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はじめに

2016（平成 28）年は、国がハンセン病患者の強制隔離を規定した「らい予防法」が廃止さ

れてから 20 年、同法の違憲性を断罪し、それまでの行政と立法の責任を明らかにした熊本地

裁判決から 15 年を迎えた節目の年にあたる。熊本地裁判決により、ハンセン病の問題は解決

したのではないかと思われる人も少なくないが、実際には 2003（平成 15）年のアイスターホ

テル宿泊拒否事件1）が氷山の一角といわれたように、ハンセン病問題2）の解決は道半ばである。

2011（平成 23）年 3月に大阪市社会福祉協議会が報告した市民意識調査によると、「自分の子

どもが、ハンセン病回復者の家族（子）と結婚することに抵抗を感じるか」との問いに対し、

「やや抵抗を感じる」・「とても抵抗を感じる」との回答が合計で 42.0％にのぼり、同じ福祉施

設を利用することに対しても、合計 16.2％が抵抗を感じると回答している。

〔 抄 録 〕

本稿では、ハンセン病の患者であった人の家族による語りから動き出した家族訴訟を中心

に、ハンセン病問題の残された課題について取り上げる。特に、ハンセン病についての差別・

偏見は、ハンセン病療養所にいるハンセン病回復者と離れて暮らす家族にも直接向けられてい

た。そのため執拗ないじめを受けたり、親と引き離され孤児となったり、就職や結婚で苛烈な

差別・偏見・迫害にさらされ、地域ではその居場所を奪われ住み続けることもできなくなり、

自ら命を絶つまでに追い込まれた家族も少なくない。今なお、ハンセン病の患者であった人が

身内にいる事実を、戸籍の上でも実生活の上でも隠さなければならない人々は数知れず、この

被害は続いている。ここで取り上げる家族訴訟は、ハンセン病の患者であった人の家族である

原告一人ひとりの尊厳を取りもどす回復の過程であり、国の誤ったハンセン病強制隔離に加担

・協力した各界のみならず、社会の側ないし私たち市民にも人間の尊厳を問う重い課題を含ん

でいる。

そのため、家族訴訟に至った経緯を整理し原告となった家族の語りにふれながら、この問題

がらい予防法廃止から 20 年も経つ今日まで、なぜ解決に踏み出せなかったのか、ハンセン病

強制隔離政策の歴史を踏まえ家族の支援がどうであったか、社会福祉の観点からもあらためて

検証を試みるものである。
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社会的にも排除され、苛烈な差別・偏見にさらされてきたハンセン病の患者であった人の家

族にとって、地域社会で暮らすハンセン病であった肉親が亡くなったときでさえ、弔うために

集まることすらも叶わない現状がある。さらに、全国の療養所の納骨堂に納められた多くの遺

骨が、今もふるさとへは帰ることができない。そして、高齢となったハンセン病回復者の日々

の暮らしに直結する医療福祉の課題も山積している。

一方、ハンセン病であった人の家族の問題については、家族自身の「語り」によってはじめ

てその被害が明らかにされ始めている。その中心として活動してきたのは、全国でただ一つの

ハンセン病家族・遺族の会「れんげ草の会」のメンバーである。法律的には隔離被害を受けた

ハンセン病患者の相続人として、遺族としてのつながりがこの会発足のきっかけとなってい

た。遺族原告の和解が成立してからも、ハンセン病であった人の家族のなかでしか語ることの

できない体験を分かち合い、そのわずかな機会を大切にしつながりを形にしていった。2003

（平成 15）年 3月 25 日、「れんげ草の会」は小さな集まりから出発した。

1．ハンセン病家族と家族訴訟

2016（平成 28）年 3月末までに、熊本地裁判決確定から 15 年を経て、ハンセン病患者であ

った人の家族 23 歳から 96 歳まで、568 名の方が熊本地裁に提訴した。

ハンセン病患者らが提訴した国賠訴訟では、2011（平成 23）年 5月 11 日の熊本地裁判決に

おいて、国の隔離政策が違憲違法であるとして断罪され、国は控訴を断念した。その後、国

は、確定判決に基づき、ハンセン病補償法の制定などによる被害の賠償・補償、謝罪と名誉回

復措置、ハンセン病問題基本法を制定し、ハンセン病療養所や社会内での生活の保障などの措

置を講じてきた。しかし、これらの名誉回復や被害補償の措置は、あくまでも、ハンセン病で

あった本人に対するものに限定されており、その家族に対しては、今日に至るまで、法的な責

任を認めて謝罪をしたり、補償等の措置を講じたりすることはなかった。

家族による国賠訴訟は、ハンセン病強制隔離政策による国の加害行為が、隔離収容の対象と

されたハンセン病患者のみならず、その家族に対しても向けられており、家族が受けた固有の

被害について、その責任を国に認めさせ、謝罪と賠償を求めることを目的として、提訴に至っ

たのである。そのことは、ごく短期間わずか 3か月足らずのうちに、568 名もの家族が原告と

なって訴訟に参加したことに端的に表れているといえる。

訴状では、強制隔離政策が家族に直接に被害を加えていたことについて、次のとおり分析す

る。第一に、強制隔離政策は、ハンセン病が強烈な伝染病であるという誤ったイメージを社会

に普及し、地域住民に、ハンセン病患者と同居する家族も「強烈な伝染病に罹患している可能

性のある者」という認識を植え付け、これにより、患者の家族が周辺住民から苛烈な偏見・差

別を受ける対象となった。第二に、無らい県運動が拠って立つらい予防思想は、民族の純血を

守るためにハンセン病患者を排除する民族浄化論であり、ハンセン病患者と血縁関係にある家
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族に対する否定的評価をもたらすとともに、具体的な運動として、地域住民に患者の発見・通

報を奨励するなどしたために、ハンセン病患者とその家族が地域社会から排除されることとな

った。第三に、民族浄化論に基づき、断種・堕胎の優生手術をハンセン病患者に行うなどの政

策を採ったため、ハンセン病患者の子を「生まれてはならない子」3）として位置付け、否定的

な評価、差別を増強していった。第四に、ハンセン病患者が収容されたために、保護者・扶養

者を失った子は、「未感染児童」として療養所内の保育所に収容されて養育されたが、「未感染

児童」であるとして処遇することが、ハンセン病患者が同居の子に感染をさせることを予防す

るという考えに基づくものであり、それゆえに、「未感染児童」を収容する保育所の存在もま

た、ハンセン病患者の子が既に感染しているのではないか、あるいは、将来発病するおそれが

あるのではないかとの偏見差別を助長し、固定化する要因となった（後述する黒髪校事件は、

その典型例である。）。

訴状は、こうした国の加害行為の責任について、次のとおり、指摘をする。まず、厚生大臣

（当時）の責任として、確定判決が指摘するとおり、遅くとも、1960（昭和 35）年以降、すべ

てのハンセン病患者を隔離する必要性が失われ、その時点において、らい予防法を改廃するべ

きであったのに、これを怠った違法があるとともに、家族との関係においても、強制隔離政策

が家族に対する偏見差別を作出・助長するものであったことからすれば、「おそくとも、1960

（昭和 35 年）以降、ハンセン病患者の家族が一般社会で生活しても公衆衛生上問題とならない

ことを社会一般に認識可能な形で明らかにするなどして、ハンセン病患者の家族に対する社会

内の偏見・差別を除去するための相当な措置を採るべきであった」のに、これを怠った違法が

あるという。また、国会の責任についても、確定判決が認めた立法不作為の責任は、家族との

関係においても認められるべきであるという。

家族による国家賠償請求訴訟の第 1回口頭弁論期日は、熊本地裁で、2016（平成 28）年 10

月 14 日に行われたが、国は、確定判決が指摘した強制隔離政策の違憲性・違法性については

認めたものの、強制隔離政策による被害が家族に及んだわけではないと否認した。今後の審理

について、原告側は、強制隔離政策に基づく国の加害行為及び家族の被害について立証をする

ことにより、国の責任を認めさせる方針を明らかにしている4）。

（1）ハンセン病家族訴訟への思い

原告らは、次のとおりハンセン病強制隔離政策の下で、家族が受けた被害について、また、

その責任を問う訴訟に加わった思いについて語っている。

口頭弁論で証言台に立った原田信子は、父親が強制収容されていった時のことについて、

「突然保健所の人たちが何人かドドッと家にやって来て父を連れて行ってしまいました。その

後は、家の中が真っ白になるまで消毒されました。当時の私には何が起きたのかわけがわかり

ませんでした。ただ、家の中が真っ白に消毒されたことが、強い映像になって私の記憶に残り
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ました」と語った。当時 8歳の原田にとって、突然の出来事へのあまりの衝撃は想像にあまり

ある。ハンセン病療養所松丘保養園に父親が隔離された事実が近所の知るところとなったと

き、「近所の人からは白い目で見られるようになり、母はそれまで勤めていた所をクビに」な

った。学校では、「病気がうつると仲間はずれにされ、何かにつけいじめられ、学校に行くの

がいやになった」。父親の面会に行くと、療養所の子どもたちとも遊び、年上の子どもたちか

ら優しくされ、療養所の学校なら「誰も私を『うつる』などと言っていじめることはありませ

んから、私はここの学校に行きたい」と当時は心から思っていた。「私も大きくなってくるに

つれて、ハンセン病のことや差別のことが、だんだんわかってきました。父が療養所にいると

いうことは、誰にも言えない秘密になっていきました」。

早く安定した暮らしを望んだ原田は、17 歳の時に結婚する。夫だけには父親のことを正直

に話し、当初は夫も理解を示していたが、だんだん酒を飲んでは「病気の父親がいるのを嫁に

もらってやった」と暴力を振るわれた。二人の子のためにと、夫の仕打ちに耐えたが、いつし

か原田のなかに「父のせいで私が苦労する」という気持ちになり、父が悪いわけでもないの

に、父のことを恨むようになっていった。面会に行っても、言い争うことが多くなり、辛く当

たった日々のことが今も原田を苦しめている。2001（平成 13）年の冬、熊本での国賠訴訟の

判決を聞くことなく亡くなった父親への思いを次のように語った。「私たち家族を苦しめた強

制隔離政策が間違っていた、という判決を、父にも聞かせてあげたかったと思います」。

原田はその後、れんげ草の会での出会いとそこでのみ「語る」ことを唯一の拠り所とし、活

動を続けている。そこで原田は思った。「…父のように病気だった人たちには、国は謝ってく

れたのに、さんざん苦労して生きてきた私たちには、どうして謝ってくれないのだろう。私や

母の苦労は、このまま、なかったことになってしまうのだろうか」。その後、裁判に立ち上が

った思いについて、自らの語りを紡いだ『ハンセン病家族たちの物語』の本作りを通し、本名

を名乗ることを決意、「もう隠したくない、堂々と生きていたい。そして父の無念さも語り続

けていきたい」と、れんげ草の会の仲間に支えられながら、自らの名前と顔を隠さない道を選

び歩んでいる。

原田は、2015（平成 27）年秋、家族裁判の提訴について弁護士に意思を問われると、即答

したという。あまりに遅すぎた裁判であったが、「願ってきた裁判が実現することになるのだ

と思い、私は改めて頑張ろう」と決意した。「私たち家族は、みんな長い間、ハンセン病にな

った家族のことをまわりに隠して生きてきました。自分の大切な家族のことを、恥じなければ

ならなかったり、いなかったものとしなければならなかったり、そのために、病気になったそ

の大切な家族とのつながりを断ったり、家族らしく心を通わせることができなかったりしまし

た」と長い間の苦悩をかかえた原田が、提訴へ向かうのは必然でありごくあたりまえのことで

あった。そこに 568 名の仲間が集まったことに、原田は驚きを隠せなかったが、同時に「みん

なも、長い間苦しい思いを隠して生きてきたのだ」と思い、72 歳を迎えた今、「黙ったまま死
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にたくありません」と思いを新たにした。最後に「裁判官の皆様、どうか私たちの被害に耳を

傾けてください。私たちが、この社会の中で、胸を張って生きていけるようにしてください。

よろしくお願いいたします」と意見陳述を締めくくった。

（2）国賠訴訟提起に至る経緯

原田をはじめとするれんげ草の会の会員である家族が国賠訴訟に提起するに至ったのは、次

のような経緯によるものであった。

2014（平成 26）年 11 月に、長年ハンセン病療養所退所者が中心となって運動し獲得した退

所者給与金の遺族年金化5）が実現した。この運動には、れんげ草の会の会員らも協力し、その

成果を喜びつつも、ある問題意識を抱いていた。それは本法改正の趣旨について、次のような

文言があったからである。「退所者が死亡して退所者給与金が絶たれると配偶者等の生活が不

安定になることから、残された配偶者等に対して、退所者と苦労を共にしてきた特別な事情に

かんがみて、経済的支援が必要であり…」。この趣旨を読んだある回復者のきょうだいは、「苦

労を共にしてきたというのなら、私たち家族のことはどうだというのか。どれだけ辛い思いを

してきたか…」とこぼした。同様の言葉が、ハンセン病回復者の家族の間で交わされていたと

いう。

また、それまで語ることのできなかったハンセン病回復者の家族 12 人の人生が一人ひとり

の多様な体験の語りをもとに綴られた『ハンセン病家族たちの物語』6）が、長く待たれた末に

ようやく発刊され、2015（平成 27）年 5月のハンセン病市民学会で紹介された。同著は、苛

烈なまでの社会からの差別や排斥のなかで奪われてきた家族との関係や身近な人たちとのつな

がり、そのつながりを奪われた人生の物語でもあり、つながりの回復の物語でもある。同学会

では、初めて家族の被害についての分科会「いま初めて語る家族の思い」が開催された。

さらに、鳥取地裁にて、2015（平成 27）年 9月 9日、非入所者（ハンセン病を発症したが

療養所に入所することがなかった者）であった亡母の子である男性が提起した国家賠償請求訴

訟で言い渡された判決もまた、家族による国賠訴訟の提起を促した。

鳥取県は、他県に先んじて「無らい県運動」に着手し、患者の一斉調査、療養所への入所勧

奨、民間からの寄付募集、県出身者専用の寮舎の建設などを行ってきた歴史がある7）。確定判

決の後、当時の片山義博知事は、長島愛生園と邑久光明園を訪れ、県としての責任を認め、

「多くのハンセン病を患った方々やその家族が差別や偏見により、長年にわたり大変な苦難と

苦痛を受けられたこと」に対し、謝罪の念を表明した。また、2008（平成 20）年には、ハン

セン病強制隔離への反省と誓いを込めた碑「いつの日にか帰らん」を設置した。

こうした鳥取県で、ハンセン病家族が提起した国賠訴訟は、以下の三点につき初めて争われ

た裁判である。第一に、非入所者本人の損害賠償請求権を相続した遺族が起こした初めての訴

訟である。第二に、ハンセン病の患者であった人の家族（子）の、自己の被害（遺族固有の被
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害）の賠償を求めて起こした初めての訴訟である。第三に、国の責任のみならず、無らい県運

動を推進した鳥取県（地方自治体）の責任を追及した初めての訴訟である。

判決は、結論として、次のとおり判断して、原告男性の請求をいずれも棄却した。第一の争

点について、熊本地裁判決を踏襲し、非入所者の国に対する損害賠償請求権は、その相続人も

相続によって承継することを認めるものであったが、原告男性の賠償請求権は、時効成立で消

滅したと判断した。また、第三の争点について、被告県知事によるらい予防事業は、「戦前・

戦後を通じて、被告国の機関として行われたものであり、制度上、厚生大臣の採用する方針に

従って活動すべき拘束下にあったのであるから、その方針に抵触する行為をすることはできな

かった」という理由で、鳥取県の責任を否定した。

第二の争点について、判決は、亡母がハンセン病であることを認識したのはらい予防法が廃

止された後であると認定して、「ハンセン病患者の子であることを隠しながら生活を送ること

による生活上の様々な不利益を被る」ことはなかったとして、被害（損害）は発生していない

と不当な判断をしたが、一般論としては、ハンセン病の患者であった人の子が受けた被害につ

いての陳述・証言等に基づき、「ハンセン病患者の子は、新法の隔離規定が存在したことや、

厚生大臣が隔離政策を実施したり、ハンセン病の家庭内感染を強調したりしたことなどが原因

となって、隔離の必要な程に強烈な伝染病であるという偏見にさらされ、差別を受けていたこ

とが認められる。」、「隔離政策の実施等の影響により、ハンセン病患者の子は、社会から偏見

・差別を受け得る地位に置かれることになり、地域社会において偏見・差別を受けることを避

けるために、患者の子であることを隠しながら生活を送ることを強いられ、それによる生活上

の様々な不利益を被った」ことは否定できないと判断して、国のハンセン病強制隔離政策によ

って、ハンセン病の患者であった人の子もまた社会の強い偏見と差別を受け、親を隠し続け、

また生い立ちを語ることができない人生における被害を認めた。

れんげ草の会では、それまで沈黙を守ってきた自らの人生について語り合い、痛みを分かち

合うことを通して、一人ひとりの人生を交流することができた。家族訴訟原告のある男性は、

長い間の沈黙を超えて言葉にしたことは、「ようやく語れた」という思いと、すぐその後で

「語ってしまった」という二重の思いがあるという。隠し続けて生きる他のきょうだいを慮っ

てのことでもある。「語る」ことで、さらなる不安を抱え苦悩することもある一方で、この鳥

取地裁判決を受け、れんげ草の会では「自分たち家族も国に謝罪を求め提訴をすべきではない

か」と動き出したのであった。

2．「らい予防法」下のハンセン病家族 －家族問題をめぐる二つの事件－

らい予防法の下での国のハンセン病強制隔離政策と、これを受けた都道府県の「無らい県運

動」が、ハンセン病患者のみならず、その家族にも甚大な被害を与えていたことの象徴的な出

来事として、山梨県一家九人心中事件と黒髪校事件がある。
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（1）山梨県一家九人心中事件

1951（昭和 26）年 1月 27 日、山梨県北巨摩郡多麻村（現北杜市）で、一家 9人が青酸カリ

を服毒して自殺をした一家心中事件が起きた。同日、23 歳になる長男が県立病院でハンセン

病と診断され、その日の夕方には、村役場から家中を消毒すると通告されていたのであった。

この事件を受けて、全国癩療養所患者協議会（全患協）は、同月 31 日、衆参両院の厚生委

員会に、「山梨県北巨摩郡多麻村の癩家族一家心中事件の実際調査についての陳情書」を提出

した。陳情書では、山梨県衛生課、多麻村衛生関係者、韮崎保健所関係者の「癩患者に対して

の処置が適切でなかった」と指摘し、特に、保健所が「大々的な消毒を行う予定であった事」

ことに対し、「心なき衛生関係者の不注意と不誠実を如実に物語って」いると述べて、自宅が

消毒されることで周辺住民にハンセン病患者がいることを知られることを苦にしての一家心中

であったと抗議し、事件の実態調査と真相究明を求めた。また、全患協は、2月になって、各

県衛生部、衆参両院厚生委員、厚生省に対し、「癩患者の家族検診及発生の際のその取扱いに

就ての陳情書」を提出し、患者家族への「検診絶対反対」や「患者が癩であることの秘密保

持」、「患者の消毒を秘密裡に行う事」などを求めた。

一方、国立療養所側は、同年 2月 3日から 5日にかけて、多磨全生園庶務係中村四郎と全国

癩療養所職員組合協議会（全癩協）事務局員井上務を現地に派遣した。両名は、関係諸機関や

周辺住民などから聴取し、同月 5日付で、「山梨県下北巨摩郡多麻村に於ける癩家一家心中の

実態調査報告」をとりまとめ、多磨全生園長林芳信と全癩協議長宛てに提出した。同報告は、

事件の原因について、父親がハンセン病を遺伝病であると考えた知識不足や、住民の認識不足

にあるとした上で、「癩の啓蒙運動の不徹底が、かもしだした悲劇」であると結論づけ、「一家

心中の直接原因が新聞で指摘されている様な所轄官庁の処置、或いは秘密の漏洩でな〔い〕」

と述べて、自宅を消毒することを通告したことが一家心中の原因であることを否定する見解を

明らかにした8）。

一家心中事件は、明らかに、無らい県運動として、徹底して、地域から患者をあぶり出し収

容しようとしたことと、消毒をして地域住民に恐怖を植え付ける手法が、患者や家族をして、

地域住民からの孤立やいわれない差別を恐れさせ、将来を悲観させたことによって引き起こさ

れたものであった。国立療養所側の対応は、啓発が不十分であったために、家族や周辺住民が

知識や理解に不足を生じたかのようにまとめるものの、真の原因である無らい県運動の誤りに

対する批判が及ぶことをかわすために、責任の所在を政策以外の要因に求めようとしたにすぎ

なかった。

（2）黒髪校事件

ア 事件の経緯

黒髪校事件（もしくは龍田寮事件）とは、菊池恵楓園に隔離収容された患者らの子の保育施
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設である龍田寮に入所する児童らを、地域の公立小学校である熊本市立黒髪小学校に通学する

よう求めたところ、同校 PTA の反対派が同盟休校をするなどして激しく反対運動をした事件

である。

菊池恵楓園の宮崎松記園長は、1953（昭和 28）年 11 月 26 日、黒髪小学校長宛てに、龍田

寮に入所する児童の通学許可を求めた。同校 PTA の意向を聞くも進展はなかったため、12

月 1 日になって、熊本地方法務局に解決を求めて申告した。翌 1954（昭和 29）年 2月 16 日

に、法務、厚生、文部の三者協議会により、「らい療養所附設の保育所に収容中の児童を一般

の学校に通学させるべき」として、通学拒否は妥当でないとする基本態度が確認された。

これに対し、同月 28 日、PTA の通学反対派が、「癩未発病児童黒髪校入学反対有志会」と

して集会を開催し通学反対を決議した。同年 3月 11 日には、市教委委員長が、龍田寮学童全

員を市内小学校へ同年 3月 1日から通学させることを決定したが、PTA の反対派らは態度を

硬化させ、同月 12 日の総会で、通学許可があれば同盟休校する旨を決議し、同月 15 日には、

「ライ未発病児童の黒髪校入学反対町民大会」を開催し、市内をデモ行進した。

市教委は、4月 2日になり、同月 8日の入学式から、新 1年生の 4名を通学させ、2年生以

上は 5、6月ころに健康診断を行った上で通学させる方針に転換し、新 1年生 4名を熊大病院

で受診させた後の同月 7日、PTA に 8日から通学させる旨を通告した。

ところが、反対派は、これを受け入れず、7日夜の町民大会で同盟休校を決議し、校長室を

占拠するなどして抵抗した。8日の入学式には、龍田寮から 4名の新 1年生が登校したが、反

対派の子弟の登校拒否が相次ぎ、臨時休校となった。

その後も同盟休校（登校拒否）が続いたことから、市議会文教委員会が調停に乗り出し、同

月 14 日、菊池恵楓園に対し、新 1年生 4名に改めて受診させてハンセン病に感染していない

ことを医師に証明させた上で登校を再開する案を提示した。宮崎園長は、いったんは難色を示

したが、法務、文部、厚生三省の協議会で事実上容認をする姿勢が示されたことなどを受け

て、同月 22 日、調停案を概ね了承した。

ところが、受診の結果、4名のうち 1名は「癩の症状はないが注意を要する」と医師から判

断されたことから、PTA 反対派は、4名全員の通学拒否を主張し、市教委や市議会文教委が、

「健康」と診断された 3名の通学が相当であるとの見解を示されても、これを受け入れず、同

年 5月 3日、4名全員の通学拒否を求めて、同盟休校を決議した。結局、同月 7日、市教委・

市議会文教委が見解を示し、3名が通学を開始し、1名は分教場に登校することとなった。反

対派は、同盟休校をいったん解除したものの、6月 10 日に、「黒髪会結成準備委員会」を立ち

上げ、龍田寮を地域から排除するよう求めたり、入学許可を求める菊池恵楓園を非難したりす

るに至った。

こうした反対派の圧力に屈する形で、市教委は、8月 21 日、熊本地方法務局に対し、2年生

以上の児童の 2学期からの通学について、現段階では実施困難であるとして、不許可とする旨
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を回答した。また、市教委は、11 月 2 日、問題の解決を 1955（昭和 30）年度に先送りし、新

1年生と 3年生を黒髪小学校を含む学区内の一般小学校に通学させ、新 4年生以上は従来どお

り分教場で教育することや、龍田寮を昭和 32 年度限りで廃止することなどの解決案を提示し

た。菊池恵楓園自治会などは、やむを得ず同案を受諾し、これをもとに解決原案が示された。

しかし、反対派は、原案の受入れをも拒否し、1955（昭和 30）年 1月になって、保護者に

実力闘争を呼びかけ、龍田寮からの通学を認めないよう求めた。反対派は、市教委事務局前で

無期限のハンストを決行するなど、対立をエスカレートさせた。そこで高橋守雄熊本商科大学

学長、鰐淵健之熊本大学長が調停に乗り出し、翌 8日、高橋学長が児童を引き取って通学させ

ることにして、反対派もハンストを停止した。その後入所児童は、順次、親族や児童養護施設

に引き取られ、1957（昭和 32）年 3月 26 日に廃寮となった。

イ 黒髪校事件に見る「無らい県運動」による家族に対する権利侵害

黒髪校事件は、無らい県運動が大きく影響を与えていたことは間違いない。

反対派は、「人道主義、科学主義の美名の下に隠れて、恐るべき病菌の媒介者を、平和な市

中の小学校に持ち込み、少数者の人権擁護に藉口して、一千九百名の黒髪校児童の人権を蹂躙

しようとする彼等の暴挙を防がねばならない」（黒髪会結成準備委員会呼びかけ文）、「龍田寮

を黒髪地区よりなくし清潔なそして健全なる教育の場として黒髪校を守り抜く」（同）などと

訴えて、龍田寮そのものの廃止さえ要求したが、そこには、無らい県運動が目指した「社会浄

化」と通底する考え方がはっきりと看取できる。

また、反対派の排外主義的な主張は、「過去に於ける龍田寮児童の発病の実績から考察して

も、龍田寮児童は絶対健康児ではなく、要観察児童であり、いつ発病するかも知れぬ児童であ

ると思はれる。」（「黒髪会発会特別号・町民の声」）などに典型的に示されているとおり、ハン

セン病に対する無知、無理解からもたらされたものである。そしてこうした無知、無理解もま

た、ハンセン病患者をあぶり出し、地域から排除する無らい県運動を推進するために、国や自

治体が利用し温存、助長していたものにほかならない。「未感染児童」なる呼称も、将来的に

発症するかもしれないという恐れを引き起こすものであるし、反対派を説得するためとはい

え、児童を改めて医師に診断させたことは、児童の人権を著しく損なう対応であり、問題があ

ったといわざるを得ない。そもそも、宮崎園長らが拠って立つ強制隔離政策は、当時の国際的

知見からも大幅に遅れており、療養所内での断種・堕胎の正当性を糊塗するために、家族間感

染の占める割合が大きいといった非科学的な知見に基づいていたため、児童が将来的に発症す

るのではないか、そうした例があるではないかといった非科学的な反対派の追及に対し、有効

な反撃をなし得なかった弱点があった。

さらに反対派の主張がパターナリスティックな同情論に基づいていたという点も、無らい県

運動の影響によるものと指摘できる。反対派は、通学禁止や龍田寮の廃止を正当化する根拠と

して、「吾々は当初の主張通り、龍田寮分校を整備拡充して、該当児童を寮内施設に於て教育
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するのが、一番適切な方法であると思考する」（黒髪会結成準備委員会呼びかけ文）、「『絶対健

康児』が龍田寮と云う癩の子供の収容施設としての、看板を掲げた場所に存在することは、癩

予防法第二十六条の『秘密保護』の条文に抵触するからであり、この点を推し進めていけばひ

っきょう、それは早急に龍田寮を解消し、収容児は一般養護施設に分散収容し、社会との無用

な摩擦を排除すべきである」（同）、「吾々は、発病の恐れのある子供であるから数年間厳重に

観察して大丈夫とタイコ判を押された子供だけライ患者の子供だと知られてゐる龍田寮から出

して健康な場所に移し、そこから小学校に通学させよと主張します。この処置のとられた子供

は黒髪校に入れると云ってゐるのです。こうすれば龍田寮児童も幸福になると思ふのです」

（1955（昭和 30）年 1月の黒髪校 PTA による説明文）などと述べていた。児童の福祉にかな

うと善意を装いながら、その実は、児童の権利を侵害する隔離収容を合理化するものであり、

無らい県運動が強制絶対隔離を正当化したのとまったく同じロジックであるといえる。

こうした通学拒否問題は、龍田寮のみならず星塚敬愛園や長島愛生園の保育児童（「未感染

児童」）に対しても、また大阪や兵庫などの保育施設のあった地域でも起きていた。

このように、社会浄化思想、非科学的な無知・無理解、パターナリスティックな同情論とい

う三点において、反対派の排外主義的な主張は、無らい県運動に由来しているものといえ

る9）。

3．ハンセン病政策と家族の援護について

わが国でハンセン病対策について定めた最初の法律は、1907（明治 40）年の「明治四十年

法律第十一号」（「癩予防ニ関スル件」）である。その後 1931（昭和 6）年には、絶対隔離をめ

ざし「癩予防法」へと大幅に変更された。財政状況が逼迫していたため、ハンセン病強制隔離

政策の実施に寄付を呼びかけ療養所整備をすすめる一方で、ハンセン病患者に家族があれば、

救護という名の強制隔離収容に係る費用を負担させる規定も盛り込まれた。

1941（昭和 16）年、アメリカの国立ハンセン病療養所カーヴィルで、治療薬プロミンの効

果が確認され、1947（昭和 22）年頃より日本でもプロミン治療が広まる。敗戦後の民主主義

国家としてあゆみを開始するなか、ハンセン病療養所にも特効薬が導入されはじめた。ハンセ

ン病患者等は、可治の病となったにもかかわらず終生隔離する癩予防法を、新憲法に基づく人

権が保障されたものに改正すべきと、立ち上がった。1951（昭和 26）年、全国のハンセン病

療養所入所者は全患協を結成し、らい予防法闘争などを展開していったのである。

しかし、予防法闘争は朝日訴訟運動などとの接点は一部あったものの、国民の支持を広げ影

響を与えるには至らず、強制隔離政策を引き継いだ「らい予防法」（新法）として 1953（昭和

28）年 8月 15 日、公布された。戦前は、衛生警察が主導し、患者を療養所に連行する形で強

制収容が遂行された。しかし新法成立後は、地方自治体の職員をはじめ、保健医療・社会福祉

の担い手でもあった保健所職員、民生委員、そして教職員等がそこに加担していった。町や村
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では、患者とその家族を村八分とし、子どもたちは学校でいじめられ、地域社会での居場所が

なくなるだけでなく、生存を脅かされる事態にまで追いこまれることも稀ではなかった。ハン

セン病医療が一般医療から切り離され、強制隔離収容が徹底していくなかでは、生存のために

療養所入所以外の選択肢がなかった患者や家族も数知れない。結果として地域社会、市民一人

ひとりが意識するか否かにかかわらず強制隔離収容を間接的にも後押しする役割を担うことと

なった。

戦後の無らい県運動は、熊本判決でも指摘されたように、「人として当然に持っているはず

の人生のありとあらゆる発展可能性が大きく損なわれるのであり、その人権の制限は、人とし

ての社会生活全般にわたるものである。このような人権制限の実態は、単に居住・移転の自由

の制限ということで正当には評価し尽くせず、より広く憲法 13 条に根拠を有する人格権その

ものに対するもの」であった。「社会で平穏に暮らす権利」を剥奪され、たとえ療養所の外で

暮らし続けたとしても、その被害は先に述べたようにより直接的で深刻な状況も生み出した。

この法律はその後、1996（平成 8）年に廃止されるまで存続することとなった。

では新法で「福祉」について何が書かれているのか、癩予防法の強制収容の費用負担につい

ては削除されたが、ハンセン病患者とその家族の「福祉」について規定した条項がいくつかあ

る。国や自治体の義務や差別的取り扱いの禁止を設ける一方で、1954（昭和 29）年改正法で

は、以下のように「家族の援護」条項を設けたが、それは一般医療から排除された患者とその

家族が残された療養所入所までの道をいかに遂行するか、その過程における阻害要因を軽減す

る意味合いでしかなかった。

第二十一条 都道府県知事は、入所患者をして、安んじて療養に専念させるため、その親族（婚姻の届出を

してないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）のうち、当該患者が入所しなかっ

たならば、主としてその者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていると認められる

者で、当該都道府県の区域内に居住地（居住地がないか、又はあきらかでないときは、現在地）を有するも

のが、生計困難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、この法律の定めると

ころにより、援護を行うことができる。但し、これらの者が他の法律（生活保護法（昭和二十五年法律第百

四十四号）を除く。）に定める扶助を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助限

度においては、その法律の定めるところによる。

しかし、前述の通り地域社会に生存の場すら失い、人間としての尊厳を奪われた患者の家族

としては、肉親が療養所に隔離収容され、それよって生活に困窮したとしても、偏見・差別が

助長され迫害を恐れるなかにあっては、法律に規定された「援護」をあえて受けない家族も少

なくなかった。さらに、このような制度が存在したことを知る機会すらなかった家族もいたの

である。

また戦後、未感染家族養老院であった老人ホームを杉村春三が設立したことも知られてい

る。杉村は戦前、星塚敬愛園で働き満州国国立癩療養所に赴任、そこで敗戦を迎えている。ら
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い予防法の下では、社会福祉実践からも埒外におかれた患者と家族に対し、ソーシャルワーク

援助の必要性を痛感していた杉村は、家族が高齢者施設への入所を断られて自殺したという一

つの事件をきっかけに、老人ホームの設立を志したのだ。杉村は、1951（昭和 26）年 8月か

ら「恵楓」に『癩と社会福祉』を連載した。長島愛生園で生涯を終えた作家島田等は、「日本

のらい領域において、社会福祉の課題を、学問的、系統的に考察した唯一のもの」と評しつ

つ、当時のハンセン病強制隔離政策の下では、「近代社会福祉の理念を同化しうる状態にはな

お程遠かった」とし、社会福祉界にも特に大きな影響を与えるには至らなかった。ハンセン病

問題に関する検証会議では、「福祉界は、問題を完全に医療の手にゆだねて背景に退き、そこ

に献身的に働く人びとを美化し、隔離という枠に依存し、そこに逃避したという非難を避ける

ことはできない。生涯にわたる完全な隔離が、その個人の人間としての尊厳をどれほど傷つ

け、人格を無視したものであるかの認識が、人権の大切さを掲げる職業集団としては、まこと

に不十分」と断じた。

内田博文が指摘10）するとおり戦後の無らい県運動において、新法が規定する家族に対する

「救護」ないし「養育、養護その他の福祉の措置」とは、すべての患者を収容することを目的

とするハンセン病強制隔離政策の完全を期すためのものでしかなかった。すなわち、患者を療

養所に収容するために、病気の恐ろしさについて教育をしつつ、家族の生活保障が重要であっ

たという発想に基づいていたのである。このように、新法において、家族に対する「救護」な

いし「養育、養護その他の福祉の措置」が規定されたことが、社会浄化のための「無らい県運

動」に「患者・家族のための福祉」という大義名分を与えたということができる。

4．おわりに

ハンセン病家族の裁判は、らい予防法廃止を加害行為の終了と考えると、廃止から 20 年で

裁判ができなくなる除斥期間になる間際の提訴となった。裁判提訴までの経緯や原告の思いは

述べた通りであるが、あまりに遅すぎた提訴であり、原告の多くが高齢化していることを考え

れば早期に解決されなければならない。

国際的には、2010（平成 22）年 12 月 21 日に、国連総会本会議で、「ハンセン病患者・回復

者及びその家族に対する差別撤廃決議」11）が全会一致で採択され、2015（平成 27）年 7月に

は、国連の人権理事会で、「ハンセン病患者・回復者およびその家族に対する差別の撤廃」12）に

ついて決議された。そこでは、「ハンセン病患者・回復者およびその家族」という文言により、

ハンセン病問題における家族と回復者が一体で捉えられていることがわかる。決議では、「ハ

ンセン病患者・回復者およびその家族が、世界中の疾病についての誤った情報と誤解に由来す

る多様な形態の偏見と差別に依然として直面していることを認識し、（中略）世界中のハンセ

ン病患者・回復者およびその家族に対するあらゆる形態の偏見と差別を撤廃するための努力を

強める必要性」が明記された。重要なことは、これらの決議が、差別を受けてきたのは家族も
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また同じであるという立場から、家族の権利も擁護するように求めている点である。

ハンセン病違憲国賠訴訟の過程においては、1700 名を超える原告の多くが匿名あるいは園

名で参加した。これまで受けてきた被害の深刻さと、社会の偏見、差別の根深さがその家族に

も及んでいることは、今回のハンセン病家族訴訟に提訴した原告もまた、そのほとんどの方が

名前を伏せて裁判に臨んだこと、ここに加わることができない又は加わらなかった大多数のハ

ンセン病であった人の家族がいるということからも、よみとれる。ハンセン病国賠訴訟の原告

として闘ったある回復者の語りを思い出す。「ふるさとではな、わしは死んだことになってお

る…でもな家族も苦労しとるんじゃ」と、療養所に入所する間際の幼少の頃まで大家族に温か

く支えられ、その後の人生を生き抜いた一人の回復者の言葉である。この語りから 15 年以上

を経て、はじめて「わしらも言うに言われん苦しみがあった」と涙ながらに絞り出される家族

の一言ひとことに、社会は向き合い、市民一人ひとりが耳を傾ける時なのではないだろうか。

一人でも多くの人が、同時代を生きる人々の歴史のなかに何がおこり、なぜ沈黙を守らなけれ

ばならなかったのか、その時その人が暮らす町は、社会はどうであったか、その後の社会が何

をし、何をしてこなかったのか、今ここで立ち止まって考えることがあってもいいのではない

だろうか。わが国においてはハンセン病と同様に医療法から追放し特例措置として扱うこと

で、国民誰もが享受できたはずの一般医療の埒外におかれたもう一つの疾患である精神障害者

がいる。その当事者がどれほど言葉を絶する体験をされてきたか、そして家族もまた人には言

えない苦悩の体験をかかえていることを思えば、ハンセン病家族訴訟と通底する課題が見えて

くる。精神障害者とその家族、とりわけきょうだいや子の体験もまた、多くは知られることも

なく、「語り」としても日常的には埋もれたままである。一方では、神奈川県立の障害者支援

施設「津久井やまゆり園」（相模原市）で 2016（平成 28）年 7月に起きた殺傷事件をめぐる厚

生労働省の再発防止検討チームが発表した最終報告では、措置入院の手続きと退院の判断の仕

方を厳格にし、都道府県知事・政令市長が退院後の支援計画を入院中に作成するよう義務付け

る方針を打ち出した。家族を巻き込む形での精神医療福祉の構造は温存されたままで、支援と

いえば聞こえはいいが、実際上は監視・管理が強まるのではないかと強く懸念される。ハンセ

ン病強制隔離政策により、他に類例のない甚大な人生被害を生み出したこの国は、同じ道を二

度と歩まない、そしてその歴史を忘れない決意を込めて厚労省前に謝罪と誓いの碑を置いた。

だが、今精神医療福祉行政の進もうとしている方向性には、その重い決意も忘れられているか

のようだ。

1995（平成 7）年、長島愛生園で生涯を終えた伊奈教勝は、「人間回復の橋」のもつ意味を

人間存在すべてに向けて、あるいは社会全体に向けて次のような言葉を残している。「人間回

復ということは、私たちがその橋を渡って人間を回復すると同時に、そこへ閉じ込めた側の本

土の人たちも「人間回復」することです。」13）。人間回復の橋が開通して 29 年になる今、人間

の尊厳を取りもどす意味での「人間回復」が問われているのは、私たちの生きる社会の側なの
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かもしれない。
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