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はじめに

COVID―１９の世界的流行は，一見ユニバーサルな価値観や定義を共有し

ているように思われる現代医学や公衆衛生の領域においても，今なお統一

され得ない，言語や文化に規定されたローカルな概念がそこかしこに息づ

いていることを改めて私たちに示しているように思われる。そのことは，

各国の対策や感染状況が大きく異なっていることとも無関係ではないので

はないだろうか。

今日，「隔離」という日本語の単語は，一般的な公衆衛生の用法として

は，英語の isolationと quarantineのふたつの意味で用いられている。こ

のふたつの語は，互換可能ではない。isolationは感染症対策の文脈では「感

染症の感染者を非感染者から空間的に分離する」ことを意味し，２０１９年末

以降の COVID―１９禍以前も，おおむね「隔離」と訳されてきたと思われる。

これに対し，quarantineは「感染源に曝露した者，すなわちこれから発症

するかもしれない者を，一定期間健康観察下に置くこと」を意味する（図

１）。COVID―１９の場合，濃厚接触者や入帰国者がその対象となり，「自主

隔離」や「健康観察」，「自宅待機」などと呼ばれているが，「検疫」とい

う訳語はあまり使われていない。
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さらに英語でいえば segregationや separationに該当するような状況も，

日本語ではしばしば「隔離」という語で翻訳・表現される。たとえば南ア

フリカ共和国の「アパルトヘイト」（apartheid，英語の apartnessに当た

るアフリカーンス語）のような人種による分離政策は，「人種隔離」政策

と訳されている。イスラエルがヨルダン川西岸地区との境界に建設してい

る壁の類い（separation barrier）は，「隔離壁（分離壁）」と訳される。

このように「隔離」ということばは，単なる公衆衛生の技法を指すにと

どまらず，受け手に独特の強いインパクトを与えることばとして使われ，

しばしば権力によるその強制性や不当性を含意する。このような独特で価

値判断的なニュアンスを，日本語の「隔離」は帯びている。日本における

「隔離」がこのような曖昧さと独特さを持つに至った歴史的経緯はいかな

るものであったのだろうか。

図１ isolation と quarantine の違い

WHO西太平洋地域事務局が作成し，SNSなどで使用している画像
（出典：https://twitter.com/whowpro/status/1352217793572204544，２０２１年８月３日閲覧）
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他方で，日本の近現代の感染症対策の中では，「療養」ということばが

独特の使われ方をしてきた。「療養（する）」は，目的語を取らず，患者自

らが主体として病からの回復につとめるという，それ自体は感染症対策と

しての意味を持たない語である（自らつとめるという点では近世以来の「養

生」概念にも通じるだろう）。西洋医学の中には，日本語の「療養」ある

いは「療養する」と同じ意味や用法で使われる単語は存在しないといって

よい。にもかかわらず，後述するように，近代以降の日本の医療と公衆衛

生の中で，「療養」はしばしば実質的に行われる内容としては「隔離」を

表すことばとして機能してきた。それはなぜだろうか。本稿では，この「隔

離」と「療養」の相互関係の形成過程を，ハンセン病・コレラ・結核とい

う近代日本の感染症対策の文脈から考察する。

１ COVID―１９と隔離・検疫・療養

ここでは２０２１年８月現在までの日本の法制と医療行政，そして一般社会

における COVID―１９対応としての隔離・検疫・療養などのことばの使われ

方について，isolation／quarantineの違いに照らし合わせながら整理する。

（１）検疫／停留／待機（quarantine）

日本語の「検疫」ということばに接する機会の大半は，コロナ禍以前に

は日本国内の空港の「検疫」であったかもしれない。この意味での「検疫」

（quarantine）は，よく知られているように，１４世紀に黒死病の流行下で

ベネツィアに入港する船を４０日間沖合に留め置き，発症する者がいないか

観察したことを起源とする。現在，日本の検疫所では「検疫法」に基づく

水際対策として，入国者の健康状態をチェックし，感染者を「隔離」し（iso-

lation），潜伏期間にあるかもしれない要観察者を「停留」する（quarantine）

ことになっている。ここでは isolationと quarantineの線引きは明確にな
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されている。しかし quarantineの意味での「停留」の語は，検疫法の外

ではあまり使われていない。

２０２１年８月現在，日本に入国しようとする者は「出国前７２時間以内の検

査証明書」の提出を求められ，入国後は検疫所が確保する宿泊施設等で「待

機」し，COVID―１９の検査を受ける。このとき検査結果が陰性であっても，

人との接触を避け１４日間自宅やホテル等で「待機」するよう要請され，そ

の間は保健所等による「健康確認」の対象となる１。ここで「待機」と表

現されている行為は quarantine（self-quarantine）である。

帰国者以外に quarantineが求められるのが，濃厚接触者である。感染

症法では，これを「自宅待機」と呼ぶ（後述）。

COVID―１９の quarantineは，上記のほかにも「ホテル待機」・「健康観察」

そして「自主隔離」など，さまざまなことばで表現されている。この待機

期間中にホテルで提供される食事を「隔離メシ」と呼んで SNSに投稿す

る動きなども見られたように，感染未確定者が対象とされる quarantine

も，しばしば「隔離」と表現されている点に留意したい。

（２）隔離／入院措置（isolation）

COVID―１９は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（感染症法）」（２０２１年２月３日改正公布，同年２月１３日施行）上では現

在「新型インフルエンザ等感染症」（法改正以前は「指定感染症」であっ

た）に位置づけられており，原則として「入院」措置の対象である２。こ

れは，必要な医療の提供が目的であることを前提としつつ，実質的には強

制的な「隔離」（isolation）の意味をもつ。法改正までは罰則がなかった

ため，その強制性はより曖昧なものであった。

たとえば「精神保健福祉法」上の「措置入院」（入院しなければ自傷・

他害のおそれのある場合に，都道府県知事の権限で，緊急措置として強制

的に患者を入院させること）という表現にもみられるように，医療行政に
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おいては「措置」ということばに実質的な「強制」の意味が付与されてい

る。したがってここでの「入院」措置とは「強制入院」にも通じるニュア

ンスを帯びる。しかし重症の COVID―１９罹患者の多くが入院することに

よってしか得られない医療的ケアを切実に必要としている以上，その「強

制性」が問題となる局面はほとんどないのが実情だと思われる。

（３）療養／待機（isolation）

COVID―１９パンデミック発生以来の経過から自明なように，すべての

COVID―１９患者を入院させることは現実には不可能である。そのため２０２１

年２月の感染症法改正以前は別途政令を定め，�無症状や軽症の場合は主

に６５歳以上の高齢者や基礎疾患のある者や妊婦，�症状が中等度か重症の

者――この２つのカテゴリに属する患者を「入院」措置の対象としていた。

一方，６４歳以下の軽症者など「入院」措置の対象とならない者は，宿泊施

設または自宅で「療養」あるいは「待機」することとした３。法改正にと

もなってこの政令は廃止され，感染症法施行規則で同様の基準が明示され

ることとなった。

さて，ここでいう自宅やホテルでの「療養」とは，「自ら回復につとめ

る」ことではなく，事実上は感染者の「隔離」（isolation）である。無症

状～軽症者にとっては，自宅やホテルに留まり自らを「隔離」すること（self

-isolation）は，自分のためというよりむしろ自らの行動の自由を制限する

ことで他者への感染を防ぐために行う行為である。

しかし，軽症～中等症の患者にとっては，とりわけ自宅での「療養」は，

自らを「隔離」することの公衆衛生上の意義云々よりも，病院での十分な

医療的ケアを受けられない状態であることにおいて，より深刻な意味を帯

びてくる。日本政府は２０２１年７～８月の感染「第５波」の拡大にともなっ

て，感染症法施行規則の範囲内で，入院治療の対象を重症患者および重症

化リスクの高い中等症以下の患者へと「重点化することも可能であること」
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とし，入院させる必要がある患者以外は「自宅療養を基本とし，家庭内感

染の恐れや自宅療養ができない事情等がある場合に宿泊療養を活用するこ

と」を通達した４。これを中等症以下の患者の医療切り捨てと受け取った

野党などから大きな懸念が表明されたように，ここに至って「自宅療養」

はもはや必要な医療が欠乏した状態で見捨てられるも同然の仕打ちである

との認識が一般に広まった。

現実には入院したくても（させたくても）病床不足で不可能であるため

やむなく「宿泊療養」あるいは「自宅療養」となったケースは，「第５波」

以前にも多く発生している。切実に医療的ケアを必要とするようなケース

で，自らの「療養」を他者への感染防止行動（self-isolation）と位置づけ

る患者は少ないだろう。感染症法上の「療養」が，実質的には私権制限を

ともなう isolationを趣旨とするものであるにもかかわらず，原義からず

れた意味で用いられていることや，症状の軽重によって「療養」の内実が

大きく変容しうることが社会的な混乱を招いている。

２ 感染症法の改正と「隔離」概念

（１）法改正の要諦

COVID―１９流行にともなって２０２１年２月に感染症法が改正されたが，本

稿と関わって重要な改正点は三つある。第一に，quarantineに関すること

として，「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」，

つまり濃厚接触者に対し，潜伏期間に該当する期間は外出しないように求

めること（「自宅待機」（quarantine））が明記されたことである（感染症

法第４４条の３第１項，第５０条の２第１項）。ただこのことは「宿泊療養・

自宅療養」の項目に埋もれており，ほとんど注目されていないように思わ

れる。

第二に，isolationに関することとして，これまで政令による運用で行わ
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れてきた「宿泊療養」や「自宅療養」が，法に位置づけられたことである

（感染症法第４４条の３第２項，第５０条の２第２項）５。その基準は，先述の

ように別途施行規則で規定されている。他方で「入院」勧告・措置の対象

となるのは，�重篤化のおそれがある者（６５歳以上，基礎疾患有，妊婦，

中等症以上の者など）でありこれまでの政令の基準と同じであるが，これ

に�「宿泊療養・自宅療養の協力の求めに応じない者」を新たに加えた。

つまり self-isolationに応じない者は軽症・中等症以上かどうかの症状にか

かわらず「入院勧告・措置」の対象になるということであり，ここにはそ

の行動によって周囲に感染させるおそれのある者を強制入院させるという

意味が生じている。

第三に，いわゆる「罰則」が設けられたが，その対象は二種類ある。一

つが入院先から逃げた場合，もしくは正当な理由がなく入院勧告に応じな

い場合で，「５０万円以下の過料」に処すこととされた。そしてもう一つが，

積極的疫学調査への協力命令に応じない場合であり，これを「３０万円以下

の科料」に処するというものである。

以上のような法改正を経ても，感染症法には依然として「隔離」（quaran-

tine／isolation）という概念は用いられておらず，また実質的な隔離（isola-

tion）である「入院」措置や「療養」を罹患者に対して求める局面におい

ての強制力（罰則）も各段に強化されたとはいえない。重篤化のおそれが

ある者と自主隔離への「協力の求め」に従わない者が，フラットに並べら

れて「入院」措置の対象とされていることは，医療的基準と公衆衛生的基

準の交錯という点においては奇妙でさえある。

またこの法改正では，「療養」という，それ自体感染症を予防する行為

としての意味をともなわない概念が法に位置づけられたことも注目される。

罰則を導入したとはいえ，有効な治療法と予防法がない感染症への対策の

根幹であり続けている「隔離」を正面から取り扱うことを，この法が回避

し続けていることには変わりがないのである。
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（２）「隔離」と「療養」――それぞれの主語

改正感染症法の下で，COVID―１９の患者を「入院」措置（isolate）の対

象とするとき，その主語は《行政》である。それに対して「療養する」（self-

isolate）主体は，「入院」措置の対象とならなかった《患者自身》である。

「隔離」と「療養」は，中身はどちらも isolationを目的としながら，その

主語を逆転させる単語であることが確認できる。そして，この二者を分か

つのは，�感染性の有無や強弱ではなく「医療的介入を必要とするか否か」

であり，� isolationが行われる空間が，病院か，自宅もしくはホテルかの

違いである。したがって，この区別は感染予防＝公衆衛生的観点からとい

うよりは，医療的観点からなされているといえる。これは，中等症～重症

の患者で「入院措置」を拒否する人は現実にはほぼいないであろうことか

らも明らかだろう。

しかし，この区分を近代日本の感染症対策の歴史的経緯に照らしてみれ

ば，そこに複雑な意味と経緯が存在していることに，改めて気づかされる。

上述のように，感染症法下の COVID―１９対策における日本の「隔離」概念

には，２つの特徴がある。それは，�isolationと quarantineの区別が曖昧

で，英単語の意味の線引きと一致していないこと。すなわち感染者の isola-

tionは隔離・入院と呼ばれるだけでなく，症状に応じてその場所が自宅や

ホテルだと，「療養」に変わる。他方で濃厚接触者の quarantineもしばし

ば「隔離」と表現されること。そして，�患者が医療を必要としているか

どうか・どこにいるかという基準によって，「隔離」の「療養」への言い

換えが起きること――である。

では，そもそも「療養する」とは，具体的には「どこで，何をする」こ

となのだろうか。医療行政の歴史上，「療養」とは，結核やハンセン病，

精神疾患などの慢性疾患の患者が，主に「療養所」と呼ばれる施設で，数ヵ

月～数十年単位の長期間にわたって行うものであった。一方，現在の

COVID―１９の場合には，行政の管理下で自宅やホテルなど，「隔離」を目
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的として作られたのではない場所に一時的に閉じこもって，急性感染症か

らの回復を待つことを意味している。ここには少なからぬ違いがあるが，

それでも実質的な isolationを「隔離」と言わずに「療養」と表現すると

いう点では共通している。結論から言えば，日本語におけるこのような「隔

離」と「療養」の表裏一体の関係は，近代以降の感染症対策の中で歴史的

に形成されたものである。以下では，その具体的な過程をコレラ，結核，

そしてハンセン病対策の経緯からたどってみたい。

３ コレラ対策における「隔離」の登場

「隔離」ということばの古い用例は，唐の詩人杜牧（８０３―８５３）の詩「阿

房宮賦」に阿房宮が「三百餘里を覆壓して天日を隔離し」とあり，阿房宮

が大地を覆い，高くそびえて日光を遮るという意である６。『日本書紀』（神

代上・第五段）では，天照大神と月読命が仲違いし，日と月が「一日一夜，

隔て離れて住みたまふ」ようになったという場面がある７。いずれも「へ

だてはなれる」という意味であって病気とは関係がなく，明治期にいたる

まで「隔離」は一般的な語彙とはいえない。

もちろん，古くから疫病の患者を他人から「隔て離す」処置は経験的に

行われてきた。医事法学者山崎佐は，８世紀の法律注釈書である『令義解』

に「悪疾」（この文脈では「白癩」≒ハンセン病を指すことで知られる）は

「能注染於傍人，故不可與人同床也」（よく傍人に伝染するから，同床して

はいけない）とあることを，「離隔」の例として挙げている８。もちろん

この『令義解』の記述は近代におけるハンセン病の「隔離政策」とは関係

のないものだが，これを「離隔」の例に挙げる山崎の念頭には，同時代的

なハンセン病対策としての「隔離」があったのかもしれない。

明治末期に開始されるハンセン病「隔離」政策より前に，「隔離」が公

衆衛生の用語となったのは，コレラ対策を通じてである。周知のように，
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近代日本の公衆衛生政策は明治前期の度重なるコレラ流行に直面する中で

成立していった。一連のコレラ対策法制の中で，１８８０年（明治１３）に「伝

染病予防規則」制定にともない達せられた「伝染病予防法心得書」には，

「消毒法大意」とならんで「隔離法大意」が提示された。

ここでの「隔離」とは「患者ヲ別室ニ移シ門戸ニ病名票ヲ貼付シテ外人

ニ表示シ或ハ之ヲ避病院ニ送致シ要用アル人ノ外務メテ交通ヲ断ツ等」の

技法を指しており，isolationの意味である。また一方では「患者ニ接近シ

タル看護人等モ亦他ノ健康人ト隔離セサルヲ得ス」とも述べており，こち

らは quarantineの意味となっている。「隔離」の対象は「病体死体其排泄

物等」で，生きた人間に限らない。加えて，コレラなど６種の急性感染症

への「隔離法」が個別に示された。これ以降，「隔離」の語は，おおむね

これと同じ二つの意味で，公衆衛生政策の中で使われるようになる。

このように「隔離」は，日本では急性感染症対策の初期段階から isolation

と quarantineの両方の意味を含意した衛生の技法を指し，それ単独で個

別の疾病への「政策」として存在しうるようなものではなかった。公衆衛

生政策の中でのこうした「隔離」の用法は，１８８７年から編纂された『法規

分類大全』が「衛生門」の一部を「疾疫予防・清潔及摂生・隔離及消毒・

検査・種痘・痳疹・黴毒検査」として整理したことに見られるように，明

治２０年代以降に定着していった。

４ 結核対策における「養生」から「療養」への転換

一方，「療養」の語の使用についてはどのような経緯があるだろうか。

日本語の「療養」の使用例をたどってみると，『吾妻鏡』（１４世紀初頭成立）

に「（佐々木盛綱が）則ち宿所に帰り（酒席で倒れた加藤景廉に）療養を

加う」（寿永元年（１１８２）６月７日）という，第三者に対して「療養」を

「加える」との用例がある９。近世以降も，患者に対して「療養」を「加
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える」という形の用例が多い。「療養する」という自動詞化された用法は，

近代以降に多く見られるようになったのではないかと思われる。

コレラ対策においては，１８８６年警視庁告示第９号「虎列剌患者自宅療養

ノ件」が家庭内での「隔離」の条件が整った状況下において自宅で過ごす

ことを，早くも「自宅療養」と称していることが注目される１０。ここでは

避病院への収容（隔離）に対置される自宅での適切な隔離という意味で「療

養」が使用されている。

結核やハンセン病に用いられた「療養」の語が翻訳語であった可能性に

ついては，結核はともかく，ハンセン病に関しては，recuperation等のヨ

ーロッパ言語の翻訳に割り当てられて使用されている例は見当たらない。

そもそも日本語の「療養（する）」と一対一で置き換え可能で，同じ意味

の概念としてこれほどの頻度で用いられる英単語は存在しないように思わ

れる。あえて表現すれば receive long-term treatment／careなどとなるだろ

うか。

そこで，ひとまず別の角度から「療養」について考えてみたい。長期間

の治療を念頭に置いた「療養」の語は，日本ではおそらく結核対策におい

て，ハンセン病に先行して使用された。１８７２年に刊行されたアメリカ人医

師ハルツホールンの医学書『内科摘要』（桑田衡平訳）には転地療法にあ

たる治療法が紹介されている１１。１８８７年，長与専斎が鎌倉由比ヶ浜に日本

で最初といわれる結核療養所「海浜院」を設立するが，その創立趣意書に

は，「海気療養」（海浜療養）の語がみられるという１２。

ヨーロッパでは，１８世紀末以降，結核の治療において新鮮な空気＝換気

（ventilation）が重視されるようになり，鉱泉地や山岳地，海浜が結核の「転

地療養」先として好まれた１３。ただし，日本語の「転地療養」に該当する

用語が先に欧米語に存在していたわけではなさそうである。英語では a

change of airもしくは climatotherapy（気候療法）が関連する概念である

だろうか。１８４３年にイギリス人のジョージ・ボディントンが先駆的な結核
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サナトリウム１４を建設し，さらにドイツ人のヘルマン・ブレーメルが１８５０

年代以降に空気療法（Luftkur）を中核としたサナトリウムでの結核治療

法を提唱し普及させた１５。明治期以降，日本でもこうしたヨーロッパでの

結核治療法をとりいれ，その際にこうした適地へと出かけるタイプの治療

法を指して「転地療養」という日本語独自の表現を用いて記述したのでは

ないかと思われる（が，現時点ではその正確な経緯を明らかにし得ない）。

「療養」に対応する語が不分明であるのとは対照的に，「療養所」は明ら

かに sanatorium／Heilstätteの翻訳語であろう。日本での「療養所」という

語の公的な使用例は，１９０９年の癩「療養所」の設立に先立つ１９０４年，内務

省令「肺結核予防ニ関スル件」に現れる。同省令は「地方長官の指定シタ

ル鉱泉場，海水浴場，転地療養所」における感染防止のための注意事項を

提示している１６。ここにもみられるように，結核の「療養」概念は，ある

段階までは「療養」することというより「転地」することの方に重点が置

かれていたようである。

青木純一は，１９０４年内務省令における「療養（所）」の語の使用が，そ

れ以前の結核治療書に多く見られた「養生」から「療養」概念への転換点

となったとみなしている１７。ただし日本で実際に結核の入院施設の名称を

「療養所」としたのは，内務省令に先立つ１９０２年，中村春次郎が七里ヶ浜

に設立した「恵風園療養所」が最初期の事例であると思われる。公立の「療

養所」としては，１９１４年の「肺結核療養所ノ設置及国庫補助ニ関スル法律」

を受けて，１９１７年に大阪市立刀根山療養所が日本最初の公立療養所として

開設された１８。

１９１９年に至って，大正８年法律第２６号「結核予防法」が制定され，地方

長官は結核患者にして「療養ノ途ナキモノ及予防上特ニ必要ト認ムルモノ」

を「結核療養所」に入所させることができることとされた。しかし実際に

公私立の療養所に入所できた者はきわめて限られていた。こうして結核の

「療養」は，「転地」と切り離され，医療的ケアを受けることを必ずしも前
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提としない，セルフケア的な意味合いが前景化した「自宅療養」へと，そ

れが行われる場を拡張していった。

１８８２年のコッホによる結核菌の同定により結核が感染症であることが確

定していく中で，１８世紀以来の結核の「（転地）療養」にも「隔離」とし

ての意義が加味されていった。しかし日本では結核予防法の段階になって

も「隔離」の概念は用いられず，症状ではなく「療養ノ途ナキモノ」とい

う，患者が自前で「療養」する上で必要な社会経済的条件を持たないこと

が公立療養所収容への基準とされた。この点において結核患者の収容は，

後述する１９０９～３１年段階のハンセン病者収容と同じ構造を持っていた。

以上のように２０世紀初頭を境に，結核を通じて「養生」に代わる「療養」

の概念が一般化し，またそれが行われる場が「療養所」として具現化され

ていった。このことが１９０７年以降の日本におけるハンセン病「療養（所）」

概念の前提となった。近代日本の身体・健康観において，「養生」から「衛

生」への転換が起きたことはつとに指摘されるところであるが１９，「養生」

から「療養」への転換もまた，先の青木の指摘とは別の意味で，用語の入

れ替わり以上の意義を持つ重要な変化として指摘できるだろう。

５ ハンセン病「隔離」概念の登場

ハンセン病について「隔離」という概念を使った議論が始まるのはいつ

頃からか。後藤昌文や荒井作ら，明治前期に私立のハンセン病病院を運営

した医師の療法書には，「隔離」ということばは出てこないし，それに該

当するような患者の処遇も想定されていない。しかし西洋医学教育を受け

たと思われる小林廣（医学士）は，「泰西医家」の論説をもとに執筆した

という１８８４年の『治癩新論』で，全国のハンセン病者を適当な島に「移転」

すればよいという，内容としては isolationに近い提案をしている２０。この

ように西洋医学におけるハンセン病「隔離」の発想が移入されるまで，日
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本ではハンセン病患者を物理的に他の人間と「隔て離す」発想自体が希薄

であった。

１８９７年にベルリンで第一回国際癩会議が開催され，日本からは土肥慶蔵

が参加した。ここでらい菌の発見者であるアルマウェル・ハンセンがノル

ウェーの「隔離」方式を提言し，それが各国の「隔離」の指針となったこ

とはよく知られている。そこでの「隔離」はおおむね isolieren/isolation

の語を用いて論じられているが，ハンセンは，家庭内での清
�

潔
�

が
�

保
�

て
�

る
�

場

合は家庭内での isolationでもよい，と述べていた２１。これは日本の「隔離」

の特徴を検討する上で重要なポイントである。

日本でハンセン病に関する本格的な医学論文が発表されるようになるの

は，この国際会議の３年後，１９００年に設立された日本皮膚科学会の学術誌

『皮膚科及泌尿器科雑誌』の創刊以降である。同誌の創刊号には，学会創

設者たる土肥慶蔵の「日本ノ癩病ニ就テ」という講演（１９０１年３月九州医

学会にて）が掲載されている２２。土肥はここで，国際会議の議論も紹介し

つつ，「癩病ノ予防」の方策として「離隔」を提言する。土肥は，ハンセ

ン病罹患の原因は伝染だけでなく，ハンセン病にかかりやすい「素因ノ遺

伝」の両方があると考えていた２３。それゆえに土肥は，患者を同居の家族

から遠ざけることだけでなく，子孫の「蕃殖」を絶つためにも「離隔」が

必要であり，特に貧困患者に対してはゆきとどいた施設での収容を行うべ

きだと述べる。すなわち土肥は，ハンセン病者の「離隔」という措置に，

感染防止だけではなく，患者の子孫を断つという目的を付け加えたのであ

る。ただし，これは当時の欧米医学界における知見を紹介する趣旨の演説

で，具体的な日本政府への政策提言を意図したものではなかった。

日本のハンセン病政策の中心人物のひとりとなる光田健輔が，当時の勤

務先の機関誌『東京市養育院月報』に「癩病離隔所設立の必要に就て」と

題した論説を発表したのは，１９０２年のことであった。光田は土肥のような

素因遺伝説は採らず，より単純な論理で伝染を予防するための「離隔所」
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の必要性を説いたが，この時点での光田が「離隔所」と呼ぶ場所は幅広く，

熊本や草津温泉などの患者集住地や，私立ハンセン病病院もそこに含まれ

ていた２４。しかし，光田は，ハンセンとは異なり，当初からいかなる患者

の自宅をも「離隔所／隔離所」とはみなさなかった。つまり，自宅では適

切な「隔離」は不可能であるというのが光田の一貫した立場であり，「隔

離」には自宅ではない場所の設定が必要だというのが，以後の日本のハン

セン病政策の基本理念となった。

６ ハンセン病「隔離」と「療養」の関係

１９０７年，明治４０年法律第１１号「癩予防ニ関スル件」法が成立し，実際に

全国５か所につくられたハンセン病「離隔所」はしかし，法律上，癩「療

養所」と呼ばれることになった。１９０９年，開設当初の各施設の名称は，全

生病院・北部保養院・外島保養院・第四区療養所・九州癩療養所である。

病院・保養院・療養所と，統一されていないこれら５施設を「療養所」と

総称した経緯は，史料上よくわからない。なぜこれを「隔離所」としなかっ

たのか。結核において登場しつつあった「療養所」を流用したのか，lepro-

sariumの翻訳語に当てたのかなどについては，現時点では不明である。

ともあれ先述の通り，日本語で感染症患者の「隔離」の目的で設定され

た場所を公的な文脈で「療養所」と称することは，１９０９年にハンセン病に

おいて（結核に先んじて）行われた。結核での用例が存在したとはいえ，

ハンセン病政策の文脈としては，ここでやや唐突に「療養」という概念が

登場したことになる。

日本のハンセン病における「隔離」は，ベルリン会議のハンセンの提言

からは最初からずれていた。ハンセン提言の趣旨は，「清潔を保てるだけ

の条件」を基準に，患者を施設に隔離するか在宅で隔離するかを決めれば

よい，そしてどちらも isolationとして意味がある，ということであった。
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経済力つまり「資力」と重なる部分もあるが，力点はあくまで「清潔」の

維持におかれていたので，やはり公衆衛生的観点からの isolationの提言

であったといえよう。

一方後述するように，１９０７年法においては，「療養ノ途」つまり「資力」

を有しない者（実質的には浮浪者）を「療養所」という施設に入所させ，

「資力」を有するとみなされたものは自宅で「療養」させることとなった。

このどちらもが「療養」であると表現されたのである。ここでは，ハンセ

ン提言の「清潔を保つ」という，本来重点が置かれていた公衆衛生上の観

点は捨象された。

以上をまとめると，日本のハンセン病政策は，他に感染させるおそれが

ある者を行政が「隔離する」という isolationの理念の核心部分を実行す

るのではなく，患者をそれぞれの場所で「療養させる」ものとして始まっ

たといえる。実質的にも１９０７年法下の収容は感染防止ではなくあくまで貧

困患者の救済として行われたため，この段階を「隔離（isolation）政策」

とは呼ぶのはやはり不適当である。

そして以下に述べるように，日本のハンセン病政策において，「隔離」は

一貫して法の外にあることばであり続けた。法の外ではハンセン病の「隔

離」は，もっぱら「療養所」への isolationを指し，自宅での isolationは

「自宅療養」と呼び分け，「隔離」には含まないこととされた。つまるとこ

ろ，日本語でのハンセン病「隔離」は isolationとは異なる意味内容をも

ち，「療養」の語にはそもそも isolationの要素は全くないにもかかわらず，

部分的に「隔離」の意味を代替することになったのである。これと同じ構

図が，現在の COVID―１９対応においても存在していることが見いだせる。

７ ハンセン病における「隔離」の内実の変遷

日本のハンセン病法制の下での政策は，一様にハンセン病「隔離」政策
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と呼ばれてきた。しかし，いずれの法律にも「隔離」という語はふくまれ

ていない。法律にハンセン病「隔離」の語があらわれるのは，２００１年に国

賠訴訟熊本地裁判決と国の控訴断念を受けて制定された「ハンセン病療養

所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」においてである。以下

では近年の研究成果に依拠し，三つの法律それぞれの段階において，「隔

離」の意味内容は大きく異なっていたことを確認しておきたい。

（１）１９０７年法（明治４０年法律第１１号「癩予防ニ関スル件」）

１９０７年法は，「療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキモノ」，すなわち経済的に

極めて困窮したハンセン病者のみを「療養所ニ入ラシメ之ヲ救護」するこ

とを趣旨とした。この枠組みは結核予防法に共通する。この条件に当ては

まらない大半のハンセン病者は，療養所以外の場所で自活することをむし

ろ強く求められていたし，病気の感染性は問題にされなかった。猪飼隆明

は，この法の制定過程と九州療養所における運用実態を包括的に検討し，

《この法がハンセン病の存在を「国辱」とする意識の下「隔離」政策の起

点となり，「隔離」の場である療養所は警察的取締りの下におかれた》と

いうハンセン病史の神話を覆した２５。実際には，この段階で「隔離」があっ

たとするならば，その中身は，住む場所を失った貧困病者の収容であった。

しかも扶養義務者が「資力」を回復した時点で病者を引き取ることが原則

とされ，長期間の収容はほとんど想定されていなかった２６。

（２）１９３１年法（昭和６年法律第５８号「癩予防法」）

入所に際して「病毒伝播ノ虞」，つまり病者の症状を基準とした１９３１年

法は，ハンセン病の「感染性」を理由とした患者収容に道を開いた２７。い

わば「感染者」の集団的な isolationがこの時期の療養所への「隔離」の

中身であった。入所者の属性は多様化し，長期入所者がふえ，療養所は病

者の《生活の場》そのものになった。病者は個々には自らの社会的諸関係
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から切り離（isolate）されたものの，松岡弘之が描き出すように，入所者

たちの「生きのびるための共同体」としての療養所自治は，病者同士の，

あるいは他の療養所の入所者との，そして社会とのつながりの中で模索さ

れた２８。一方，１９３０年代のハンセン病への国民的関心の高揚を，バーンズ

はハンセン病者の国民からの排除ではなくむしろ包摂と保護の過程であっ

たとみなし，１９３１年法下で患者に期待された「隔離」への自発性に着目し

た２９。

（３）１９５３年法（昭和２８年法律第２１４号「らい予防法」，１９９６年廃止）

戦後に日本国内の療養所でプロミンによる治療が始まって，ハンセン病

の「治癒」が現実のものとなり，軽快退所者が続出しつつあった時代に，

入所者たちの反対運動を押し切って１９５３年法が制定された。この法は，都

道府県知事が「らいを伝染させるおそれがある患者」の入所を命じること

ができるとした点において，１９３１年法の枠組みを受け継いでいた。

しかし，治療法の進展により多くの入所者がもはや「感染者」でなくなっ

た１９５０年代以降，比較的後遺症の軽い回復者の多くは退所し，外出などの

制限も徐々に形骸化していった。ハンセン病療養所は，退所せずにそこに

残った者たち自身が，「療養者」を名乗り，長い時間をかけて自らの生活

基盤を形成し，そこで生きる権利を獲得してきた「終の住処」となった。

患者運動が，法の存在を前提にして療養所での生活保障の充実に運動の力

点を置いたのは，１９５３年法が廃止されてしまうと療養所での生活基盤が失

われるおそれがあると認識されていたためである。

このように１９５３年法下で，「隔離」は，数十年をかけて quarantineはも

とより isolationでもない何ものかに変質していった。１９７０年代以降のハ

ンセン病療養所は，その実態からいえば，ハンセン病の後遺症やハンセン

病罹患がもたらした社会的な諸条件によって療養所外で生活することが困

難な高齢者が，介護や医療を受けながら日常生活を送る場である。１９９６年
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に１９５３年法が廃止され，２００８年に制定された平成２０年法律第８２号「ハンセ

ン病問題の解決の促進に関する法律」の下では，入所者に対して必要な「療

養」を行うものとし，療養所という場を地域に開いていくことが推進され

ている。

以上のように，日本のハンセン病「隔離」政策の中身は，時期によって

根本的な変化を遂げてきた。実態としては各段階で�貧困患者救済として

開始され，�感染症対策の性格を強め公衆衛生的政策へと転換し，�再び

社会福祉的対応へと変質したと整理できる。

一方で，政策側の導入したハンセン病「隔離」の概念は，戦後に（元）

患者の側から定義し直され，ハンセン病者のおかれた処遇の「不当性」を

表現し，それをはね返す力を持つことばとして，のちに広く社会に共有さ

れることとなった。これは患者運動の卓見であり，優れた戦術であった３０。

今日，ハンセン病イコール「隔離」という強い印象が社会的に広く認知さ

れているのは，患者運動の成果そのものであるといってもよい。しかし同

時に，このような「隔離」の内実の変化の過程を，「９０年にわたる隔離政

策」という定型文は覆い隠してきたともいえよう。ハンセン病における「隔

離」は，このように公衆衛生上の定義を大きく超えて，社会的条件に規定

されたきわめて多様な内実を有している。

おわりに

本稿では，日本独自の「隔離」概念と語法の特徴について，２点指摘し

た。� isolationと quarantineの区別が曖昧であること，�「隔離」を「療

養」と言い換えて主語を入れ替えるという特徴をもつこと――である。そ

して�はコレラ対策から，�は結核対策を前提としつつハンセン病対策に

おいて見られるようになった現象であることを明らかにした。この２点の
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特徴は，現在も医事法と公衆衛生政策の中で継続している。

「隔離」と「療養」の語法は，近代以降，本稿でとりあげたコレラ・結

核・ハンセン病以外にも，さまざまな感染症や精神疾患などへの対応とし

て用いられる中で歴史的に形成されてきたものであると考えられる。こう

した他の疾患対策との関係や，より広い社会的な文脈の中での位置づけを

明らかにすることは，今後の課題である。

「伝染病予防法」に代わって１９９９年に施行された「感染症法」は，その

前文に「過去にハンセン病，後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に

対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め，こ

れを教訓として今後に生かすことが必要である」とし，患者の人権尊重を

強調する。実際のところ，改正を経てもなお感染症法には強制力をともな

う「隔離」の概念が事実上存在していないが，この法がここまで極端に「隔

離」に対して慎重な建て付けになったのは，間違いなくハンセン病者「隔

離」の歴史への粛然たる反省が前提にあったからであろう。しかし，それ

は，ここまで述べてきたような「隔離」ということばが帯びた歴史性とそ

の中身への深い理解に基づくものなのだろうか。法から隔離の概念をなく

したからといって，隔離が必要なくなるわけでも，感染症患者への差別が

解消されるわけでもない。「隔離」とは，「療養」とは何なのか，その内実

を問い続けることは，引き続き感染症の歴史と現在にとって必要な課題で

あるように思われる。

付記１：本稿は，行論の必要上，拙稿「ハンセン病「隔離」とは何か」（『現代思想』４８

（７），２０２０年）の内容と若干重複する部分がある。

付記２：本稿の執筆において，飯島渉，諫早庸一，井上周平，梅原秀元，岡田祥平，畠

山禎，宮崎千穂の各氏（順不同）より貴重なご助言を賜った。記して感謝申し上げる。
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