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日本における感染症史研究の現状と展望

廣川和花（専修大学文学部教授）

はじめに

　2019年末以降のCOVID-19パンデミックを受けて、日本でも感染症の歴史研究がにわかに注
目を集めている。しかし日本の歴史学界において、医学史（history	of	medicine、ここでは医学・
医療・疾病に関する幅広い歴史研究を指している）は、国内に専門の研究機関や教育課程もほと
んど存在せず、非常にマイナーな分野であるため、現時点では研究者の数もわずかである。近年
にいたるまで、医師や医学者を中心とする伝統的な医学史の学会（日本医史学会）と、大学の人文
系学部に所属する研究者が中心となる歴史学の諸学会との間には、あまり交流もなかった。
　しかし研究者の数が少ないことには長所もある。日本の医学史研究者は、1990年代以降、それ
ぞれが対象とする時代や地域の垣根を取り払い、共同研究を推進し、若手研究者の育成をはかっ
てきた。本稿では、そのような日本の医学史の研究環境の中で教えを受けてきた研究者の一人と
して、近代日本の感染症史に焦点を絞って、日本での研究の現状と展望をまとめる。ただし筆者
の主な研究対象は近代日本のハンセン病をはじめとする感染症の社会史的研究と地域医療の近
代化のプロセスであり、本稿ではそれらを含む「医療の社会史」の展開を中心に述べる。日本にお
ける感染症史のhistoriographyを、現在の研究状況へ至る複数の経路として、できるだけ簡潔に
整理したい。
　「医療の社会史」研究の方法には、「垂直的アプローチ」と「水平的アプローチ」がある。「垂直的
アプローチ」とは、単一の疾病を対象とした歴史研究であり、「水平的アプローチ」とは、過去の社
会における広範な病気と健康の問題を検討する歴史研究のことをいう1。この枠組みにあてはめ
ると、個別の感染症流行を対象とした研究は主に「垂直的アプローチ」をとることになる。しかし
さまざまな感染症が重層的におりなす疫学的な構造をとらえ、感染症対策と密接に関係する公
衆衛生の歴史的展開を把握するためには、水平的かつ横断的なアプローチも重要となってくる。
本稿では、筆者の能力と研究状況による制約により、主に「垂直的アプローチ」の感染症史研究の
展開を考察するが、「水平的アプローチ」の研究も感染症流行の歴史を理解するうえで欠かせな
い基盤を形成していることはいうまでもない。

　　　　　　　　　　　　　　　
1		鈴木晃仁「治療の社会史的考察―滝野川健康調査（1938年）を中心に」川越修・鈴木晃仁編『分別される生命―20世
紀社会の医療戦略』法政大学出版局、2008年。
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1　日本における感染症史研究の展開

（1）戦前から戦後にかけて：「疾病史」から「病人史」へ

　日本の医学史研究は、戦前から、もっぱら医師や医学者たちによって叙述された2。戦前の冨士
川游（1865-1940）の『日本疾病史』（1912年）や山崎佐（1888-1967）の『日本疫史及防疫史』（1931年）
は、古代以来の日本列島における疫病流行を編年体で叙述し、現在も感染症史の重要な著作であ
り続けている。三木栄（1903-1992）は、1928年に京城帝国大学に職を得て、12世紀の『三国史記』な
どの文献から、朝鮮半島の医学史と感染症流行の歴史を『朝鮮医学史及疾病史』（1963年）などに
まとめた。
　冨士川の日本の疫病史は、古代以来日本列島に定着し人々の側もある程度免疫を獲得し
たendemicな疫病（風土病）としての天然痘・水痘・麻疹、前近代から列島各地に常在し時折
epidemicな疫病（流行病）としての様相を見せる腸チフスや赤痢、それとは対照的に近代化の中
で世界的なpandemicを背景に流行したコレラとスペイン風邪、という基本的な構図を提示す
る。いわば、個別の疾病を「垂直的アプローチ」で扱い、その集合体としての疾病史像を描いたの
である。ただし、ヨーロッパやユーラシア大陸の諸地域と比較すれば明白なように、日本列島の
疫病史の大きな特徴は、近代以前における「黒死病（ペスト）の不在」であったが、これを冨士川が
どの程度意識していたかはわからない。
　こうした戦前からの「医学者の医学史」に対し、1960～70年代には、医療行政や大学医学部のあ
り方に対して批判的な立場に立つ左派の社会医学者たちが医学史に参入したが、かれらも医学
あるいは大学医学部内部の人間であることに変わりはなかった。かれらは「医療の社会化」（医療
の幅広い階層への普及）に大きな価値を認め、医学者・医師の立場から、医療が農村や都市の貧民
層にまで行き渡らない現状を批判し、その理由を歴史に探った3。
　このような問題意識を持って近代日本の「医療の社会化」を論じた医師の一人に、川上武

（1925-2009）がいた。川上は『現代日本病人史』（1982年）や『戦後日本病人史』（2002年）で「病人史」
という概念を打ち出し、医療の恩恵を享受できない「被害者」としての「病人（患者）」を叙述の主
役に据えた。川上の「病人史」には、天然痘やコレラなどの急性感染症の患者に加えて、結核やハ
ンセン病など慢性感染症の患者も幅広く含まれており、その多くは貧しさゆえに病に苦しめら
れたと川上が見なした人々であった。川上は、こうした貧しい病人が被った「被害」の核心を、か
れらが十分な医療を享受できなかったことだけでなく、短期的にせよ長期的にせよ「不当な隔
離」の対象となったことに置いた。つまり急性感染症であれば「避病院」へ、慢性感染症であれば

「療養所」へと、国家権力によって強制的に「隔離」され、そこでしばしば患者として不当な扱いを
受けたということを重大視したのである。このような1980年代の川上「病人史」は、感染症史の焦

　　　　　　　　　　　　　　　
2	鈴木晃仁「医学史の過去・現在・未来」『科学史研究』269号、2014年。
3	前掲鈴木、2014年。
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点を「患者」の経験・被害に合わせたという点において、日本における「医療の社会史」研究のひと
つの始点となった。

（2）医学部の外部へ：西欧社会史とコレラ

　次に、別の経路からの日本における「医療の社会史」の導入過程を検討したい。日本の「医療の
社会史」研究が医学部の外部で本格的に展開し始めるのは1990年代のことである。ヨーロッパ近
代の社会史を専門とする見市雅俊らの研究グループは、日本でいち早く、コレラの世界的流行と
いう歴史的事象を、マクニールの疫病史4・アーノルドの植民地医学と帝国医療5・フーコーの「生
権力」論という三つの枠組みを用いながら、社会史的に分析した6。
　周知のように、マクニールの疫病史の枠組みでは、人類の定住化という条件下での農耕や牧畜
の開始とともに「開発原病」としての感染症や寄生虫病が生まれ、都市化と交易によってそうし
た感染症のいくつかがユーラシア大陸内で共有され、「疫学的な条件が均質化」されていく過程
が描かれる。そして15世紀末以降のヨーロッパとアメリカ大陸の間のコロンブス交換の一環と
しての感染症の交換によって「細菌による世界の統一」が成し遂げられ、さらに植民地化の進行
の中でコレラがグローバル化する（本稿ではこうした枠組みを指して「マクニール・モデル」とい
う）。これに加えて、アーノルドらはそうした疫病流行の中で、植民地医学や帝国医療が「身体の
植民地化」に重要な役割を果たすことを提示した。
　見市らの研究は、グローバルな疫病史の視点と、帝国医療・植民地医学の歴史的展開の過程を
世界史的背景として配置し、疫病の脅威にさらされたヨーロッパ都市社会における「身体の規律
化」の過程を描き出すという構造をもっていた。そこでは、医療の進歩史観への懐疑、すなわちコ
レラに対する当時の西洋医学の無力さや限界も強く打ち出されていた。
　このように日本において、マクニールやアーノルドの枠組みを前提に置いた本格的な「医療の
社会史」は、医学史の専門教育を受けた研究者ではなく、近代ヨーロッパの社会史研究者らのコ
レラ史研究によって始まった。日本国内で医学史を教えたり医学史研究者を養成したりする専
門機関は、医学部を含めてほとんど存在しなかった（その状況は今も変わっていない）以上、これ
は当然の成り行きであったかもしれない。
　そしてこの時点で、西洋史におけるコレラ研究とは全く異なる文脈においてなされ、別の経路
をたどっていた日本の日本史におけるコレラ研究が、見市らの研究に接続され、合流することと
なった。これについては後述したい。

　　　　　　　　　　　　　　　
4	ウィリアム・H・マクニール（佐々木昭夫訳）『疫病と世界史	上・下』中公文庫、2007年（原著：1975年）。
5		デイヴィッド・アーノルド（見市雅俊訳）『身体の植民地化―19世紀インドの国家医療と流行病』みすず書房、2019
年（原著：1993年）。

6		見市雅俊・高木勇夫・柿本昭人・南直人・川越修『青い恐怖　白い街―コレラ流行と近代ヨーロッパ』平凡社、1990
年。
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（3）アジア史・社会経済史と植民地医学・帝国医療

　西洋近代史におけるコレラ研究によって本格的に開始された日本における「医療の社会史」
は、グローバルな疫病史の視点を保ちながら、分析対象とする主な地域をアジアに移してさらに
発展した。そこはまさに、欧米諸国と日本による植民地化が進行する過程でマラリアをはじめと
する開発原病が発生する現場であり、支配のツールとしての植民地医学と帝国医療が実践され
る空間であった。見市らヨーロッパ社会史家と、脇村孝平・飯島渉らアジアと日本の社会経済史
の研究者を中心としたグループは、片方の手で開発を行い疫病の根本原因を作り出しながら、も
う片方の手で医療を提供するという植民地支配のマッチポンプ的な構造の問題性を提起し、植
民地支配における医療と公衆衛生の持つ意味の重大性を広く認識させた7。このグループによる
2001年の論文集は、研究対象地域の垣根を越えた日本の医療史の一つの到達点となった。
　本書のハイライトは、マラリア対策において、植民地インドにおけるイギリス側の医療・公衆
衛生的介入は「現地社会への不介入」によって特徴付けられるのに対し、日本統治下の台湾では、
現地住民社会への介入主義的・抑圧的特徴が見いだせることや、台湾統治の経験から得られた植
民地医学の学知が他地域での日本の植民地支配や沖縄開発の局面で活用されていくことを明ら
かにした部分であろう。すなわち「身体の植民地化」が時期や疾病の種類によって同じ地域でも
異なる様相を見せることや、植民地医学と帝国医療が日本の植民地支配においても地域を越え
て適用されうる有用なリソースであったことが鮮やかに可視化され、単にアーノルドのモデル
をアジアに敷衍したのではなく、アジアにおける植民地医学と帝国医療の独自の経路が存在し
たことを指し示したのである。

（4）歴史人口学と疫学的転換・健康転換

　次に日本の感染症史研究に大きな進展がみられたのは、2002年から2006年にかけて友部謙
一が組織した、慶應義塾大学の歴史人口学・社会経済史の研究者を中心とするプロジェクト8に
よって生み出された一連の研究においてであろう。その研究成果は多岐にわたり、『三田学会雑
誌』97巻4号（2005年）、99巻3号（2006年）などに多くの論文が発表された。
　このプロジェクトで研究対象となった感染症は、腸チフスや赤痢など常在型の水系感染症や、
ジフテリア・スペイン風邪・結核などの呼吸器系感染症などで、対象の時代と地域は日本近代に
集中していた。従来研究が少なかったこれらの感染症の個別研究が「垂直的アプローチ」によっ
て深められたことが、重要な成果である。後述するように、日本近代史では感染症史研究が明治
前期のコレラと明治末以降のハンセン病に偏重しており、それ以外の感染症の個別研究によっ
て疫病史の空白を埋めることには、日本の疫学的転換を描く上で大きな意義があった。「水平的
アプローチ」的な課題についても、乳児死亡や体格、生活水準などが取り組まれた。このプロジェ

　　　　　　　　　　　　　　　
7		見市雅俊・斎藤修・脇村孝平・飯島渉編『疾病・開発・帝国医療―アジアにおける病気と医療の歴史学』東京大学出
版会、2001年。

8		科学研究費補助金（学術創成研究費）「暦象オーサリング・ツールによる危機管理研究」（研究代表者：友部謙一）
［https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-14GS0120/］（2021年9月15日閲覧）
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クトでは、感染症に関する近代日本の基本的な統計がデータベース化され活用されたことも重
要である。
　これらの研究の成果を一言で表せば、日本の近世から近代における人口転換（demographic	
transition）・疫学的転換（epidemiological	 transition）・健康転換（health	transition）のプロセスの
解明への基礎作業がなされたことであるといえるだろう。周知の通り、オムランは人間集団の疾
病構造の転換による寿命延長を「悪疫と飢饉の時代（第一期）」から「感染症の広域的大流行減少
の時代（第二期）」を経て「慢性病・生活習慣病の時代（第三期）」に至る「疫学的転換」のプロセス
として描いた9。ライリーはこれを批判的に検討して修正を加え、「健康転換」の概念を提示した。

「健康転換」は地域によってそれが起こる時期や転換の要因が異なり、またその要因も医療や公
衆衛生だけでなく経済発展を基礎とした栄養や教育など複合的なものとしてとらえられる。日
本列島社会では、オムランの第一期から第三期への転換の過程において、どの段階でどのような
疫病がなぜ人々の死亡率や出生率に影響を与え、それがいかなる要因でやがて重大性を失って
いくのか。これを明らかにするためには、当然ながら後述するコレラやハンセン病だけを扱って
いては不十分であったのである。
　結果として、風土病化した急性感染症（天然痘）や襲来型急性感染症（コレラ・ペスト・スペイン
風邪）だけではなく、コレラが沈静化した後に都市化の負の側面（urban	penalty）の表れとして
重大性を増す常在型の急性感染症（腸チフス・赤痢）、そして前近代からそれぞれ異なる様相を
呈しながら存在していたが急性感染症対策（防疫）が一段落した後に「社会問題」として顕在化す
る慢性感染症（結核・ハンセン病・梅毒）への理解が進み、日本の疫学的変化の基本構造が徐々に
可視化された。こうした成果を前提に、その後の永島剛の研究では、上下水道のインフラ整備に
よって衛生環境を改革する「イギリス・モデル」だけがコレラや腸チフスなどの水系感染症克服
の唯一の経路ではなく、屎尿くみ取り業者などの伝統的な社会資本を利用した飲料水改善の試
みが日本である程度成功を収めていたこと、つまり日本独自の経路の存在も示唆されている10。

（5）課題

　以上のように、1990年代以降の日本における感染症史研究は、西洋社会史に始まり、次いでア
ジア社会経済史、そして歴史人口学の研究者が主導して切り開いてきた。現在活動している医学
史研究者の多くは、医学史の専門課程がほぼ存在しない日本の状況下で、こうしたプロジェクト
を通じて育成されてきたといってもよい。マクニール・モデルや植民地医学・帝国医療の枠組み、
そして疫学的転換・健康転換の理論が参照されたことで、日本の「医療の社会史」の水準は大きく
引き上げられた。
　ただ、日本以外の地域についても研究されてきたとはいえ、対象となる時代に関していえば近

　　　　　　　　　　　　　　　
9		Abdel	R.	Omran,	“The	epidemiologic	transition:	A	theory	of	the	epidemiology	of	population	change,”	The	
Milbank	Memorial	Fund	Quarterly,	Vol.	49,	No.	4,	Part	1	（1971）,	509-538.

10		永島剛「近代日本における疫学的変化と衛生政策の展開―近代化と東京の水系感染症」『歴史学研究』878号、
2011年。
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代に集中していることは否めない。ここまで言及してきた1990年代以降の日本の研究史は、基本
的にはマクニール・モデルでいうところの「コレラのグローバル化」以降の時期のみを対象とし
ている。世界とのつながりと断絶（とりわけ日本の場合にはいわゆる「鎖国」体制）の両方を前提
とした、日本列島社会の長期的な疫病の歴史像を描くには、それ以前の時代の実証的研究が圧倒
的に不足しているといわざるを得ない。
　日本でもマクニール・モデルを参照あるいは検証し、（政治的変革ではなく）感染症のもたらす
変容を用いて日本史の時代を区分しようとする歴史叙述が試みられているが11、さらに前近代
史研究の蓄積を増やし、マクニール・モデルに日本列島でみられたさまざまな感染症がどのよう
に組み込まれうるのか、あるいはそこに組み込まれない独自の様相を見せたのか、さらにはその
枠組み自体に見直しをせまるような事実を示しうるのか、といったことを今後明らかにしてゆ
かねばならないだろう。
　他方で14世紀以降の黒死病をはじめとする前近代の日本国外の感染症史の研究は、アナール
派社会史の成果が紹介されたり12、「文明論」の文脈で展開されたりした13ほかには、日本で独自
に行われることはそれほど多くなかった。またそうした黒死病研究では、グローバルな疫病史と
の接続や疫学的転換の観点などはあまり強く意識されていない。今後こうした研究が発展する
とすれば、それはもはやヨーロッパ史に止まるものではありえず、ユーラシア大陸全体の疫病史
を見据えた新たな研究が生まれてくることを期待したい。

2　種痘とコレラ：近世から近代へ

（1）「西洋医学の先駆け」としての近世種痘史像

　ここまで、1990年代以降の日本における「医療の社会史」の動向を中心に検討した。本章では、
必ずしも上述のような各種枠組みを用いずに行われてきた日本の感染症史研究の動向にも着
目したい。その場合に特筆すべき特徴を見いだせるのが、近世末から近代における天然痘とコレ
ラ、そして20世紀前半のハンセン病についての研究蓄積である。本章では、まず天然痘とコレラ
について述べたい。
　伝統的な医学者中心の医学史界では、天然痘・種痘に関する研究が多く蓄積されてきた。これ
は、天然痘そのものが長い間日本列島社会の代表的な風土病であり、身近な脅威として存在して
いたこと、また史料上他の疫病との区別が比較的容易であったこととも関係しているかもしれ
ない。
　ただし研究の関心は、疫病流行そのものの動態やその政治的・社会的影響ではなく、もっぱら

　　　　　　　　　　　　　　　
11		飯島渉『感染症と私たちの歴史・これから』清水書院、2018	年；本庄聡子「日本古代の疫病とマクニール・モデル」
『史林』103巻1号、2020年。

12		二宮宏之・樺山紘一・福井憲彦編『叢書・歴史を拓く―『アナール』論文選〈新版〉3　医と病い』藤原書店、2011年
（旧版：新評論、1984年）。

13	速水融・町田洋編『講座　文明と環境　第7巻　人口・疫病・災害』朝倉書店、1995年。
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種痘に関する知識と、痘苗（ワクチン）そのものの伝播のプロセスに限定されていた。さらに種痘
伝播の研究の多くは、近世段階で蘭方医学（西洋医学）が在来の日本医学に優っていたという価
値観を自明のものとしていた。その価値観の下では、種痘は西洋医学の先駆けであり、困難を伴
いながら種痘が日本にもたらされ拡散され、それによって非合理的で遅れた漢方医学が刷新さ
れていくという、進歩史観的な像が描かれた。蘭方医たちが種痘への妨害や無理解、資金不足な
どの困難を乗り越え、種痘の正しい知識と接種の普及につとめたという苦労話は、他の時代や地
域、そして他のワクチンについても共通して語られるサクセスストーリーであり、医師や医学者
にとっては「同じ側」に立って共感と感動を分かち合える歴史叙述の一類型であった。
　しかし、種痘「成功」の真の意味とは、種痘をただある地域に「到達させる（届ける）」という一過
性の行為そのものではなく、それをそれぞれの地域社会の中で確実に管理し植え継いでいくと
いう地味で着実な継続性にあったことはいうまでもない。にもかかわらず、医学者の種痘史は、
いつ・どこから・だれが伝えたのか、という伝播の瞬間的な事実のみを重視し、種痘の継続がどの
ようになされたのか、あるいはなされなかったのかということには目を向けない傾向があった。
さらに、一国史的な歴史叙述の中では、日本への種痘伝来の「遅さ」、すなわちジェンナーがイン
グランドで1798年に種痘を広め始めてから1849年に日本に種痘が到達するまで実に半世紀の歳
月を要したことについても、疑問を持たれることはなかった。
　実際には、江戸時代において幕府や藩などが種痘を含めた医療政策の推進主体となることは
ほとんどなく、種痘事業が民間の有志によって担われる状況下では、痘苗そのもの、および培養
基を兼ねていた未接種児童の管理の困難さなどから、種痘の普及は限定的なものに止まったと
みてよい。政府が種痘を公的に推進した明治期以降ですら、天然痘の大流行（epidemic）は何度
も起こっていることがその証左である。近年は、こうした従来の研究の問題点をふまえて、種痘
の「継続」に焦点を合わせた事例研究が少しずつ蓄積されている段階である。

（2）近世におけるコレラと種痘：共通する評価の枠組み

　種痘と同じような進歩史観に規定された歴史像は、近世のコレラ対応に関しても見て取るこ
とができる。コレラの世界的流行は、いわゆる「鎖国」下にあった明治維新以前の日本に、二度に
わたって波及した。伝統的な医学史の通説では、コレラという未知の疫病流行に際して、蘭方医
らが普及に努めた西洋医学のコレラ治療法が存在感を示し、西洋医学の権威を高めたと考えら
れてきた。しかし実態としては、蘭方医学によるコレラ治療法の普及は限定的で、地域における
実際のコレラ対応は伝統的な疫病対策や漢方医学の処方が中心であったことが明らかにされて
きている14。
　このように、江戸時代後期の種痘普及とコレラ対応という二つの「有効」な医療的対応が、徳川
幕府によって異端視され迫害されていた蘭方医学の地位を徐々に高めていき、明治維新後にお

　　　　　　　　　　　　　　　
14	海原亮「安政コレラ流行と蘭方医」歴史学研究会編『コロナの時代の歴史学』績文堂出版、2020年。
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ける西洋医学の全面採用に至った、という近代化の物語は見直されつつあるが15、その作業はま
だ始まったばかりである。このような近世史の研究状況に対して、近代以降の天然痘（種痘）とコ
レラについてはどのようなとらえ方がされてきたかを、次に見てみたい。

（3）コレラと近代化

　近代以降の日本史の中で、コレラとその対策としての西洋医学は、蘭方医学がコレラに対し
て過剰に英雄的かつ有効なものとして描かれたのとは対照的な形で取り上げられることになっ
た。日本の戦後歴史学におけるコレラの研究史は比較的古く、1960年代には「コレラ騒動（騒擾・
一揆）」が「騒擾史」のバリエーションの一つとして研究対象となった16。コレラ騒動とは、明治前
期のコレラ流行時における官憲による強権的な取り締まりや強制的な消毒・隔離措置などに対
して、民衆が起こした打ちこわしや警官の襲撃などの騒動を指す。
　1960～70年代にかけての騒擾史や民衆史研究の隆盛の中では、近代史のみならず前近代史に
おける一揆や騒擾への関心は高かった。そうした研究状況の中で、コレラの流行動態そのものや
流行が政治・経済・社会に及ぼす様々な影響などではなく、その中のごく一部分にすぎない「コレ
ラ騒動」という現象のみが関心を呼び、自由民権運動や新政府反対一揆などの抵抗運動などと同
じようなカテゴリに入れられて研究対象とされたのである。そこには当時の社会運動や学生運
動などにおける民衆VS国家権力の図式が反映されており、「騒動を起こす民衆」に対する共感や
連帯すら存在していた。そしてそこでは、西洋医学と公衆衛生はもはや民衆の「敵」であり、民衆
を弾圧する道具として描かれた。
　1980年代には都市社会史が盛んになり、コレラやペストなどの感染症対策の開始が被差別部
落や都市下層民への危険視を強め、差別や排除を強化したことが注目されるようになった。こう
した研究は、当初は背景としてのグローバルなコレラ流行の歴史的意義を意識して展開された
わけではなく、むしろ被差別部落史の研究が細分化する中で生まれてきたと思われる。しかしこ
れが先に述べたように、見市らヨーロッパ都市社会史のコレラ史研究者たちによって「発見」さ
れ、その文脈と関心に接続されることとなったのである。
　かくして1990年代後半以降には、日本近代史におけるコレラ史研究にもフーコーの理論的枠
組みの影響が強く及ぶことになった。また同時に、歴史学における国民国家論への関心の高まり
も作用して、コレラ流行は、いわば日本史版の「衛生による国民化」や「身体の規律化」を論じる格
好の素材となった。そうした研究の中では、コレラという新奇な病の流行に直面した人々が、伝
統的な「疱瘡送り」（疱瘡神を村境へ送り出す祭礼）の慣習を転用した「コレラ送り」の儀式を行っ
たり、祈祷やまじないなどの迷信にすがったりする現象は、明治政府が導入した西洋医学や「衛
生」の技法によって駆逐されていった――つまり古くて非合理的な民俗が、新しく合理的な科学

　　　　　　　　　　　　　　　
15	海原亮「日本近世における疫病流行と医療環境」『歴史学研究』1003号、2020年。
16		以下のコレラの研究史について、詳細は二谷智子｢伝染病の侵入と防疫｣（石井寛治・原朗・武田晴人編『日本経済

史1	幕末維新期』東京大学出版会、2000年）を参照。
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の前に敗れ去る運命にあったという図式で描かれた。一見近世史のコレラ研究と同じ図式のよ
うに見えるが、近代史のコレラ研究は明らかに敗れ去る民俗や伝統のほうにシンパシーと哀惜
の念を抱いていた。
　こうした1960年代から90年代にかけての研究動向に対しては、二谷智子によって根本的な批
判が加えられている。すなわち、騒擾史・民衆史研究におけるコレラ史への関心の中核は、官憲の
取り締まりや西洋医学への反発心から「騒動を起こす民衆」であったのに対して、都市社会史や
国民国家論でのそれは、政府の防疫対策や文明化の規範に従う「騒動を起こさない民衆」へと遷
移したものであって、どちらの研究も、結局は民衆が騒動を起こすか起こさないかということだ
けにとらわれているというのである。騒動を起こさなかった圧倒的多数の人々は、果たしてそれ
まですがっていた伝統的な習俗や迷信を捨てて、唯々諾々と近代的な衛生規範や西洋医学に馴
致されただけだったのだろうか。そのような問題意識から、二谷は富山県内の日本海沿岸地域の
有力者である宮林家の当主が、コレラ流行時に取った船の検疫や消毒薬の配布などの行動に着
目し、その行動と伝統的な地域社会における危機対応との間の「連続性」を引き出すことに成功
している17。
　もう一つコレラに関連して、「貧困」と感染症流行の関連についての論点を指摘しておきたい。
先に述べたような都市社会史は、近代日本のコレラやペスト流行を貧困と結びつけ、貧しい患者
を、病原体のというよりも差別や排除の「被害者」として描く傾向があった。その点では、先に言
及した川上武の「病人史」とも共通する価値観を有していた。罹患と貧困・差別との関連づけは、
感染症史を語るときのひとつのポピュラーな類型化であり、また実際にその関連が強く認めら
れる局面は存在する。しかし、永島剛の研究によれば、コレラが沈静化した段階である1912年以
降の東京市の腸チフス流行では、市東部のいわゆる下町地域より、むしろ富裕層の多く住む西北
部の山の手地域の罹患率が高かった。その原因は、天然の井戸に恵まれていた後者よりも前者で
上水道の整備が先行し、上下水が混ざり合うリスクがいち早く低減されたことにあったことが
示唆されている18。この事例は、感染症流行のパターンは複合的な要因によって決定されるもの
であり、必ずしも貧困のみが罹患リスクを増大させるわけではないことに注意を促している。

（4）課題

　種痘・コレラを中心とした明治前期の感染症史研究の課題は多々あるが、本章で述べたことに
関連していくつか指摘したい。まず、近代以降の天然痘流行および種痘の普及についての研究が
不足していることである。天然痘は長い間、ワクチンで予防可能なほぼ唯一の感染症であったこ
とから、その流行と対策の関係を歴史的に検討する価値がある。しかし日本の研究は前近代の種
痘伝来に集中し、近代以降における具体的な普及の過程とその影響は明らかにされていない。種

　　　　　　　　　　　　　　　
17		二谷智子「1897年コレラ流行時の有力船主による防疫活動―宮林彦九郎家の事例」『社会経済史学』75巻3号、

2009年。
18		永島剛「感染症統計にみる都市の生活環境―大正期東京の腸チフスを事例として」『三田学会雑誌』97巻4号、

2005年。
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痘とコレラ対策が、西洋医学の勝利もしくは優位という形で語られていた前近代に対して、近代
以降の歴史研究では一転して種痘への関心は薄れ、西洋医学に基づくコレラ対策は批判の対象
となる。このねじれを、今一度整理しなければならない。
　もう一つは、「ペストの不在」が、コレラを迎え撃つ日本にどのような疫学的状況をもたらして
いたのかという問いである。マクニール・モデルでは、ユーラシア大陸における「疫学的な条件の
均質化」において重要な位置を占めるのは、ペストの第一次・第二次流行である。ヨーロッパの近
代的な公衆衛生を準備したものが黒死病（第二次ペスト流行）であったのに対し、日本はそれを
経験することなくコレラ流行に直面し、西洋医学を導入して近代的な公衆衛生を構築すること
になった。今後は、「ペストの不在」という日本の疫学的な特徴をもふまえたコレラ史・公衆衛生
史研究の統合的な叙述が必要になるだろう。
　黒死病に関しては、文献史学と自然人類学の双方の成果から、マクニール説には修正がせま
られている。マクニールは黒死病の最初の痕跡を1331年の中国河北の疫病の記録に見いだして
いたが、その後の文献史学研究ではこの時代の中国に広範な黒死病流行を示す歴史資料は存在
しないことが指摘された。さらに、ペスト菌のゲノム解析により、黒死病の起源は中国西部のチ
ベット高原北東部青海地方に求められる可能性が高いとして、この地域からの黒死病の拡大に
は、ペスト菌を保菌するノミの宿主である齧歯類の生態環境を大きく変える気候変動が影響し
ていたとする仮説も主張されている19。こうした日進月歩の勢いで進展する自然人類学の知見
は、日本のみならず、中国と朝鮮半島を含む東アジアにとっての黒死病の位置づけ（そもそも東
アジア各地域が黒死病を経験したのか否かも含めて）の再検討を迫っている。それはより広い意
味で、東アジア近代がいかなる「疫病の遺産」（epidemiological	heritage）をもってコレラや第三
次ペスト流行を迎えたのかということにもかかわってくるのではないだろうか20。
　具体的な論点のひとつとしては、19世紀東アジアにおけるコレラ対策としての検疫と国際関
係に、「ペストの不在」がどのような影響を与えたかという議論がある。「ペストの不在」の結果と
して、19世紀後半段階の東アジアには検疫制度が実質的に存在せず、コレラ流行に際しての検疫
制度の導入はこれらの国々にとって国家主権に直結する問題であった21。この論点は、第3セッ
ションの議論をふまえてさらに深められることを期待したい。

3　ハンセン病：差別の被害者から病を生きる主体へ

（1）日本の研究史

　先述したように、コレラに並んで日本で研究の蓄積が多い疾病は、20世紀前半のハンセン病で

　　　　　　　　　　　　　　　
19	諫早庸一「13－14世紀アフロ・ユーラシアにおけるペストの道」『現代思想』48巻7号、2020年。
20		第三次ペスト流行については、永島剛・市川智生・飯島渉編『衛生と近代　ペスト流行にみる東アジアの統治・医

療・社会』法政大学出版局、2017年を参照。
21		脇村孝平「東アジアの疫病・衛生史の一断面―検疫制度と国際関係（19世紀後半と戦間期）」和田春樹ほか編『岩

波講座東アジア近現代通史　別巻　アジア研究の来歴と展望』岩波書店、2011年。



68 | 第 1 セッション「伝染病と歴史、文明の転換」

ある。しかし日本におけるハンセン病の歴史とその研究は、ここまでに言及した天然痘（種痘）・
コレラ・ペスト・マラリアのいずれとも異なる位相にある。本稿では最後にハンセン病を取り上
げ、歴史研究と現在に残された課題との関係の複雑さを論じたい。
　日本のハンセン病史研究は、中世身分社会においてハンセン病者が最も差別された存在とし
て特異な位置を占めたことが注目され、中世史で先行したが、近代以降のハンセン病史研究が本
格的に進展したのは1990年代以降のことである。それ以前のハンセン病史は、基本的に誰からも
顧みられない病者を救済した医療関係者や社会事業運営者を主体とし、その労苦を「顕彰」する
視点から描かれていた。
　これに対し、患者運動の中で蓄積されたハンセン病患者・元患者ら自身の歴史叙述に影響を受
け、1980年代に川上武が提起した「病人史」は、先述したようにハンセン病患者を差別と不当な隔
離政策の「被害者」として描いた。1990年代に、藤野豊はこうしたとらえ方をさらに前面に押し出
し、20世紀前半の日本のハンセン病政策をファシズム期の医療として「糾弾」する歴史像を提示
した22。これが日本近代史研究全体にハンセン病問題の歴史的な重要性を認識させ、それ以降の
ハンセン病史像を決定的に刷新することとなった。のみならず、1998年にハンセン病療養所の元
患者が起こした国家賠償請求訴訟でも、歴史研究の成果は隔離政策の被害を明らかにする上で
重要な役割を果たした。それはいわば歴史学が現実を変革する力を持った希有な瞬間であった。
このような経緯から、日本のハンセン病問題は歴史研究や感染症史研究というよりむしろ人権
問題の主要なカテゴリとして社会的に認識されるようになったが、研究レベルでは近年、近代日
本のハンセン病史を明治末期に開始される国家政策に先立つ近世身分制解体と医療の施設化の
長期的な過程に位置づけたり23、患者を「被害者」ではなく病んだ身体を生きる主体としてとら
え直し、その集合的実践としての「自治」に光を当てる視点24が提示されている。

（2）世界史的文脈と課題

　マクニールはハンセン病がヨーロッパにおいて黒死病流行の後に急激に減少したことに注目
して、これを黒死病の後にヨーロッパで急拡大した結核との交差免疫の獲得と、毛織物の普及に
よる皮膚接触の機会減少などによって説明しようとしている。しかしこの仮説は、ヨーロッパ以
外の地域でハンセン病が近代に至るまで定着し続けていたことを何も説明していない。2000年代
以降は、古人骨から検出したらい菌のゲノム解析によってハンセン病の伝播ルートや遺伝的多様
性の一端が明らかにされつつあるが、具体的な疫病流行の消長をとらえるには至っていない25。

　　　　　　　　　　　　　　　
22	藤野豊『日本ファシズムと医療―ハンセン病をめぐる実証的研究』岩波書店、1993年。
23		廣川和花「ハンセン病者の社会史―日本の〈近代化〉の中で―」秋田茂・脇村孝平編『人口と健康の世界史』ミネル

ヴァ書房、2020年。
24	松岡弘之『ハンセン病療養所と自治の歴史』みすず書房、2020年。
25		Marc	Monot	et	al.,	“On	the	Origin	of	Leprosy,”	Science,	CCCVIII	（2005）,	1040-1042;	Verena	J.	Schuenemann	

et	al.,	“Ancient	genomes	reveal	a	high	diversity	of	Mycobacterium	 leprae	 in	medieval	Europe,”	PLoS	
Pathogens,	14:5	（2018）,	e1006997	 ;	Samuel	Mark,	“The	Origin	and	Spread	of	Leprosy:	Historical,	Skeletal,	
and	Molecular	Data,”	Journal	of	Interdisciplinary	History,	XLIX:3	（2019）,	367-395.
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　ハンセン病をグローバルな文脈でとらえるのに適した枠組みは、マクニールの仮説ではなく、
植民地医学と帝国医療であった。英語圏の研究は、ヨーロッパ人が自分たちにとって現実味のな
い聖書の中の病であったハンセン病を植民地の非白人種の身体に再発見し、有効な治療法のな
い中で「隔離」というハンセン病対策のモデルを構築していったことを明らかにした26。
　歴史上古くからハンセン病者の存在が確認され、身分制社会の枠組み内で病者を包摂する社
会モデルで対応してきた日本でも、20世紀初頭にこうした国家－隔離モデルを導入していくこ
とになる。ただし欧米各国にとってのハンセン病は、黒死病流行後長きにわたって国内に存在し
ない「植民地の病」であり、隔離・救済されるのは植民地の住民であった。つまりハンセン病は、欧
米視点では明らかに植民地医学・帝国医療の対象であった。
　これに対し、日本にとってのハンセン病は、まさに国内問題であった。近代日本のハンセン病
問題の特異さはここにあった。日本政府はまず国内で日本人患者に対する隔離モデルを成立さ
せ、次いで欧米の宣教師らによるハンセン病者救済が先行していた朝鮮や台湾にそれを適用し
ようとしたのである。朝鮮では1916年、台湾では1930年に、総督府によってハンセン病療養所が
設立された。つまり基本的な構造は、欧米各国にとっての植民地医学のスタンダードを受容し、
日本国内である程度実践したのちに、今度はそれを植民地で帝国医療として適用しようとした
ということになる。これは、日本がマラリアに関して台湾での経験を沖縄に転用した経緯とは異
なる植民地医学・帝国医療のパターンであった。それゆえにこそ、日本の植民地におけるハンセ
ン病政策は、結果として日本国内と類似した形で旧植民地にも問題を残すことになったのであ
る。
　先述したハンセン病国家賠償請求訴訟は、台湾や韓国におけるハンセン病問題とその起点と
しての日本による植民地ハンセン病政策の歴史が再認識される契機ともなった。近代における
東アジアのハンセン病史を重層的な植民地医学・帝国医療の問題として総体的にとらえた議論
はまだ出てきていないと思われるが、今後の共同研究等に期待したい。

おわりに

　本稿では、日本における近年の感染症史研究が、フーコー、マクニール・モデル、植民地医学と
帝国医療、疫学的転換・健康転換などの枠組みを導入しつつ切り拓かれてきた過程を述べてき
た。それによって近代史上の個別の感染症の理解が深められ、西洋史のコレラ、アジア史のマラ
リア、日本の都市衛生環境などで成果が生まれた。他方で、そうしたグローバルな枠組みとは異
なる位置で、日本国内の感染症史については、個々の感染症が進歩史観モデル（近世のコレラと
天然痘）、「騒擾史」（コレラ）、「病人史」・被害者史観（ハンセン病）などのドメスティックな枠組み
の中でとらえられ、またそれが見直されつつあるといった独自の展開をしてきた研究の系譜も

　　　　　　　　　　　　　　　
26		Rod	Edmond,	Leprosy	and	Empire:	A	Medical	and	Cultural	History,	Cambridge	University	Press	（2006）;	Angela	

Ki	Che	Leung,	Leprosy	in	China:	A	History,	Columbia	University	Press	（2008）.
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あることを述べた。
　疾病ごとに独自の研究史の文脈が存在しているため、全体をまとめることは困難であるが、近
年日本での注目すべき研究動向としては、グローバルな理論的枠組みを前提とした研究とドメ
スティックな研究史の中で行われてきた研究の両方に共通して言えることがある。それは、明治
維新以後に急速に西洋医学と公衆衛生を導入した日本医学の歴史において自明のものとされて
きた、近世・近代の「断絶」ではなく「連続」の面、そして感染症対策における日本独自の経路が注
目されるようになってきているという点である27。本稿で言及したことでいえば、コレラへの地
域社会の伝統的対応、ペストの不在を前提にした検疫体制の構築、近世身分制解体の長期的帰結
としてのハンセン病政策、伝統的対処法を利用した都市の水質改善などがこれに該当する。
　COVID-19パンデミックによって過去の感染症にも関心が集まり、歴史の中に何らかのヒン
トを見いだしたいという社会的欲求は高まっている。この経験が感染症史への異分野からの研
究者や若手研究者の参入を促すことはあるかもしれない。しかし東日本大震災のときに起きた
のと同様にこの分野の研究者のポストが増やされたり、研究者養成のコースが新設されたりと
いうような変化は起きないだろうと筆者は現時点では考えている。こうした現実をふまえて、歴
史学や歴史教育、そしてより広い一般社会へと、さまざまなチャネルを通して感染症史研究の面
白さを伝えていくことを目指したい。そして本報告で課題として挙げた諸点からも明らかなよ
うに、感染症史は、歴史学の中でもとりわけ一国史の枠組みを超えた検討を必要とする領域であ
る。報告者には国際的な共同研究を組織するような能力はないが、今後、日韓をふくめたそのよ
うな機会があれば、何らかの形で貢献することができればと考えている。

　　　　　　　　　　　　　　　
27		脇村孝平「医療・公衆衛生システム―近現代日本における起源をめぐって」社会経済史学会編『社会経済史学の

課題と展望』有斐閣、2012年。
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