、無期懲役でなく科することのできる最重度の刑として当該
刑が選択されたものであり、その結果、求刑通りの刑となった可能性があ
るため、別途詳細な検討が必要であろう。

２．発達障害の影響を考慮した可能性のあるもの
次に、検察官の求刑に比して裁判所の判決の刑が軽くなっている、被告
人の発達障害が量刑に反映された可能性のある事例を見てみよう。
（判例
10、13、14、15、17、19、20、22、26）
○判例 10（大阪地判平 23.1.11）59
本件は、被告人が、同居していた妹と母親の首を組紐で絞め付けるなど
して殺害した事案である。
裁判所は、犯罪行為に関する事情のうち、結果の重大性について、「本
件では、19 歳の妹と 48 歳の母親の尊い生命が奪われており、結果は極め
て重大である。」としている。犯行態様については、「強固な殺意に基づく
容赦のない犯行である」としており、犯行に至る経緯・動機は、
「極めて
短絡的な動機に基づき、最悪の選択をした犯行というべきであり、この面
では酌むべき事情に乏しい。」としながらも、「想像力の乏しさや、コミュ
ニケーションをとらないという広汎性発達障害の特徴が現れており」、「経
緯を含めた犯行動機の形成過程には、広汎性発達障害や、これを基盤とし
た適応障害が相当程度影響しており、広汎性発達障害を有することは被告
人の責任ではないから、この点は、被告人のために相応に考慮すべき事情

58
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である。もっとも、本件犯行の決意と実行自体は、被告人がその意思に基
づいて行っており、被告人には完全責任能力が認められることに照らす
と、そのような考慮にも自ずと限度があるというべきである。」としてい
る。結論として、
「家族 2 名の生命を奪ったという結果が余りにも重大で
あることに加え、強固な殺意に基づき、容赦のない方法で被害者らを次々
に殺害した犯行態様にも照らすと、犯行動機の形成過程に広汎性発達障害
等の影響があることを考慮しても、被告人の刑事責任は相当重いというべ
き」として、検察官の懲役 25 年の求刑に対し懲役 21 年の刑を言い渡した
ものである。
本件については、犯行動機の形成過程に想像力の乏しさ、コミュニケー
ションの障害という特徴を持つ広汎性発達障害等の影響があることが量刑
の判断において考慮されたものである。
○判例 13（東京地立川支判平 23.5.30）60
判例 13 は、軽度精神遅滞と自閉症を有する被告人が、計 3 名の路上生活
者を鉄パイプ様のもので殴打するなどして、2 名に傷害を負わせ 1 名を死
亡させた事案（多摩川ホームレス連続襲撃事件。再掲）の地裁判決である。
裁判所は、
「本件は、いずれも路上生活者という社会的弱者に対する通
り魔的な犯行であり、もとより被害者らに落ち度は一切ない。被告人は、
このような犯行を 3 件も繰り返し、うち 1 件では被害者の死亡という最悪
の結果を招いたのであるから、その刑事責任は重大である。
」とした。他
方、犯行の動機について、
「各犯行において、動機の下地となるストレス
の形成、形成されたストレスについて他の手段で解消することの困難さ…
においても、自閉性障害による影響を強く受けている。
」とし、被告人の
刑を軽くすべき事情として、「自閉性障害は、本件の犯行動機やその形成
過程だけでなく、犯行態様にも強い影響を与えているところ、被告人はこ
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れまで専門医による治療はもちろん、その障害特性に応じた適切な支援を
受けてきたとはいえず、社会での不適応行動を重ね、ついには本件に至っ
たものである。その意味では、本件犯行の経緯には幾分酌量の余地があ
る。…検察官は、被告人には反省の態度が乏しく、再犯可能性があると非
難する。しかしながら、被告人は、内省を深めることが困難であるという
障害特性の中で、…公判廷でも、間違ったことはもう 2 度とやらないと述
べるなど、その内心面における一定の変化がみられる。そうすると、この
ことは、酌量の余地は限定的ではあるものの、刑を軽くすべき事情とする
のが相当である。」として、無期懲役の求刑に対し、懲役 12 年を言い渡し
た。
本件は、心神耗弱が認められたことによる法律上の減軽を受けただけで
なく、犯行動機やその形成過程、犯行態様に自閉性障害の特徴である対人
面・社会性の障害や独特のこだわりが強い影響を与えており、また、これ
まで適切な支援を受けてこなかったことも被告人が犯行に至ったことに影
響を与えているとしたものである。一般情状にあたる、犯行後の態度につ
いても、内省を深めることが困難であるという障害特性が影響していると
している。さらに、矯正機関において、社会適応能力と精神的安定の向上
のためのプログラム 61 の実施を勧めるなど、被告人の更正に向けた道筋に
ついても言及している。本判例は、量刑の判断においても、発達障害の影
響について他判例と比べ一歩踏み込んだ内容を示しているものと評価で
きる。

61

裁判所は判決で「矯正機関に対し、被告人の社会適応能力と精神的安定
の向上がなければ、服役が何らの効果もなく、刑期を終了しても依然社会
にとり危険な存在となりかねないとの意識をもって、可能な限り被告人の
障害に留意した処遇（Ｈ医師のいう発達障害を熟知した専門家による処遇
方法の検討、Ｔ医師のいう治療教育的プログラム、適応支援プログラム等）
を工夫して実施されるよう要望する。加えて、釈放時には、地域生活定着
支援事業の活用等を考慮されたい。
」と指摘している。
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○判例 14（東京高判平 24.3.5）62
本件は、判例 13 の控訴審判決で、被告人が心神耗弱の状態にあったと
した原判決は事実誤認があったとして、原判決を破棄したものである。
裁判所は、
「本件は、日頃から強い嫌悪感を抱いていた路上生活者を襲っ
ていらいらした気分を晴らそうという誠に身勝手な動機から、…就寝中又
は横になっていた無抵抗の路上生活者の頭部等を全く手加減することなく
強打したり、動かなくなった被害者の足をカッターナイフで切ったりした
という凶悪かつ残忍なものである。…その結果、1 名を殺害した上、殺害
するに至らなかった他の 2 名についても、1 名は全治約 1 年 3 か月間を要す
る重傷であり、…本件各犯行の結果は誠に重大である。」とする。しかし、
「本件各犯行の動機の形成や凶悪かつ残忍な犯行態様については、自閉性
障害にり患し、知的水準も境界知能の状態にあるという被告人の精神障害
が大きく影響していることが明らかであって、そのため、殺意は未必的な
ものにとどまり、責任能力についても、著しいとまではいえないものの、
相当程度減退した状態にあったということができ、量刑に当たっては、こ
の点を十分しん酌する必要がある。」とした。
すなわち、犯行動機の形成過程や犯行態様に自閉性障害が影響してお
り、また、責任能力も相当程度減退した状態にあったことが量刑において
しん酌されたものである（無期懲役の求刑に対し、懲役 22 年）
。
○判例 15（名古屋地岡崎支判平 23.12.7）63
本件は、精神遅滞と自閉性障害を有する被告人が、家族 5 名を包丁で死
傷させ、自宅家屋に点火した事案である。
裁判所は、「被告人は、約 5 分間という短時間で、家族 5 名に対し、鋭利
な包丁を手加減無く執拗に突き刺すという凶暴で残虐な犯行に及び、その
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結果、父と姪を殺害し、母、弟及びその内妻に瀕死の重傷を負わせるとい
う重大な結果を生じさせた。…さらに、住宅街にあり、中に負傷した家族
がいる自宅に放火した行為も、非常に危険で悪質なものである。」とした。
しかし、障害の影響について、「被告人は、幼い頃から、自閉性障害、精
神遅滞の各障害を抱えていたにもかかわらず、家族を含めた誰からもその
障害に気付いてもらうことができず、障害に応じた支援を受けることがで
きなかったのであり、それゆえに、被告人は、インターネットショッピン
グに熱中し、借金を重ねてしまった挙げ句、被告人の借金に気付いた家族
との度重なるトラブルにより、家族との対立を深めることとなった。…ま
た、インターネット回線の切断をきっかけとする被告人の怒りにも、間接
的ながら被告人の障害の影響が見られる。」とした。結論として、「当裁判
所は、このような本件各犯行に至る家庭内での経緯や、そこに被告人の精
神障害が影響していたことを重視するとともに、…さらに、同種事件の量
刑傾向も参考にした結果、被告人を無期懲役刑に処することはいささか重
いと考え、有期懲役刑に処することとし、前記諸事情を総合考慮の上、有
期懲役刑の上限である懲役 30 年に処するのが相当であると判断した。
」と、
検察官の無期懲役の求刑に対して、懲役 30 年を言い渡した。
本件については、凶暴で悪質な犯行により重大な結果を生じさせたもの
ではあるが、被告人が障害に応じた支援を受けることができなかったとい
う経緯が重視され減刑されたものである。
○判例 17（神戸地判平 24.5.25）64
本件は、かねてより不満を抱いていた母親を殴打し、死亡させた傷害致
死の案件である。
裁判所は、「顔面を多数回にわたって殴るといった犯行態様は残虐で悪
質というほかなく、」としたものの、「被告人が判示のような些細な動機か
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ら短絡的に本件犯行に及んだのは、被告人の粗暴な人格が影響していると
ころ、このような人格が形成されたのは、少年期の不安定な家庭環境や生
来の広汎性発達障害等といった被告人の責任とはいえない事情に負うとこ
ろが大きく、本件に至る経緯には同情の余地がある。」とし、懲役 8 年の
求刑に対し、懲役 6 年を言い渡した。
本件では、被告人の粗暴な人格が形成されたのは、広汎性発達障害等の
事情に負うところが多いという経緯を指摘し、これについて同情の余地が
あるとした。
○判例 19（岡山地判平 24.7.11）65
本件は、両親を自身の前に立ちはだかる障害であると考えるようになっ
た被告人が、実父をナイフで突き刺した殺人未遂の事案である。
裁判所は、
「量刑上重視すべき殺人未遂についてみると、その犯行態様
は、非常に危険で悪質なものである。」としながらも、「被告人が被害者ら
から病院への受診を強制されていると思い込んだことや、その通院を回避
するために別の穏当な手段を採らずに犯行に及んだという犯行に至る経緯
や動機は、短絡的ではあるものの、被告人の抱えるアスペルガー症候群の
影響があったといえるから、被告人を強く非難することはできない。さら
に、被害者である実父は、被告人が服役することを望んでおらず、むしろ
民間の支援団体の協力を得ながら被告人の更生を見守る意向を示してい
る。そして、同団体の職員も、被告人の更生を支援する旨述べており、被
告人を社会内で更生させるための環境が整いつつあるといえる。」として、
執行猶予 5 年（保護観察付き）を言い渡した。
本件では、犯行態様が非常に危険で悪質であるとしながらも、犯行に至
る経緯や動機は強迫的なこだわりや想像力の欠如などを特徴とするアスペ
ルガー症候群の影響があり被告人を強く非難できないとされた。さらに、
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社会内で被告人を更生させるための環境が整いつつあることをも理由とし
て、執行猶予 5 年が言い渡された。本判決では、大阪アスペルガー事件の
地裁判決（判例 21）とは逆に、被告人の周囲の環境において社会の受け
皿が整いつつあることも 1 つの理由として、執行猶予が言い渡されたこと
が注目される点である。
66

○判例 20（奈良地判平 24.7.25）

本件は、恨みを抱いていた実母を殺して刑務所に入ることを決意した被
告人が、実母を刺殺した事案である。
裁判所は、
「その動機は身勝手であり、計画的犯行である点でも非難は
免れない。…その犯行態様は残忍で、かつ、強固な殺意に基づくものであ
る。被害者の死亡という結果はもとより重大であって、遺族に与えた精神
的苦痛も大きい。」とした。しかし、「被告人には広汎性発達障害の疑いが
あり、そのための社会的不適応から犯行当時抑うつ状態にあったことがう
かがわれる上、この障害に基づくと思われる衝動性が本件犯行に少なから
ず影響を与えたことは間違いない。また、被告人は、同障害に見合った養
育や社会的支援を受けられなかったのみならず、…被告人の上記社会的不
適応の問題が更に大きくなった可能性も否定できない。そうすると、本件
の背景事情には、同情の余地があるというべきである。」とし、懲役 15 年
の求刑に対し、懲役 10 年の刑を言い渡した。
すなわち、被告人の広汎性発達障害が抑うつ状態に結びついたこと、障
害に基づく衝動性が犯行に影響を与えたこと、適切な社会的支援を受けら
れなかったことなどが、背景事情として考慮されたものである。
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○判例 22（大阪高判平 25.2.26）67
本件は、大阪アスペルガー事件の控訴審判決である。
裁判所は、「本件は、アスペルガー障害を有し、長期間引きこもりの生
活をしていた被告人が、その精神障害の影響で姉である被害者の言動が自
分に対する嫌がらせであるなどと受け止め、いわれない憎しみを募らせた
末に殺害を決意し、あらかじめ包丁を準備して、被害者が自宅を訪れるの
を待ち受けた上で、何ら落ち度のない被害者に対し、執ように包丁で切り
つけて殺害したというものである。強い殺意に基づく計画的な犯行であ
り、残酷かつ執ような態様によるもので、結果が極めて重大である。
」と
する。他方、アスペルガー障害の犯行への影響について、
「被告人が被害
者の善意の行動を逆に嫌がらせであるなどと受け止め、これが集積して殺
したいと思うほど恨むようになり、本件犯行に至ったという経緯や動機形
成の過程には、意思疎通が困難で、相手の状況や感情、その場の雰囲気な
どを推し量ることができず、すべて字義どおりにとらえてしまい、一度相
手に対して敵意を持つに至るとこれを修正することが困難であり、これに
こだわってしまうといったアスペルガー症候群特有の障害が大きく影響し
ていることが認められる。そして、被告人は、生まれながらのアスペル
ガー障害について周囲に全く気付かれずに、適切な支援を受けられないま
ま、約 30 年もの長きにわたり引きこもりの生活を送ってきた。…小学校
時代の友達に会うのが怖くて外に出ることができないなどの恐怖症性不安
障害などの二次的精神症状も発現していた。」とした。そして、「本件犯行
に至る経緯や動機形成過程にアスペルガー障害が影響していることが認め
られ、この点が本件犯行を特徴づける大きな事情となっている。そして、
アスペルガー障害が動機形成に関わっている点では被告人に対する責任非
難は低減されるものであって、量刑判断に当たって被告人のために相当程
度有利に考慮されるべきものである。」としている。また、「犯情以外の一
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般情状として、アスペルガー障害を有する者の出所後の生活について、公
的機関等による一定の支援態勢がとられており、原判決後、被告人は、大
阪府Ｄの相談員と面談し、社会復帰後の精神科の受診や同センターの支援
を受けることについて同意するなど更生に向けての意欲を示していること
が認められる。
」とした。この結果、第 1 審で懲役 20 年とされたものが、
第 2 審では懲役 14 年が言い渡された（検察官求刑は懲役 16 年）。
すなわち、地裁判決とは異なり、高裁判決では、コミュニケーションの
障害、社会性の障害、こだわり行動というアスペルガー障害の特徴が動機
形成に関わっている点で被告人に対する責任非難は低減され、被告人のた
めに相当程度有利に考慮されるべきとされた。障害に対する適切な支援が
受けられないまま引きこもりの生活を送っていたこと、アスペルガー障害
を前提とした恐怖性不安障害などの二次障害についても、犯行に至った経
緯として、考慮の対象となった。また、一般情状として、出所後の支援体
制、いわゆる「社会の受け皿」が一定程度整っていると認められたことも、
配慮の対象となったものである。
○判例 26（神戸地判平 26.3.28）68
本件は、被告人が、マンションのエレベーター内で女性に暴行を加え、
強いてわいせつな行為をしようとした強制わいせつ致傷の事案である。
裁判所は、犯行の態様や結果の重大性について、
「密室となるマンショ
ンのエレベーターで若い女性を狙った犯行であり、この点で悪質な犯行で
ある。それなりに計画的な一面もあり、犯行により被害者に与えた精神的
な苦痛も大きく、不安は未だに癒されていない。…被告人は犯行当時軽度
知的障害等の精神障害の影響で善悪の判断能力、行動制御能力が幾分低下
していたとはいえるが、…本件は決して軽微な事案であるとはいえ」ない
としている。一般情状に関しては、「社会内での更生環境について検討す
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ると、被告人の更生を支えるための適当な監督者は見あたらず、被告人を
受入れる施設等も手配されていないことからすると、現状では更生環境は
かなり心許ないといわざるを得ない」とする。
結論としては、
「被告人について、現状では社会内で更生する条件が整っ
ているとはいえず、実刑を選択することによって被告人の刑責の重さを明
らかにすべきである。他方、刑期については、前記のように被告人のため
に酌むべき事情もあるから、酌量減軽の上、主文の刑を量定した。
」とし
た。
本判決では、精神障害の影響で善悪の判断能力，行動制御能力が幾分低
下していたことが考慮され、刑期は減軽されたものの、大阪アスペルガー
事件地裁判決（判例 21）と同様、社会内で更生する条件が整っていない
という事情に鑑み、執行猶予ではなく実刑が科されたものである。

３．結論
以上、被告人の発達障害が量刑の判断にどのような影響を与えている
か、１．（発達障害の影響が考慮されず検察官の求刑以上の刑が言い渡さ
れたもの）及び２．
（発達障害の影響が考慮された可能性があるもの）の
類型ごとに見てきた。これら近年の判例については、以下の点が指摘で
きる。
第 1 に、２．の発達障害の影響が考慮されている判例はいずれも、犯情
の決定の段階で、発達障害を判断の一要素として考慮していることであ
る。前述のとおり、量刑の判断については、犯情（犯行の動機、犯行の態
様、結果の重大性等）により量刑の大枠が決められ、その枠の範囲内で一
般情状を加味して判決が出される。発達障害の影響が犯情の決定において
考慮されているということは、すなわち量刑の大枠を決定する段階に参加
が許されているということを意味する。このとおり、心神耗弱・心神喪失
による法律上の刑の減軽を受けずとも、量刑の判断の段階で発達障害への
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配慮が実質的に担保される道が開けているということである。
第 2 に、犯情の中でも、
「犯行の動機形成過程」や「犯行に至る経緯」に、
発達障害が影響を与えているとするものが多い。すなわち、社会性の障
害、コミュニケーションの障害、想像力の障害とそれに基づくこだわり行
動といった広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）の特徴が、犯行の
動機形成や犯行に至る経緯に影響しているとされるものである。例えば、
判例 22 で「被告人が被害者の善意の行動を逆に嫌がらせであるなどと受
け止め、これが集積して殺したいと思うほど恨むようになり、本件犯行に
至ったという経緯や動機形成の過程には、意思疎通が困難で、相手の状況
や感情、その場の雰囲気などを推し量ることができず、すべて字義どおり
にとらえてしまい、一度相手に対して敵意を持つに至るとこれを修正する
ことが困難であり、これにこだわってしまうといったアスペルガー症候群
特有の障害が大きく影響している」とされたような形である。このこと
は、どのような生育環境により犯行に至ったかや、動機が形成された経緯
など、広い範囲で障害の影響が認定されているということである。
第 3 に、広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）の犯情への影響に
ついて、障害の症状そのものだけでなく、そこから派生する二次障害 69 の
症状の影響についても認定される例が出てきている。具体的には、判例
20 では広汎性発達障害に基づく抑うつ状態が、判例 22 ではアスペルガー
障害を前提とした恐怖性不安障害や引きこもりが、犯行に至った経緯に影

69

上野一彦ほか編『特別支援教育基本用語 100』
（明治図書 2014）90 頁に
よれば、二次障害とは、
「障害のある人は、障害そのものの存在によって
教育・生活環境の中でも不利を被ることがあるが、その障害への理解や適
切な対応がなされないと、結果的にさらに不利な状況が付け加わってしま
うことがある。こうした本質的、生来的（一次的）原因によるものではな
く、心理的、後天的な（二次的）原因によるさまざまな症状、状態は二次
障害と呼ばれる」とされており、自己評価の低下、情緒的な不安定さ、心
身の変化（抑うつ状態）
、引きこもり、摂食障害、睡眠障害、気分障害（う
つ病）などが例として挙げられている。
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響を与えたとして考慮の対象となった。
第 4 に、一般情状についてである。判例 13、15、20、22 のように、障害
が家族等により発見されず、適切な支援を受けてこなかったという事情が、
本人の責任ではないとして、考慮されているものもある。また、刑事施設
退所後のいわゆる「社会の受け皿」に関する判断は分かれている。「社会
の受け皿」が整っていることも理由として減刑されたもの（判例 19、22）
がある一方で、
「社会の受け皿」が整っていないことで刑が加重されたも
の（判例 21、26）もある。これについては、地域により、施設退所後のフォ
ローアップを行う地域資源の状況がバラバラであり、被告人それぞれで周
囲の支援環境が大きく異なっていることを反映していると言えよう。
第 5 に、責任能力の有無について裁判で争点になったかどうかとは無関
係に、量刑の判断の段階において障害の影響が考慮されていることであ
る。言い換えれば、心神耗弱・心神喪失の状況にあったかどうかについて
は争われていないものの、障害の影響が量刑の判断の際きちんと考慮され
ている判例も多い（判例 17、19、20、22、24）
。
これら第 5 章で見てきた判例全体の見取り図を描くならば、以下のよう
になる。数直線上の左端に大阪アスペルガー事件地裁判決（判例 21）を
置き、右端に多摩川ホームレス連続襲撃事件地裁判決（判例 13）を置く
ならば、量刑に関する発達障害の考慮については、他の判例は、この判例
21 と判例 13 の間に位置する。すなわち、社会の受け皿が整っておらず許
される限り長期間被告人を刑務所に収容することが望ましいとして刑が加
重された判例 21 が左端にあり、犯行動機やその形成過程に自閉性障害が
強い影響を与えており、これまで適切な支援を受けてこなかったことも被
告人が犯行に至ったことに影響を与えているとした判例 13 が右端に位置
する。第 5 章 1. で見た検察官求刑通りの判例が左側に並び、第 5 章 2. で見
た発達障害の影響を考慮した判例が右側に並ぶであろう。
いずれにせよ、近年では、量刑の大枠を決める段階で発達障害の影響が
検討され、二次障害や適切な支援を受けてこなかった事情についても考慮
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されるようになってきたことが判る。このように、量刑の判断の段階にお
いて発達障害の影響を丹念に追う判決が増えてきていることは間違いない
と思われる。

第６章

おわりに

以上のように、発達障害者を被告人とする刑事事件の判例について、そ
の刑事責任能力と量刑判断に着目して分析・検討してきた 70。
結論を要約すれば、近年の判例においては、①発達障害者の刑事責任能
力については、「動機の了解可能性」や「違法性の認識」が障害されてい
たと認められることは多くないため、発達障害のみ罹患していて心神喪失
又は心神耗弱が認められる例は稀であり、ほぼ、完全責任能力が認められ
る傾向にある。しかしながら、②量刑判断の段階では、社会性の障害、想
像力の障害とそれに基づくこだわり行動といった発達障害の特徴が、犯行
の動機形成過程や犯行に至る経緯といった「犯情」に影響しているとして、
これが被告人に有利な事情として解されている例が多くなっている。さら
に発達障害者が適切な支援を受けることができなかったという事情や発達
障害の二次障害の症状も考慮されるようになってきている、ということで
ある。
このように、発達障害者支援法の制定から 10 年が経過し、司法の現場
にも、発達障害への理解が一定程度進みつつあると言うことができる。

70

本稿で、分析・検討できなかった事項は、以下のとおりである。①判例
全体の傾向を見ることを優先したことから、個別ケースの分析が十分でき
なかった。②量刑相場における定量的なデータ比較までできず、量刑のカ
テゴリー分けについても検察官求刑と判決が同じだったものとそれ以外と
いうカテゴリー分けしかできなかった。③少年事件の量刑について、詳細
な検討ができなかった。
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発達障害者の刑事責任能力と量刑に関する判例の動向 （増井）

しかしながら、まだまだ残された課題も多い。
第 1 は、本稿で述べた発達障害者に完全責任能力が認められてしまう傾
向である。妄想型の統合失調症などとは障害が質的に異なるとはいえ、発
達障害者の社会的認知のゆがみ（ルールの認識）やこだわりなどが、事理
弁識能力及び行動制御能力に与える影響について心理学的な分析が進み、
限定責任能力が認められる例がもう少し多くなっても良いと思われる 71。
第 2 が、発達障害を有する成人の矯正施設での処遇と、退所後の対応で
ある。発達障害の特性が配慮された矯正教育が行われる少年院等 72 とは異
なり、成人の矯正施設では、発達障害が十分にフォローアップされている
とは言えない状況にある 73。また、矯正施設の退所者に対して地域定着支
援事業が実施されているが 74、福祉の側の「受け皿」が順調に拡大しつづ
けているとは言えず、司法から福祉への橋渡しが十分に行われているとこ
ろまで進んでいない。
法制定から 10 年で、ここまで司法界において理解が進んだものである
が、より一層の理解が進み、発達障害者が早期に適切な治療・心理学的介
入を受けることにより、犯罪の予防ないしは再犯の防止が促進されること
を望むものである。

71

十三（2014）は、前掲注（15）86 頁において、
「現在は PDD（筆者注：
広汎性発達障害）にみられる特異な意識状態や思考過程を合理的に説明で
きる症候論の構築が求められている段階にある。それらが十分に確立され
るまでは…綿密で整合性ある分析をもとに判断するという作業が求められ
ているのが現状」として、精神医学では広汎性発達障害が充分解明されて
いないため、個別ケースに応じた細かな分析が必要としている。

72

小栗正幸（2010）
「少年鑑別所・少年院での処遇」浜井浩一、村井敏邦
編『発達障害と司法 非行少年の処遇を中心に』現代人文社 171 頁以下

73

日本弁護士連合会（2012）前掲注（3）

74

地域生活定着支援センターの事業の概要（厚生労働省 HP）

