
はじめに

　筆者はこれまで、近代日本の地域社会におけるハンセ
ン病史研究を人文・社会科学分野の研究として行ってき
た。なかでも草津温泉（群馬県吾妻郡草津町）は、日本
のハンセン病問題を地域社会と関わらせて考察する上で
重要な位置にあることは周知の通りである。本稿では、
そこにハンセン病者の「自由療養地」と称された「湯之
沢部落」の形成された明治初頭から、その解散にいたる
アジア・太平洋戦争期までの、草津町におけるハンセン
病者を含めた地域社会の構造に焦点を当てて論じたい。
　なお本稿は第 89 回日本ハンセン病学会総会・学術大
会シンポジウム「草津温泉とハンセン病―ハンセン病医
療の今昔」における講演内容の要旨であるが、筆者の既
発表論文 1）と重なる部分が多い。そのため本稿におけ
る論点の詳細はこれらの文献を参照していただきたい旨
お断りしておく。

1　草津町の近代化とハンセン病

　ハンセン病者が草津温泉に集まってきた時期は、江戸
時代初期までさかのぼるようだが、明治期以降に「湯之
沢部落」が形成される契機としては、1869 年（明治 2）

の草津大火が重要な意味を持つ。草津温泉の経営者らが
火事からの復興策として草津温泉のハンセン病への効能
を宣伝した結果、多くのハンセン病者が草津に集まって
くるようになった。下の史料からは、客でありさえすれ
ばどのような病者であっても迎え入れようという、温泉
宿の必死な態度が伺える。つまり経済的な切実さが病者
を町に招き入れたと言えよう。この当時のハンセン病者
は一般客の目を憚り、ゆるやかに棲み分けつつ、温泉街
の中に滞在していた。

　	【史料 1】明治二年に草津は全焼して復旧の見込なく、
湯治客も殆ど絶えた程の惨めさで、困憊の極、浴客吸
収策として、草津名湯の宣伝に努めることにしたので
あったが、其宣伝文に世に難治と言う癩病も治るとの
一節を表わしたのが強く響いたものと見えてボツボツ
客も来る様になったが、多くは癩患者であった。（中
條資俊：癩伝染の経路．癩予防協会、1935．）

2　草津町の施策

　このようにしてハンセン病者を招き入れた草津温泉で
あったが、1887 年、草津町の有力者層は、滞在するハ
ンセン病者の姿が一般客の目に触れることを厭い、彼ら
を字湯之沢に移住させることとした。これが「湯之沢
部落」のはじまりとなる。1902 年に草津町に「区制」
が実施された際には、湯之沢は「第 5 区」となるなど、
湯之沢部落は草津町を構成する実質的な行政的単位へと
成長してゆく。1910 年には草津町議会が「病毒の散漫
を防止」するとの名目で湯之沢の字滝尻原への移転を議
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決するなど、草津町側には排除の動きがみられたが、こ
れとて病者を町域から完全に追い出し、その存在を国や
県に押しつけて良しとしようとする案ではなかったとみ
ることもできる。

3　病者社会の構造

　患者にとって草津は、一時的に身を休める場となった
り、故郷を立ち去らざるを得なくなった末にたどりつく

「安住の地」となり得た。湯之沢部落は、故郷を喪失し
た人たちが新たに形成する生活の場となった。慣れ親し
んだ故郷と同等ではないにせよ、隔離されて入る療養所
でもない、その中間的な「自由療養地」の存在は、多く
の病者にとって重要な意味を持っていた 2）。定住した病
者の一部は、温泉療養に望みをかけつつ、病者を客とす
る宿屋や商店を経営し、あるいは労働に従事するなどし
て、病者の社会を形成した。
　湯之沢部落では、草津町の行政組織の一部としての性
格を持つ行政職（区長や町会議員）と各種公的組織（区
事務所、「区民評議会」、消防団、隣保班、衛生組合、方
面委員など）の構成する公的な枠組みに加えて、各種の
経済的・社会的利害を代表する同業者組合などの社会的
組織があり、さらに社会的インフラとして聖バルナバ
ミッションの救療事業（ホーム、医院、学校、教会等の
運営）が展開された。湯之沢部落の中で、大きな社会的
影響力を持っていたのは宿屋組合である。彼らは区長職
をはじめとする湯之沢部落の行政機能を実質的に担う存
在でもあった。湯之沢部落の社会内部では、経済的格差
や社会的地位による格差などが厳然として存在してお
り、「病者相憐れむ」理想的な社会とは言いがたい側面
もあった。しかし、そのような厳しく矛盾に満ちた社会
のありようこそが、湯之沢部落を一般社会と変わらない
病者の「生きていく場所 3）」たらしめたともいえるだろ
う。

4．草津町の人々とハンセン病

　草津町の人々は、温泉場経営におけるハンセン病者と
の長いつきあいの中で、この病気が容易に感染しないこ
とを経験的に知り抜いていた。

　	【史料 2】我々は引張り凧で客を引いたが、然し宿屋
は甲乙なき孰れも掘建小屋、従って諸用具の不自由は
勿論、夜具などは患者と共用も珍らしいことではなく、
被服類の代借も普通、又食事も一つ鍋からと言う様な
ものでした、けれども自分の知る数十年来の今日迄、

宿屋業者の家族で誰一人癩に罹ったものはなかった、
之でも癩を伝染病と言い得るのか。

　と中々條理ある反問を向けられた（後略）	 （同前）

　この史料に出てくる「老助役」にとっては、ハンセン
病者を「客」として迎え入れてきた数十年間の「経験」
のなかで、一度も自分たちに感染がおこらなかったので
あるから、この病気が感染症であるとは信じがたいとい
うのである。一方、ハンセン病政策を推進する立場の医
務官僚である高野六郎は次のように述べた。

　	【史料 3】癩というものは世間では可なりに忌がるが、
年中癩に接触して居ると何とも思わなくなるものと見
えて、草津の町の人達は概して癩を嫌わない。下町の
カフェーへ上町の人達が遊びにも行けば、日曜学校で
は健康な子供と子供患者とが手をつないで、遊戯して
いるという有様である。癩を伝染病だなどとは信じて
居ないらしい。癩と毎日接触している草津町の人達が
癩を伝染病扱いにせぬ所を見ると、癩は中々伝染せぬ
ものらしいが、元来草津へかくも多数の癩患者が寄っ
て来たのは、そう古いことではないのだから、此の儘
に捨ておいたら、上町の方にいつか多数の感染例を出
さないと誰が断言することができよう。（高野六郎：
医者の黒焼．輝文堂書房、1943．）

　確かにハンセン病がらい菌による感染症であること
は、この時期には医学的には自明の事実となっていた。
高野ら医学者の目には、未だにハンセン病が感染症であ
ることを疑い、遺伝病であるかのようにいう草津町の人
びとは、無知で無防備に映ったであろう。一方で、高野
も草津の状況を目の当たりにして、ハンセン病の感染が
容易にはおこらないこと自体は認めざるをえなかった。
今日共有されているハンセン病についての医学的知見か
らみれば、実際問題として草津町の人びとにハンセン病
が感染する可能性は低かったのであり、そのことを町の
人々は長年の経験に基づく疫学的知見（folk	epidemiol-
ogy）として共有していた。たとえそれが「遺伝病」で
あるからという「科学的に誤った」知識であったとして
も、ハンセン病者との日常のつきあい方（病気をむやみ
に恐れないこと）においては「妥当な解」が導かれてい
たということができる。
　しかし、高野や光田健輔らの草津での「経験」は、彼
らのハンセン病認識に再考を促したり、隔離政策のあり
方を見直させることにはつながらなかった。1932 年に
国立癩療養所栗生楽泉園が草津町の東端に開設され、湯
之沢の病者たちを徐々に吸収してゆく。1941 年、つい
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に湯之沢部落は解散させられた。ハンセン病者と町の人
びととの「共生」関係は失われ、両者の交流や社会関係
は薄れてゆく。ハンセン病者の「生きていく場所」とし
て機能していた湯之沢部落を破壊してしまったことは、
疾病の本質をとらえて政策に生かすことに失敗した日本
のハンセン病政策の貧困を象徴するできごとであったと
いえるだろう。

おわりに

　近代日本のハンセン病の歴史は、今日遡行的にもたれ
ているイメージほど一直線の道のりをたどってきたわけ
ではない。換言すれば、ハンセン病者の「生きていく場
所」は、最初から一貫してハンセン病療養所だけに限定
されていたのではないということでもある。国家による
ハンセン病政策が始まる以前、日本の近世社会では、癩
者は周縁的な身分集団を形成したり、旅暮らしを続けた
りしていたが、多数の患者は自宅に暮らしていたと考え
られている 4）。そのような前近代的な癩者の存在形態が
社会の大きな変化の中で動揺したとき、新しく作り出さ
れたハンセン病者の「生きていく場所」が湯之沢部落で
あった。ここでの生活は、国公立の療養所ではない私立
療養所や、外来診療機関の受診をともなう社会生活の継
続などとあわせて、ハンセン病者の生き方のオプション
のひとつだった。
　矛盾と制約のなかでなりたっていた多様な病者の「生
存」の歴史を丁寧にたどることは、それをオルタナティ
ブなハンセン病療養のあり方として生かせなかった隔離
政策の誤りをより明確に浮かび上がらせる。そして同時

に、様々な病や障害を抱える人びととの「共生」の条件
を、わたしたち自身の地域社会の課題としてとらえ直す
手がかりをあたえてくれるのではないだろうか。
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This paper explores the history of Yunosawa Village for Hansen’s disease patients in Kusatsu Town, which is 
famous for its hot springs and located in a mountainous area of Gunma Prefecture, Japan. Yunosawa Village was 
initially formed by Kusatsu Town government as a settlement for a small number of patients in 1869, but later became 
the biggest “open leprosy colony” for Hansen’s disease patients in modern Japan. Patients in Yunosawa gradually 
constructed their own regional community and expanded their presence in Kusatsu as part of the town. Although 
townspeople in Kusatsu made several attempts to remove patients in Yunosawa to a more remote area away from 
the town center so that they would be out of sight of visitors, townspeople in Kusatsu had a long history of treating 
Hansen’s disease patients as customers of the hot springs, which enabled them to understand the nature of the disease 
through their own experience. This “folk epidemiology” created a “symbiotic” relationship between patients in Yuno-
sawa and townspeople for nearly 60 years until the national government finally closed Yunosawa in 1941. 
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