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　This article examines the past involvement of the Japanese Society of Health and Human Ecology 
（formerly: Japanese Society of Race Hygiene） in eugenics laws, written at the request of the society.
　Section I describes the position of the Japanese Society of Race Hygiene, established in 1930, in 
the history of eugenics.
　Section II discusses some problem in the understanding of the historical facts in the Board of Di-
rectors report: “The Japanese Society of Race Hygiene and ‘the National Eugenic Law,’” and the re-
sulting media coverage. This chapter also discusses the change of the characteristics of the society 
around 1938 and its involvement in eugenics. Moreover, this chapter shows the inappropriateness of 
the interpretation that the 1948 Eugenic Protection Law was a continuation of the 1940 National Eu-
genic Law, which itself was modeled on a 1933 Nazi eugenics law.
　Section III describes that the Japanese Society of Race Hygiene continued to have interest in eu-
genics even in the postwar era, and that in 1970s the society tried vehemently to eliminate any rem-
nants of Nazi eugenic policies from the notion of “race hygiene”, at a time when there was a general 
assumption that eugenics as synonymous with the evil of Nazism. In conclusion, it is found that the 
society from that time to this day made passive attempts to erase and walk away from eugenics’ past.
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はじめに――「旧」優生保護法報道や 

言論における研究史理解の欠落状況

　2018年 1月に優生保護法（1948-96）の強制不
妊手術をめぐる裁判が起こされ，前年頃からマス
メディアによる同手術告発のキャンペーンが相次
いだ．結果的に 2019年 4月，「旧優生保護法に基
づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給
等に関する法律」が成立したことは当然の政策転

換であった．前後して，日本健康学会（旧名，日
本民族衛生学会），日本精神神経学会，日本衛生学
会の「三学会」が検証を始めたと報じられた．本
稿は，第 84回日本健康学会総会（2019年 11月 1

日）で行った講演をもとに，日本民族衛生学会の
優生法への関与に関する検証の参考材料の提供を
行うものである．
　筆者が手掛けた研究は，主著『日本が優生社会
になるまで―科学啓蒙，メディア，生殖の政治』
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（勁草書房，2015年，2019年に韓国語版）に集約
される 1）．本書が意を注いだ点の一つは，国民優
生法（1940）と優生保護法（1948）の連続性の強
制史観とは異なるかたちでの実証だった．強制史
観とは，国家と個人を対置させたうえで，「国家権
力による優生思想の個人に対する強制」という局
面を強調し，優生学は国家から個人への抑圧とし
て作用する存在で，個人を国家の都合のいいよう
に管理する権力と同一視する見方をいう 2）．
　筆者の研究が登場し，かつ今日の状況に至った
背景は 1970年代に遡れ，その状況を正しく理解す
る必要がある．それ以前は優生学や障害者の断種
を科学的，道徳的に正しいと見なす人々も多かっ
たものの，70年代頃から障害者運動や優生保護法
改廃論争（中絶規制に対するフェミニストらの闘
争）などが盛んになり，優生学は社会的指弾の対
象となっていった．この文脈を抜きにしては，議
論の混乱を形成する元になる．
　1970年代頃の優生学弾劾では，強制史観的な理
解が横行した．つまり，優生学をナチスや，国家
悪はじめ諸悪（人種・女性・部落差別，軍国主
義…）との観念連合で捉える傾向が強かった．た
だし，1990年代以降，日本を含む国際的な研究
は，強制史観の克服や諸悪との観念連合からの優
生学の切断，新旧優生学の俯瞰的理解を図る傾向
も強かった．筆者は部分的修正を加えつつその継
承を図った．しかし，2016年 7月 26日の相模原
事件――「優生思想」をナチスや障害者の直接的
殺害と結びつけた理解が流布――，昨今の優生保
護法訴訟を機に，1990年代以来の国際的な研究史
の文脈とは無関係な，優生学，優生法への断罪的
論調が目立つ．
　1990年代以来の国際的な研究史の知見を踏まえ
れば，多少は肌理の細かい議論もあり得たかもし
れない．しかし，2018年前半頃の「旧」優生保護
法報道が陥りがちだった特徴は，プレスコードな
ど言論統制すら想起させる，過剰なパターン化，
ルーティン化で，メディア間の相違点もないAI的
な内容だった．つまり，「国家」を巨悪権力として
描いてバッシングする告発調を基調とし，その被

害者は，悪辣な国家政策の犠牲者としてのみ描か
れる傾向が強かった．そして，この図式から外れ
たものは，歴史的事実にかなっても過小に扱われ
るか，ないものとして扱われる傾向にあった．し
かも，かかる性格が濃厚なメディアほど報道熱の
冷め方まで急速だった．
　今回の裁判等で賠償責任を負うのは国（＝旧厚
生省）しかない．しかし，その視角を直截に歴史
に遡及させたのでは，別の誤りを犯すだろう．事
実，かの優生保護法の公文書「発見」報道では，
アクターの多様性などは考慮されず，厚生省の悪
行のみ過剰にピックアップする報道や言論と結び
ついた．厚生省の主導がそこまで強力なら，なぜ
図 1-1，図 1-2に示されるような不妊手術の都道
府県ごとの件数やピークに過剰なばらつきがある
のか．それは優生保護法の政策領域は地方のイニ
シアチブが有力で厚生省のトップダウン的指示は
さほど伝播しなかったことを示唆しよう．また，
珍妙至極なことに，国会における優生保護法制定，
改正，断種推進の中心人物の谷口弥三郎や福田昌
子が会長、副会長を務めた優生保護法指定医団体、
日本母性保護医協会（日母、1949年創立、現日本
産婦人科医会）の存在は報道でほぼ登場しなかっ
た．さらに，歴史ある新聞社の多くは優生保護法
や国民優生法を支持し，優生思想を流布したが，
全く報道されなかった  3）．しかも，一方的，不精
確，恣意的になりがちな過去の断罪は，現在も優
生学の系譜を引く生殖補助医療の現況等への理解
の不全と表裏一体だった．この動向は，米本昌平
『知政学のすすめ』の 9章「スウェーデン断種法と
ナチス神話の成立」が約 20年前に指摘した状況に
酷似した部分が多い  4）．
　この状況に鑑みれば，「三学会」の登場も不自然
な点が多い．これらが先駆的に過去の検証を同時
期に行った事情があろうが，優生保護法の強制不
妊手術の推進を支持した団体は日母や日本医師会
など，より深くコミットしたものあろう．関与の
仕方や度合いも三学会は全く異なり，まして日本
民族衛生学会は1940年の国民優生法の成立以前に
会としての優生政策への影響力を喪失した．同法
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は政府立法なのだから，同法作成の責任を問うな
ら，厚生省から検証すべきだろう．これなど，優
生保護法は議員立法であるにも関わらず，厚生省
より優生保護法の強制不妊手術の推進に時として
積極的だった日母の報道が極端に少ないことと比
べれば対照的で，取上げ方の基準の恣意性は否め

ない．優生法における医学者の関与の解明は不可
欠ではあるものの，現状では正直に検討を進めた
順から――誰が裁くのかもよく分からない――人
民裁判の餌食となり，全体像の把握が却ってゆが
められる懸念もある．
　それでも，日本健康学会にとって，優生学や優

【図1-1】優生保護法4条，12条に基づく強制不妊手術の都道府県実施状況

図 1-1　優生保護法 4条，12条に基づく強制不妊手術の都道府県実施状況
【図1-2】強制不妊手術の県別実施状況（件数最多の5県と最少の5県）

図 1-2　強制不妊手術の県別実施状況（件数最多の 5県と最少の 5県）
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生政策に関わった過去の本格的な検討は，大変有
意義だろう．優生学を担った同会の 1931年の創立
や優生学史をめぐる動向は，同会のアイデンティ
ティと深く関わるからである．本稿は，そこに至
る背景を現代史まで視野に入れて論じる．そうす
ることで初めて優生学史における日本民族衛生学
会の位置は明らかになろう．

Ⅰ．日本民族衛生学会は優生学史の 

どこに位置づけられるか？

　まず 1930年に永井潜（東京帝大医学部教授）を
理事長として発足した，日本民族衛生学会（35年
に日本民族衛生協会に改称）が優生学史のどこに
位置付けられるかを全体像から確認する．
　優生学は 19世紀後半に英国のF＝ゴルトンが提
唱して以来，欧米圏では，優生学専門の団体が結
成され，雑誌が刊行され，一部では断種法が立法
化されていた．日本の優生学もこの一連の動向に
若干遅れつつも，同様に展開した．日本の優生学
を敢えて時代区分すれば，6つの時期に分けられ
よう．ここでの区分と要素はあくまで大まかな目
安である．
　第 0期　 1900年代以前　前史　雑婚論など優生

学導入の萌芽的事象
　第Ⅰ期　 1900～ 1910年代　言論や翻訳的言説

中心の優生学の導入期　
　第Ⅱ期　 1920年代　雑誌メディアを通した優生

学運動の本格化
　第Ⅲ期　 1930年代～ 1948年　優生法案の提出

と国民優生法成立
　第Ⅳ期　 1948年～ 1960年代　優生保護法の成

立と展開
　第Ⅴ期　 1960年代～現代　新優生学の導入と展

開
　第 0期は，1910年代以前で前史である．これを
前史とするのは断種などの主張が見られないため
である．顕著な事例は，1880年代における日本人
の遺伝的形質を向上させるための福沢諭吉や高橋
義雄の欧米人との雑婚論で，福沢はゴルトンの議
論も参照していた．

　第Ⅰ期は，1900～ 10年代で，日本における優
生学の導入期である．欧州では，優生学の団体や
会誌，国際団体が結成された．また，07年にアメ
リカのインディアナ州などで断種法が成立し，後
に 30州にまで拡がった．日本でも，雑誌『人性』
がドイツの『政治人類学評論』やヘッケルらの一
元論同盟の動向を意識するなどその議論の導入を
図った．日本で本格的な優生学の単著は，海野幸
徳の『日本人種改造論』（冨山房，1910年）だっ
た．10年代から永井潜らが雑誌や新聞で言論活動
を展開した．ただし，10年代は理論家が個別に著
書や雑誌で欧米優生学の導入を図る状態に留まっ
た．
　第Ⅱ期は，おおよそ 1920年代前後で，優生学運
動の本格化と位置づけられる．ここでは優生学雑
誌の創刊と団体の結成が重要な要素である．1910

年代でも16年に永井潜は保健衛生調査会で優生学
の政策化を提唱し，17年に大日本優生会が結成さ
れるなど，団体結成や政策化を目指す動きはあっ
た．しかし，より本格的なものは，24年の後藤龍
吉の日本優生学協会（会誌『優生学』），26年の池
田林儀の優生運動協会（会誌『優生運動』）だっ
た．さらに，20年代には，22年 3月のM＝サン
ガー来日と産児調節論の是非をめぐる議論が高ま
り，永井や古屋芳雄らは国家人口の減少を図る新
マルサス主義を敵視した．20年代に優生学は禁煙
や禁酒など生活の合理化理念とも結びついた．永
井が，経済学者森本厚吉が主催した『文化生活』
誌に多く論説を寄せたことは，その動向を象徴す
る．
　第Ⅲ期は，1930年代～ 48年とする．重要なの
は，優生法の議会提出と立法などの優生学の政策
化である．この一連の動向は，確かにナチスの断
種法や優生政策の影響を受けていた．
　この時期の重要なアクターこそ1930年に結成さ
れた日本民族衛生学会だった．同団体は永井潜が
結成したもので，20年代に結成された優生学団体
よりも大規模で，啓蒙活動や政治活動の影響力も
大きかった．同会は啓蒙活動として，「日本民族優
生展覧会」の開催，日本橋デパートでの優生結婚
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相談所の開設，映画「結婚十字街」の製作協力，
各地での講演会開催，ラジオ放送など多様な事業
を展開した．さらに断種法制定運動を展開し，36

年 7月には「民族衛生振興の建議」を行なうなど
政治活動も行なった．
　1930年代に 65，67（民政党代議士の荒川五郎提
出），70，73，74議会（民政党代議士の八木逸郎
提出）に断種法案が提出されたが，八木案は協会
が起案した．36年 12月『読売新聞』に同案が掲
載されており，それによると起案者は、永井潜，
三宅鉱一（東大医学部教授），吉益脩夫（同講師），
加用信教（私立広尾病院長），八木，荒川，正木亮
（東京控訴院検事），斉藤輝治（横浜高工教授）だっ
た．不思議なことに同案作成の経緯は，『民族衛
生』誌や姉妹団体の優生結婚普及会の会誌『優生』
に情報はない．同時期の学会と一般メディアとの
親和性を示す一例だろう．
　1938年に厚生省が成立し，予防局に優生課がで
きた．30年代は断種法制定の可否について根強い
反対論があり，厚生省すら八木案の時期尚早論を
唱えた．38年頃は，財政事情等から日本民族衛生
協会の優生学啓蒙，政治活動は国民優生法成立を
前に力尽き，以後は学術研究に専念した．同会が
会名義で優生学史の年表の中心に位置づけられる
のはそこまでである．
　厚生省による断種法の本格的調査は，1938年 4

月の民族衛生協議会設置の頃からである．日本学
術振興会には，優生学的遺伝研究の第26小委員会
が設置され，日本精神神経学会も精神神経遺伝に
関する学術調査を行った．38年 11月には厚生省
内に民族衛生研究会が設置され，「民族衛生資料」
13号分を 39年 12月まで刊行した．これら協議会
や委員会に日本民族衛生学会内で優生学啓蒙や断
種法導入に積極的だった人物（三宅鉱一，古屋芳
雄，川上理一，吉益脩夫，青木延春ら）も入った．
そして1939年10月の国民体力審議会が設置され，
民族優生制度が審議され，専門委員会の諮問を経
て，40年 3月に国民優生法が政府提出のもと成立
した．
　第Ⅳ期は，1948―60年代であり，優生保護法の

成立が画期である．戦後に人口抑制論が強まった
こともあり，同法のもと中絶が急増し，産児調節
も家族計画の名の下に肯定された．国民優生法下
では538件しかなかった断種も戦後には急増した．
　この時期に注目すべきは，優生保護法を担う主
導権が，同法を議員立法で成立させた参議院議員
の谷口弥三郎と同法指定医団体の日本母性保護医
協会に移行したことである（厚生省の管轄は精神
衛生課）．谷口は 49，52年の同法改正も主導し，
50年代半ばの強制不妊手術の件数増大のため法運
用の簡素化や予算増大を議会等で訴えるも実現し
なかった．
　〈優生保護法は官民一体となり強力に推進され
た〉という非分析的な説明が成されることがある．
しかし，この経緯からも見ても，官セクター 

――厚生省等のどの局や課，都道府県等どの部分
かにも注目が必要――と民セクターも一体だった
わけではない．厚生省が主導権を握れば，日本民
族衛生協会のように役割を終えたものもあれば，
谷口―日母の断種拡大要求が政府から阻まれる局
面もあった．実態は，官民が権限移譲のシーソー
ゲームを繰返して強制不妊手術件数の多寡も時期
に応じて推移したと見るのが妥当だろう．
　第Ⅴ期は，1960年代から現代までである．60年
代以前から分子遺伝学，人類遺伝学が展開し，新
生児へのスクリーニング技術が開発され，日本に
も導入された．以降，優生断種はしだいに胎児の
先天的障害を診断する技術に基づく選択的中絶に
取って代わられた．しかし，両者は思想では同根
と見なされていた．1970年代に，優生学は非科学
的で非人道的と指弾され，ナチス優生学がそれを
代表するとされた．結果的に，生命倫理や医療社
会論で優生学との関係性が指摘されても，出生前
診断に基づく選択的中絶は件数を増し，昨今は一
般エコ―検査の精度も増し，NIPT（母体血胎児染
色体検査）も議論になるなど，日本社会に定着し
て現在に至る．
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Ⅱ．1930年代の日本民族衛生学会の 

性格を考えるための論点

　以上が，日本民族衛生学会の役割を若干目立た
せた，日本の優生学の概説的な内容である．次に，
報道や理事会報告「「日本民族衛生学会」と国民優
生法」 5）（以下，理事会報告）を踏まえ，1930年代
の同会の性格を考察するための論点を複数提示し
たい．
　第一は『民族衛生』誌の雑報のみに着目しては，
学会本来の性格や，1938年頃の性格転換の説明は
つかない点に留意すべきである．先行研究で『民
族衛生』誌の雑報のみの引用が延々と繰り返され
たのを見て，雑誌研究としては全体像を掴み損ね
ていないかと疑問を感じたことが，拙著『日本が
優生社会になるまで』第 5章執筆のそもそもの動
機だった．
　野間伸次は，日本民族衛生学会は「研究団体よ
り啓蒙団体」と評し 6），類似の評価が踏襲される
こともある．しかし，創刊時から学術的性格も濃
厚だった．むしろ，研究団体的性格と啓蒙団体的
性格の混淆状態こそが，創刊から 1939年までの学
会と『民族衛生』誌の特徴だった．
　その性格は，すでに 1931年 3月の「日本民族衛

生学会設立趣意書」に表れている．この文書は「今
や新マルサス主義サンガー主義は世界を風靡し，
諸文明国民族の生物学的勢力を絶えず蝕みつゝあ
ります」で始まる前半部分の産児調節運動批判の
みが取り上げられることが多い．しかしながら，
会誌の方向性を考える上では後半部分の文言が重
要である．つまり，学会は「優生学的運動方面」
に加え，「日本人体質遺伝の根本的調査（生物測定
学的方面）」も「最重要事」とし，「我等の学会は
この方面の研究，調査，報告を発表する機関」で
会誌もこの情報や「参考資料としての人口統計，
社会統計など」を載せるとした  7）．設立当初から
学術団体，啓蒙団体への志向の混在が読み取れる．
　図 2の会誌の記事各欄の比率では，創刊当初は
資料，雑報，雑纂など優生学の啓蒙や政策的内容
が合計で半分近くを占めた．しかし，その比率は
1巻 4号から 3分の 1程度，4巻 2号では皆無に近
い状況となり，5～ 6巻で若干回復するも 7巻 1

号以降はほぼ絶無となる．逆に7巻1号以前にも，
誌面の大半は論説，原著が占めた．論説，原著に
も政策論や啓蒙論説はあるが，多くは学術論文
だった．その意味で会誌は学術雑誌としての性格
が濃厚だった．執筆者の所属（表 1）や学位（表
2）も医学に偏向していた．

【図2】会誌の記事各欄の比率

（注）雑報、雑纂、資料は優生学啓蒙や政策的内容である。論説、原著は政策論や啓蒙論説を一部含むも、多くは学術論文である。

図 2　会誌の記事各欄の比率
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　主たる執筆者も大きく分けて，①『優生学』，
『優生運動』などの執筆に関与し，学会創立前から
優生学啓蒙に積極的だったが，1939年の雑誌の学
術化に伴い誌面から姿を消した人物（永井潜，斎
藤茂三郎，駒井卓ら），②優生学啓蒙や優生政策へ
の関与が①と同様に見られるが，1939年後も執筆
者に留まった人物（古屋芳雄，川上理一，吉益脩
夫，吉田章信，池見猛ら），③優生学啓蒙や運動に
関与せず，もっぱら学術的な原著や研究報告に専
念した人物（水島治夫，立野君子，吉岡博人，福
田邦三ら）に分類できる．その中で①は多くはな
く，執筆者の多くは学術的な論説や研究発表を
行っていた．
　『民族衛生』誌の 1930年代半ばの啓蒙論説の減
少は，36年 3月に姉妹団体の優生結婚普及会が会
誌『優生』を刊行し，その啓蒙的機能が同誌に移
行した可能性もある．ただし，同誌も毎月の刊行
が困難となり，39年11月以降は刊行されなくなっ

た．そうした中，①が抜ければ，1939年の協会と
会誌の学術への傾斜は容易だっただろう．
　第二に，理事会報告とそのリソースに関する問
題である．同報告は，相当部分を莇昭三「十五年
戦争と日本民族衛生学会（協会）」 8），同「15年戦
争と日本民族衛生学会（協会）（その二）」 9），同
「15年戦争と日本民族衛生学会」（その 1） 10）（その
2） 11）に依拠している．数多ある他の研究文献は，
ほぼ挙がっていない．しかも，前二者は研究報告
の要旨であり，出典も省略され，何が根拠か理解
に苦しむ記述が散見される．
　関連して，理事会報告は，1936年 7月の「民族
衛生振興の建議」 12）に必要以上の意味を負わせた
感が否めない．同建議は協会の年来の主張と議論
の集成ではある．しかし，「1936年の建議 5項目
が厚生省案として政府に提案された」との報告の
文言は甚だ語弊がある．そもそも脚注 23にある吉
益脩夫『優生学の理論と実践』 13），莇「十五年戦争
と日本民族衛生学会（協会）（その二）」からは，
建議が厚生省案になったとは読めない．また，莇
は同建議等が「「優生法」への世論の形成，国会審
議の促進に決定的な影響を与えた」とするが，そ
の根拠も何ら示されておらず，かつ論証不可能だ
ろう．
　まず建議の内容から確認するが，その主張は結
局，「一，日本民族衛生研究機関の設立．二，断種

表 1　戦前における『民族衛生』誌の執筆者の所属

所属機関，団体 登場数 特記事項

大学医学部，医
科大学 500

東京帝国大学（128），金沢医
科大学（92），慶応義塾大学
（89），北海道帝国大学（51）

医学専門学校 29 東京女子医学専門学校（23）

大学（医学部以
外，および記載
なし）

39

中等教育機関 62 横浜高等工業学校（50）

病院 27

省庁 85
厚生省関係（52，厚生省研究
所を含む），文部省体育研究所
（15）

研究機関（公的
私的両方） 69

公衆衛生院（28），人口問題研
究所）（19），厚生科学研究所
（9）

都道府県職員 6

市職員 13

植民地職員 4

国会議員 2 荒川五郎，下村宏

その他 12 生命保険会社，弁護士，愛育
会など

計 848

表 2　戦前における『民族衛生』誌の執筆者の学位

学位 執筆者数

医学博士 201

医学士 61

文学士 58

理学博士 7

文学博士 5

農学博士 2

法学博士 1

博士 1

マスターオブ，サイエンス，イン，ヂムナス
テック 1

無記入 689

203日本健康学会誌　第 86巻 第 5号 2020年 9月



法の制定．三，結婚相談所の設置．四，民族衛生
学（優生学）思想の普及徹底．五，各種社会政策
の民族衛生学的統制」に集約される．これらは
1910年代頃から優生学を論じた人物なら誰でも口
にした内容である．内容も外国にあるものを日本
に作れと唱えた態のものが多く，さほど具体的で
ない．
　協会作成の「建議」は，1938年 1月に厚生省に
おける優生課の設立を求める文脈で，その文言が
使いまわされはした．37年 7月，日本学術振興会
国民体力考査会優生学部委員会（委員長は三宅鉱
一，前委員長は永井潜）が「民族衛生振興の建議」
の文言をほぼそのまま各大臣と関係各方面に建議
した 14）．さらに同年 8月に八木逸郎（「民族優生保
護法案」の提出者）は，衆議院に「社会保健省の
機構に関する建議」を提出した．理由書に「政府
は社会保健省の重要なる任務の一大分野として民
族衛生の研究並其の適用に関する機構を設け以て
悠久宏遠なる我か国保健国策の根幹たらしめ延て
人文の向上国家の隆盛に資」すと，協会の「建議」
の文言が使用された 15）．結果的に，37年 12月の
厚生省官制で予防局に優生課が設置された．もっ
とも，優生課設置後も一直線で国民優生法の設立
に至っていない．また，優生学の研究機関や優生
結婚法は実現しなかった．日本の優生政策の経緯
を尽く「建議」の影響に帰すのは結果論が過ぎる．
　また，理事会報告には「同〔1934〕年，永井は
東京帝大医学部長に就任しており，その発言には
学界内で，あるいは社会的にも大きな影響力がと
もなっていたに違いない」とある．先行研究の一
部も類似の視覚を共有する．しかし，A・B生「人
物評論 36 永井潜論」は，永井が台北帝大医学部長
を三田定則との対立を背景に辞職し，北京医学院
工作でも多くの敵を作ったことから，東大医学部
長在職時代に遡り「行政手腕」を疑問視し，三宅
鉱一が 39年時に占めた「断種法談義の最高顧問」
の立場もなくしたと評価する 16）．戦前優生学の悪
を永井に重ねたがる人々は，彼を不必要に強大な
権力者や悪人に仕立て上げようとしがちである．
しかし，永井とて人並みの粗忽さを持ちあわせた

一人の人間に過ぎない．同記事の内容も一方的な
評価かもしれないものの，我々の認識を正す上で
は有益ではないか．
　第三に，日本民族衛生学会の『民族衛生』誌に
見られる親ナチス的言説と，同会が構想した断種
法案や国民優生法がナチスを手本にしたことは切
り離して考えたほうがよい．親ナチス的言論だけ
なら同時代の新聞，雑誌にいくらでも氾濫してい
た．
　優生保護法は，国民優生法を手本としたナチス
断種法を引き継いだ法律といった類の説明は 1970

年代頃からありふれており，信じがたいことに今
でも成される．この見解は，優生学の研究史で再
三問題視されてきた．無論，国民優生法はナチス
断種法を手本にはした．しかし，問われるべきは，
いかなる動機で何を手本にしたかであろう．
　厚生省の民族衛生協議会や民族衛生研究会にも
参加した吉益脩夫ら学会員や『民族衛生』誌は，
ナチスの民族精神や人種主義にさほど共感せず，
それを断種法に反映させた形跡がない．ナチス断
種法は，激しい断種法論争を背景に，「学理」に基
づくことを示す便法のため，具体的遺伝病の列挙
などフォーマットが手本にされたのが実態だった．
言うなれば，ノルウェー草案のような風俗犯の去
勢や米国の一部の州にあった刑罰としての断種を
避け，ナチス式が採用されたのである．
　もっとも，条文が表面的に似通っても，ナチス
断種法では重度のアル中，精神病者，社会からの
逸脱者と見なされた者や政治犯にまでにまで断種
がされたのに対し，国民優生法は断種法として十
分に機能せず，戦後に機能不全が批判されたのだっ
た．
　上述の過程を踏まえず，優生保護法の悪辣さを
示す目的で国民優生法のナチス断種法への影響を
強調しても有害無益でしかあるまい．

Ⅲ．いつ日本民族衛生学会は 

優生学と決別したのか？

　優生学の歴史自体に言えるのだが，1945年 8月
を境とした戦前，戦後の区分で日本民族衛生学会
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の活動内容や性格の転換を論じるべきでない．す
でに日本民族衛生協会は，38年頃には会として政
治活動はできなかった．同会の性格転換は，まず
ここに見出すべきだろう．
　それでは，日本民族衛生学会はいつ優生学と決
別したか．間違っても敗戦直後ではない．1946年
12月の永井潜による戦後社会における民族衛生学
の重要性の確認 17）に始まり，『民族の運命―日本国
民に愬ふ』 18）など「民族衛生叢書」の刊行，50年
3月の古屋芳雄が深く関与した「人口問題審議会
の人口調整に関する建議」の『民族衛生』誌「綜
説」への掲載 19）など，多くはないものの，同会の
優生学への関心の継続を示す材料は戦後にも見出
せる．
　『民族衛生』誌の論説でも血族結婚や混血児調査
など優生学と関連深いトピックも掲載された．例
えば，福田邦三，石河利寛「血族結婚による遺傳
の事前確率に就て」（15巻 3・4号，1948年 7月），
窪田義信（指導 石原房雄）「日本人と白人及び黒
人との混血児の調査」（19巻 5・6号，1953年 4

月），岡田勇「農村の衛生学的研究（XX）―通婚
圏　血族，非血族結婚について」（35巻 4号，1969

年 7月）などである．
　さらに興味深いのは，久留米で開催された第 25

回日本民族衛生学会で 1960年 10月 27日に谷口弥
三郎が特別講演「如何にすれば民族優生を達し得
るか」を行なったことだ．優生保護法指定医団体
の日本母性保護医協会長，参議院議員として谷口
は 50年代の国会で「遺伝性精神病」者らへの断種
拡大を訴え続け，講演でもその主張を繰り返し，
優生保護相談所を活用した優生結婚の指導や精神
障害児向けの特殊学級の整備を唱えた  20）．翌 28日
は福田邦三が公開講演「日本民族素質向上の悲願」
を行ない，「公益断種は患者側の恨みを買うという
結果になりやすく，医師は公益奉仕の良心と患者
奉仕の善意との間に板挟みの羽目になる」理由か
ら「優生断種を励行して民族の資質を向上させよ
うというには余り有効でない」などの注目すべき
発言をした．ただし，優生法の全否定ではなく，
併せて優生保護相談所を活用した「遺伝相談」の

推進を説いた  21）．
　1970年代には優生学をナチスの悪と結び付け断
罪する風潮が強まった．この動向を福田邦三はじ
め学会員たちは意識せざるを得なかった．鈴木継
美は「若い頃，民族衛生学会に対するある種のア
レルギーがあり」，「民族衛生はドイツ語で Ras-

sen-hygiene，英語で Race Hygieneですが，少な
くとも当時の感じでは，ナチズムの悪しき臭いが
したのは間違いない事実」で「当時福田先生と食
事をご一緒した時，そのことを話題にして先生の
逆鱗にふれた」と回想した 22）．
　福田の激昂は，すでに 1958年に日本民族衛生学
会が日本民族衛生協会から分離し，『民族衛生』誌
は学会の機関紙と捉えなおし，かつ「民族衛生」
という言葉にも新解釈を加えたことと関係しよう．
つまり，「民族衛生」を，「日本民族の特殊事情に
焦点を合わせた衛生―Volksgesundheitslehre―と
いう意味」とし，『民族衛生』誌も「人類遺伝学，
人類生物学，人類生態学（human ecology）およ
びそれに日本民族の福祉の為めの応用に関する労
作を載せる」趣旨を徹底することにした 23）．実際
は，誌面は元からその性格が強く，『民族衛生』誌
の英文名も 49年 1月（16巻 1号）から＂Race 

Hygiene＂だったのが，64年 1月（30巻 1号）か
ら＂Human Ecology and Racy Hygiene＂に変更さ
れた．しかし，70年代頃の若手会員からも会がナ
チス呼ばわりされる始末で，38年 4月の厚生省内
の民族衛生協議会にも参加  24）するなどし，30年代
の事情を全く知らぬわけでもない福田にはそれだ
けに逆鱗に触れたのではないか．
　故に，福田らは「民族衛生」という概念からヒ
トラーの優生政策の痕跡を除去することに専心し
た．福田は 1976年 11月の「民族衛生学の理念」
で「とにかく Hitlerの優生政策は排他的であり，
狂信的に偏していて，対象の選択についての認識
も誤まっているし，手段においても人間の尊厳を
無視している」と述べた．一方，「民族衛生学が取
り上げる範囲を，民族の優秀化を遺伝による生物
学的形象を通してだけでなく，文化の社会的世代
伝承を含めた一体化した見方で取扱うことにする
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と，初めて民族の存続と向上に発展する」とし，
その方策は，優生法は必要ながらも効果に疑問と
し，「優生結婚または遺伝相談の適正な運用」に期
待を寄せる見解を繰り返した 25）．
　さらに，1978年 1月の「座談会「Human Ecol-

ogyと民族衛生」」では会誌の英文タイトル変更の
趣旨に 70年代的な解釈が加わった．勝沼晴雄の発
言によれば，＂Rassenhygiene＂を「ナチがやった
政策」ととらえ，「「民族衛生」に置き換えても，
その暗いイメージというものは払拭できない」一
方，＂Human Ecology＂は「人間の将来のよりよい
生存条件を整備する，というための学問ですので，
それを一緒にすれば，Race Hygieneの方の暗いイ
メージも，自然に修正されて行く」と考えたとい
う．丸山博も「Human Ecologyと一体の概念の中
でEugenicsを考えるほうが望ましい」と支持した
という  26）．
　しかし，1964年 1月号の石原房雄「民族衛生創
立時の追憶」 27），柳沢文徳「日本民族衛生学会雑誌
「民族衛生」の動向」 28）では，学会の優生政策への
関与も子細かつ無批判的に語られていた．64年時
点でナチスを意識したなら，＂Race Hygiene＂の語
は除く選択肢もあっただろう．勝沼発言は 78年時
点の遡及的理解と見た方がよい．
　その後，『民族衛生』誌の英文タイトルは 83年
1月（49巻 1号）から＂Health and Human Ecolo-

gy＂となった．しかし，92年に先の鈴木継美は
「変えてみると，今度は日本語名称〔『民族衛生』〕
との釣り合いが取れない」と述べ，かかる感覚が
一定数の会員に共有されていたのも実態であろう．
また，70年代後半でも，福田も丸山も「民族衛生」
という概念からナチス優生政策は排除しても，ゴ
ルトン以来のEugenicsやそれに連なる優生学的方
策まで否定していないことにも留意すべきだろう．
　1970年代半ば頃には，特集「明治以前のわが国
の公衆衛生」 29）など公衆衛生の歴史や歴史人口学
などに関するトピックが複数掲載された．さらに
1991年の瀧澤利行「大日本私立衛生会の民族衛生
観」など，「民族衛生」を公衆衛生一般に読みか
え，その用語が使用されなかった明治時代の衛生

政策を概観する文章も出た 30）．これらは人類生態
学などの研究が会誌に定着した実態から，学会が
そのルーツを優生学ではない別のものに求める願
望が誌面に投影されたと見るのは穿ちすぎだろう
か．
　1993年 1月には，伊藤弘人，丸井英二「不妊手
術の優生学的適用の推移と問題点―精神障害者へ
の適用を中心として」が掲載された．国民優生法，
優生保護法の成立や 49，52年改正，不妊手術の動
向を的確にまとめ，「優生学の文脈から医師申請の
優生手術が精神障害者にも適用されてきた事実は，
単に過ぎ去った歴史上の出来事として片付けてし
まうことはできない」とまであるが，鈴木善次『日
本の優生学―その思想と運動の軌跡』（三共出版，
1983年）なども参照しつつも学会の関与には触れ
ていない  31）．こう見れば，学会が優生学を担った
過去から決別したことなどなかった．むしろ，そ
の過去から目を背け，逃避を続けて今日に至った
と評さざるをえない．

おわりに――現代人，現代医療は 

優生思想で過たない保証はあるか？

　理事会報告の末尾には，「当時の優生学の視野は
狭く，根拠のない優劣の判断に基づい」て，「障
害」者のリプロダクティブ権を奪えると考えたこ
とを，「現在の科学（保健学）的・社会的観点から
は厳しく批判されるべき」とし，「〔①〕そのよう
な誤りがどうしておこったのか，〔②〕どのように
したら自分たちの視野を健全に保てるのか」と性
質の違う問いが二つ挙げてある．
　①の問いの答えは容易である．同時代の人々の
多くが 1970年頃まで――確かに 30年代には激し
い断種法論争もあったものの，総論としては――
現代とは全く異なる価値体系の文脈内に身を置き，
疑わなかったからである．日本健康学会は，現在
まで＂Health and Human Ecology＂の学会として
の性格を帯びた時期も長い．その意味なら「優生
法の罠にはまることはない」だろう．
　しかし，理事会報告が出生前診断に基づく選択
的中絶などの現代の優生学的問題に何ら言及して
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いないのは遺憾である．丸井英二は 1995年 9月時
点で，『民族衛生』誌の巻頭言で「人間集団の健康
状態の把握を数量的だけでなく，質として評価し
何らかの改善や増進を図るときには，優生学につ
いて学ぶべきところは学び，捨てるべきところは
捨てるという態度で臨むことが必要」と述べ，か
つ「優生学は先人が残した宿題のようなものであっ
て，当時は言葉だけで済んだが，今や現実の問題
となっている」 32）と――〈優生学から学ぶものがあ
る〉という表現は別として――非常に的確な状況
認識を示しているではないか．
　現今も出生前診断，NIPTなどに伴う選択的中
絶で〈命の選別につながる恐れがある〉と称され
る．しかし，歴史を参照すれば，その導入は断種
法の歴史と思想を共有して交差しつつ，現代に至っ
たことは明白である．〈命の選別〉など 70年代か
らとうに行われて久しい．
　出生前診断と優生保護法下の断種との共通項に
ついて，筆者は再三報道された神奈川県公文書館
蔵の優生保護審査会の関係綴所載の検診録などを
読み，こう考えている．
　検診録には，不妊手術の対象者の，人格荒廃状
態，生活はすべて介助誘導を要する，月経の後始
末ができない，徘徊放浪する，面識のない男性と
同棲する，知らぬ間に妊娠し，複数回の中絶手術
を行った，家財を持ち出し浪費する，等々の行状
が並ぶ．そして，対象者の両親，夫，兄弟などの
家族が，彼らからすれば悩ましい対象者のこれら
の行動や将来を見かね，優生保護法という制度を
利用し，不妊手術の手術台に乗せていた様が窺え
る．これらの光景は，出生前診断で，ダウン症な
どの障害があると告げられたカップルが，子ども
の将来や障害児をもつ自分たちの生活の困難さを
想像して悩んだ挙句，中絶を選択することとどれ
ほど違いがあるか考えてもよいのではないか，と．
　また，精神障害者施設などで障害者が出産を希
望すれば，職員から制止されるなどの話は今も漏
れ聞く．何より，健康・衛生思想から優生的概念
を排除するのは今や困難だろう．
　優生保護法の被害者の現状を座視すべきでない．

しかし，優生学からの「決別」など何を意味し，
本当にできるのか筆者は懐疑的である．上記の優
生思想をめぐる医療等の現況に鑑みれば，この現
況を甘受する現代人に優生法の過去を今日の高み
に立って断罪したり嗤ったりする資格が本当にあ
るのかは甚だ疑わしい．そうした思考は自らを絶
対善の立場に自ずと置くものである．「別のまだ自
覚されない様々な過ち」は，かかる現代の優生思
想をめぐる状況の可謬性への無自覚あたりに潜ん
ではいまいか．本稿の記述を踏まえ，筆者は②の
「どのようにしたら自分たちの視野を健全に保てる
のか」という問いにこう答えたい．それは，過去
と現在を――余計なものを足したり、必要なもの
を引くなどせず――正しく知ることに努め，そこ
から得られた史実に謙虚であることである．
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