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　ここは××署の 訊問室
じんもんしつ

である。

　生ぬるい風が思い出したように、街路の塵埃
ほこり

を運び込むほかには、開け放たれた窓の効能の少
しもあらわれぬ真夏の午後である。いまにも、柱時計が止まりはしないかと思われる暑さをもの
ともせず、三人の洋服を着た紳士が一つの机の片側に並んで、ときどき扇を使いながら、やが
て入ってくるはずの人を待っていた。

　向かっていちばん左に陣取った三人のうちいちばん若いのが津村
つむら

検事で、額が広く目が鋭く髭
ひげ

がない。中央の白髪交じりの頭が藤井
ふじい

署長、署長の右に禿
は

げた頭を金縁眼鏡と頬髯
ほおひげ

とで締め括
くく

ってゆったりと腰かけているのが、法医学者として名高いＴ大学医学部教授片田
かただ

博士である。職

務とは言いながら、片肌脱ぎたいくらいな暑さを我慢して滲
にじ

み出る汗をハンカチに吸いとらせて
いる姿を見たならばだれでも冗談でなしに、お役目ご苦労と言いたくなる。
　三人はいま、ある事件の捜査のために、有力な証人として召喚した人の来るのを待っているの
である。厳密に言えば、その事件の捜査の首脳者である津村検事は、召喚した証人の訊問に立
ち会ってもらうために、藤井署長と片田博士に列席してもらったのである。その証人は検事にと
ってはよほど重大な人であると見え、彼の顔面の筋肉がすこぶる緊張して見えた。ときどき頬の
あたりがぴくりぴくりと波打つのも、おそらく気温上昇のためばかりではないであろう。訊問と
いうことを一つの芸術と心得ている津村検事は、ちょうど芸術家が、その制作に着手するときの

ような昂奮
こうふん

を感じているらしいのである。これに反して、藤井署長は年齢のせいか、あるいはま
た年齢と正比例をなす経験のせいか、いっこう昂奮した様子も見えず、ただその白い官服のみが
いやにきらきらとしているだけである。まして、科学者である片田博士のでっぷりした顔には、

いつもは 愛嬌
あいきょう

が 漲
みなぎ

っているに拘
かか

わらず、かような場所では底知れぬといってもよいような、
沈着の不気味さが漂っているのであった。
　柱時計が二時を報ずると、背広の夏服を着た青年紳士が一人の刑事に案内されて入ってきた。

右の手に黒革の 折鞄
おりかばん

、俗にいわゆる往診鞄を携えているのは、言わずと知れたお医者さんで
ある。人間の弱点を取り扱う商売であるだけに、探偵小説の中にまで“さん”の字をつけて呼ばれる

のである。が、この人すこぶる現代的で、かような場所に馴
な

れているのか、往診鞄を投げるよう

にして机の下に置き、いたって軽々しい態度で三人に挨拶
あいさつ

をしたところを見ると、もう“さん”の
字をつけることはやめにしたほうがよかろう。

「山本
やまもと

さん、さあ、そちらへおかけください」
　と、検事はいつの間にか昂奮を静めて、にこにこしながら医師に向かって言った。

「この暑いのにご出頭を願ったのは申すまでもなく、奥田
おくだ

さんの事件について、あなたが生前故

人を診察なさった関係上、二、三お訊
たず

ねしたいことがあるからです。この事件は意外に複雑して
いるようですから、死体の解剖をしてくださった片田博士と、なお、捜査本部の藤井署長にも、
こうしてお立ち会いを願いました」
　こう言って津村検事は、相手の顔をぎろりと眺めた。この“ぎろり”は津村検事に特有なもので、



かつてこの“ぎろり”のために、ある博徒の親分がその犯罪を何もかも白状してしまったといわれて

いるほどの曰
いわ

くつきのものである。彼はのちに、おらアあの目が怖かったんだよ、と乾分
こぶん

に向か

って懺悔
ざんげ

したそうである。しかし、この“ぎろり”も、山本医師に対しては少しの効果もなかったと
見え、
「何でもお答えします」
　という、いたって軽快な返答を得ただけであった。
　その時、給仕が冷たいお茶をコップに運んできたので、検事は対座している山本医師に勧め、
自分も一口ぐっと飲んで、さらに言葉を続けた。

「まず順序として、簡単にこの事件の顛末
てんまつ

を申し上げます。
　Ｓ区Ｒ町十三番地居住の奥田とめという本年五十五歳の未亡人が、去る七月二十三日に突然不

思議な病気に罹
かか

りました。午前一時ごろ、急に身震いするような悪寒が始まったかと思うと、高

熱を発すると同時に、はげしい嘔吐
おうと

を催しました。まるで 食中
しょくあた

りのようでしたので、たぶん暑
気にでも当てられたのであろうと思って、その日は医師を招かないのでしたが、夕方になってさ
いわいに嘔吐もなくなり熱も去って、翌日は何の異常もなく過ぎました。
　ところが、さらにその翌日、すなわち七月二十五日にやはり先日と同じような症状が始まり、
あまりに嘔吐がはげしくて一時人事不省のような状態に陥ったので、令嬢のきよ子さんは慌てて

女中を走らせ、かかりつけの医師山本氏、すなわちあなたの診察を乞
こ

うたのでした。その結果、

おそらく食物の中毒だろうという診断で、 頓服薬
とんぷくやく

をお与えになりますとその効があらわれて、
夕方になると嘔吐は治まり、熱も去って患者は非常に楽になり、その翌日は何のことなく過ぎた
のであります。
　するとまたその翌日、七月二十七日に、やはり前回と同じ時刻に同じような症状が始まり、嘔

吐ばかりでなく下痢をも伴い、患者は苦痛のあまり昏睡
こんすい

に陥りました。急報によって駆けつけた
あなたは、患者の容体のただならぬのを見て、初めて尋常の中毒とは違ったものであろうとお気

づきになりました。で、あなたは令嬢に向かって、周囲の事情をお訊
き

きになりました。
　その時、令嬢の話した事情というのが、あなたの疑惑をいっそう深めたのでした。しかし、そ
の事情を述べる前に、わたしは奥田一家の人々について申し上げなければなりません。主人はも
と逓信省の官吏を務めていたのですが、いまから十五年前に相当の財産を残して死去し、男勝り
の未亡人は三人の子を育てて、他人に後ろ指一本指されないでいままで暮らしてきました。長男

を健吉
けんきち

、二男を保一
やすいち

、その妹がきよ子さんですが、長男の健吉くん一人は未亡人にとって義理
の仲なのであります。義理の仲といっても、主人の先妻の子というのではありません。奥田氏夫
妻は主人が四十歳を過ぎ、夫人が三十歳を越し、結婚後十年を経ても子がなかったので、遠縁に
当たる孤児の健吉くんをその三歳のときに養子として入籍せしめて育てたのであります。ところ
が皮肉なことに、健吉くんを養子とした翌年、夫人が妊娠して保一くんを産み、さらにその二年
後きよ子嬢を産みました。こうしたことは世間にしばしばあることで、かかる際、義理の子はい
わば夫婦に子福を与えた福の神として尊敬されるのが世間の習いですが、奥田家においても、健
吉くんは実子ができてのちも、同じ腹から出た総領のように夫妻から愛されて成長しました。こ
とに健吉くんは性質が温良でしたので、主人奥田氏の気に入って氏が逝去の際も、三人の子がみ
な若かったから財産はいったん夫人に譲ることにしたものの、行く行くは家督を健吉くんに譲る



ように、くれぐれも遺言していったということです。

　爾来
じらい

十五年間、三人の兄妹は勝ち気な未亡人の手によって、ことし健吉くんが二十七歳、保一
くんが二十四歳、きよ子嬢が二十二歳になるまで無事に育て上げられました。ところが、いかに
勝ち気の未亡人でも人間の性質というものはいかんともすることができなかったと見え、二男の
保一くんは兄とはすこぶる違って、いわば不良性を帯びてきたのであります。健吉くんは大学を
卒業してから、デパートメント・ストアで名高いＭ呉服店の会計課に勤めることになりましたが

、保一くんは大学を中途にて退学し、放蕩
ほうとう

に身を持ち崩しました。
　未亡人は保一くんがかわいかったため、金銭上のことはずいぶんやかましい人であったけれど
、保一くんのためにかなりの金額を支出してやりました。しかし昨年の春、保一くんが某所の遊
女を身請けしようとしたときには、長男の手前もあったであろうが徹底的に怒って、昔のいわゆ
る勘当をすると言い出しましたけれど、なんと言われても保一くんは初志を貫徹しようとしまし
たので、健吉くんが仲に入ってその遊女を身請けさせ、一方、未亡人の意志を尊重するためひと
まずＹ区に別居させて売薬店を開かせ、当分出入りを禁じたのであります。ところが、未亡人は
勝ち気な人であるだけ一面はなはだ頑固であって、保一くんが請け出した女と手を切らぬ間は決
してふたたび会わないと言って、健吉くんやきよ子嬢が何度頼んでもどうしても聞き入れず、つ
いに今回の悲劇が起こるまで勘当の状態が続いたのでした。
　さて、話はここで健吉くんのことに移らねばなりません。健吉くんは保一くんと違って素行が
きわめて正しかったのですが、最近Ｍデパートメント・ストアに勤めている、ある美しい女店員
と恋に陥りました。間もなく二人の恋は白熱しました。とうとう健吉くんは去る七月十五日に、
未亡人に向かって恋人を妻に迎えたいと告げたのであります。
　ところがです。未亡人はどうつむじを曲げたものか、非常に憤慨しました。あるいは未亡人に
無断で恋人を作ったのが気に入らなかったのか、あるいはデパートの店員を嫁にするということ
が不服であったのか、あるいはまた、信用していた兄まで弟と同じようなことをするということ

に腹を立てたのか、もし、その女を家
うち

に引き入れるなら、わたしときよ子とは別居する。そう
して、家督はきよ子に養子を迎えて、その男に譲ると宣告したのだそうであります。

　これを聞いて、健吉くんは奈落
ならく

の底へ突き落とされたように驚きかつ悲しみました。きよ子さ
んの話によると、兄さんはそれ以後、まるで別人のようになったのだそうです。たえず考え込ん
でいて、母親にも妹にもろくに口も利かなかったそうです。ときにはまるで精神病者のようにぶ
つぶつ独り言を言うこともあったそうです。
　すると二十三日に、未亡人に奇怪な病気が起こりました。Ｍ呉服店では七月が決算期で、会計
係は七月二十一日から三十一日まで、一日交替で宿直をして事務を整理する習慣になっており
ます。健吉くんは七月二十一日が宿直の晩で、二十二日に帰宅し、二十三日の朝出かけてその晩
宿直し、二十四日に帰宅して、二十五日の朝出勤するという有様でしたが、不思議にも未亡人の
病気は健吉くんの休みの日に起こらないで、宿直の日の、ことに健吉くんが出かけて二時間ほど
過ぎたころに起こったのであります。

　きよ子嬢はいつも兄さんの留守に母親が苦しむので、少なからず 狼狽
ろうばい

したのですが、兄さんは

非常に多忙な身体
からだ

であるから宿直の日に呼び戻すわけにいかず、しかも兄さんが休みの日は意地
悪くも病気が起こらないで、兄さんに母親の苦しんだ模様を告げても本当にせず、このころから
母親とはあまり口を利かなかったので、しみじみ母親に見舞いの言葉さえかけぬくらいでした。
　山本さん、未亡人の三度めの発病の際あなたが令嬢からお聞きになった事情というのが、すな



わち、このことだったのです。あなたはこれを聞くなり、意味ありげな笑いを浮かべて、じっと
考え込みました」
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「さて」
　と、検事はさらに続けた。
「未亡人の三回め、すなわち七月二十七日の発病もあなたの適当な処置によって無事に治まり、
その翌日はなんともありませんでした。あなたは二十九日の発病を防ぐために、一包みの散薬を
与えて、午前十時ごろ飲むようにと、その朝わざわざ書生を奥田家に遣わしになりました。とこ
ろがその散薬の効が薄かったのか、未亡人はやはり十一時ごろになると悪寒を催し、次いで発熱
して例のごとくはげしい嘔吐に苦しみました。そこで午後二時ごろ、令嬢はあなたを迎えにやり
ましたが、その日、あなたは早朝与えた散薬のために決して症状が起こるまいと確信しておられ
たのか、家人に行き先も告げないでどこかへ行っておられました。そこで令嬢は慌てて他の医師
を迎えようとしましたが、その時未亡人の容体が急変して、午後三時半、ついに未亡人は絶命し
たのであります。未亡人はかなりに太った体質の人でしたから、心臓があまりに強くなかった
のか、あるいは中毒の原因が強く働いたのか、前三回の病気には堪え得たのに、四回めにはとう
とう堪えることができなかったのです。
　令嬢は二十七日に、あなたが意味ありげな笑いをなさったのを見て、もしや兄が……という疑

いが 閃
ひらめ

いたものでしたから、その晩詳しい事情を二番めの兄、すなわち保一くんのところへ書
き送りました。で、保一くんは二十九日には母に内緒に訪ねてきて、健吉くんが出かけるところ
を見届けてから奥田家に忍び入って、きよ子嬢の取り計らいで、あの暑さに押入れの中に入って
隠れていました。未亡人が発病するなり、飛んで出て看護しましたが、さすがの未亡人も怒るど
ころか、むしろ感謝している様子がありありと見えたそうです。そうして、保一くんは悲しくも
未亡人の死に目に遭ったのでした。
　きよ子嬢と保一くんが死体に取りすがって泣いているとき、あなたはひょっこり奥田家を訪れ

ました。そうして未亡人の死を聞いて非常に驚き、亜砒酸
あひさん

の中毒ですよと大声でお言いになりま
した。それから死体をちょっと診て、すぐさま家に帰り、死亡診断書をお書きになりました。病
名のところに明らかに亜砒酸中毒としてありますので、それが当然警察の活動を促し、ついに未
亡人の死体は解剖されることになり、前後の事情から、健吉くんは真っ先に拘引されて取調べを
受けることになりました。どうです。わたしがいままで述べてきたことは間違いがございましょ
うか」

　こう言って津村検事はハンカチで額を一撫
ひとな

でして、ちょっと署長のほうを振り返り、次に山本
医師の顔を眺めた。両者とも異議がなかったと見え、ただ肯定的にうなずくだけであった。訊問

室はしばらくの間しーんとして、蝉
せみ

の声がキニーネを飲んだときの耳鳴りを思わせるように響い
てきた。
「ところで」
　と、検事は二、三回ばたばたと扇を使い、ぱちりとすぼめて言葉を続けた。
「健吉くんを取り調べましたところが、母に亜砒酸を与えた覚えは断じてないと申しました。も
とよりそれは当然のことで、健吉くんがすぐ白状してしまったら、事件はすこぶる簡単で、こう
してあなたにまでこの暑さの中を来ていただく必要もないはずです。そこでわたしたちは、まず

順序として、健吉くんがはたして未亡人に毒を与えたかどうかを検
しら

ベねばならぬことになりま
した。



　さて、殺人についてわたしたちの第一に考えることは殺人の動機であります。そうして、健吉
くんの場合について考えてみますに、健吉くんには母親を亡きものにしたいという心の発生を充

分に認め得る事情がありました。健吉くんが未亡人と生
な

さぬ仲であること、熱烈に恋する女との
結婚をきっぱり拒絶されたということは、立派に殺人の動機とすることができます。令嬢の話に
よると、母に拒絶されたのちはまるで別人のようになり、発狂でもしはすまいかと思われたとい
うほど心に強い打撃を受けたのですから、これまでいたって親孝行であった健吉くんでも精神に
多少の異常を来せば、恐ろしい計画を抱いたとしてもあながち奇怪ではありません。
　しかし、健吉くんは猛烈に殺人を否定しております。そこでわたしは、健吉くんの殺人の動機
となった間接の原因、すなわち健吉くんの恋人なるＭ呉服店員に事情を訊ねました。その店員は

大島栄子
おおしまえいこ

といっていたって内気な色の白い丸顔の人でした。なんでも以前、Ｓ病院の看護婦をし

ていたそうですが、美貌
びぼう

のために医員たちがうるさく騒ぎ寄るので、職業を変更してデパートに
勤務することにしたのだそうです。Ｓ病院といえば山本さん、あなたもご開業になる前にそこで
医員をなさっておられたそうですね。……余談はさておき、その大島栄子さんから聞いてみま
すと、健吉くんは母の拒絶したことを告げて非常に悲しみ、大恩ある母の意志に背くことは自分
にはできない。生さぬ仲のことであるからなおさら忍ばねばならない、いっそ一緒に死んでくれ
ないかとまで言ったのだそうです。しかし、栄子さんは、いまわたしやあなたが死んではかえっ
てお母さまに不幸になる、わたしはあなたと結婚ができなければ一生涯独身で暮らして、お友達

として交際しますから、どうか短気なことは思い止
とど

まって、お母さまに孝行をしてあげてくださ
いと言ってなだめたそうです。すると健吉くんは、それならば自分も永久に独身で暮らそうと言
って、情死のことはふっつりと断念したそうですが、そののちもやはり毎日浮かぬ顔をして、と

きどき溜息
ためいき

を洩
も

らしていたということです。
　ところが、犯罪学的に考えてみますならば、自殺を思い止まった者が他殺を企てるということ
はきわめて自然な心の推移であります。栄子さんの忠告によっていったんは自殺の心を翻しても
、心の打撃は容易に去るものではありません。さればこそ、ときどき溜息を洩らしたのであって
、その溜息が凝って、ついに殺人という霧を心に降らしたのだと考えてもあえて差し支えはなか
ろうと思います。

　かくて、健吉くんの殺人の動機を充分に認めることには 何人
なんぴと

も異議があるまいと思います。そ
こで次に起こる問題は、健吉くんがいかなる方法を用いて殺人を遂行しようとしたかということ
です。するとここに、健吉くんの殺人方法を推定せしめるに足るような事情が突発しました。そ
れはすなわち、未亡人の不思議な発病であります。それは悪寒と発熱と嘔吐と下痢を主要な症候
としておりまして、健吉くんが宿直の日に家を出かけると、必ずその二時間ほどあとから始まり

ました。このことが、三回めの発病の際あなたの注意を惹
ひ

いて、あなたは、もしや亜砒酸の中毒
ではないかとお考えになりました。まったくわたしどものような医学に門外漢たる者が考えても
、その疑いを抱くのは当然のことであります。嘔吐と下痢とは亜砒酸中毒の際の主要な症候であ
るそうですから、健吉くんがなんらかの方法によって未亡人の飲食物に亜砒酸を投じたであろう
ということは、これまた何人も異議のあるまいと思われる推論なのであります。
　さて、未亡人は前三回の発病からはさいわいに回復し、四回めの発病の際ついに絶命したので
すから、この事実よりして、前三回に与えられた亜砒酸の量は致死量以下であったことを想像す
るに難くなく、殺人者の側からいえば、第一回に致死量を与えて突然絶命させては疑いを受ける



虞があるから、まず三回だけ苦しませ、しかるのち致死量を与えて殺すというきわめて巧妙な方
法を選んだと言わねばなりません。
　ところが、殺人者は非常な誤りをしたのであります。それは何であるかと言いますに、毒とし
て亜砒酸を選んだことです。ここにおいでになる片田博士のお話によると、西洋では亜砒酸のこ

とを“ 愚人の毒
フールスポイズン

”と呼ぶそうですが、それは、亜砒酸を毒殺に使用すれば、その症状によってきわ
めて気づかれやすいし、また死体解剖によって容易にその存在を発見されるから、愚人しか用い
ないという意味だそうであります。今回の事件においても、殺人者は愚かなことをしました。す
なわち、亜砒酸を用いたためにあなたの疑いを起こしたのです。してみると、亜砒酸はこの場合
においても愚人の毒たる名称を恥ずかしめなかったわけです。
　かくのごとく健吉くんに対する嫌疑は、動機の点から見てもその他の周囲の状況から見ても、
だんだん深くなるばかりですが、しかし、単にこれだけの事情によって、健吉くんが母親殺しの
犯人であると断定することは大昔ならいざ知らず、現代にあっては残念ながら不可能なのであり
ます。すなわち、健吉くんが未亡人に亜砒酸を与えたという物的証拠が一つもないのであります
。それがためわたしたちは、はたと行き詰まってしまいました。第一に健吉くんが亜砒酸を持っ
ていたという証拠がありません。次に健吉くんが亜砒酸を何の中へ混ぜて母親に与えたかという
ことが、いかに詳しく当時の事情を検べても少しもわかりません。たとえばお茶の中へ投じた
とか、または夏のことですから飲料水の中に投じたとか、何か怪しむべさ事情があってもよいで
あろうに、令嬢に訊ねましても女中に訊ねましても、さっぱりわからないのであります。この事
情が明らかにされて、しかもそれを裏書きするような物的証拠を得ない間は、健吉くんを犯人と
することはできません。それと同時に、わたしたちはたとい健吉くんに対する状況証拠がいろい
ろ集まっていても、物的証拠のない限りその物的証拠を捜すよりも、新しく事件を考え直したほ
うが得策だろうと思うに至りました。一般に現今の警察官にしろ司法官にしろ、物的証拠のない
場合、先入見に支配されて物的証拠をどこまでも探し出そうとするために、色々の弊害を生じ、
その間に犯人を逸してしまうようなことになりやすいのです。そこでわたしは健吉くんをひとま
ず事件から切り離してみたならば、どんなことを推定し得るかと思考を巡らしたのであります。
　健吉くんを事件から除いて考えるとき、まず未亡人が自殺するために亜砒酸を服用したのでは
ないかと思われますが、その考えは言うまでもなく成立する余地がありません。未亡人には自殺
すべき何らの事情もないし、また自殺するならば、わざわざ一日置きに四回も苦しむということ
は考えられません。精神異常者ならばともかく、さもない人がそうした死に方をするとは思われ
ないのであります。
　そこで、未亡人の自殺が問題にならぬとすると、次に考うべきことは、未亡人の病気がはたし
て亜砒酸中毒であったかどうかという問題です。未亡人は前後四回同じ病気に襲われていますけ
れど、四回ともはたして同じ病因であったかどうかは容易に断ずることができないのであります
。わたしのごとき素人にはわかりませんが、症状が酷似しても原因がまったく別な病気は沢山あ
るらしく思われます。そこでわたしたちは、ここにおいでになる片田博士にお願いして、亜砒酸
中毒以外に何か未亡人の身体から別の病原を発見することができはしないかと思い、その方面の
綿密な検査をしてもらったのであります。
　すると意外にも、片田博士は死体の血液検査の結果、血球の中にマラリアの原虫を発見なさっ
たのであります」
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　検事は最後の言葉を一語一語はっきり言い放って、その言葉が相手にいかに反応するかをじっ
と見つめた。
　はたして強い反応があった。すなわち山本医師は、
「えっ？　マラリア？」
　と、驚きの叫びを発して片田博士のほうを向き、本当ですかと言わんばかりの顔をした。
　博士はこの時、静かに口を開いた。
「そうです、明らかに三日熱の原虫を血球の中に発見しました。したがって、未亡人の死んだと
きにはマラリアの発作も合併しているわけですし、またそのことによって未亡人が一日置きに、
しかも同じ時間に悪寒・発熱・嘔吐を起こしたことをよく了解することができます」

「けれど、嘔吐がマラリアのときに起こることは稀
まれ

ではありませんか」
　と、山本医師は反対した。
「いかにも稀ではあります。しかし、決してないことではありません」
　と、片田博士はにっこり笑って言った。
「ヒステリーの婦人がマラリアに罹ると、はげしい嘔吐を起こしたり人事不省に陥ったりします
から、いろいろの中毒と間違えられるのです」
「そこで」
　と、検事は二人の会話を横取りして言った。
「未亡人がマラリアに罹っていたとすれば、少なくとも四回の発病の際、四回ともマラリアが合
併していたと考えてもよかろうと思います。いや、もう一歩進んで考えるならば、初め三回は単
なるマラリアの発作で、四回めに亜砒酸中毒が合併したのではないかと思われるのであります。
何となれば初め三回は首尾よく回復し、最後に絶命したからであります。で、実は、あなたは第
二回からご診察なさったのですが、その際、病気は単なるマラリアの発作であったか、それとも
亜砒酸の中毒症状も合併していたかをお訊ねしたいのであります」

　山本医師は非常に顔を紅
あか

くし、頸筋
くびすじ

の汗を唇を歪
ゆが

めて拭
ふ

きながら答えた。
「いや、お恥ずかしい話ですが、わたしが初めて診察したときはなんとも病名がわからず、そ
の次、すなわち未亡人の三回めの発病のときもマラリアとは少しも気づかず、令嬢から事情を聞
いて、もしや亜砒酸中毒ではないかと疑ったのです。いままで嘔吐や下痢を伴うマラリアの例に
は一度も接したことがないのでつい誤診しました。もしマラリアだとわかれば、ただちにキニー
ネを用いますから、未亡人の第三回の発作は起こらずに済んだはずです。したがって各々の発病
の際、マラリアの発作だけであったか、または亜砒酸中毒が合併していたか、はっきりしたこと
は申し上げかねます」
「しかし、四回めが亜砒酸中毒だったことははっきりおわかりになりましたのですね？」
「それは、わたしが四回とも亜砒酸中毒だと思ったからでして、未亡人が死んだと聞いたとき、
死因は亜砒酸中毒に違いないと判断したのです」
「けれど、あなたは四回めのときは診察なさいませんでしたでしょう？」
「急用ができて他行していたために、間に合いませんでした」
「だが、あなたは亜砒酸中毒の起こらぬようにといって、二十九日の朝、書生さんに一包みの薬
を持たせてやられたのではありませんか」
「持たせてやりました。しかしそれは、単純な消化剤でして、亜砒酸中毒を防ぐ薬というもので



はありません。中毒のほうのことは令嬢にわたしの疑念を打ち明けて、それとなく注意しておき
ましたから、わたしは比較的安心して他行することができました。けれども、やはり気になった
ものですから、用事の済み次第奥田家を訪ねると、すでに死去されたあとでした」
　検事は山本医師の返答を聞いてしばらく考えていたが、やがて言った。
「よくわかりました。してみるとあなたも、亜砒酸中毒だということは、単なる想像によって判
断されたのに過ぎないのですね？　べつに患者の吐物を化学的に検査されたのではないのですね
？　そうですか。それではわたしもひとつ、わたしの想像をお話ししてみましょうか。すなわち
わたしはこう想像したのです。初め三回は単なるマラリアの発作で、四回めのみが亜砒酸中毒を
合併したのであると。わかりましたか。そうすると、だれかが初め三回の発作を利用し、四回め
に亜砒酸を患者に与え毒殺し、罪を健吉くんに帰するように計画をしたのではないかという考え
が浮かんできます。したがって、その人は健吉くんに恨みを抱いているか、または健吉くんを亡
きものにして利益を得ようとする者でなくてはなりません。そこで当然考えられることは、二男
の保一くんのその日の行動であります」
　さっきから検事の言葉を異様の緊張をもって聞いていたらしい山本医師は、この時、ほっと安
心したような様子をした。
「すでに申し上げたとおり」
　と、検事は山本医師を流し目に見て言葉を続けた。
「二男の保一くんは久しく奥田家の出入りを禁じられていたのですが、令嬢からの手紙によって
、兄の行動と母の病気とがなんとなく関係のあるらしいことを知り、二十九日の朝、兄が出かけ
たすぐあとへ忍び込んだのでした。その時、保一くんはどういう心をもって訪ねてきたのでしょ
うか。親子の愛情によって、母を保護するために来たのでしょうか。それとも他に目的があった
のでしょうか。この点は非常にデリケートな問題です。母は保一くんが女と手を切らぬ間は決し
て家へ入れないとがんばっていました。保一くんは売薬店を開いていて、辛うじて生活していけ
るかいけぬの程度でありまして、ときどき兄の健吉くんに無心を言ったらしいですが、最近はか
なりに困っていた様子です。そこへ妹さんから、母の病気と兄の行動について詳しい通知があっ
たのです。俗に、“背に腹は代えられぬ”という言葉がありますが、保一くんが令嬢の手紙を読んだ
とき、そうした心にならなかったとだれが保証し得ましょう。すなわち母を亡きものにし、兄に

毒殺の嫌疑をかけられれば保一くんは当然奥田家の財産を貰
もら

って、大手を振って歩くことができ
ます。保一くんは幼時より不良性を帯びていました。そうして、最近は母を恨むべき境遇に置か
れていました。兄とは義理の仲である。いや、たとい肉親の兄であっても、背に腹は代えられぬ
。これはひとつこのまたとない機会を利用して、危険ではあるが一芝居打ってみようと考えつか
なかったとはだれが保証し得ましょう。不良性を帯びた人は、悪を行う知恵は鋭敏に働くもの
です。ことに都合のよいことには、自分が売薬店を開いていることです。すなわち、亜砒酸は手
もとにある。ただそれを利用すればよいのだ。こう考えて亜砒酸を携え、奥田家へやって来たの
だと推定しても、あえて不合理ではないと思います」
　山本医師は検事の言葉に、つくづく感じ入った。想像とはいいながら、いかにも事実を言い当
てているように思えたので、思わず賛嘆の微笑を洩らした。しかし検事は、山本医師の微笑をも
知らぬ顔して、論述を進めた。
「しからば、保一くんはいかにしてその亜砒酸を母親に飲ませたでしょうか。そこが健吉くんの
場合と等しく問題なのです。もちろん、保一くんも母の病気がマラリアであるとは知らず、兄の
健吉くんが母親に毒を与えているものと信じていたのですが、いかなる方法で兄が母親に毒を飲
ませているかは知らなかったのです。で、自分勝手な方法で機会をうかがって毒を投じようとし



たのですが、ここに図らずも保一くんにとって非常に好都合な事情があったのです。それは何か
と言うに、その朝あなたから、未亡人に十時ごろ飲ませるようにと言って、一包みの散薬が届い
ていることを令嬢から聞き出したのです。で、保一くんは令嬢に向かって、ちょっとその薬を見
せなさいと言って取り寄せ、ひそかに携えてきた亜砒酸をその中へ混ぜたらしいのです。亜砒酸
は白色で無味ですから、決して服用する人にはわかりません。
　さて、わたしは以上の話を単なる想像のように申しましたが、実は、かように想像すべき事情
、いやむしろ証拠というべきものがあったのです。それは何かと言うに、あなたがその朝、書生
さんに持たせてやられた薬剤の包み紙を片田博士に分析してもらった結果、明らかに亜砒酸の存
在が認められたのであります」
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　この言葉を聞くなり、山本医師の身体はゴム毯
まり

のように椅子
いす

から跳ね上がった。そうして、何

か言おうとしてもただ唇だけが波打つだけで、言葉は喉
のど

の奥につかえで出てこなかった。
「まあまあ」
　と、検事は手をもって制して言った。
「なにもそれほど驚きになることはありません。あなたがお入れになったとはわたしは申しませ
んでした。あなたが書生さんに持たせてやられた薬の中に亜砒酸があったとて、ただちにあなた
がお入れになったということはできません。だからわたしはまず保一くんに嫌疑をかけてみたの
です。そうしていま申し上げたようなことが行われたのだと推定したのです。しかし、嫌疑とい
えば、保一くんばかりでなく、健吉くんにも令嬢にも女中にも、一応かけてみなければなりま
せん。さきにわたしは健吉くんのことをいったん切り離して考えるよう申しましたが、ここに至
って、健吉くんをふたたび引き出してくるのは少しも差し支えないと思います。かりに未亡人の
前三回の発病がマラリアであると想像して、健吉くんに無関係であるとしても、健吉くんもまた
その事情を利用して毒を投じたと考えてもよい理由があるのであります。というと、前三回の発

病でさえ健吉くんが疑われているのだから、四回めに毒を投じたならば当然健吉くんが犯人と睨
にら

まれるに決まっているから、まさかそんなことはすまいと思いになるでしょう。しかし健吉くん
自身からいえば、前三回の発病には自分は無関係だから、四回めに毒を投じて他人に嫌疑をかけ
させるように計画したと考えても差し支えありません。差し支えのないばかりか、そこに立派な
理由があるのです。
　それは何であるかと言いますに、実は健吉くんの恋人なる大島栄子さんから聞いたことですが
、健吉くんのほかにも栄子さんを恋している人があるのだそうです。だから、栄子さんとの結婚
を母親から拒絶されて健吉くんが情死を迫ったのも、栄子さんを、そのいわば恋敵のために取ら
れたくなかったためらしいのです、で栄子さんは、健吉くんと結婚ができなければ一生涯独身で
暮らすと固く誓ったのだそうです。けれど、気の小さい健吉くんがなおも不安を感じたことを想
像するに難くありません。したがって、健吉くんがその恋敵を除こうと企てたこともまた想像し
得るところです。というと、健吉くんが母親に毒を与えてどうして恋敵を除き得るかという疑問
が浮かぶはずですが、山本さん、あなたにはよくわかっているでしょう。あらためてお訊ねする
のも変ですが、健吉くんの恋敵というのはあなただそうですねえ？
　いや、こんなことを訊ねてお顔を紅くさせては申し訳ありませんが、これも訊問の順序として
致し方ありません。で、健吉くんがその朝、あなたのところから母親に薬の届いたのをさいわ
いに、その中へ亜砒酸を投じ、あたかもあなたが毒殺なさったように見せかけたと考えても、こ
れまた決して不合理ではないと思います。
　さてこうなると、健吉くんが投じたのか保一くんが投じたのかさっぱりわからなくなってきま
した。薬包紙に残る指紋はもとより不完全なもので、だれのものともわからず、また、ある一定
の人の指紋が現れたとしても、必ずしもその人が亜砒酸を投じたとは断定できません。同様に令
嬢か女中か、あるいはまた、疑ってみればあなた自身がお入れになったのかもしれません。で、
わたしはすっかり迷ってしまったので、この問題を解決してくださるのはあなたよりほかあるま
いと思って来ていただいたわけなのです」
　検事は一息ついて、ぎろりと目を輝かして相手を見つめた。藤井署長も片田博士も、なんとな
く緊張した様子であった。山本医師も少なからず緊張して見えたが、気温の高いのに似合わず顔



の色が青かった。
「わたしに解決せよとおっしゃっても、解決のできる道理がありません」
　と、医師は細い声で言った。

「そうですか。わたしはまた、この事件の鍵
かぎ

を握っている人は、あなたよりほかにないと思うの
です」
「なぜですか」
「なぜと言いますと、さっきも述べましたとおり、あなたが二十九日の朝書生に持たせてよこさ
れた薬の中に亜砒酸があったとすると、その亜砒酸を投じた者は保一くんか健吉くんか、令嬢か
女中か、あるいはあなたご自身か、さもなくばあなたの家の書生かでありますが、書生と女中と
令嬢は問題外として、残るところは保一くんか健吉くんかあなたの三人であるからです。健吉く
んと保一くんの事情は先刻申し上げたとおりですが、あなたについても健吉くんと同様なことが
言い得るだろうと思います。すなわち、あなたにとって健吉くんは恋敵です。大島栄子さんの話

によると、あなたがＳ病院においでになるとき、栄子さんに執拗
しつよう

に言い寄られたそうで、栄子さ
んはそれがうるさいために病院を辞してＭ呉服店に入ったのだそうです。してみれば、あなたは
失恋の人であります。したがって、同じく恋敵同士でも、あなたが健吉くんを憎む程度は健吉く
んがあなたを憎む程度よりも比較にならぬほど大きいのであります。で、あなたが令嬢から事情
を聞いて、その好機会を利用なさったと考えることはまことに当然ではありませんか。あなたが
未亡人の病気のマラリアであることにお気づきになったかどうかは、いまここで問わぬことに
して、嘔吐と下痢のあることをさいわいに亜砒酸を利用しようと企てられたことは、もっとも自
然な推定ではありませぬか。健吉くんも保一くんも医者ではありません。ですから、健吉くんと

保一くんとあなたとの三人並べて、だれが這般
しゃはん

の事情を利用するにもっとも適しているかと問う
ならば、だれしもあなたであると答えるに違いありません。保一くんは売薬業を営んでいるから
多少医学的知識があるとしても、あなたほど容易には考えつかぬと思います。古来毒殺は女子の
一手販売であると考えられ、男子で毒殺を行う者は医師か薬剤師であると言われておりますから
、この際にも医師たるあなたを考えるのは別に奇怪ではないと思います。保一くんは売薬業をし
ておりますから、亜砒酸を手に入れやすいとしても、保一くんにしろ健吉くんにしろ、亜砒酸を
投ずる際にすこぶる大きな冒険をしなければなりません。ところがあなたはやすやすとして亜砒
酸を投ずることができ、しかも命令的に飲ませることさえできる位置にいます。こう考えてく
ると、三人のうちあなたをもっとも有力な嫌疑者と認めることは大なる誤りではないと思います
」

　山本医師の顔は土のように青褪
あおざ

め、額から汗がばらばら流れた。
「だってわたしが亜砒酸を混ぜたという証拠がないじゃありませんか。健吉くんや保一くんと同
じ位置にいるだけじゃありませんか」
「ところがそうでないのです。あなたは二十九日に大変な間違いをやっています。問題の薬を書
生に持たせてやって、あなた自身が患者に与えられなかったこともあるいは一つの手抜かりかも
しれませんが、それよりも、もっと大きな手抜かりはあなたが奥田家を訪ねて、未亡人の死をお
聞きになったとき、今朝持たせてよこした薬を患者は飲みましたかとお訊ねにならなかったこと
なのです。ところが、保一くんはあの朝、健吉くんの出たあとへ忍んできて、令嬢から十時ごろ
に飲むべき薬が届いていると聞き、もしや兄がその中へ薬を混ぜはしなかったかと疑って、その
薬を母親に飲ませなかったのです。で、その薬はそのまま保存され、片田博士に分析してもらっ
たところ〇・二グラムの亜砒酸、すなわち致死量の二倍の毒が存在しているとわかりました」



　これを聞くなり、山本医師は喉の奥から一種の唸
うな

り声を発した。
「だって、だって」
　と、山本医師は叫んだ。
「未亡人は亜砒酸中毒で死んだではありませんか」
「いかにも、あなたの死亡診断書には亜砒酸中毒が死因であると書かれてありました。ところが

片田博士が死体を解剖なさった結果、亜砒酸の痕跡
こんせき

をも発見し得なかったので、博士は死因に疑
いを抱いて、血液検査の結果マラリアの存在を発見し、四回もはげしい発作を起こしたため五回
めに心臓が衰弱していたということがわかったのです。ですから、健吉くんも保一くんも、その

他何人
なんぴと

も未亡人の死とは関係ありません」

　この時、山本医師は急に目を白黒させて、机の上にふらふらと 俯
うつむ

きに上体を投げかけた。だ
から、検事の言った次の言葉がはたして聞こえたかどうかは疑問である。
「山本さん、わたしはあなたを奥田未亡人謀殺未遂として起訴します」




