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はじめに
　2001 年 5 月 11 日、熊本地裁は「らい予防法」ならびに国のハンセン病者に対する強制隔離政策
は違憲であるという内容の判決を下した。「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」である。当時の小
泉首相は控訴を断念した上で謝罪を行った。さらに熊本訴訟を受け、2008 年 6 月議員立法により

「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制定される。具体的な規定に欠けるものの、「何
人も、ハンセン病の患者であった者等に対して、ハンセン病の患者であったこと又はハンセン病
に罹患していることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはなら
ない」（第 3 条）とされたことの意味は大きい。
　ハンセン病患者の隔離政策を初めて規定した法律、癩予防ニ関スル件（1907 年）は、放浪患者
救護が目的とされ、それ以外のハンセン病患者は在宅治療が原則とされた。この原則が大きく変
わるのが 1931 年の癩予防法である。患者全員の収容が原則となり、隔離政策が一般化する。同法
は 1953 年にらい予防法となり、隔離政策はそのまま継続され、1996 年に廃止されるまで施行さ
れた。そして熊本裁判により、ほぼ 90 年間にわたる隔離政策に終止符が打たれたかのように思わ
れた。
　しかし、熊本裁判が認めたのは、1953 年のらい予防法（隔離政策）に対する国の賠償責任であ
り、療養所内で行われた優生手術（断種手術 2）や人工妊娠中絶はその対象となっていなかった。
特に 1948 年以降施行され、優生手術と人工妊娠中絶を部分的に合法化した優生保護法と、隔離政
策下らい患者に行われた同手術との関係が、いまだに司法の場で解決されていない 3。 

　ここでは、多磨全生園における優生手術について、特に療養所内雑誌や光田健輔の文書、そし
てその他多磨全生園に関する研究を使って、どのような環境のもと優生手術が始まり、継続的に
行われ、そして語られてきたのか、当時の法学と医学の関係をも含め考えていきたい。さらに当
時の憲法学における人権概念も取り入れることで、なぜ今では明らかに人権蹂躙となるであろう
手術が当然のように行われていたのか、検討して行きたいとおもう。
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1 国立ハンセン病資料館の福富裕子様をはじめ同館スタッフの皆様、龍谷大学の石埼学先生、そして 2018
年と 2019 年に日本滞在を可能にしてくださった東京外国語大学国際日本学研究プログラム（文部科学
省「国立大学の機能強化」事業）の皆様に、厚く感謝の気持ちを伝えたい。 

2 優生手術とは、国民優生法・優生保護法で使われている表現であり、断種手術を指す。ここでは優生手
術という表現を用いる。

3 本稿では、人権問題となって以降特に使用されている表現〔ハンセン病〕でなく、当時使われていた表
現〔らい病〕を用いる。



1．国民優生法・優生保護法におけるらい病と優生手術
　優生手術はどのように療養所内で始まったのであろうか。光田健輔の回顧録には以下のように
述べられている。

一般の健康社会と隔離する、という一線だけはライの伝染予防のために絶対守らねばならな
いけれど、長い生涯の療養生活であるから、できるならば一般の社会生活と変らない、うる
おいのある普通の生活に接近させなければならないと思っていた私は、事情のゆるすかぎり
夫婦生活も認めるのがいいと思った。
しかし、子供を生むということは前に述べたように絶対慎むべきことであるから、子供を生
まない方法について、私は医者としてのあらゆる研究をすすめていた。結局、最も弊害の少
い、安全で簡単な方法として、そのころ内務省予防課の氏原佐蔵氏が翻訳してパンフレット
で紹介していた優生手術（ワゼクトミー）が最もいいと考えた。
その方法は男子の輸精管の一部（きわめて僅かに）を切って上下の断端をしばり流れを断つ
のである。〔…〕
しかし実施するとなると国法で禁じられていることであるから念のために法律の権威者であ
る花井卓造、牧野英一両博士に法律的な解釈をたずねてみた。その回答によると、検事が告
訴すると罪を構成するのである。それで私は、もし検事に告訴せられたならば、罪に問われ
ても仕方がないと覚悟して、できるだけ合法的にワゼクトミーの実施をはじめることにした。
一九一五年（大正四年）のことである（光田 1950: 53-54）。 

　初の優生手術から 1948 年の部分的合法化まで、実に 33 年間、その違法性を承知の上で行って
きたことがわかる。なお、内務省衛生局の氏原佐蔵が書いた民族衛生の「パンフレット」が参
考になったとあるが、氏原は、前年出版の『民族衛生学』（南江堂、1914 年）で、 「我邦の組織は
未だ特殊の法律を以て結婚禁止命ずる能はず」とした上で、かりに結婚禁制法があったとしても、

「後裔繁殖の価値を認めざる人々をば人為的方法に訴え生殖不能たらしめんとするに至れり。此の
去勢術 Kastration に関しては既に一千八百九十八年にカンサス精神耗弱者収容所長マイヤー氏が
年少男児の四十八名に就き施行せる報告あり」と記述している。さらに、「ペエンシルバニア州」

（1905 年）、「インディアナ州」（1907 年）、「コンネチカット州」（1909 年）、「オレゴン州」（同年）
などの例を挙げて、「去勢術」がアメリカでさかんに行われている状況を紹介している（氏原 1914: 

73-76）。 ここで注目したいのは、カリフォルニア州において以下のように国立病院の医院長の権
限について言及していることである。

カリフォルニア州に於ては一千九百九年に法律を制定し、精神耗弱者に対する国立病院の院
長たる医師及び監獄医が証明し州病院の監督長官及び州衛生局長官の協議により、其身体的、
精神的並に道徳的所見に於て法定の事項に該当する在院者には去勢手術を行ひ得べきを規定
せり（氏原 1914: 76）。

　アメリカ（カリフォルニア）の国立病院では、院長の権限のもと、州病院の監督長官及び州衛
生局長官との協議後、「去勢術」が行われていたことが分かる。氏原の描く同モデルが翌年の 1915
年以降、全生病院においてワゼクトミー施行の土台になって行くことは、上述の通りである。
　なお、ワゼクトミーを実行に移す前に、光田健輔は内務省にその意向を伺い、時の衛生局長中
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川望から、妊娠中絶よりワゼクトミーの方が「罪も軽い」のであるから、「身体障害罪の成立しな
いように患者から承諾書をと」った上で行うよう指導されたと述懐している（オカノ : 67）4。
　このように、違法ではあるものの少なくとも極秘でない状態で始まった優生手術であるが、日
本で初めて部分的に合法化されるのは、1940 年国民優生法下である。同法は遺伝病のみをその対
象としており、それ以外の優生手術は刑事的に違法行為とされた。なお、らい病は当時、その非
遺伝性がさかんに啓蒙対象となっていた。らいに対する偏見をなくし、伝染病として治療可能で
あることを広く知らしめることで、少しでも多く療養所にきてもらう必要があったからである。
よってらい病患者の断種は、この時点では合法化されていなくともすでに実質的には行われてお
り、逆にこの「実績」が 1940 年の断種規定を制定する際に援用されたという経緯がある（藤本 

1941: 365）。
　その後 1948 年の優生保護法において、初めてらい患者に対する優生手術が合法化される。同法
は、戦後の人口政策の一環として出生率を抑える機能を果たし、遺伝病のみでなく、社会的理由
による人工妊娠中絶も合法化される。さらに、強制的な優生手術も特定の遺伝病の場合のみ合法
となる。らい病は遺伝病でないため、強制的優生手術は許されないものの、任意の優生手術（第
3 条）と人工妊娠中絶（第 12 条）が合法化された。

（任意の優生手術）
第三条　医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者（届出をし
ないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。）があるときはその同意を得
て、任意に、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者につ
いては、この限りでない。
　一　本人又は配偶者が遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇
形を有しているもの
　二　本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、
遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有し、且つ、子孫に
これが遺伝する虞れのあるもの
　三　本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの
　四　妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの
　五　現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのある
もの
2　前項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人
の同意だけで足りる。

（任意の人工妊娠中絶）
第十二条　都道府県の区域を単位として設立せられた社団法人たる医師会の指定する医師

（以下指定医師という。）は、第三条第一項第一号から第四号の一に該当する者に対して、本
人及び配偶者の同意を得て、任意に、人工妊娠中絶を行うことができる。
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4 国立ハンセン病資料館所蔵、出版年記載なし



　1940 年国民優生法体制と 1948 年優生保護法体制のもと、らい病に関し一貫しているのは、遺
伝病でないという理解と、強制的な優生手術の排除であろう。それにも関わらず 1948 年、任意の
優生手術と人工妊娠中絶が導入されたその背景を見てみたい。
　1930 年代、日本にも断種法を導入するにあたり、日本民族衛生学会（代表永井潜）は頻繁に諸
外国の断種法（アメリカ、スイス、カナダ、デンマーク、ドイツ、メキシコ、スウェーデン、ノ
ルウェーやフィンランドなど）を紹介していた。そこでは、主に精神病・精神薄弱・性欲異常・
犯罪者などが断種の対象となっているものの、らい病は見当たらない。むしろ、当時はらい病が
遺伝病でないことに重点が置かれており、このようなスタンスは戦後にも引き継がれている。例
えば 1946 年小南又一郎・岸松郷（両者医学博士）の書物『遺伝と結婚　断種と優生』では、その
第 3 節において、結核と梅毒も遺伝しないのと同様、「癩は遺伝せず」とされている。その上で、
らい病患者の結婚について以下のように述べている。

（父親の兄弟に癩病患者のある）妻が癩にすでに感染しているならば、二人の将来の為又あ
らゆる点から考えて結婚を解消するか、或は断種術を受けることが最も適当な方法と考える

（小南・岸 1946: 152）。

　1948 年青木延春（精神医学）はその著書『応用優生学としての断種』 において、結核、性病、
遺伝病とともに癩を挙げ、以下のように述べている。

癩も血統を引くものとして甚しく恐れられていたが今日では純然たる伝染病であることが確
実となったからかかる意味で徒らに心配する必要はない。癩の潜伏期は大体十年以上殊に
十五年以上も経過したものは結婚して全く危険はない。又発病年齢も十一歳から三十歳が最
も多いから心配なものは三十歳を超して結婚すれば一層安心な訳である（青木 1948: 328）。

　少なくとも遺伝性ではないというスタンスは共通してはいたものの、断種政策をとるか否かは
賛否両論であったことがわかる。青木延春や小笠原登（皮膚科学ハンセン病専門）のように、ら
い病患者の治療と結婚を可とする立場をとっているらい学者がいたことも特筆できる。特に小笠
原登は早期から光田健輔の隔離・断種政策に反対しており、当時の医学界を知る上で貴重なデー
タとなっている。小笠原は、「癩は比較的に治癒し易い疾患であ」ること、「人種改良の見地より
して癩患者の断種を行なえというならば、何故に広く他の患者、例えば飲酒家や栄養不良のもの
の断種を主張しないであろうか」、と疑問を呈する。さらに「癩菌を後世に伝えぬために断種する
というならば、〔…〕癩患者が産んだ子の発病率はそう高くな」く、「らいに罹病し易い素質の遺
伝の故に断種を主張することも、〔…〕環境を巧みに按配すれば、癩に罹り易い素質をも矯正する
ことができる」とした上で、「癩患者の断種法は、大体において無用なことに属する」と結んでい
る 5。それにも関わらず、ハンセン病患者への断種は、学者そして政界のコンセンサスを受け広
がっていき、少なくとも 1970 年代までは毎年一定数の優生手術が行われ、分かっているだけで
1551 件の記録が残っている 6。
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5 小笠原登 1938 年の記録より（『芝蘭』12 号 76、京都大学医学部皮膚病特別研究室『小笠原登先生業績抄録』
1971 年収録） 

6 『ハンセン病問題に関する検証会議最終報告書』（厚生労働省）2005 年 3 月（https://www.mhlw.go.jp/
topics/bukyoku/kenkou/hansen/kanren/dl/4a19.pdf）



　ハンセン病患者の優生手術がごく一般的に行われて行くその過程を、多磨全生園の例をあげて
検証していきたい。

2．多磨全生園での優生手術
　優生手術が始まったのは、光田健輔所長のもと、多磨全生園の前身公立療養所第一区全生病院
とされる 7。その後全国に広まり、手術の有無・方法は、施設により様々であった。例えば、松
岡保養園（青森）、東北新生園（宮城）および長島愛生園（岡山）では人工妊娠中絶が行われてお
らず、奄美和光園（鹿児島）では優生手術も人工妊娠中絶も行われていなかったという記録があ
る（森 2001: 183）。さらに、五公立ハンセン病療養所が創設されてから 10 年間の院内出生児数は
87 人だったとの記録もある（ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会 2006: 175）。療養所内は自
治体制が貫かれていたので、それぞれの実態を見て行く必要があろう。例えば、邑久光明園（岡
山）の元職員森幹郎が、興味深い調査報告を残しているので紹介したい。優生手術に関し 1953 年
に調査を行い、同手術に賛成であったか否かを問いている。対象は入所中の夫婦 198 組 396 人で
ある（森 2001: 181）。なお、1953 年は、らい予防法下、隔離政策が強化された年でもあり、寮内
でも反対運動がさかんであった。

賛成 反対 不明 計
男 95 93 10 198
女 110 59 29 198
計 205 152 39 396

　調査値によれば男性の 52 パーセント、女性の 56 パーセントが優生手術に賛成していたことに
なる。しかし、実際入所者と話してみると、結婚するために、または妊娠したので止むを得ず手
術を受けたという人が多く、積極的に賛成しているというわけではないようだったと著者は述懐
している。したがって、数値と証言の内容を丁寧に分析していく必要があろう。 

　山本須美子と加藤尚子はその著書『ハンセン病療養所のエスノグラフィー「隔離」のなかの結婚
と子ども』で、ハンセン病違憲国賠裁判において、ワゼクトミーを被害として生成していく「証
言づくり」のプロセスがいかに大切であったか指摘する。被害の語りは、裁判だけでなくジャー
ナリズムに向けて人権言説となり、社会に対してもハンセン病元患者の「モデル・ストーリー」
となる（山本・加藤 2008: 234-238）。それに対し、研究者は「被害だけではない語り」も大切に
分析の対象にしていく必要があると示唆する。 人権侵害があったという前提で、療養所の人たち
は救済を求めているかわいそうな人たちと見なされるが、当事者の語りは逆に、サバイバーとし
ての誇りを表現するものであると説明する。人権言説としての優生手術は当然今後司法の場でま
すます重要な位置を占め、必要不可欠となっていくであろう。しかし、その反面、加害者・被害
者という構造だと不可視化される部分があるように思われる。優生手術が当然のように行われて
いった法的・医学的背景、そしてその要因を少しでも究明することによって、今でも生じうる優
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7 1909 年、関東一府六県および新潟・愛知・静岡・山梨・長野の連合府県立療養所として設立後、1941
年に国立療養所多磨全生園となり現在に至る。光田健輔は 1909 年から同療養所にて医長として就任、
1914 年には全生病院長となり、1930 年に岡山県の国立療養所長島愛生園の初代園長に就任するまで、
全生病院で勤務。



生思想を明るみに出すことにも意味があろう。
　ここでは、国立多磨全生園における証言を、その雑誌 『山桜』（全生互恵会山桜倶楽部／出版部 

1919 年～ 1952 年）および その後身『多磨』（多磨出版部 1953 年～ 1975 年）の中からいくつか紹
介したい。
　多磨全生園のらい病患者による雑誌 『山桜』で、初期の優生手術について、当時の在園者が以
下のように述懐している（座談会 1949: 22-23）。

中村〔太邑、在園四十年〕〔生まれた子を捨て子にしたりしたという発言に対し〕光田院長も
之には頭を悩まして、どうしても断種法をやらねば駄目だと云って皆を礼拝堂へ集めて話し
た事がある。
原田〔嘉悦、在園三十年〕そうあれは大正八九年頃だな。
宇田川〔 涙光、在園三十四年〕いや大正四年に私は目黒の慰廃園に居ったが「全生園に行け
ば断種をやられるぞ」と皆が云っていた。
光岡〔 良二、文芸協会長〕子供が出来てしまって分娩なんかも内緒じゃないんでせう。
長谷川〔タケ、在園四十年〕それは生むときは色々医局で丁寧に面倒を見てくださいました。
中村　出来てしまったのはどうしようもなかった。問題は子供の処置だ。引き取り手があれ
ば引きとられた。
山本〔堯雨、在園三十五年〕この近所へ里子に置いた事もある。
光岡　ほほう、ライ病の子をよく里子に引きうけたな。
原田　それは光田院長が自腹を切って金をつけてやったりしたんだ。

〔…〕
大津〔哲緒、全生会長〕断種の一番始めは？
数人　横尾さん、原先生、小出五郎さんなんかかな。
宇田川　とにかくおとなしい人がやられた訳です。
原田　切るとね、玉子七個に葡萄酒一杯くれたんだ、切られ賃に…（笑声）
桂〔麗人、文化部長〕今より優遇だな（爆笑）

　なお、光田健輔の自伝『回春病室』でも、療養所内で生まれた子供の引き取りに関する経緯が
綴られている。

縁故のあるものがわかっていれば、その人にひきとって育てさせることにしたが、それはき
わめて少数であるし連れてかえって育てているうちにまた何とか口実をもうけて返してくる
ものがあったりして、一時は三十人近い赤ん坊がいることになった。非常に困ったので養育
院に頼んで預ってもらうことにしたが、一ヶ月の間に二人も死んでしまった。どうも不思議
に思ってよく調べてみると、ライの子であるからといって、多少おそれをもっていたものか
手当が十分にゆきとどかなかったらしかった。その上養育院としては養育費はその籍のある
市町村が支払うことになっているので東村山村へ養育料を請求して来た。村としてはそんな
金は払えないから全生病院から支払えと言ってきた。しかしこちらでもそのような金は予算
にはいっていないし、費目がないので公の機関としては支払う道がないのであった。
結局、これは私が私の考えで送ったのであるから私が払わなければならないと思って私費で
支払ったのであるが、いろいろ考えていると養育院にはおかない方がいいと思って子供をひ
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きあげてきた。また縁故者に渡せるものは渡して、誰も育てるもののない子供だけは里子に
出し、病院に近い農家の老夫婦にたのんで月若干の手当を出して養ってもらった。その手当
も公立病院の性格としては金を出す道がないので私の俸給の中から出していたが二人や三人
出なかったので相当困った事であった（光田 1950: 48-49）。

　このような状況の中、優生手術が導入され行われる。『多磨』において、同手術に関する記述が
あるので紹介する。上記座談会にも参加していた宇田川涙光によるものである。

「優生手術」
当時としては、断種の手術は強制ではなかったですね。子供ができたら、以前はどこかえ捨
てて来たんですね。しかし、そんなことで養育院の方から苦情が来たために、断種をすると
いうことになりましたがね。院から進めても患者の方が受けないで、子供ができたら必ずそ
の子供は家族に引き取らせるという方法をとったんですね。それで、院のススメがなくても、
進んで断種の手術をしてもらったということでした（宇田川 1979: 22）。

　本人はそれが嫌で、逃げ回っていたと追想している。
　
　医者側の立場はどうであったのだろうか。プロミンの使用が始まった 1947 年以降も光田健輔は
断種政策を一貫して貫き、らい予防法の改正に当たり、1951 年 11 月 8 日厚生委員会において以
下のように発言している。

それから予防治療、予防するのにはその家族伝染を防ぎさえすればいいのでございますけれ
ども、これによつて防げると思います。又男性、女性を療養所の中に入れて、それを安定せ
しめる上においてはやはり結婚させて安定させて、そうしてそれにやはりステルザチヨン即
ち優生手術というようなものを奨励するというようなことが非常に必要があると思います。
一旦発病するというと、なかなかこれを治療をするには、一見治つたように見えますけれど
も、又再発するものでございますから、治療もそれは必要でありまするが、私どもは先ずそ
の幼兒の感染を防ぐために癩家族のステルザチヨンというようなこともよく勧めてやらすほ
うがよろしいと思います。癩の予防のための優生手術ということは、非常に保健所あたりに
もう少ししつかりやつてもらいたいというようなことを考えております。

　断種政策の根底には、そもそも結婚を禁止するのではなく、結婚は許可するが出産に繋がらな
いようその条件に断種手術を義務付けるという考えがあり、独身か断種の二者択一を迫っていた
ことがわかる 。ここで断種は結婚を許す手段として、人道主義的なものとする見方があった。こ
のような法的ロジックを肯定するものとして、例えば戦前戦後を代表する民法学者穂積重遠の優
生的結婚観を紹介したい。国民優生法施行と同じく 1941 年に出版された『結婚訓』において、穂
積重遠は以下のように述べている。　

遺伝的の疾患・欠陥・奇形等を有する者と結婚との関係については、それらの者の結婚を法
律で禁止するといふ遣り方もあるのでありまして、米国の諸州やスカンディナヴィヤ諸国な
どでは以前からさういふ法律を設けています。しかし我国では其方法を採らず、結婚は差支
ないが子が出来ないやうな手段を講じさせることにしたのであります（穂積 1941: 54）。
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　1940 年国民優生法の断種規定は遺伝病に限られていたため、ここで穂積がライ病に言及するこ
とはないが、米国やスカンディナヴィヤ諸国のように結婚禁止政策を取るかわりに、「子が出来
ないやうな手段」を用いることを全面的に肯定していることが分かる。なお、国民優生法の目的
は、「我国民の優生即ち国民全体の素質の向上を図りこれによって我民族永遠の発展を期するにあ
る」とした上で、具体的に、「悪質の遺伝性疾患の如き不健全な素質を有する者のふえることを防
ぎとめると共に、健全な素質を有する者がへるのを防いで其増加をはからう」という二手段を講
じることで、「頗る雄大な立法目的」を掲げていると評価している。このように立法目的を完全に
肯定している姿勢を見せてはいるものの、国民優生法の医学的内容に関しては、「正に法律ですか
ら、内容には実はわからぬ所も色々あるのですが、私としては存じませんと言へない義理であり
ます」とした上で、「遺伝の法の事には中々むづかしい理論がありますし、又病気や欠陥の種類な
ども色々込入っていまして、私には説明し切れません」と断りを入れていることが非常に興味深
い（穂積 1941: 49-51）。法律と医学・科学は、優生政策（断種・中絶）において複雑に絡み合い、
医学のロジックが法律を突き動かしていたことが伺える。
　
　多磨の全生病院に話を戻そう。当時の園内は完全に医療・治療第一の世界であった。光田健輔
が 1915 年に全生病院の院長になる前は、池内才次郎が初代院長を勤めていた 8。しかし、事務と
医局の間で対立が生じ、患者が事務と交渉したりしても全くラチがあかなかったと言う。中村太
邑（1909 年から在園）がその時代について、以下のように述べている。

池内才次郎といふ人は初代院長だった。この人は千葉県のある郡長をした人で官僚のばりば
りだった。当時はまだ全てが整頓していなくて私ども四十三年に舎長をやっていたが毎日毎
日交付所へ行っては喧嘩です。洗濯、買い物、風呂何もかもきまりがつかない。それで委員
をあげて交渉した。［…］處が思はしい回答がない。何がそんなに行き違ひになっているかと
云ふと事務と医局が背中合わせだった。院長は物凄い権力［だった。］（座談会 1949:25-26）

　ここに、いわゆる患者のデモ「門破り」が起きる。患者 270 名集まって、直接内務省へ押しか
け、希望の買い物に院が応じる、洗濯の回数を増やす、など要求を突きつけるのだが、医局の医
師たちが追いかけて来て、光田（当時医長）に説き伏せられる。当時すでに、委員の間で、「事務
の者が邪魔したら叩いてしまえ、医局の者には手をかけるな」と一同に申し合わせが出ていたぐ
らいで、とうとう光田医長の鶴の一声で帰って来た、というエピソードであるが、中村は次のよ
うに結んでいる。

その事件で患者の統治者は法律家でなく医者でなければ患者の気持ちがキャッチできない、
院長は医者でなくては駄目だと光田院長は云っておられた。わしは年をとって来てからも考
へるのであるがそれはそれでよかったと思ふ。

　それから三、四年後、光田が院長になるわけであるが、それを機に、光田健輔が率先して打ち
立てていったらい病患者の隔離政策は、完全に医学のロジックに支配されることになったと言え
よう。健康、そして公衆衛生は医者の領域であり、法学の理論はまかり通らないという確信に近
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いものが、光田健輔をして法の外、または法の上に押し上げていった。このような発想が原動力
となり、監房室の設置（1916 年法改正）、違法な断種手術、そして人工妊娠中絶へと隔離政策は
強化されていった 。
　しかし、法律を適用していれば状況が少しでも変わっていたのであろうか。

3．法と断種政策
　戦前・戦中は、家族主義や医学・科学の知識を前提に、優生手術導入の是非が真剣に議論され
た時代である。戦後はこれに対し、人工中絶問題がもっぱらの中心的話題となった。優生手術は、
その射程が大きく広がったにも関わらず、ほぼ政治的・法学的な議論の対象となることなく部分
的に合法化された。家族主義という防波堤がなくなった戦後、優生手術をせき止められるのは、
戦中優生手術に対し激しく反対した精神科医であったはずであるが、戦後精神科医の反対勢力は
衰え、逆に断種は医者（産婦人科医）の領域という考えが潜在的な部分で大きく働いたように思
える。
　前述のとおり、1948 年の優生保護法の下、らい病患者の任意的優生手術が合法化される。さら
に 1949 年以降、経済的理由による中絶が可能になるのであるが、 経済的理由による優生手術は合
法化されない。そのことに対する、優生保護法立法の代表的議員である太田典礼（衆議院社会党
議員・産婦人科医）の発言は、示唆に富んでいる。

もう十数年前のことだが、私は家族計画大会で、厚生官僚に対してはっきりいっておいた。
「なるほど優生保護法には、経済的断種避妊の規定はない。しかし、人工中絶で社会的経済的
適応症を認めている以上、これを断種に拡張解釈することは合法的である筈である。私はこ
の確信の下に経済的適応症に男性の優生手術も女性の避妊手術も実施している。当局がこれ
を違法と認めるなら、まず私を起訴してもらいたい。私は絶対に勝つ自信がある。万一負け
たら医師免許証を剥脱されても構わない。もう三十年以上も医者をしてきたので、この辺で
おさらばしてもよい覚悟である。役人は勝ってもともと、もし負けたら首になることはまち
がいない、どうだ首をかけて私を訴える勇気があるか。勇気がないなら、こそこそと通達を
出して医者を脅かすようなまねはよしてもらいたい。」
お役人達は、これに対して何も答えなかった。私を訴えることもしないで、今日に至ってい
る。

　経済的優生手術が合法化されていないにも関わらず、産婦人科医の代表的議員である太田典礼
の上のような発言は、なんら行政側からの制裁対象にならなかった。産婦人科医と役所間に、暗
黙の了解が成り立っていたと理解して良いのだろうか。
　この点を分析するにあたり、人権保障の構造とその論理における憲法学の限界が挙げられる。
日本戦後の法治主義は形式的な保障にとどまっていた。つまり法の形式さえとっておけばその実
質的な内容の合理性は問われず、「人権の保障は法律の範囲内にとどめられ、法律によれば人権の
制限も許される」状況にあった。このような形式的な法治国家の理念は、1953 年にらい予防法と
なって以降も隔離政策を継続させる土台となる。その上、戦後の無らい県運動などでは、「法治国
家の形式的理解からの逸脱さえもみられた」と内田博文は分析する（内田 2014b: 46-47）。しかし
これは、療養所内で行われた強制的優生手術・人工妊娠中絶についても言えよう。
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　このように人権保障は構造的に限界を含むものであった。1990 年代から 2000 年代は、戦後の
優生思想に関する研究が大きく前進した時期である。代表的なものとして、『優生学と人間社会』
があげられる（米本・橳島・松原・市野川 2000）。主に科学史・社会学的視点からの再考が図ら
れる中、人権問題の中心に位置する憲法学はどのような学説が主流であったのだろうか。
　戦後の日本で広く認められた学説として、宮沢俊義の人権論があげられる。 総じて人権もしく
は基本的人権というとき、「われわれは多かれ少なかれ『人間性』からいわば論理必然的に生ずる
権利というようなものを頭にうかべている。人間がただ人間であるということにのみもとづいて、
当然に、もっていると考えられる権利が人権だ、と考えている」。換言すれば、人権とは、「人間が
生まれながらもっている権利、すなわち、生来の権利であ」り、抽象的なものとされている（宮
沢 1971: 77）。しかし人間性から論理必然的に生ずるということは、どのようなことであろうか。
もはや特に神や自然法を持ち出す必要はなく、人間性や人間の尊厳によってそれを根拠づけるこ
とで十分だと理解していることになる。なお、人間たるに必要なものは何かと突き詰めたところ
で、人格的自律権、つまり自己の意識を主張するという立場を有することが当然の道理とされる

（佐々木 1952: 390-391）。なお、佐藤幸治は、この人格的自律権を「専ら外部（国家やその他の組
織あるいは個人）からの独立」という消極的自由モデルだけでなく、「自己支配ないし自己決定
と言ったより積極的なものとして捉える必要がある」と説く（佐藤 1990: 13）。つまり自立してい
る人、強い個人がそのモデルであり、「人が自己の生活を方向付ける程度が高くなればなるほど、
その人の自立の程度は高いといえる」。
　強い個人像は、歴史学の論証により戦後民主主義のモデルが内包する矛盾が明るみに出た 1990
年代以降も憲法学に生き続けた。龍谷大学憲法学者石埼学は、樋口陽一のネオ近代主義をこのよう
な文脈で分析している。『近代国民国家の憲法構造』（1994 年）において、樋口陽一は強い個人の
必要性を改めて説き、思想レベル、理念としての人権を強調する。このことに対し石埼は、1950
年代にたちきえになっていた近代的な憲法主義的な発言が 1990 年代に改めて戻ってくると指摘
する。そこには、中間団体から抜けて強い個人を作り出すという目標が認められるのだが、障害
者などの存在は副次的なものになるリスクを含む。これを受け、石埼は論文 「僕らの生き苦しさと
人権論―憲法学における人権論の解体のために―」（2000 年）において、「公私二元論的規範を前
提として、『私的享楽』から抜け出して、国民国家秩序の形成に参与する『市民』たれ ! という憲
法学の発想を問題にしたい」と述べる。さらに近代的個人の言説を、絶えず、個々人に、規範と
自己の現実のずれを意識させ、規範に近づくよう努力を強いる権力的言説であるとした上で、樋
口陽一の人権主体である「強者であろうとする弱者」は、現実の人間に永遠の規範化を強いるが
ゆえに暴力的なものであると分析する（石埼 2000: 47-49）。理想的な人間は労働する人間、有徳
な人間であり、そこには、普遍性と特殊性のパラドックスを埋め合わせるための暴力がありうる
とし、均等な個人という前提は、例えば障害者は健常者のように勤労できないのであるから、働
く人間としての平等性を確保できず、差別が合理化される。そこには、国益にふさわしくないも
のは人ではない、という考えが潜むと指摘する。
　以上のように、憲法学における人権論を語るとき、少なくともその内部にある矛盾と限界に目
を向ける必要があろう。たとえ司法の場で国の責任が認められたとしても、構造的・理論的限界
が存続する限り、同様の事態が避けられない危険性は十分ありうる。さらに、権力の場における
法学と医学の関係は、法律の内容を決定するバイアスとして、今後も人工妊娠中絶や人工受精な
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どを法制化するにあたり、避けられない問題となる。

おわりに
　新憲法発布を機に、園内発行の雑誌『山桜』そして『多磨』で人権意識が高まっていった。例
えば患者はその参政権を戦後初めて行使し、選挙活動で訪れた共産党候補との接触で人権闘争が
開始する（宮坂 2014: 152）。自治活動も活発になり、1950 年代のライ予防法反対運動によりピー
クに達する。その主な関心は、隔離政策、重監房の存在、社会復帰に関する規定不存在、そして
らい病と予想される子供の通学規制に向けられた。
　1947 年以降、プロミン普及により通院形式による治療が可能になったにも関わらず、1953 年
ライ予防法は強制隔離政策を継続し、療養所内の院長による自治体制が強化されていく。当時の
人権保障の構造的・理論的不十分さに加え、戦前戦中活躍したハンセン病専門家による戦後の隔
離政策継続・強化という医学会独特なロジックが、実質的な人権保障を不可能にした。このよう
に、法学・医学両者において隔離政策の続行が謳われる中、患者による反対運動は 1960 年代以
降、徐々に下火となる。隔離政策が遂行される以上、優生手術と人工妊娠中絶は、隔離生活を可
能にさせるメカニズムとして当然のことのように行われ、患者側もそれを受け入れざるを得ない
状況が生み出される。『多磨』の内容は施設管理、施設内の生活をいかに快適にするか、といった
テーマが主要となり、当時社会を賑わしていた 1960 年代から 1970 年代の障害者運動（青い芝の
会、優生保護法改悪反対運動）と繋がることもなく、1960 年代のウーマン・リブの影響も、園内
雑誌に限っていえば今のところ見出せていない。多磨には 1950 年代に婦人会が形成されたのであ
るが、それに関する資料は、現時点で読んだものに限れば、裁縫のやり方や婦人系雑誌注文など
であり、戦後の性別役割分担の中、どのようにその労働内容を位置付けて行ったのかという点で
大変興味深い。それに加え、「母性神話」が広く浸透していく時代に、妻になるがために母になる
可能性を断たれたライ病患者の女性たちがいかにアイデンティティーを模索していったのか、婦
人会の活動を通し考えていきたいと思う。
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Examining the structure of human rights since 1945:
through the power of doctors and sterilisations practiced at the Tama Zenshōen 
Sanatorium
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Japan has had legislation relating to the prevention of leprosy since 1907, a law which has 
undergone several modifications, was reinforced in 1953, and continued to apply through to its 
abolition in 1996.  It was also subject to legal challenges for the isolation policy it established. While 
the courts ruled against the Japanese state for this in 2001, the sterilisations which were carried out in 
sanatoriums under the eugenics protection law (1948) remain unchallenged to this day.

This article attempts to analyse the reality of sterilisations at the Tama Zenshōen Sanatorium by 
exploring them in the context of the vision of the doctors, such as Kensuke Mitsuda, who propagated 
these operations. The political power of doctors is considerable, to the extent that they committed 
essentially illegal acts with a sense of complete impunity. Statements from patients reveal that it was 
far from obvious to them that there had been any violation of their fundamental rights. Added to this 
were the views of legal experts of the time, for whom sterilisation was the sign of a eugenicist and 
therefore modern state. It is absolutely essential to understand these different logics – legal, medical, 
political and historical – which led to the maintenance or strengthening of these custodial measures in 
post-war Japanese society. Indeed, while these structures and these logics remain unclarified, there is a 
risk that this biopolitical mechanism is maintained in eminently contemporary fields, such as artificial 
insemination or abortion.

― 14 ―


