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  ※ 本稿は、2009年6月11日・12日に開催された「東亞近代漢生病政策與醫療人権國際學術研討会」（於：國立臺灣師範大學）における報告原稿に加筆・
修正したものである。

（1） 本論では、文章構成上および歴史的状況を示すため、樂生療養院、樂生院や樂生等いくつかの表現を使用する。

（2） 以下、本論では4つの用語で樂生療養院入所者が罹った病気を表現する。よく使われる「痳瘋病」と医学研究や衛生署など正式書類に使われる「癩」もしくは「らい
病」。そして、台湾語発音の「苔疙病（タイコペエンと読む。“汚い”の意）」。らい菌を発見したハンセン博士の名前が使われる国際医学用語の「ハンセン病」、である。

（3） 潘佩君,2004,「醫療文化的珍貴資產―新莊市署立樂生療養院」（『文化視窗』70）。

1. 樂生療養院の歴史および移転政策の概要
　台湾のハンセン病療養所である樂生療養院の建造物
保存運動が一種の社会運動であるなら、この保存運動
の核心的な意義は入所者がいかに自分自身の社会的位
置（「公民身分」）を再認識したかにあると考えられる。
そのため、この考察にあたり、我 は々まず樂生療養院の
歴史、および樂生院と国家との関係を知っておく必要が
あろう。それによって初めて、入所者が自分と国家との
関係をどのように認識してきたか、すなわち自分の社会
的存在（「公民」）としての再認識過程を理解できる。
　樂生療養院（1）の前身は「台湾総督府癩病療養院樂
生院」であり、台湾総督府が慢性伝染病「ハンセン病」
（2）の療養機関として台北州新荘郡新荘街頂坡角（現
地）に設置した施設である。1930年10月に竣工した樂
生院は、同年12月から患者を収容しはじめた。1934年
10月、日本政府は「癩予防施行規則」を台湾に施行し、
国家が法のもとに癩病患者を隔離する根拠にした。以
来総督府は、患者を発見すると、一様に同院に強制的
に収容した。日本統治時代に建てられた病舎や事務本
館等の建造物は、当時の総督府が同時代の公衆衛生
政策の下にハンセン病患者を強制的に隔離収容してき
た歴史を物語っている。樂生院は「日本統治時代、総
督府が行っていた伝染病予防政策の一環であるだけで
なく、植民地統治の産物そのもの」である。

　1945年、第二次世界大戦終了後、台湾に撤退してき
た国民党政府は、同年12月、樂生院を「台湾省立樂生
療養院」と名称変更し、頼尚和博士が院長代行に就任
した。しかし「癩予防施行規則」の隔離措置は随伴し
てなくなったわけではなく、1962年まで継続的に実施

された。1965年の入所者は1,118名にも達した。1990年
代以降は新発生患者を入所させておらず、1998年に行
われた行政機構の再編により、翌1999年樂生院は行
政院衛生署の管轄下に置かれることになった（3）。しか
し長年の隔離政策によって、1962年に隔離法が廃止さ
れてからも、一部の入所者は社会の偏見や樂生院への
依存のために樂生院を離れるすべもなく、樂生院を自
らの家として暮らしてきた。樂生療養院の約30ヘクター
ルの山腹には、今も約300人の患者が在住している。

　だが、入所者が終の棲家として住んできた樂生療
養院が、台北市の地下鉄MRT新荘線駐機場建設のた
めに行政措置により他所へ移転されることになり、入
所者は家を失うのではないかという不安状態に陥れら
れることになった。1990年代、台北市地下鉄の新荘‐
蘆洲線は、樂生療養院の敷地を地下鉄の車両機械保
守点検工場にする計画を立てた。2002年からは敷地
内の大半のエリアが掘削された。残り10数ヘクタール
のうち、入所者の住居には僅か3ヘクタールしか充てら
れず、一部の入所者は2年もの間仮設住宅へ移住を余
儀なくされた。2005年の行政院衛生署廻龍地区病院
の設立計画に合わせて、すべての入所者が、新たに建
てられた病院ビルに移住する予定となっている。
　地下鉄工事が開始した後、樂生療養院の行方が社会
の様 な々団体から注目され、それぞれ院内の自然の生態、
歴史、遺産、人権などの観点から樂生療養院の保存およ
び入所者の尊厳を確保する運動を展開してきた。その背
景には、入所者が積極的に自身の権利を守る運動に参
与してきた経緯があった。本論の発端は、その中で筆者
が学生として樂生院の保存活動に参加したことにある。
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2. 入所者の樂生院保存運動への参加契機
　らい患者は長期間樂生院に暮らしてきたため、入所
者特有の気質、社会関係、そして文化を形成してきた。
しかし、開院以来70年を経て入所者が作り上げてきた
安定した状態は、新たな試練、それも樂生院の全体を
揺るがすような試練に直面した。この試練は、樂生院の
外観や構造物の撤去、建て直し、日常生活の変化にと
どまらず、入所者の人間としての尊厳にまで及んだ。
　本節では、転居政策が入所者に与えた影響、すなわ
ち入所者が外来団体を通して行った社会への自己主
張、同時に外部から誘発された療養所内部への影響
すなわち入所者の社会化過程、そして入所者が外部か
らもたらされたさまざまな刺激を主体的に消化して新
たな様相を生み出したことについて触れていきたい。

（1）外来団体と社会資源の集中
　2002年から今日まで、樂生院の転居及び地下鉄
の施工で樂生院に入ってきた社会団体は相当数に
のぼる。そのうちの多くは入所者への関心を持っ
て関わった、個人を代表とする社会各界の人々であ
る。筆者は2004年の青年樂生連盟から参加した
ので、2004年の記録は主に青年樂生連盟の活動に
ついてである。2005年以降については、筆者は個人
的に各団体の活動を観察・検討してきたので、資料
もより多種にわたっている。以下、各団体の成立時
期、樂生院の動きへの参加時期、主要メンバー、そ
して各団体の消長および変化を追ってみる。

成立時期 団体 主なメンバー 要求・目標 樂生院の転居の動向、
主な地下鉄施工関連記事

2002年4月 新荘樂生老樹聯盟 新荘社会大学 樂生院樹木の調査および管
理

2002年7月、地下鉄工事正式
に始まる。2002年12月、新医
療ビル建設着工。

2003年年末 なし（個人参加） 翁随華（新荘文史工作会）、
陳林頌（北投文史工作室）、
范燕秋（台湾科技大学）

文化主管部門に樂生院遺産
審査会議の開催を陳情

2003年6月、地下鉄工事で1回
目の入所者転居

2004年2月〜9月 青年樂生聯盟（旧）成立 同上のメンバーの外、紀容達
（滬尾文史工作室）、廖秀
春（新荘社会大学）、長庚大
学・陽明大学・台湾大学等の
学生約30名

同上の内容の他、ハンセン病
の正しい認識の普及、回復者
の社会参加の拡大、樂生院
建造物の遺産指定に関する
署名運動

2004年9月以降 日本弁護団 日本弁護団 戦前からの入所者へのインタ
ビュー、日本東京地方裁判所
に戦前の台湾樂生院入所者
の人権侵害訴訟を提訴

2004年12月、弁護士団が台
湾樂生院および韓国小鹿島
病院の入所者が被った強制
隔離政策による被害について
の訴訟を日本東京地方裁判
所に提訴

2004年9月以降 台湾人権促進会（以下“台権
会”と略）

台権会 樂生院入所者の人権保護の政
府への請願・陳情、転居政策に
おける人権尊重を政府に陳情

2004年9月、地下鉄工事請負
業者、樂生院の樹木を秘密裡
に切断

2004年9月以降 青年樂生聯盟（新） 長 庚 大学医学部のメンバー
撤退。新たに城郷所（台湾大
学）、輔仁大学の黒水溝社学生
等が加入。その他の社団と個人
は支援団体となり、聯盟に入れ
なくなったので、純粋な学生団
体となった（人数は約15名）。

歴史的建造物等の遺産と地
下鉄の共存を中心に議論

2004年10月と12月、約30名の
入所者が行政院と立法院へ
の陳情に参加。2005年3月、
「樂生保存入所者自救会」
成立、入所者代表7名選出。9
月、自救会代表から会長と副
会長選出。

2004年11月 ハンセン病患者人権弁護士
団

台北市弁護士組合所属の約
10名の弁護士

入所者の住所所有権・居住
権を要求。戦後の入居者の人
権侵害調査、ハンセン病患者
の人権弁償法制定を主張

2005年2月から、個別に入所
者へのインタビュー。2005年
4月、板橋地方裁判所に転居
に関する仮処分を請願。

2005年6月から
7月

樂生院安置政策建議書討論
チーム

老人聯盟、障害者聯盟、自由
空間教育基金会、崔媽媽基
金会、台権会、ハンセン病患
者人権弁護士団等の代表者、
その他の個人約10名（筆者も
その一員）

院内（旧地域、仮設住宅と新
医療ビルを含む）のバリアフ
リー環境、入所者の日常生活
のニーズや転居希望の調査。
全入所者の将来にわたる住
居と安静環境対策建議書を
衛生署に提出。

2005年7月、樂生院の新医療
ビル竣工。8月、約161名の患
者、新ビルに転居。残る約80
名の入所者は移転を拒否。

＜表1＞外来団体の成立時期、主なメンバーと主張
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　上記の表が示すように、2002年から樂生院に
入ってきた団体は、少なくとも6つあり、樂生院の問
題に関心を寄せるこれらの団体の人数は、100人以
上にのぼった。だが、全ての人が長期的に参加した
わけではない。また一部の団体は、成立後の会員
の流動が激しいため、名称の変更はなくとも運営
状況は違っていた。後者の例として青年樂生聯盟
とハンセン病患者弁護士団が挙げられる。一方、
新荘樂生老樹聯盟や樂生院安置政策建議書討論
チームなどのように短期間の運動の後に解散してし
まう団体もあった。これらは全て樂生院のために
成立した組織や団体であるが、目標の達成後、あ
るいは団体の都合で目標が達成できないうちに解
散してしまった。実際に長期的に参加したのは、む
しろ個人的な参加者、例えば台湾科技大学の范燕
秋氏や滬尾文史工作室の紀容達氏等であった。台
湾人権促進会のように、既存の団体が持続的に樂
生院の問題への関心を維持してきた例もあった。

　以上のように、樂生院をめぐる問題の重要性は
人々の関心を呼び起こしたが、樂生院のために結
成された団体は内部の人事異動や解散、あるいは
長期的なエネルギーを必要とするために消耗するな
どした結果、今日のように青年樂生聯盟が樂生院
入所者の対外的スポークスマンの役割を担うように
なった。樂生院入所者の転居問題は相当な難題で
あり、時間的な制約もあって体力と時間とを同時に
必要とした。そのため2005年現在まで残っている
台権会、ハンセン病患者弁護士団および青年樂生
聯盟の三つの団体が2004年より樂生院の問題に係
わってから、常時メンバーの変更が起こっていた。

（2）生態、遺産、人権の要求、
　 および入所者の運動への参加
　こうした長期にわたる活動について入所者が公
に参加したのは、2004年8月末からである。それ以
前は、入所者はただ転居への不安を募らせるばか
りであった。入所者の運動への参加開始はすなわ
ち、入所者が自覚的に樂生院の問題を社会に訴
え、同時に外来の諸団体が様 な々要求を人権問題
として課題に組み込む時期ともなった。各団体の要
求の展開を振り返ると、樂生院の古木（「老樹」）

から建造物の保存に至るまでに2年かかり、さらに
1年を要する、つまり前後合わせて3年もの期間を経
て、ようやく入所者の人権問題への要求に焦点が当
てられることになった。入所者にとっては、あまりに
長い時間を待たされた思いであっただろう。

　2002年、現地に近い新荘社区大学は、樂生院
敷地内の生態系保護の視点から、「保護新荘老樹
樂生聯盟」を発起して樂生院内にある100本以上
の樹木を調査し、古木の「里親」募集までこぎ着
けたが、この運動は入所者や社会の共鳴を喚起で
きなかった。樹木の調査・保存運動が起きた理由
は、これらの樹木が近隣に暮らす人々の生活の一
部であり樂生院の空気を清浄に保ち環境も美化し
ていること、そして入所者が自ら植え、その思いが
込められた樹木も存在すると考えたことであった。
同聯盟はこうした認識から、調査と古木の保護運動
によって地下鉄工事にかかる樹木の移動を阻止しよ
うとしたが、2003年6月の工事開始と工事のための
第1回目の入所者の移転は止められなかった。
　その主たる理由は、入所者が短い期間に移転の
諾否を迫られてやむを得ず転居を受け入れたこと、
加えて古木の保護運動は入所者の住居移転自体
を問題の中心にしておらず、入所者の共鳴を呼ぶ
ことができなかったことである。こうして、樂生院
の樹木の「里親」募集事業が完成した後、「保護
新荘老樹樂生聯盟」は解散した。他方、公共交通
事業と都市建設を第一とする価値観のもと、地下
鉄と新医療ビルの建設工事が進められていった。
同時期、入所者の人権問題は「老樹」の背後に追
いやられていたのである。

　2003年末、外来団体の焦点はようやく、生態
系の保存から地下鉄工事と入所者の転居政策に
移った。台湾科技大学の范燕秋氏、北投生態文史
工作室の陳林頌氏と新荘文史工作会の翁随華氏
を中心とした樂生院の歴史遺産保存運動である。
彼らがその専門である歴史学等の経験と知識に基
づいて、専門家としての立場から樂生院の歴史や
建造物の価値を論じたことは、遺産保存の関連分
野から注目を集めた。しかし各政策の分析には多
岐にわたる専門知識が必要であり、例えば法令や
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行政手続などに関する資料の閲覧と分析は、小さ
な団体が政府と対話しようとする時に最も困難な
関門となった。従って情報の収集・分析能力と同時
にコミュニケーション能力を有することが、これら
外来の研究者や団体が樂生院の問題に取り組む
際の重要な要因となった。

　「樂生院」イコール「遺産」の言い方は、入所者
の立場に寄り添った考え方ではなく、外来団体が
持ち込んだ観点であり、研究者はその専門知識の
範疇において樂生院の状況を見ていた。入所者に
とっては、普段自分が「家」とみなす集落が、いきな
り外来者によって国家レベルの保護遺産に引き上
げられたことになる。このとき初めて、入所者は樂
生院の建造物の外来者にとっての重要性や、「樂
生院」の社会における価値を感じたかもしれない。
しかし、入所者の社会的な位置付け自体は、外来
団体の関心を引いていなかった。それに入所者と
樂生院の行政機関との親密さについても、「遺産」
保護の名目では関連性を見い出すことができな
かった。

　樂生院を遺産とする視点と人権問題としての把
握との結びつきは、2004年4月に樂生青年聯盟が
企画した国際研修会に遡ることができる。研修会
は樂生院内の中山堂で行うとされ、目的は参加し
た政府の官僚と他の参加者に樂生院の保存価値
を理解してもらうことであった。聯盟の学生を動員
し、それに台湾科技大学の范燕秋氏を通じて日本
の関係者の講演が行われた。その研究者は日本で
の隔離法令が撤廃されるまでの状況を語り、これ
によって、樂生院と国際交流の機会、および入所者
の人権重視の観点が拓かれた。その研修会の成
果として、より多くの社会団体が聯盟の行動に加
盟し、その後聯盟の顧問団となった。例えば、中華
民国専門者都市改革組織（OURS）、新荘社区大
学、滬尾文史工作室の紀容達氏、草山生態聯盟等
である。研修会では新荘市長のスピーチもあり、ま
た当時の衛生署署長陳建仁氏に司会を担当して頂
いた。彼らは学生や各団体の樂生院を重視する姿
勢を肯定的に捉えていたが、当時の現職としての
立場から、過去の政策に対する言及ができなかっ

たので、現況では各団体の期待を合わせるしかな
いと述べた。これらの発言から、樂生院の環境変
化が既に入所者に与えた損害やこれから与える影
響を政府はまだ認識していないとわかった。2日間
の研修会で、入所者は静かに会場の玄関ホールを
行き来していたが、何かが行われている様子を覗き
見ていただけで、関知しないことと考えて去ってし
まったので、対話する機会は無かった。この会は研
究者や専門家の知識交流会といえるが、日本で成
功したハンセン病患者隔離政策撤廃の経験が、そ
の後の国際的な支援のきっかけとなり、台湾におけ
るハンセン病患者弁護士団の成立につながった。

　この研修会で明らかになった問題は、当時はそ
れほど重視されなかった。むしろ新たに加入した
団体が持つ情報やネットワークの影響によって、
より多くの視線が樂生院の遺跡問題に集まった。
すでに地下鉄工事が樂生院を撤去するまで2ヶ月
しか残されていなかったこともあり、その後の数ヶ
月、運動は地下鉄工事及び史跡保存の問題に集中
した。この時期には未だ、入所者が関与する場は
無かった。その大きな要因として、外来団体が、転
居の主体は入所者であること、衛生署が計画した
転居政策が入所者に与える損害の切迫性を認識し
ていなかったことが挙げられる。入所者は傍観せ
ざるを得ず、転居の到来を待つしかなかったので
ある。この時期にはまだ、入所者の期待と外来団
体の要求は接点を持たなかったといえる。

　その間、外来団体の活動が隘路にぶつかった
こと、加えて地下鉄工事が遅延したことにより、樂
生院の移転計画は、2004年末まで延期された。こ
れが社会の団体に半年の猶予期間を与えた。同時
に、范燕秋氏は日本の研究者と提携し、入所者自
身が自分の「家」を守る行動を喚起するという結
論を得た。これが、樂生院内での運動が再起する
きっかけとなった。
　入所者は樂生院に長く居住しており、保有する
社会資源は限られ、人的ネットワークも樂生院住
民間の関係が主であるため、同年の隔離法令撤廃
及び1回目の地下鉄工事に関する樂生院撤去反対
運動と同様に短期間の抵抗を試みたが、結局宥め



48

られて終結した。2004年8月滬尾文史工作室の紀
容達氏、台湾科技大学の范燕秋氏及び日本の研
究者が樂生院に入って、入所者の転居に対する意
見、要望についてヒアリングを行った。また樂生院
の貞徳舎で転居の危機について数名の入所者代
表と転居反対に熱心な入所者とが話し合いの場を
持った。これがきっかけとなり、入所者は樂生院を
めぐる社会運動に参加し始めた。

　これらの研究者は、入所者と、その未来につい
て話し合い、入所者の希望はそれによって再び呼
び覚まされた。一部の入所者は地下鉄工事のため
に転居を経験し、2年もの間仮設住宅での生活を
余儀なくされていた。当初の慌ただしい転居とそこ
での生活が充分に準備・計画されていなかったこ
とがまだ記憶に新しい中で、再び新棟竣工後に転
居を迫られることになっていたのである。これらの
状況から入所者は強い不安にかられており、そこに
研究者の専門知識が彼らの生活権を守る強大な後
ろ盾になった。それまで施設側に操られてきた樂
生院の入所者たちは、自分たちこそ樂生院の主人
であること、だからこそ権利を勝ち取ることは当然
であることを意識しはじめた。そして数名の入所者
は、院内での討論を自ら開くようになった。

　その後、院内に頻繁に通っていた研究者の推薦
で3名の入所者の代表が、青年樂生聯盟と政府との
対話の優れた仲介者となった。入所者は樂生院の
直接の関係者であるのだから、自ら樂生院のスポー
クスマンとして請願を行うことがもっとも望ましい。
こうした背景もあり、過去に疑問視された聯盟がス
ポークスマンとなることの是非も、名分が得られた。
入所者の参加のもと、聯盟と政府との対話が改めて
始まった。入所者の出席が、政府の態度を変化させ
る画期になったことによって、聯盟の支援も功を奏
し、入所者は観察者から参加者に転じることになっ
たのである。入所者代表も自身の重要性を自覚し始
め、積極的に参与することになった。入所者は自ら
のエネルギーの増大を経験していった。
　ただし、この段階では入所者の活動全体におけ
る役割は、未だ補助的なものに過ぎなかった。彼ら
自身の認識はまだ、聯盟の「遺産保護」の要求に協

力するというスタンスであったためである。確かに入
所者の協力を得たことで聯盟はマンパワーの不足を
乗り越え政府との対話を再開することができたが、
残念なのは聯盟が、入所者自身の要求の伝達者と
して、政府関係部局との架け橋となり得なかったこ
とである。むしろ連盟は、入所者を利用して遺跡保
存の陳情運動を進めていたともいえる。

　こうして外来団体の焦点は徐々に、樂生院の建
物から入所者自身に転じてきたが、入所者を陳情
時の手段としてしか使わなかった。諸団体の運動
方針が入所者自身の人権要求に転じ始めたのは
2004年9月からであり、それは日本の研究者と弁護
団が樂生院に入り、日本による植民地時代からの
入所者にインタビューした時からである。これによ
り、入所者の人権課題が研究者の関心を集めた。
入所者の人権を核とした討論は、2004年11月のハ
ンセン病患者を原告とする訴訟の弁護団の成立後
であり、その間の4ヶ月間は、台権会がバトンの引継
ぎ役を受け持った。

　台権会は、2004年9月から聯盟の応援団体の一
つとなって、樂生院入所者の人権の法律概念を強
調した。台権会は聯盟が毎週主催する入所者の座
談会で、憲法が保障する基本的人権や居住権な
どの法文を引用しながら、入所者が樂生院を「自
宅」とみなすことができるという私的な領域概念
と、法律の「居住権と所有権」という公的な領域
概念をリンクさせて説明し、樂生院が入所者にとっ
て持っている意義を理解できるようにさせた。これ
は入所者が外部に自らの権利を主張する際の論理
となった。一方、法律という論拠は入所者と政府の
関係をも変えた。それまでのように、入所者が政府
の「世話」に対して単純に感謝するだけという状況
は一変した。人権という視点からみれば、入所者
の晩年の生活を政府が保証するのは入所者にとっ
て当然の権利である。公的領域と私的領域の「言
語」への転換は、台権会による入所者への最大の
寄与であった。このようにして台権会が入所者を
樂生院というフェンスの外に連れ出したことで、入
所者は社会の公民になった。法律というフィルター
を通して、入所者は今までのように樂生院の管理
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人と対話するだけでなく、国家と対話することが
可能になり、政策を受け入れるか否かを示す手だ
てを有することになった。法律に基づけば、入所
者は国家の承認を受けた樂生院の主人であり、国
家の政策施行も入所者の同意を得なければならな
い。長い間社会の辺縁に追いやられてきた入所者
にとって、これはかつて無い主体性獲得の体験で
あった。

　台権会が新しい思考回路をもたらしたとほぼ同
時期の2004年末、日本の弁護団が日本から来て、
1945年以前の日本統治時代以前に入所した入所者
のために補償を求める裁判を起こそうとしていた。
補償の根拠は、日本統治時代に実施した隔離政策
がハンセン病患者に与えた人権侵害であり、その被
害者に該当する入所者数は25名であった。この訴訟
では、台権会と台湾の弁護士代表が日本の弁護士
と一緒に日本での行動に参加した。当初、日本の厚
生労働省は日本の補償法は海外の患者には適用し
ないという理由で拒絶したが、日本の弁護団のきめ
細かで真摯な態度に、台北市弁護士組合の馬弁護
士が感動し、台湾において「ハンセン病患者人権弁
護士団」を発足させた。同弁護士団は入所者が受
けた人権侵害の状況の調査を行い、日本国内の補
償方式で賠償請求する可能性を検討した。2005年
3月までには入所者へのインタビューがほぼ終了し、
入所者の人権及び樂生院の歴史的遺産としての性
格という二つの要求方針もより鮮明になった。

　入所者にとって、遺産としての要求より人権の要
求は身近に感じるものである。従って人権問題を訴
える団体は、より多くの入所者の反響を得た。人権
は人間としての基本的な権利の保障及び尊重であ
り、入所者もこれを要求の出発点として取り上げる
ことで、自分たちが政策制定の過程で重視されな
ければならない一員であると説明しやすくなった。
他方で、樂生院を歴史的遺産に指定することも、
入所者の人権保障の一つとしてみなされるように
なった。すなわち樂生院を歴史的遺産に指定する
ことで、入所者は暮らし慣れた環境に引き続き居
住することが可能となり、移転をめぐる適応の問題
に憂慮せずにすむようになるからである。

（3）入所者と外来団体との提携
　外来団体の性格が多元化し、その要求も遺産指
定から入所者の人権の尊重に変化した。なかでも、
台権会及びその後参入した弁護団は、主に人権問
題に焦点をあわせたため、それまでのように3名の
入所者のみを代表として取り上げるのではなく、よ
り多くの入所者の参加と発言が得られるようになっ
た。しかし入所者の人間関係は複雑であったうえ、
聯盟とその他の団体はまだ十分にそうした入所者
の関係を把握できなかったため、聯盟は3名の入所
者代表にこうした活動について知らせ、それを代表
者が他の入所者に伝える形を取った。通常、入所
者は陳情活動に任意で申し込み、聯盟の要求に協
力して参加者を動員した。入所者が自身の組織を
まだ作っていなかったため、動員人員は流動的で、
運動の計画も依然として聯盟が中心であった。そ
のうち、人権問題が中心である場合だけ、台権会
が計画を担当した。

　外来団体にとっては樂生院の歴史遺産としての
指定が重要かもしれないが、表現方式はどうあ
れ、入所者にとっては「家」としての意義の存続が
最も緊急性が高い。入所者と外来団体との不一致
から、入所者の陳情活動に参加する自主性の多寡
が伺われるが、入所者が適宜意見表明することに
は、「遺産派」団体のプレッシャーのもとで自らの
存在価値を求めていたという面もあった。入所者
は外来団体の関心と支持に感謝しながら、実は自
分たちの生存危機をアピールしていたのである。そ
うした意味で入所者と外来団体は、互恵的な共生
関係にあった。
　そしてこの互恵的共生関係も、外来団体の間の
力関係に直面していた。人権問題の展開は、聯盟
が最初に呼びかけた歴史的遺産保存としての運動
路線と違っていたので、人権問題を主題とする台
権会の関わり方は、当初の聯盟の応援団体から活
動の一主体に変わっていった。2004年11月頃、馬
弁護士は、戦前からの入所者のために日本政府に
補償請求訴訟を起こした日本の弁護団への参加
に触発され、戦後以降の入所者への人権侵害も同
様に取り上げるべきだと考え、台北市弁護士組合
の弁護士を集めて『ハンセン病患者の人権弁護士
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団』を発足させた。同弁護士団は、入所者に対して
全面的な訪問調査を積極的に企画し、特に入所者
の隔離経験や医療、人権に関する侵害などの事実
を調査した。なおこの時点で、弁護士団と聯盟には
運動方式の相違があった。弁護士団は入所者と直
接意見交流を行い、移転政策に対する入所者の考
え方の違いを聞き込んだ。弁護士団が、移転を望
まない入所者にも法的な所有権と住居権を求める
権利があることを説明したので、入所者は直接弁
護士に委託して、裁判所に旧居住地区の建物仮押
さえの申請をした。
　このように入所者が直接弁護士団に訴訟及び調
査を委託したことから、それまでの聯盟と入所者と
の関係に変化が起こり始めた。このため、後には聯
盟と弁護士団との間に衝突や誤解が生じ、間接的
には入所者の参加の位置づけにまで影響すること
になった。聯盟と弁護士団のやり方の差異を比較し
たうえで陳情に参加する入所者は、自分達が聯盟と
弁護士団とでそれぞれ異なって位置づけられてい
ることを認識し、これまでのように聯盟に付属する
のではなく自らの組織を立ち上げようとした。弁護
士団は、入所者が運動に自主的に参与する意欲、
入所者の心声を導き出す役割を担ったのである。
　2005年初頭、弁護士団は三回にわたって全入所
者にインタビューを行うと同時に、入所者組織の発
足を呼びかけた。入所者はかねてより行っていた
独自の方法で意見の収集・交換を行なった。これ
で、これまでのように自分達と違う要求の活動にあ
えて出席する必要はなくなり、高齢の入所者の体
力的・経済的節約が可能となった。また、入所者は
自主的に外部への声明を発表できるようになり、
入所者が最も関心を寄せる点、例えば入所者の施
設建設要求、樂生院の管理部門や政府の関連部
署との連絡も、外来団体を通さず直接行えるよう
になった。この組織は、過去に院長が主導した自
治会とは違い、全て入所者自らの力からなる組織
であり、代替団体は必要なくなったのである。
　しかし、弁護士団と台権会が呼びかけた入所者
の自主性という方針については、引き続き聯盟から

の影響を受けざるを得なかった。弁護士団と台権
会は、新しく生まれたばかりの団体による運動に
はインテリの協力が必要であることを見落としてい
たのである。2005年3月19日、弁護士団と入所者
が自主組織の設立に関するオープンフォーラムを
行った翌週、聯盟は樂生院で院内世論の公開投票
を行った。目的は「樂生保留入所者自救会」（以下
「自救会」）の成立・役員選出であった。聯盟は投
票用紙を配り、投票場所はあえて栄民（4）患者の居
住地域に設置した。その結果、163名の入所者が
投票し、7名の自救会委員及び2名の補欠委員が選
ばれた。入所者にとってこの公開選挙は、非常に
意義が大きい。かつて無い入所者組織における公
開選挙であり、また投票場所を栄民患者の居住地
としたことは、それまで入所者自身による運動にほ
とんど参加して来なかった栄民患者の参与を促す
最適な方法であった。聯盟は過去栄民患者へ参加
を呼びかけたことは無く、全ての活動は一般住民
のエリアで行っていたのである。
　ただしこの一見公開で民主的な選挙と思われた
出来事は、その後自救会の運営上の困難の源にも
なった。なぜならば、代表者の候補者名簿は聯盟
が示したものであり、立候補者は聯盟との関係が
深い者であったからである。栄民患者代表の候補
者は皆無であった。自救会内規の草案も聯盟が起
稿したもので、第一回の代表大会で、「樂生保留自
救会秘書処」を設立して自救会に付属させ、その
メンバーを聯盟の人物に担当させた。自救会運営
及び計画の執行部は、実際には聯盟のものであっ
た。この点は、後の自救会の自主性に大きく影響し
ている。
　しかし、このように組織の成立経緯及び運営形
式に潜在的な危機を有していても、自救会の委員
に当選した入所者にとっては光栄なことであった。
およそ半数の入所者が推薦した代表という立場が
持つ意味は、それまでの個人的な入所者代表とは
違っていた。現在では、代表が外部へ発言する際
に、入所者「全員」の福祉のための発言であると
堂 と々言えるようになった。加えて自救会の組織名

（4） 1945年の政局変動を経て、樂生院では、入所者の出身地・経歴によって、「軍人身分」の「栄民患者」（以下「栄患」と称す）と「老百姓」（一般人
民）とに分けられており、身分及び生活エリアを区別している。



51

も、誰憚ることなく全ての陳情書や新聞に署名で
きる。自救会の活動は入所者全員を代表する行動
として扱われ、それまでのように外来団体の活動に
付属することはなくなった。
　もうひとつ、入所者の代表制が整ったことで、定
期的な入所者座談会も行われなくなった。陳情は量
ではなく質で判断されるものであり、自救会の委員
が出席すれば、入所者全員の意見を代表できるから
である。しかし前述のように、代表制をめぐる潜在的
な問題はやはり存在していた。また定期座談会がな
くなったことで、一部の入所者は聯盟や自救会の活
動内容について理解が不十分となり、入所者間に認
識の差異が生まれてしまった。こうした運営方法及び
組織の成立過程によって、他の入所者の意見が外来
団体から見過ごされやすくなったことは否めない。対
話の焦点が、自救会委員に集中したためである。
　また、前述のように自救会の成立と同時に聯盟メ
ンバーで構成する秘書処も設置されたので、他の
団体は入所者と接触する場合、必ず秘書処を通さ

なければならなくなった。よってそれまでの融通性
がなくなり、外来団体との間で緊張関係が生じてし
まった。自救会が成立した後、外来団体と入所者と
のコミュニケーション方法が変わり、自救会と秘書
処との共同体が核となり、他の入所者は無視され
やすくなった。相対的にではあるが、他の入所者は
意見表明や活動への参加にも制限が加えられるよ
うになった。
　以下は、入所者が公的な事務に参加している組
織の成立経緯、入所者代表の選抜方法、コミュニ
ケーションの特性に関する対照表である。そのう
ち、入所者自治会は樂生院の院長が院内事務を
こなすために設置したものであり、入所者座談会
は聯盟が入所者と接するために持ってきた新たな
形である。座談会の当初の目的は聯盟の活動の宣
伝・伝達及び入所者の意見収集にあったが、この
形式の到達点は入所者自救会の成立及び入所者
代表の選出である。

組織と形式（時期） 入所者代表の選出経過 特殊性 経過

入所者自治会
（2002年から2004年）

樂生院院長が提案、住居地を5ブ
ロックに分け、各2名及び三大教会
各2名代表者の計16名を選出。

各ブロックの代表者は院内及び教
会事務を兼任できるが、会議は院
長が主催の為、入所者の自主権が
ない。

院長と入所者とのコミュニケーショ
ンルートであり、議題は主に院内事
務、過去と同じ上下の主従関係を
維持する。

入所者座談会
（2004年9月から2005年3月）

聯盟が企画した会議、3名の熱心
な入所者代表を中心とし、他の入
所者は自由参加。

毎週1回の入所者座談会において入
所者は容易に意見を主張できるが、
企画及び議長は常に聯盟会員。

外来団体が主催するもので、入所
者と聯盟とのコミュニケーションの
場。院長との打ち合わせには、個
別の入所者あるいは聯盟メンバー
を経由する。議題は聯盟の活動内
容や入所者の関心事項に絞り、関
心がある入所者は誰でも参加でき
るが、一般身分の入所者の方が多
く「栄患」や教会を取り込んでいな
かった。

樂生保留入所者自救会
（2005年から現在）

代表立候補者や会則は聯盟が作
成。入所者の投票で7名の委員が
選出され、連盟メンバーからなる秘
書処が設置されている。

聯盟メンバーが担当する秘書と7
名の委員との合議事項が中心とな
る。入所者談会が不定期になり、
会議の結論の伝達場所となった。

聯盟が成立に重要な役割を果たし
た入所者組織かつ入所者が初めて
の選挙で創出した組織。7名の代
表者が過半数の代表性を有する。
但し、これによって聯盟と入所者間
の議論の機会が減り、自救会委員
が主体となり、非委員らの意見は
無視される傾向が出てきた。

＜表2＞入所者が公共事務に参与する形式の経過

　移転政策の実施により、入所者は外来団体と接
する機会を得た。対話の対象は、院長から外部の
社会もしくは政府になった。対話形式が変わった
主因は、聯盟の参加である。聯盟の目標が、聯盟の

主催する入所者座談会及び入所者自救会の目的と
なり、地下鉄と遺産を共存させ、陳情活動の動員に
関するマンパワーとなった。
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（4）「弱者」イメージの表現と創出
　入所者の活動場所が樂生院に限らなくなった
時、どんな外部の者との接触も入所者にとって自己
の立場を見直す機会である。そこでは主体と客体
が同時に出来し、入所者は他者の観点を通して自
分を認知し直すことになる。その最たるものは、入
所者が外部との接触の中で得た、「弱者」にして
政策制定の「辺縁者」としての感触である。
　入所者は毎回の陳情活動を通して、徐々に政府
の樂生院に対する認識を理解してきた。政策の直
接的存在であるにもかかわらず、入所者は政策決定
の辺縁に追いやられ、やがて完全に蚊帳の外にお
かれた。入所者は政府の政策策定過程に鋭意参加
してきたが、しばしば挫折の憂き目に遭った。入所
者がすでに「患者」から「住民」になったことを政府
が無視し、政府が認定した政策決定過程において
は、尊重される主体でないことに気づいた。
　しかし、入所者が自覚した「弱者」という内実に
は、確かに一部には政策決定過程の辺縁者という
意味合いもあるが、その反面、社会が「弱者」と認
めた位置から発言することになり、かえってもっとも
力強い発言が出来た。このように、両者は相互に影
響しながらも循環回路を形成した。たとえば、入所
者が発言する場合、後遺症で変形して折り曲がった
両手を挙げる。この動作は、一方で自分が弱者であ
ることを訴えると同時に、外見と人生のストーリーが
ドラマ性に富むという意味を有しており、社会的弱
者としての入所者イメージをより強く伝えている。
　マスメディアは入所者の弱者としてのイメージを
伝えた。2004年9月19日の中国時報は、「不自由な
体にもかかわらず、ハンセン病老人は決意を見せる
為、大声で日本語の樂生院歌を歌っている」と報
道した。同記事は、台権会事務所主任である呉佳
臻氏が「最弱者の人権が保障されて、初めて他の人
の人権が保障される」と指摘していることにも触れ
た。同年10月1日の中国時報夕刊は、義肢を外した
入所者の大腿切断写真を載せ、「5人なら、元来足
は10本あるはず。しかし、彼ら5人は7本の足しかあ
りません」という見出しをつけ、「ハンセン病に感染
したため足を切断され、台北県新荘の樂生療養院
に隔離されてきた入所者」と報道した（図1）。入所
者の「病、老、残」（患者、高齢者、障害者）という

弱者を代表する三つの特徴を充分に報道した。

　入所者は樂生院の歴史を背景にして、活動の主
役を演じた。一方、社会一般は入所者の人生経験か
ら樂生院の歴史を学び、共同の社会文化文脈、たと
えば「家」という概念を見いだし共感を得た。入所
者の弱者としての特性及び樂生院の生活ストーリー
は、従来外来団体の活動企画の考慮対象であった
が、メディアの注目ばかりでなく社会の同情や支持
も得て活動の重要要素となった。入所者が活動に
参加したあと、弱者としての立場や、知られてこな
かった悲惨な人生のストーリーによって、知らず知ら
ずのうちに、メディアの注目度や反応も増えた。聯盟
もこれを利用して、強制的に隔離された入所者の気
持ちを必ず宣伝に取り上げた。切断した足の代わり
に使う補助バイクも、活動の小道具に使われた。
　2004年からの積極的な参加により、社会は長期
にわたって入所者に捺されてきた汚名や烙印を理
解できるようになった。以下、これらの年老いた入
所者が、なぜこの時期に社会に姿を現したのか、
抗争の場にどうして特定の入所者が出現したの
か、声を発しない入所者はどんな人か、過去の予
防政策が社会意識を持った入所者にどういうふう
にとらえられているのかなどを取りあげたい。

3. ハンセン病政策の変遷及び患者の
　 成長と老化
　入所者の声にもっと近づくために、樂生院の歴
史背景及び発展経過に入所者の生活及び社会的
位置を対置させることで、入所者の人生経験への
理解を深め、ひいては樂生院の変遷経過が入所者
の人生に与えた衝撃を把握してみる。

図1 報道写真
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（1）ハンセン病の汚名と樂生院の成立
　ハンセン病患者の社会的位置を探る前に、ハン
セン病の疾患特性と汚名の関連性から理解してお
かなければならない。
　日本統治時代、台湾人にもハンセン病に対する軽
蔑と汚名が存在した。特に離島である澎湖島は「ハ
ンセン病島」と看做されていた。患者を発見したら、
患者を部屋に閉じ込めるか、そのほかの遠い島に建
物を建て、ハンセン病患者を隔離していた。台湾本
島では、新竹地方にハンセン病患者の体に蝿に似
た羽があってとても小さい虫があるとの言い伝えが
あった。この虫は煙を大変好むが、濃厚な緑の葉っ
ぱを嫌う。患者が亡くなったあと、その虫は体を離
れ、煙のある方向に飛んでゆき、また人間の体に侵
入すると伝えられている。一旦、村でハンセン病患者
が死亡した場合、近辺ではガジュマルの枝と葉を摘
んで、玄関の両脇に差込んで窓を閉め、家の中でタ
バコを吸わないし料理もしないようにした（5）。
  清時代の台湾、ハンセン病患者の世話には、地方政府
が設立する救済院及び教会病院の二大系統がある（6）。
清の救済院は、社会事業を目的に造られた。ここは地方
有力者の寄付によって運営し、ハンセン病の患者を含む
独居の貧しい人を収容する場所である。1895年、日本政
府が台湾を統治し、救済院システムを廃止した。元来の
救済院を貧困者しか収容しない機構にしたので、今ま
で救済院に住でいたハンセン病患者はホームレスになっ
た。例えば、彰化救済院は、16名のハンセン病患者を
収容していたが、その患者はホームレスになって乞食に
なった（7）。樂生院が設置される1930年まで、ハンセン病
患者は主として教会病院が治療や世話を担い、一部の
人は民間の有力者が世話していたことが推測できる。
　范燕秋によると、1900年代の台湾に於けるハン
セン病の予防機構は、教会病院からスタートした。
1901年設立の台南新楼病院、1919年設立の彰化キ
リスト教会病院、及び1925年設立の馬偕病院など
で、ハンセン病を治療する外来専門部門が設置さ

れ、医療サービスを提供していた（8）。
　興味深いのは、教会病院は外来診察を提供した
が、台湾全島におけるハンセン病患者の医療以外の
問題を解決できなかったことである。1924年10月、ウ
イリアムス（Rev.George Williams）は、トロントで開
かれたハンセン病救済会成立記念大会でのスピー
チで、台湾ハンセン病患者の状況を報告した。ハン
セン病患者の生活条件はとても悪く、隠されたか追
い払われて乞食になったり餓死したりしていた。当
時は世界的に隔離の方法を取っていたが、台湾には
患者の苦痛を少しでも軽減させる方法あるいは隔離
方法で一般大衆を保護する措置も全くなかった（9）。
　一方、日本政府が台湾で実施したハンセン病予
防政策と日本本土で実施している予防政策を照ら
しあわすと、明らかに違いがあることがわかる。陳
威彬によると、1907年、日本政府は第23回の帝国
議会で「癩予防ニ関スル件」を定め、同年7－9月に
公告した。植民地を含む全国を東北地域、関東中
部地域、近畿地域、中国四国地域及び九州地域の
5区域に分け、いくつかのハンセン病療養所の設置
を決めた。これらの療養所は、隔離措置を取った。
当時は日本本土しか療養所を設置していなかった
が、台湾では、1930年にハンセン病患者を収容す
る専門機構である樂生療養院が設置された。
　このように20年ほどのブランクがあったため、日本
政府は台湾のハンセン病患者に対して特別な措置を
取っていないことが、1924年の記念大会で教会関係
者により明るみにされたかもしれない。その原因は、
日本本土及び植民地を同時に管理できないことによ
ると考えられる。1926年、ティラー（Gushue -Taylor）
とダナー（Danner）の2人が示した台湾ハンセン病救
済協会Taiwan Leprosy Relief Association（TLPAと
称す）の成果報告によれば、当時の台湾では一般の
公共衛生措置が良好で、日本政府も台湾に三箇所の
大型ハンセン病患者の住居地を検討したが、予算確
保が難しくハンセン病予防計画が行き詰まった（10）。

（5） Y.I. 生,1908,＜台湾の漢人に見らるゝ 癩病に対する迷信＞。《東京人類学会雑誌》250

（6） 陳威彬,2001,＜近代台灣的癩病與療養—以樂生療養院為主軸＞。清華大學歷史研究所碩士論文。

（7） 上川豊,1952,《台湾総督府の救癩事業回顧》21（5）。レプラ。

（8） 范燕秋,2001,＜日本帝國發展下殖民地台灣的人種衛生＞。國立政治大學歷史學系博士論文。

（9） 王文基,2004,＜痲瘋與近代台灣公衛史：以日據時期的樂山園與樂生院為例＞。回首痲瘋百年—樂生院歷史與空間國際研討會會議資料。

（10） 注（9）に同じ。
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　しかし、予算の困難にもかかわらず、樂生療養院は
1930年に設置された。今回は政府の社会救済の一環と
してではなく、ハンセン病患者専門の予防機構として設
置した。なぜ日本政府が植民地でのハンセン病患者に
経費と人力を投入したのか、背後にはもっと大きな理由
があると推測される。教会病院の系統は、樂生院の成
立に影響されずに並立していた。その原因は、おそらく、
最初の樂生院は100名ぐらいしか収容できず、日本政府
は予算困難で即時に完全な措置を取れなかったから
かもしれない。そのため、1932年馬偕病院のティラー医
師が、淡水八里山腹に第二のハンセン病患者収容機構
「楽山園」を設立した。1930年代の教会病院は個別治
療をメインにして自主隔離の施策を取った（11）。これは日
本政府が取った強制的な隔離政策と全く違っている。
樂生療養院は、日本政府の強制隔離政策のもとに建
てられた施設である。日本政府は日本本土で実施した
「癩予防法」を1934年に台湾にも施行して、地方から中
央までの通報システムを作り、台湾全島のハンセン病患
者を収容するために樂生院施設を拡張させた。台湾の
ハンセン病患者の生活はこれで変わり、民間の慈善救
済から国家の強制収容になった。さらに、強制隔離の
根拠となる法令をも制定したので、ハンセン病患者はこ
の時に自由な患者から刑務所の囚人のような患者となっ
た。患者は台湾各地から樂生院に送られてきた。

（2）尊厳無きハンセン病患者
　現在、樂生院にはまだ三十数名の、日本統治時
代に入所した患者がいる。隔離政策のため、樂生
院で生活し今日に至っている。日本時代の台湾社会
は、激しくハンセン病患者を排斥した。患者の一人で
ある75歳の阿珠さんは、一般の人はハンセン病に対
する誤解が大きく、とても怖がっていたと語った。

当時、今のSARSのように、皆とてもハンセン病を怖
がっていた。．．．例えば、炭屋さんのご主人が罹っ
たら、炭を買いに行かない、．．．澎湖にはたくさん

の患者が行ったといわれた。村にこの病気で亡く
なった人がいれば、皆は怖くて料理さえもしないよ
うにする。火を付けるとハンセン病がうつされると
言われたので、7日が過ぎるのを待つ。その家（喪
家）が先に火を付けるのを待って、はじめて料理を
する。その間の食事は、他の村に住む親戚からの届
け物で間に合わせた。（阿珠、2005年11月13日）

　当時のハンセン病への誤解は、民間におけるハ
ンセン病の伝染ルートに対する理解不足を現して
いる。火を付けると伝

う つ

染されるという言い方は、周
碧瑟が調べた民間でのハンセン病伝染ルートの理
解と合致している（12）。また、村にハンセン病患者が
一人出たので、全村が引越したといわれた所もあっ
た。ハンセン病の発病原因が、長く理解されなかっ
たために取った行動であろう。
　阿珠さんもそのような時代に生まれ、一家は父
親の働きに頼り、良い生活環境に恵まれていた。
兄弟姉妹五番目の阿珠さんは、皆仲良く台南で良
い暮らしを送っていた。
　ところが1931年、阿珠さんが12歳の時、足がちょっと
歩きにくいのに気付き、医者の診察を受けた。そしてみん
な怖がっているハンセン病と診断された。思いもよらな
いことであり、当時この病気を人にも言えないので、家族
はこっそりと台北新荘にある樂生院に彼女を送った。

当時12歳、足の病気があって、保甲（13）に樂生
院へいく道を教わり、自ら辿り着いてきた。警
察に捕まると近所に知られてしまう。一人で
行くと、人に知られなくて済むから。（阿珠、
2005年11月13日）

　社会の偏見や汚名を避けるため、阿珠さんは樂生院
での隔離を選んだ。当時、ハンセン病に罹った人は、
こっそり身を隠すか社会から有罪者と見られるか、と
いった屈辱感に身をうちひしがれた。家の貧富に関係

（11） 注（9）に同じ。

（12） 蔡寶鳳、周碧瑟,1988,＜麻瘋病的文獻回顧＞，《公共衛生》15（3）。

（13） 清朝中葉以後、台湾への転居人口及び農村部落の繁栄を見て、住民優劣を区別する為、政府側は保甲組織を作り出して相互監督させた。保甲組織とは、
10世帯を一甲として甲長を設ける。10個の甲を一保にして保正がいる。日本統治になると、清朝の制度を持続させた外、西洋の警察制度をも導入した。
両方を上手く維持しながら、台湾庶民の社会運動を制御し、政令を行った。（董恵文,2003,＜政院監控與醫療規訓：談日治初期傳染病的防治＞。
南華大學社會學研究所碩士論文。）
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なく、ハンセン病に罹った人は、一様に呪われ唾棄す
べき対象となる。しかも、当時ハンセン病治療の医薬
は進んでおらず、患者は兎眼、鞍鼻、眉毛の脱毛、手の
変形、それに体や顔面に赤い斑状や結節ができるな
ど、外見に症状が表れるので、家族に捨てられ、ホー
ムレスになり、全身は膿瘍による悪臭があり、身寄りの
ない人となった。戦前の日本政府は、ハンセン病を不
潔や不文明の象徴と見ていて、国家の面子を守る為、
ハンセン病を撲滅しなければいけないと考えた。患者
が出次第、樂生院に隔離対策を取らせていた。
　日本政府は公共衛生システムを通じて全面的な
検査を行ったため、ハンセン病患者の家族さえも汚
名のマークがつけられた。ハンセン病を根絶すると
いう目的で、患者本人だけが差別の扱いを受けた
だけではなく、家族全体も差別の扱いを受けた。

一人でも感染すると、一家全員が検査される対象と
なる。全員がお寺で先生の診察を受けるように命じ
られる。背中に紋班の有無（症状の一つ）を確認す
る為、女性もパンツを脱がなくてはいけないので、
とても恥ずかしかった。（阿珠、2005年11月13日）

　当時の政府は、家族内感染の可能性が高いと見てい
た。青木大勇の指摘の通り、当時らい菌はすでに発見
されていたが、遺伝のおそれがまだありと思われた（14）。
一人感染すれば、家族全員が検査を余儀なくされ、検
査を受ける場所は住民がよく集まるお寺（15）とされたこ
とで家族の尊厳が失なわれた。検査方法も女性に屈
辱感を覚えさせる方法をとった。家族までがこのような
侮辱に遭うのは、すべてひとりのハンセン病患者が出た
ためという。患者であるため、家族がどれほどの差別
や侮辱の言葉に曝され、各種の隔離生活が生み出され
たかは想像に余りある。ハンセン病患者は、自宅でも
社会でも尊厳ある生活ができなかった。患者は不潔、
恐ろしい、恥ずかしいなどの汚名を背負わされた。

自宅に戻ると、病院はすぐ交番に電話し、自宅
へ帰宅しているのか、他の所に逃げて他人にう

つさないかと恐れられた。自宅での食事や睡眠
も、家族と一緒にさせてもらえない．．．。電車も
患者専用の車輌が作られている。およそ年に一
度あるいは二年か三年に一度、患者は樂生院に
送られてきた。（阿珠、2005年11月13日）

　政府がハンセン病の根絶を国家のための重要な
政策として取り上げたとき、社会全員が動員される。
医療機関をはじめ、警察、交通、人口調査機関等社
会の至る所は、全てハンセン病患者を他の人たちか
ら隔離しようとした。社会の人たちは疾病の特性を
充分に理解していないので、伝染されるのを恐れ、
すべてのハンセン病患者を社会の外に排除せねば
ならないと考えた。樂生療養院の設置は、このよう
な社会恐慌の心理反応を満足させた。こうして樂生
療養院は、ハンセン病患者の終の棲家となった。

（3）ハンセン病患者唯一の収容所となった樂生院
　このようなハンセン病恐慌の社会的雰囲気の中
で、樂生院が台湾唯一のハンセン病患者収容所と
なった。隔離のもう一つの原因は、当時医薬が発
達しておらず、らい菌を根絶する他の方法がなかっ
たことにもあった。日本政府は「台湾癩予防法」と
いう強制隔離法を制定した。これが蔓延防止およ
び隔離治療の根拠となり、ハンセン病患者は唯々
諾 と々して樂生院に行かざるを得なかった。患者に
とって、強制隔離の対象にされたことには無念の思
いがあるが、樂生院で治療を受けるということは
社会の偏見や侮辱から逃れる方法にもなった。
　樂生院初代院長である上川豊は、「樂生院の使
命」の一文で、樂生院設置には以下のような三つの
意義があると書いた。その一、ハンセン病蔓延の予
防として隔離は主要な方法であり、ペストの解決方
法として各国に採用されている。またインド、米領フィ
リピンとブラジルなどの強制収容案件を例に挙げ、
台湾でもその理想を実現できると強調した。全島に
点在しているハンセン病患者を収容できるようにす
るため、官民一体で療養所の建設に力を入れなくて

（14） 青木大勇,1901,＜癩院設置の必要を論ず＞，《台湾医事雑誌》3（6、7）。

（15） 当時のお寺は、学校以外の唯一の公共の場であり、植民政府が行う各種調査や権力を示す重要な場所であった。1935年（昭和10年）、樂生療養院
の初任院長上川豊及び医官頼尚和らが、台湾近海の部落にらいの流行疫学に対する調査を警察同行で地方のお寺で行った（上川豊、頼尚和等1932,
＜樂生院の使命＞。《台湾時報》136）。
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はいけない。その二、ハンセン病療養機構を中心に
して、法律の制定を始め、地方政府を全員動員して
民衆と共に患者の発見に努め、樂生院に入所させる
完全な通報システムを設ける。その三、ハンセン病へ
の反感や誤解を変えねばならない。社会全員が正確
な認識を持ち、患者への偏見を無くせば、患者の受
診への恐怖もなくなり初めて根治が可能となる（16）。
　ハンセン病予防政策の核心ともいえる、この記述か
ら、中央から地方まで社会が全面的にハンセン病患者
を敵として扱っていたことがわかる。「総動員」という用
語も、当時ハンセン病患者の置かれた立場をよく表して
いる。ハンセン病が一旦発見されると、必ず樂生療養院
に送られた。この政策は第二次大戦後まで続いた。
　戦争直後の1945年、「台湾総督府癩療養所樂生
院」は「台湾省立樂生療養院」に改名し、前台湾
省衛生局がこれを接収した（17）。しかし、ハンセン病
予防政策は、日本植民地時代の「台湾癩予防法」
がそのまま使用された。1949年「台湾省痲瘋病防
治規則」が公布され（18）、ハンセン病患者を発見す
ると、依然として樂生院に送り隔離した。
　樂生院所在地である新荘付近の住民は、未だに
ハンセン病患者に対し一貫して恐怖や不安を抱い
ている。仮設住宅に住む73歳の阿明さんは、当時の
状況を「休暇を取って自宅へ戻ることが認められた
場合、自分がハンセン病患者であることを近所に知
られないようにこっそりと帰宅している。それは家
族に迷惑をかけないためである」と語った。
　

新荘住民はハンセン病や患者を怖がっている。
近所の人に知られないようにこっそりと帰宅する。
戻ってくる時も同じだ。（阿明、2004年12月10日）

　前記のように、ハンセン病への知識としての理解が進
んだにもかかわらず、社会の偏見は減っていない。阿明
さんは、自分のことで家族までがマークされるのを恐れ
た。樂生院の外では、こっそりと身を隠さねばならない。
樂生院にいるだけ少し自在にくらせると思っている。
　阿明さんは、賢く文学が好きで、絵を描くことも上

手な青年であった。父親が亡くなったので、母親は兄
と自分を連れて新荘から離れたアパートを借りた。母
親は養豚や雑工の仕事で阿明さんたち兄弟二人を育
てた。17歳で建国高校に受かり、高校2年生の時にハ
ンセン病に罹ったと診断された。母親は学校に卒業
まで残れるように頼んでくれたが、法律規定で相手
にされず、衛生局のスタッフに連れられて樂生院に送
られた。以来、阿明さんの人生が、大きく変わった。
大学進学は、かなえられない夢となった。
　大同舎に住む阿玉さんは、1967年の入所で、僅か
21歳だった。最初体が変だと思って、医師に診てもら
うことにした。薬を飲んだ後、皮膚に斑点が出た。台
北市内の病院を歩きまわったが、最終的に馬偕病院
でハンセン病と診断され、樂生院に送られてきた。
　国民党政府が台湾に移ってきた後、樂生院に栄
民の患者が入ってきた。阿祥さんは、そのうちの一
人である。軍隊でハンセン病患者と診断され、1966
年に入所、とても楽観的な人だ。阿玉さん、阿明さ
ん、阿珠さん達と違うのは、戦争のために、親族と
離れ離れとなって一人で台湾にいることだ。

以前、部隊と一緒に台湾にやってきた。台湾数
カ所で兵隊を勤めた。ここには家族がいない。
皆は全て中国にいるし、連絡も付かない。（阿
祥、2005年1月29日）

　樂生院入所者の構成も、台湾の歴史の歩みにつ
れ、多元のエスニシティを含む小さい社会となった。
阿珠さんは日本時代に入所し、日本語と台湾語が話
せる。日本統治時代と戦争を経験した人である。阿明
さんと阿玉さんは、戦後入所した台湾人で、台湾語と
北京語が話せる。阿祥さんは栄民で、一生国家の為
に尽くした人で、戦争のために一人で台湾に移ってき
た。そして北京語しか話せない。従って彼は樂生院
で台湾人患者との間にギャップがある。
　しかし、彼らの共通点は、共にハンセン病患者で
あって、樂生院に入所したことである。戦前であれ
戦後であれ、大部分のハンセン病患者は、一旦ハン

（16） 劉集成,2004,《台北縣機關誌：樂生療養院志》。台北縣板橋市：北縣文化局。

（17） 行政院衛生署樂生療養院,2003,《樂生最後的巡禮》p.64。行政院衛生署樂生療養院。

（18） 注（13）に同じ、p.243。
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セン病と診断されると、樂生院に隔離され治療を受
けている。このような政策がハンセン病患者に与え
る最大の影響は、今までの社会関係を完全に切断し
て、生活をやり直さなければならないことである。

4. 鉄条網の中の異世界
　樂生院の玄関に入ると憲兵と歩哨がいて、鉄条
網で患者活動エリアと一般行政エリアを仕切って
いた。鉄条網は1954年まで存在し、陳宗鎣院長が
就任後、ようやくこのような不適切なバリアを撤廃
させた。それ以前、ハンセン病患者は鉄条網に囲
まれて外部と隔離されていた。

当時、樂生院の周りは、患者が逃れられないよう
に鉄条網で囲まれていた。患者エリアにある公会
堂の辺りも、保安警察が見張っていて入れない。
中には軍隊の歩哨が駐在していて、制止を聞かな
いと拳銃で撃たれた。（阿明、2004年12月12日）

　強制隔離のため、逃げた患者は犯人のように扱
われる。国家はこのような監視方法を採用し、患者
はやむを得ず鉄条網内の生活に慣れるしかなく、
逃亡を控えた。鉄条網は、まさに社会のハンセン
病患者に対する偏見や汚名の証である。

（1）戸籍の住所変更、社会身分変更の宣告
　個人の夢が叶えられないだけではなく、樂生院に
入所すると、戸籍も樂生院の住所に変更せねばなら
なかった。台湾のどんな所から来ても、戸籍を「台北
県新荘鎮中正路145号」に変更させられた。これが、
自由人からハンセン病患者、そして樂生院の入所者
になる経緯である。身分証明書の使用拒否は、入所
者が社会の汚名に対して抵抗する方法の一つだ。

その時、一部の入所者は身分証明書をもらい
たくなかった。なぜなのか？住所欄を見ると、
樂生院に住んでいることが知られてしまう。し
かし、当時は入所者は皆戸籍をここに移さな
いといけなかった。（阿明、2004年12月12日）

　入所時の戸籍変更の経験を思い起こし、1945年以後
に入所した阿明さんは、以下のように語った。当時、樂生

院のスタッフは生年月日をいいかげんに記入していたの
で、戸籍原本さえも残っていない患者もあった。幼い頃か
ら入ってきた人は、家に帰る道筋さえも辿れなくなった。
　日本時代には人口動向を管理するため、戸籍登
録システムが導入され、しっかりした戸籍管理制度を
作った。戦後の台湾もこれを襲用した。日本時代の戸
籍は、警察部門が執行管理し、人口調査も行った。戸
籍登録のあり方は、人民と国家の関係を表しており、
人口の流動性は国家によって把握される。国家にと
り、樂生院入所者は危険性を有する患者であるので、
一般の百姓と混ぜないようにせねばならなかった。
　戸籍の変更により、樂生院の入所者は汚名のマーク
を付けられただけでなく、社会と乖離してしまった。戸
籍システムが使われた1945年以後の台湾では、身分
証明書が身分の認識や管理に使われた。身分証明書
がない入所者もあったが、これは公民権の喪失を意味
した。身分証明書がないと、当然投票権もない。ハン
セン病に罹ったら、当たり前のようにその社会から消
されてゆくかのようである。行動能力がない人のように
看做され、社会的行為に参加できない。1956年、陳宗
鎣院長の努力のもとで、入所者はやっと身分証明書を
回復して樂生院内で投票を行なうようになった。
　しかし、戸籍の変更は形式の変更に過ぎず、ハ
ンセン病患者が樂生院の入所者になるためには、
生活上の様 な々適応過程を経なければならなかっ
た。これで始めて、ハンセン病患者が樂生院と一体
化して樂生院住民になるのであった。

（2）院所を家庭として暮らす新生活
　樂生院には「以院作家（院を以って家となす）」
という石碑がある。入所者は、樂生院に入ると短
期的でなく長期的に住まなければならない。入所
者は退院という期待を諦めなければならい。上記
の石碑にある言葉は、特に1962年政策が変更され
る前に入院した患者へのメッセージだ。現在60歳
の阿玉さんも、そのような過程を経て一生樂生院を
離れられないことが少しずつ分かってきた。

当時1－2年ぐらい治療を受ければ退院できる
と聞いて入所したが、あの「以院作家」の石碑
を見た途端、それが嘘でもう帰れないと思っ
た。（阿玉、2005年1月29日）
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　樂生院生活の最大の特色は、医療と老後にわた
る生活が緊密に結び付けられていて、治療を受け
るだけではなく、生活の面も最初から慣れておかな
ければならないということである。実家の経済状
態が良かった阿珠さんは、入院当日から生活の落
差が大きかったことを語った。

以前の生活がよかった。ここに来た当初、一部
屋六人の住まい。大部屋で、一人に毛布二枚
茶碗二個と箸二本を配られ、乞食同然の待遇。
（阿珠、2005年11月13日）

　阿珠さんにとっては、樂生院の生活は最初から
皆同じ患者同士、互いに励ましながら、やっと簡素
で貧乏な生活に慣れてきた。施設から基本的な援
助はもらったが、衣食が十分でなく、よく言ったとし
ても自給自足の生活を送らなければならない。しか
し、現実は自生自滅同然の生活であった。腹いっ
ぱいになりたかったら、働かなければならない。軽
症患者が重症患者の世話をし、退屈と思うなら院
内で散歩したり、ペットを飼ったり、花を植えたりし
て生活に潤いを与えることを工夫した。入所者がこ
こまで生きてこられたのは、患者同士の意志や互
助のおかげであった。

当時の生活はそうだったのよ。隔離なので、私
は病棟の周りを散歩する。院内は広くて綺麗に
管理されているので、たくさんの植木や芝生が
あって散策で心をまぎらわした。．．．患者の多
くは、養鶏や家鴨をして満腹感の足しにした。
そういえば、養豚する入所者もいた。（阿明、
2004年12月12日）

　ほとんどの患者は、生活に多少の意義をもたら
す、あるいはよりいい生活をするため、自己流の方
法を考えた。給付された生活費はとても少ないの
で、飼った家畜を外部に売って少しの生活費を稼
いだ。樂生院付近の廻龍地域の住民は、ものを入
所者に売りたがらなかった。樂生院から流れてき

た汚水に接すると感染させられるうわさをも流し
た。仕方がないので、入所者が協同組合のような
ものを作って、タバコや日用雑貨品を売ったりし
た。院内スタッフや外来部門が不足していたので、
阿玉さんも他の患者を外の病院につれていって受
診させる手伝いをした。このほか、入所者個人の
財務問題の解決をも手伝った。このような助け合
いによって、患者同士の関係が緊密になり生き甲斐
も見つかった（19）。
　こうした助け合いで院内生活時間が流れていった
が、病気の進行で体が不便になる入所者が少しず
つ増えた。特に特効薬DDSやプロミンが導入される
1952年より前に入所した患者は、大風子で治療する
しか無く、根治することはできなかった。患者の体
質によっては症状が再発した。例えば、両足麻痺、
嘔吐の副作用、手足の知覚麻痺による火傷やナイフ
の切り傷、釘に刺されたりする怪我もしやすく、傷が
潰瘍になって最終的に切断せざるを得なくなった。
火傷にならない様にするため、樂生院内で使ってい
る調理器具、やかん、ポットや急須などの物には、全
て熱が伝わらないようにする補助の板がつけられて
いた（20）。一部の患者は、視覚障害になった。手足が
変形したりするため、特殊な生活方法を考え出した
が、取り返しのつかない障害も多 あ々った。例えば、
阿明さんはもう絵を描くことができなくなった。

以前は自分で洗濯したが、10数年前から指が
変形し始め、今は洗濯機で洗っている。描き
たい絵も描かなくなった、いやむしろ描けなく
なった。（阿明、2004年12月10日）

　このような生活上の細かな適応問題について
は、たとえば洗濯、食事、トイレ等の不便を自分な
りに工夫をしていくしかない。それに障害の進行に
つれて、自ら補助器具を作らないといけない。我々
健常者にとっては簡単なことかもしれないが、入所
者にしてみれば大変なことである。病院側は患者
のニーズに即したきめ細やかな対応をしておらず、
理解していなかったと阿明さんが語った。

（19） 翁台生,1980,《痲瘋病院的世界》p.44。台北市：皇冠出版社。

（20） 胡舜之,1981,《公共衛生Hansen‘s disease》p.123。台北：樂生療養院。
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手が変形している人は、口でお菓子の包装紙
を取らねばならない。その仕草が恥ずかしいの
で、僕は甘い物をわざと食べないようにしてい
る。汪中江という患者がいた。彼は4本の棒で
武骨な腰掛台を作った。いくら見ても何に使う
かは分からないので、彼に尋ねたら、トイレの
補助器と分かった。何で洋式のトイレを使わな
いのかを聞くと、しゃがめないと言った。．．．あ
るひとは、親指と人差し指が少ししか残ってい
なく、前腕の切断端をも使って食事する。箸やス
プーンを使うのでなく、バーベキューで使う竹棒
で食事している。院長先生は患者のニーズを全
然分かっていない。（阿明、2004年12月12月）

　入所者は肢体の変形によって生活が不便となり、院
内スタッフは患者個別のニーズを理解していないので、
自分たちで唯一の補助器具をたくさん作った。入所者
にとり、このような生活動作は常に自分がハンセン病
患者、特殊で普通の健康者ではないことを思い起こさ
せた。外来者は入所者のことについて知らないので、
知らないうちに彼らを傷つけてしまう。だから入所者
は、人の前でなるべく恥を見せないように努めた。

（3）樂生院内のいろいろな人生
　入所者は、一般の人と同じように年齢によってニー
ズが違う。日本時代からあった樂生学園は、入所者
の日本語学習の場所であった。戦後になって、若い患
者への教育はキリスト教会が担った。入所者が最も
感謝している牧師の妻、リリアン・ディクソン（Lilian　
Dickson）は、1952年に入所者のコンサルタントとして
樂生院に来た。最初のうち、院内牧師は入所者の自
殺願望を無くさせるために招いたが、その後、リリア
ン・ディクソンの努力で「セイントホープ」教会堂の建
築経費を取得し、院内に児童を保育する先例を作っ
た。元来、ハンセン病の児童達は、二重埔にある「安
楽之家」と「慈愛之家」に住んでいたが、院内に「聖
光児童舎」が建てられ、宿舎も学校も造られた。
　大人になった患者は、やはり愛情や婚姻への憧
れがあるが、院内では制限が多い。出産に関して、
日本時代の規定では、男女が結婚するなら、先ず

男性の輸精管の結紮を行うとの規定があった。
1945年以後も結紮の規定がまだ生きていたが、
陳宗鎣院長が就任後、特効薬が出たとのことでこ
の規定を廃止した。ただし、規定は廃止されたも
のの、管理上実際に行われたかどうかは分からな
い。産婦人科の業務は、院内の二名の看護婦と二
名の外国人助産婦が担当した。赤ちゃんが生まれ
たら、すぐ親から隔離された。教会が経営する保
育園で育てて、成年後親の所に戻った（21）。阿玉さ
んも、入所者が出産すると、赤ちゃんはすぐ教会の
スタッフに外に連れて行かれ、月に一回しか子供と
会えなかったと語った。ある入所者は、病院側に内
緒で外でアパートを借りて子を産んで育てた。

以前、院内で赤ちゃんを産むと怒られるので、
ある人は外にアパートを借りて子を産んで育て
た。例えば、ある人は、三重の菜寮というところ
で子供を育てた。（阿玉、2005年1月29日）

　しかし、多くの入所者は、結婚する考えも無かっ
た。特に男性の入所者は、自分がハンセン病患者で
あって、貯金も無いし、相手の面倒を見ることがどうし
てできようと考えた。その上、法令上も結婚や生殖を
勧めていなかったので、栄民を含む入所者同士は、大
半親密な友達という形でお付き合いをした。交際相手
も入所者同士であったが、それは、外の人間はハンセ
ン病を怖がっていると思っていたからである。
　結婚といえば、たくさんの栄民患者は、樂生院入
所イコール生涯独身の宿命と諦めていた。栄民患者
はいったい誰がハンセン病患者の私達と結婚してく
れるかと語っていた。栄民患者たちが入所した時に
は、入所前に既に治療薬が出回っていたため、身体
障害も他の入所者より軽く、外観上ハンセン病患者
には見えない。生活上の影響は少ないが、樂生院に
暮らしているので、結婚する考えも無かった。

相手に迷惑をかけたくないし、家族を養わな
ければならないことを考えるとできない。それ
に、樂生院では結婚する人は極めて少数。（阿
祥、2005年1月29日）

（21） 注（6）に同じ、p.118。
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　このような心情をもっているので、樂生院で暮らして
いる栄民患者の日々 は、親族は全て中国にいることも
あってより孤独である。ほんのわずかの栄民患者は、
最近やっと中国人の妻をもらってきた。樂生院に入所
している限り、結婚と入所者の間には距離がある。

　生育、教育や結婚だけでなく人生の最後の旅も、
入所者は樂生院で完成させた。亡くなられた患者は、
院内で火葬していると阿珠さんが言った。なぜ土葬を
しないかというと、ハンセン病が広がる虞があると思
われたためだ。病院側はうつされるのを怖がっている
から、火葬は入所者同士で簡素な儀式で済ませた。

以前は棺も無いし、入所者が遺体を裏山に担
いで行って、布袋で覆い、二人を一緒に焼く。
途中、手が落ちてくる場合もあった。（阿珠、
2005年11月13日）

　このような火葬様式を見た入所者は、自分の死
後も大事にされることなくそのようにされるのだ、
ただまだ生きているだけなのだとの思いに駆られ
た。病気に悩まされ、乞食のような暮らしをして、医
療スタッフにも軽蔑され、未来に対して期待もない
不安の日々。しかし患者は生きるため、ゆっくりとそ
れに適応するほかすべがなかった。患者同士、疾
患の進展をよく理解しあい、協力しながらここまで
生きてきたので、お互いの信頼関係が強い。生活上
のトラブルも、他人に頼らず自ら解決してきた。
　樂生院のスタッフと医療関係者は、入所者と最
も関係が深い人々であるが、前任院長とのインタ
ビューで、医療にかかる人材は長期的に不足してい
ることが分かった。台湾はハンセン病専門医の養
成をしておらず、医療関係者も樂生院への勤務を
したがらない。このため、医療の質の向上はなかな
か進まない。反面、樂生院のスタッフの勤務はかな
り厳しい。入所者が1000人ほどいた時には、毎日
は診察と塗り薬の処置だけでも精一杯であり、病
気以外のニーズを考慮する余地は無かった。
　行政スタッフは、樂生院を管理し、経費があれば
修繕したり、新住居を建てたり、アスファルト道路を

敷設したりして、生活の質の向上、維持確保に努め
た。又、栄民患者が入ってきた後には紀律（22）を管理
もしたが、このようなことは実は入所者にとって重要
ではない。入所者が期待するのは、スタッフが入所
者の心の声に近づけるかどうかであった。
　入所者は生活に慣れながらも、医療関係者やス
タッフ達が感染させられないという名目の措置に
直面しなければならない。このような措置は、入所
者に軽蔑された思いを深くさせた。日本統治時代、
医療関係者も皆怖がって、予防衣を着て眼だけが
露出する格好をしていた。

院内スタッフはマスクして全身白衣だった。膝
まで届く雨靴を履いて患者を見に来た。病棟
から事務棟に戻るのに、約5センチもある消毒
溝に靴を入れ足を消毒する。．．．現在、スタッ
フは私たちと話してくれるが、以前はうつされ
ない様にといって話しさえもしてくれなかった。
（阿珠、2005年11月13日）

　戦後、医学的知識が進んできたにもかかわらず、患
者への態度は少しも変わらなかった。阿明さんと阿玉
さんは、当時受けた軽蔑を思い出すたび、尊重されず
受け入れられなかったことをいまでも憤慨している。

看護婦とは距離があった。医療サービスや服
薬説明を積極的にしてくれなかったので、長く
入院している患者が教えてくれた。．．．当時、
看護婦は入所者を軽蔑して、患者を医務室に
入らせてくれないし、追い出しまでするし．．．
台北の繁華街でスタッフに会った際に、公共
場所に出るなと怒鳴られた場合もあった。（阿
玉、2005年1月29日）
以前のスタッフはドアを蹴ってあけた。身体を触れ
ないようにしていた。（阿明、2004年12月10日）

　樂生院で一番ハンセン病について知っているス
タッフさえも、そのような態度を取ったので、患者
はより深く傷ついた。誰も心を開いて接してくれな
いと思った。こうした状況は数名の院長を経て、少

（22） 1954年（民国43年）、樂生院長は総司令と軍紀問題を話し合った。（台湾省立樂生療養院機関誌、1995、P65）
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しずつ改善された。阿明さんが語った経験に、「あ
る院長先生は入所者が作った蓮霧（フルーツの一
種）や水餃子をスタッフ達に食べさせ、とても美味
しいと褒めた後、入所者が作ったものと話したら、
一部の職員は怖くて吐き出そうとしたがもう遅かっ
た」ということもあった。樂生院内では、このよう
な方法で、スタッフの恐怖感を少しずつ減らしてき
た。院外の一般住民にハンセン病への偏見を無く
させるには、もっと長期的な努力が欠かせない。

（4）出身地問題
　病院側と入所者との対談内容から見ると、病院側
は入所者の住居環境や医療の質を良くするために
一生懸命に努力はしているが、入所者には伝わって
いない。最大の原因は、病院側の軽蔑が入所者に
与えた思いが強かったからかもしれない。もう一つ
は、戦後栄民患者が入所した後、管理上の差別がよ
り深く感じられるようになったからである。
　国民党政府と共に台湾に撤退してきた栄民達は、
院内管理に出身地問題をもたらした。1954年、軍医
署が樂生院に「寄医軍患病舎」を建て、ハンセン病
に罹った軍人に院内治療の住居を提供した。これ
によって、樂生院内の人間関係が変わった。「寄医
軍患病舎」の名称からも、官民の差異が分かる。栄
民患者（栄患）は、元来の入所者を老百姓（一般人
民）と呼んでいた。両者は国家との関係も違う。また
戦後の院長も中国人であったため、一般の入所者と
病院側との関係は、増悪する一方であった。

1951年あたり、軍人が送られてきた。最初は仲良
かったが、そのうち軍人の勢力が大きくなった。
台湾人患者は病気が重くなり、高齢化した。いつ
も、中国人が優勢に立ったので、段々 と対立する
ようになった。（阿明、2004年12月10日）
戦後の院長は、すべて中国人の見方だ。お互い
が争う場合、全て中国人が勝つ。一方、日本時代
の院長なら、必ず両方を呼んで話を聞いてから
判断する。それだけではなく、中国人は全て優勢
でないと気がすまなくて人数も多い。例えば、外
来受診時、私達は先に行って列に並んでも無駄

だ。彼らに割り込まれる。また、給付金も同じで、
彼らは一万元なのに対し、私達は七千元ぐらいし
か貰えない。同じ病気の患者なのに、どうして待
遇が違うの？（阿珠、2005年11月13日）

　阿祥さんは栄患。入所した当時、老百姓との付
き合いで発生したトラブルを語ってくれた。それに
よると、お互い使っている言語が違うので、色々な
誤解が発生したという。例えば、栄患が一般の台
湾人から鶏肉を買おうとした場合、台湾人は台湾
語の「ゲー」と言うのに対して、栄患は「ジー」と呼
ぶ。聞き取れないので、段 と々声を張り上げ喧嘩に
なってしまう。この他、お互い納得できない習慣も
双方に絶えずトラブルを引き起こした。

台湾人患者にギャンブルなど良くない習慣が
あった。一緒に住みたくないので引っ越してき
た。（阿祥、2005年1月29日）

　お互いは付き合いながらも誤解が重なってきた。
そうして、現在のように、明白に二つのグループとなっ
た。院内生活ではあまり接触はなく、住居のエリアも
別で、生活も別々である。

（5）破れた退院の夢
　1954年11月から、根治した患者の退院が始まっ
た（23）。入所者たちは、ハンセン病と強制隔離政策
のため、止むをえず樂生院に住み込んで、失望、無
念、憤慨の中で生きてきた。政策改定で強制隔離
を取り消したとしても、軽蔑されながら生きねばな
らないという影は消えていない。その主たる原因
は、政策の宣伝や執行にある。阿玉さんは、毎回こ
の話題になると涙が止まらなくなり、樂生院だけが
彼女の家だと話してくれた。かつては一番離れて生
きたい場所だったが、今となっては唯一安心してす
ごすことができる所となってしまった。

当時は完治して自宅に戻ったが、その後医者が
樂生院の巡回宣伝車に乗って、実家にいるかを
確認しにきた。当時、私は村長や医者に賄賂を

（23） 注（16）に同じ、p.65。
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送るすべも知らず、彼等はあちこちで私がハンセ
ン病患者であることを流した。私は完治してい
たとしても、近所はそうした宣伝で私を怖がるよ
うになってしまった。家では継母がいるし、スト
レスが溜まってしまって、行く先もないので、再
度樂生院に戻った。（阿玉、2005年7月27日）

　陳宗鎣院長は、社会復帰に向けて入所者を励ま
したが、多くの患者は仕事の面接に断られたと相
次いで報告した。法律が修正される前、1962年に
はハンセン病患者の就職拒絶は合法的であった。
法律が変わっても、実際就職できた患者はごく少
数の人に限られた。身分証明書の戸籍欄を見れ
ば、樂生院の入所者であったことがすぐ分かって
断られてしまうのであった。

　澎湖島の馬公から来た趙さんは、入所後早く完
治したいと思って、DDSを大量服用、唇はチアノー
ゼになり腹痛で昏睡状態となり、あわや一命を失
うところだった。回復後、趙さんは退役軍人から教
師になろうと一念発起して、参考書を買い込み塾に
も通った。試験の申込書を出すと、そのつど「健康
状態」を理由に拒絶された。趙さんは栄民総病院
の健康証明を付けて再度申し込んでみたが、結局
断られた。係員には「かつて樂生院で治療を受け
たので、試験は受けられない」と言われた。趙さん
は、完治証明をもらって退院したので、就学就職で
きると思ったが、なぜ至る所で拒絶されるのか理
解できなかった。趙さんはその後一生樂生院を離
れないと決心した。そして仏門に入り、桃園県三峡
にあるお寺でお経を読むお坊さんとなった。樂生
院を、毎日早く出て遅く帰る（24）。
　退院後住所を変更して、運良く農場の仕事を見
つけた人もいたが、結局、体に残る小さなハンセン
病の瘢痕が見つかり解雇された。このようなやり
きれない状況が相次いで発生したので、退院後社
会から排斥され生活しにくくならないようにするた
め、当時の陳宗鎣院長は、特別に「就職活動」の
名義で6ヶ月の試験退院を認めた（25）。

　また、うまく就職できても、樂生院の前のバス停
でバスに乗って出勤しようとする時に、運転手はし
ばしば停車しないので、歩いて前のあるいは次の
バス停まで歩かねばならない。あるいは樹林駅ま
で行って電車に乗るしかない。通勤できる入所者
は、ハンセン病の後遺症を隠すため、眉毛や眼を
サングラスで隠したり、変形した手をポケットに入
れたりした。それでも、一旦運転手に発見されると、
下車させられたりチケットの受け取りを拒否された
りした。入所者の切符が窓の外に投げられたこと
もあった。
　退院、帰宅や就職は、本来ならば祝うべきことで
ある。入所者もこれを鶴首して期待した。しかし、
上記のような状況は、ますます入所者の樂生院へ
の依存を強めた。うまく退院できた人は、極めて少
なく、いわゆる出戻りの入所者の方がはるかに多
い。社会の偏見が少しも変わっていないという現
実が、入所者と樂生院の関係をより緊密にしてい
る。

5. 絶望的反抗と宗教信仰
　外部各団体が参入する前、入所者は上記の様々
な絶望や汚名に面すると、二種類の対応方法を
取ってきた。一つは消極的な自己解決、もう一つは
積極的な宗教信仰である。宗教団体は入所者に
とって対外援助を求める唯一の窓口であった。

（1）自殺と自傷行為
　ハンセン病患者は、医療と物資が非常に不足した
生活環境で生きてきた。初期は、隔離政策に制限さ
れていたので、慣れなければ生活のしようもなかっ
た。阿明さんは、当時医療設備の不足具合を以下の
ように話した。例えば、傷口を包むガーゼは、シーツ
で平状かロール状かに作ったもので、洗って再使用
する。ハンセン病専門医もおらず、治療できる人はい
ない。医師は、鎮痛剤や消炎剤を与えたり、直接に
切開して患部を切断したりした。樂生院に入っても
有効な治療は受けられず、死を待つのみのようなも
の。このような生気のない環境で、多数の患者は脱

（24） 注（16）に同じ、p.126。

（25） 同前、p.143。
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走の意に駆られたものであった。しかし一旦発見さ
れると、捕まえられて監禁される。食事は男性はな
し、女性にしか与えられなかった。このような処分を
見て、入所者の多くは脱走を断念した。患者は実家
を偲ぶ思いには何とか耐えられるが、不定期の神経
痛発作には我慢できない。ハンセン病の神経痛発
作は、多くの患者を自殺の道に向かわせた。一旦自
殺が発生すると連鎖反応が見られた。

当時、多くの患者は首を吊って自殺した。それも
伝染病みたいに、次から次へと発生する。思いつ
めた挙句の結果。帰れないし、痛みは耐えられな
い。、一生ここで暮らすと思うと、人生、生きる希
望はないと思う。あの神経痛発作はとても痛い。
（阿珠、2005年11月13日）

私が入所した時、既に状況の改善がなされた。最
初、食事も良くないので、栄養不良は神経痛の発
作の引き金にもなった。耐え切れず、痛みのために
自殺するものもあった。（阿玉、2005年1月29日）

　病気に罹ったことの無念さと、未来への絶望の
ため、阿明さんはわざと手足に潰瘍をつくり、切断
してもらうという自傷行為もしたし、睡眠薬を飲ん
で自殺しようともした。このような方法は、当時の
樂生院ではごく普通であった。

以前の私は、あえて治さないようにした。花や野
菜を植えるときに、手指や足指への注意もしな
かった。．．．あの時の私は死にたかった。病院
で睡眠薬をもらえると聞いたので、毎晩、眠れな
いと訴えると、施設は一個の睡眠薬をくれた。七
錠を一気に飲めば死ねると聞いた。ところが、七
錠も集まらないうちに、病院側が同様の手口に
気づき、これ以上の薬をくれなくなった。これで
私は死ななかった。（阿明、2004年12月10日）

　自殺した患者は、簡単な火葬で済まされた。これ
もある種の解脱かもしれない。まだ生きている患

者は、生きていくことを支えくれる手立てを見つけ
なければならなかった。それは信仰であった。

（2）三大宗教の支える力
　なぜ今日まで入所者が生き生きとして生命力に
満ち溢れているのか？それは、入所者には宗教、信
仰心があったからである。入所者は毎週の礼拝や
毎日の宗教的な集まりの話になると、生き生きとし
て嬉しそうな顔になる。宗教で心身の苦痛を忘れ
るかのようだ。樂生院での宗教活動はとても活発
で、日本統治時代から続いてきた。
　日本時代、患者が外部の教会活動に参加しにく
いため、院内に礼拝堂（現在の老人病棟）を建て
た。院内には仏教、キリスト教及びカトリックの三大
宗教があり、普段は平和に暮らしていたが、同一の
礼拝堂に奉げものを置くことが互いの争いの種に
なった。そこで、各自専用の集会場を作ろうと考え
たが、義捐金の募金が必要であったため、戦後に
なってやっと建てられた。最初は1952年の、キリス
ト教の「聖望礼拝堂」が成立、次いで1954年の仏
教「棲蓮精舎」、最後は1965年にカトリック教「聖
威廉堂」が成立した。以下、各教会が果たした役
割と入所者の生活との関係について述べる。
　キリスト教（新教）は、1930年に樂生院が成立し
た当時から存在した。教会の活動も絶え間なかっ
た。中には、医者が牧師を兼任した場合もあった。
例えばジェームス・ディクソン（James Dickson）医師
とグッシュ・ティラー（Gushue Taylor）医師の二人で
ある。キリスト教は樂生院で重要な役割を担った。
牧師の妻リリアン・ディクソンは、児童の収容及び教
育を行うだけではなく、院内に盲人病棟と工芸所を
作り、募金の形式で入所者の工芸品を海外へ販売
した。ささやかな達成感は、入所者の生き甲斐とな
り、教会の寄付金も樂生院の財政難を補った。
　キリスト教の活躍に対し、仏教は静かな存在である。
棲蓮精舎が建った時の出来事は、信者の一番深い思い
出である。阿明さんはこう言った。棲蓮精舎を建てるため
に、金義禎会長（26）の呼びかけのもと、信者は貯金を拠出
した。設計から地均しそして建築まで、不自由な手でレン

（26） 金義禎はかつての少佐参謀官で樂生院の栄患。精舎を建つのに病院側に土地の借用書を出さなければならなかったが、入所者は北京語が話せず、ま
た書けないので、彼が担当となった。
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ガを運びコンクリートを攪拌して、全て入所者の手で作っ
た。辛いという入所者は一人もいなかった。棲蓮精舎が
信者にとってどれほど大切な存在であるかが分かる。
　カトリックは遅く入ってきた宗教である。教会活動
は、同じ新荘にあるカトリックの輔仁大学と密接な関
係がある。外部と接する機会を作るため、カトリック
教徒は院内で園遊会を開いたこともあった。ヴァレ
ティン（Sr. Elvira Valentin, F.I.）シスターは、修道僧と
修道女を連れて、毎週定期的に入所者を訪れたり、
入所者の病室を清掃したり、風呂に入れたり、着替え
させたりした。その後、輔仁大学のプレマティス（Rev. 
Albert Poulet-Mathis, SJ）聖職者は、醒新社樂生サー
ビス隊を発足させ、1962年から院内で入所者の子供
達に宿題を教えたり、入所者の話の相手になったりし
て、今日に至っている。これらの行動により、入所者の
孤独感や絶望的な態度が徐々に変わった（27）。
　三大宗教は入所者の暮らしと密接に関わり、入所
者に信頼されているので、病院側もそれらを重視し、
政府も解決困難と考える業務を入所者や教会に依頼
する。院内教会の長老は、基本的に入所者の代表で
ある。外来の聖職者や牧師、僧侶が来ると、長老は入
所者のスポークスマンとなった。病院の代わりに、教
会が入所者の事務を管理することもあった。例えば、
炊き出し当番や売店業務は交替でやる。あるいは死
亡者が出たら、病院側は補助金の給付や手続きを担
当するが、葬儀は一切教会に委託する。キリスト教は、
1954年院内で「キリスト教箴言職業治療室」（28）を開設
し、院内医療業務をサポートする先例を作った（29）。
　病院側の助けに頼ってきたのではなく、自分達の
適応力や助け合い、そして教会による心霊上での支
持と生活上の実質的な補助で、入所者は今日まで生
きてきた。病院側は、経営や入所者の生活面のケア、
それに病院業務の推進において、全て教会の援助
が必要なので、何らかの事業を行う際は三大教会の
代表と討論してから実施することになっている。

結　論
　以上の樂生院入所者の物語から、ハンセン病患
者に共通の生命の履歴が伺われる。入所者は屈辱
から始まり、無念、逃避そして再生した自己認識、自
己の受け入れ、最後には生命の意義を見出した。そ
れぞれ違う家庭背景から集まってきた入所者は、同
じ疾病という理由で一緒に樂生院に暮らしている。
暗い日々や辛い環境を共同で乗り越え、努力して影
から脱け出して、新しい人生を歩んできた歴史は、
われわれに今日の樂生院の新しい面貌を見せてくれ
た。宿舎と行政病棟の外、雑貨店、教会堂、大衆浴
場、食堂、市場、池とグランド等々のスペースは、生
き生きとしたコミュニティ（30）となった。
　阿珠さん、阿明さん、阿玉さんと阿祥さんの人生
経験は、四名の人生に共同の経験がありつつも個
別的な差異があることを見せてくれた。樂生院の複
雑な歴史背景と人間関係、たとえば、入院時期や入
院当時の特効薬DDSの使用具合、出身地問題や宗
教信仰などは、体の老化及び障害の問題に影響し
ている。入所者は、ハンセン病患者、樂生院の入所
者、そして徐々に老化する高齢者、という三つの側面
を持っている。高齢化するにつれ、入所者には一般
の老人と同様、晩年のケア及び介護の問題も出てく
る。これも現在進めている樂生院保存運動の歴史
背景及び入所者の人生経験の一部である。
　入所者の人生経験にはいくつかの転機があり、
それによっていくつかのありようを呈してきた。
　第一に、強制隔離政策により、自分の住み慣れた家か
ら樂生院に入所し、一生住み込んだ樂生院は離れられ
ない家となった。日常生活や人間関係のネットワークも
全て樂生院に依存している。後には自由に出入りができ
るようになったが、多くの入所者が樂生院に残ることを
選んだ。「患者」から「入所者」、そして「住民」への身
分転換。こうした入所者の変化には、長い道のりが必要
だった。この間、心の支えになったのは宗教である。入

（27） 注（16）に同じ、p.192-p.198。

（28） 職業治療はハンセン病患者のリハビリの一環であり、患者の心身を正常に戻して、社会に復帰し、生活できるようにするという目的を持つ。外科手術や物理
療法を通じて肢体を矯正すると同時に職能技術を訓練し、退院後にも就学や就職できるようにする為である。ハンセン病のリハビリ内容は主として物理治
療と肢体の矯正、職業治療と生活補導の三部門に分けている。職業治療は園芸、畜牧、刺繍、土木、彫刻、絵描き、ペンキ、散髪、炊事などがあり、そして看
護、検査や清掃などの補助作業。1954年キリスト教の「キリスト教箴言職業治療室」、1958年台北国際婦女会の「慈光職業治療室」、それに1960年米国
援助金で建てた樂生職業治療室がある。（樂生療養院編,1995,《台灣省立樂生療養院機關誌》p.32。台北：樂生療養院。P104、105、180）

（29） 注（15）に同じ、p221。

（30） 樂生療養院病舎は増改築して、2002年に竣工。
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所者は三大宗教の信徒になった。
　第二に、治療薬の無い時代から特効薬のある時代
への変化である。入所者は完治できるようになった。
しかし、早い時期に感染した患者には、身体の変形な
どの後遺症も多い。これは台湾人入所者が、中国人入
所者より容貌や四肢の変形者が多い一因である。
　第三には、政権交替に伴った言語生活の変化があ
る。例えば日本時代には、日本語を勉強しなければな
らなかった。国民党政府の時代になると中国人を収容
する軍人区域が設けられ、北京語も学ばなければな
らなくなった。未だに台湾人一般入所者と中国人退役
軍人の生活区域は、はっきりと分けられている。
　第四に、1952年当時、樂生院入所者には身分証明
書が配られ、公民投票権をも有することになった。国
家が入所者に社会身分を賦与し、もはや陰に隠れる
必要もない入所者の存在を明確にした。これは一種
の国家権力の行使でもあったが、一部の入所者にとっ
て身分証明書はありがたくないものであった。なぜな
ら、住所欄から樂生院の患者であることがすぐ知られ
てしまうからである。国家は戸籍管理システムで社会
からハンセン病患者を割り出したのであった。
　第五に、他者への感染のおそれのない患者の院
外勤務や帰宅を許可したこと。これは入所者の基
本的人権を尊重した処置と言える。犯罪経歴もな
く、又正常な判断力を失っていない入所者にとって
は、疑いもなく大きな励ましになった。国家は伝染
性の有無を入所者の社会復帰決定に使用した。入
所者はいつでも国家の監視下に置かれ、「安全」な
社会活動を行っているが、一方で後に、入所者が樂
生院生活への依頼度を決定することにもなった。
　最後に、近年の樂生院移転に伴い、学識経験者
の政策決定過程への参加によって、計画性のある

移転政策が施行されつつあるが、政府側も医療の
質の向上及び都市建設の一環としてとらえるように
なった。その過程で、入所者は旧地域入所者と仮
設住宅入所者のほか、新医療ビルへの移転につい
ても賛成者と反対者に別れた。しかしいずれにして
も、院内の住まいはどこであれ、皆すべて「樂生院
の入所者」であることに違い無い。移転に伴い入
所者の資格が失われることはない。樂生院は、移転
前も移転後も、「家」そのものに変わりはない。病院
と国家の管理システムは、未来も絶え間なく、入所
者の生活に代わりようもなく関与するのである。
　本文は、入所者の人生経験及び樂生院の歴史と
いう観点から樂生院の重要性を探ってきた。筆者
は、外来者と入所者の観点の相違に改めて気づい
た。入所者の経験は歴史的社会的な脈絡で理解せ
ねばならない。現象の観察だけでは、移転政策に対
する入所者の思いを理解できないと実感した。
　また入所者の個別経験の他、外来の団体や資源の
介入が入所者の集結を促したことも改めて考えるべき
点である。樂生院の陳情開始から今まで既に5年の歳
月が経ち、メンバーの共感や連帯は行動継続のエネ
ルギーの源である。これには、道徳性のある弱者の人
権主張、感性及び物語性に加え、豊かな陳情活動、及
び自救会委員選出後の緊密な集会の開催を含む。何
明修が指摘するように、社会動員には実施可能な方針
を提示するだけでなく、参加実感を引き出すため、元
来の感覚の方向性、あり方をも変えねばならない。入
所者の経験は、弱者の主体性は必ずしも外界と同様
な主体性は持っていないが、入所者の意識の変化を
誘発ないし維持するには、外来者の介入が必要であっ
たことをわれわれに示唆している。入所者は意識の転
換過程を経て、立場と団体活動を選んできたのだ。

（ぱん ぺいちゅん）
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