
ハンセン病者との社会的距離 
 

桑畑 洋一郎 
 
 
１．分析のねらい 

近年、ハンセン病国倍訴訟が結審し、ハンセン病問題検証会議による「最終報告書」が出さ

れるなどし、〈ハンセン病問題〉への関心が高まっている。他方で、熊本県のホテルにおいて、

ハンセン病者に対する宿泊拒否事件が起こるなどして、いまだに差別が残存していることもあ

らわになった。このような事件は、社会に残存する差別意識が表象された特異な形として理解

できよう。それでは、ハンセン病者への〈差別意識〉とは、実際にはどの程度残存しており、

どのような面で強く現れるのだろうか。 
この点、すなわち、病者への〈差別意識〉については、多くの論者が既存することを前提に

して論を進めており、実際にその〈ありよう〉について調査が行われたことは、ほとんどない。

自治体等が、たとえば「ハンセン病への意識調査」と銘打った調査を行う例があるが、それは

ほとんどがハンセン病に対する〈知識〉、すなわち、病気の感染力や、病者が隔離された歴史に

ついての知識への問いに終始しており、ハンセン病に対する〈意識〉―病者への〈差別意識〉

等―について問うた調査はほとんどない。（例外的に、復帰以前の沖縄で行われた調査が〈差

別意識〉を問うている（真栄城 1967）が、残念なことに、その後この調査が継続してなされ

ることはなかった。）そこで、今回の調査では、ハンセン病者への〈抵抗感〉を問い、それがど

のような面でより強く現れるのか、さらには、それを解消するためにより必要となる〈取り組

み〉とは何か、ということを福岡市民に問うた。 
本レポートでは、ハンセン病者への〈抵抗感〉の意識構造を中心に、それと差別解消に向け

た取り組みに関する必要性認識との関連、さらに属性との関連を分析する。それを通して、ハ

ンセン病をめぐる問題への実証的アプローチとともに、行政の施策・市民交流等の今後さまざ

まな面における実践的展望を拓くための、足がかりを築くこととしたい。 
 
２．ハンセン病者への抵抗感 

問 28 においては、ハンセン病者への〈抵抗感〉を問うた。具体的には、「病者が回答者の近

所に住むこと」「病者と回答者が一緒に入浴すること」「病者と回答者の家族が結婚すること」

「病者の家族と回答者の家族が結婚すること」の 4 問について、どの程度抵抗を感じるかを 4
段階で答えてもらう形式をとった。この問いにより、〈ハンセン病者と自己の生活領域との近接〉

への許容度、すなわち「社会的距離」のありようが見えてくると考えられる。 
 サンプル数が少ないので集計に際しては、「とても抵抗を感じる」「やや抵抗を感じる」を「抵

抗あり」にまとめ、「あまり抵抗を感じない」「まったく抵抗を感じない」を「抵抗なし」にま

とめた。また、「わからない」は無回答とひとまとめにした。集計結果を表１に、またそこから

抵抗の有無のパーセントを抜き出したグラフを図１に示す。 
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  表１．ハンセン病者への抵抗感 
 病者が近所に

住むこと 
病者と一緒に

入浴すること 
病者と家族の

結婚 
病者の家族と

家族との結婚 
抵抗あり 
抵抗なし 
無回答 

15.1  (19) 
77.0  (97) 

7.9  (10) 

38.9  (49) 
43.7  (55) 
17.5  (22) 

53.2  (67) 
28.6  (36) 
18.3  (23) 

35.7  (45) 
49.2  (62) 
15.1  (19) 

合計 100.0 (126) 100.0 (126) 100.0 (126) 100.0 (126) 
 

図１．ハンセン病者への抵抗感
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これから、「病者が近所へ居住すること」についてはさほど抵抗感がないものの、その他の三

項目については抵抗感が相対的に高いことが見受けられる。その中で、「家族と病者の結婚」と

「家族同士の結婚」を比較すると、前者に対して生じる抵抗感が高く、〈抵抗〉の原因帰属は病

者本人にあることがわかる。過去には、ハンセン病が〈遺伝病〉であると誤解されていたこと

から、病者の家族ですら結婚差別にあっていた（内務省衛生局編 1923、財団法人日弁連法務

研究財団編 2005、等）ことを考えると、その点に関しては理解が広まったのではないかと思

う。とはいえ、入浴への抵抗感や病者との結婚への抵抗感を見ると、病者自身の〈身体〉への

忌避感が未だに消失していないことも見て取れよう。 
表２は、4 つの項目間の関連をみるために、「とても抵抗がある」4 点 ～「まったく抵抗が

ない」1 点という形で得点を与えて、項目相互のピアソン相関係数をみたものである（A～D
の項目記号は図１に対応）。明らかに、どの項目間の相関も 0.6 以上の高い正の値を示すので、

例えば近所になることに抵抗がある人ほど結婚にも抵抗があるという具合に、各項目に対する

抵抗感は互いに比例的な関係にあることがわかる。病気（ないし病者）に対する理解や認識の

低さが、特定の場面での近接化に対する抵抗感を強めるのではなく、どんな場面でも全般的に

抵抗感を強めることが示唆される。 
この相関の意味をもう少し掘り下げておきたい。この質問の作成にあたっては、ある程度尺

度を構成するように配慮した。近所になることに抵抗があるならば一緒に入浴することに抵抗

があるだろうし、入浴に抵抗があるならば家族の結婚に抵抗があるだろう、といった社会的距
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離の順序性である。質問作成時に想定された順序性は、［近所］→［入浴］→［病者家族×家族

結婚］→［病者本人×家族結婚］であった（最後の 2 つは調査票の並びと異なるので注意）。

この順序性が実際にどうなっているかをみるために、左項で抵抗ありの人のうち何%が右項で

抵抗ありであるかを、表３でチェックした。左上のセルから見ると、［近所］で抵抗ありの人（18
人）のうち 100%が［入浴］でも抵抗ありとなっており、［近所］→［入浴］の順序性は完全に

実現している。その右側のセルをみれば明らかなように、［近所］で抵抗ありの人はさらに右の

2 つの項も 100%で抵抗ありなので、先の順序性は間をとばしても 100%実現していることがわ

かる。同様に［病者家族×家族結婚］→［病者本人×家族結婚］の順序性も 100%で実現して

いる。やや順序性が崩れているのは［入浴］→［病者家族×家族結婚］であり、抵抗あり→抵

抗なしパターンが 3 割混在している。しかし、間を 1 つとばした［入浴］→［病者本人×家族

結婚］の順序性は 94%実現されている。 
このように、［入浴］→［病者家族×家族結婚］の順序性の混乱についてさらに検討の余地が

あるけれども、概してこの質問は、人びとのハンセン病者との社会的距離に関する一元的な尺

度を構成し得ているといえるだろう。そこで、先に相関をみるために各選択肢に与えた得点の

4 項目を単純に合計し、これを社会的距離スコアとする。以下の分析では、しばしばこのスコ

アを用いることになる。 
 

表２．抵抗感項目間の相関 

1 .729** .626** .727**

. .000 .000 .000

116 104 102 106

.729** 1 .780** .760**

.000 . .000 .000

104 104 97 99

.626** .780** 1 .821**

.000 .000 . .000

102 97 103 102

.727** .760** .821** 1

.000 .000 .000 .

106 99 102 107

Pearson の相関係数

有意確率 (両側)

N

Pearson の相関係数

有意確率 (両側)

N

Pearson の相関係数

有意確率 (両側)

N

Pearson の相関係数

有意確率 (両側)

N

Q28_A

Q28_B

Q28_C

Q28_D

Q28_A Q28_B Q28_C Q28_D

相関係数は 1% 水準で有意 (両側) です。**. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    表３．抵抗感項目間の順序性 

 一緒の入浴に抵抗

あり 

病者家族×家族の

結婚に抵抗あり 

病者本人×家族の

結婚に抵抗あり 

近所への居住に抵

抗あり 

100.0%   
18／18 

100.0%   
19／19 

100.0%   
18／18 

一緒の入浴に抵抗

あり 

 
 

69.4%   
34／49 

93.9%   
46／49 

病者家族×家族の

結婚に抵抗あり 

  100.0%   
44／44 

 3



３．差別解消への取り組み 

問 29 では、ハンセン病者〈差別〉を解消するにあたって、必要となってくる取り組みにつ

いて問うた。具体的には、「行政による、病者への経済支援」「行政による、啓蒙活動」「市民に

よる、病者の生活支援」「市民から学習と交流の取り組みを行うこと」「病者自身から、交流活

動を行うこと」の 5 問について、「必要である」～「必要ではない」の 4 段階で回答してもら

う形式をとった。この問いにより、〈今後とられるべきだと考えられている取り組み〉のありよ

うが見えてくると考えられる。 
先ほどと同様に、集計に際しては、「必要である」「どちらかといえば必要である」を「必要」

にまとめ、「どちらかといえば必要ではない」「必要ではない」を「不要」にまとめた。また、

「わからない」は無回答とひとまとめにした。集計結果が表４、そこから必要の有無のパーセ

ントを抜き出したグラフが図２である。 
 
 表４．ハンセン病者差別解消への取り組み必要度 

 行政による経

済支援 
行政による啓

蒙活動 
市民による生

活支援 
市民からの学

習と交流 
病者からの交

流 
必 要 
不 要 
無回答 

90.5 (114) 
3.2  ( 4) 
6.3  ( 8) 

86.4 (108) 
5.6  ( 7) 
8.7  (11) 

61.1  (77) 
24.6  (31) 
14.3  (18) 

79.2  (99) 
13.6  (17) 

7.9  (10) 

69.6  (87)
17.6  (22)
13.5  (17)

合計 100.0 (126) 100.0 (126) 100.0 (126) 100.0 (126) 100.0 (126)
 

図２．差別解消への取り組み
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総じて「必要である」という回答率が高く、福岡市民は、ハンセン病者への差別解消につい

て行政・市民両サイドからの取り組みが「必要」だと考えていると言えよう。あえて言うなら

ば、行政が主体となる取り組み（A, B）と比較して、市民―すなわち回答者自身―が主体とな

る取り組み（C, D）を「必要」と考える回答者が少ない。すなわち、草の根レベルで差別解消

に向けて取り組みを行うことの必要性がやや軽視されているようにも感じられる。しかし、

「C：市民の生活支援」と「E：病者からの交流」における無回答率の高さから推察されるよう
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に、病者の置かれている生活状況がわからないので支援の中身がつかめない、という側面もあ

ると思われる。この点は、行政サイドの「啓蒙」の内容として配慮が求められる。 
 ところで、前節でみた社会的距離とここでの取り組みに関する意見とは、どのように関連し

ているのだろうか。取り組みについては全般に必要意見に偏っているので、できるだけ回答の

ばらつきを反映させるように、ここでも「必要である」4 点～「不要ではない」1 点という形

で得点を与え、その合計点を対策必要度スコアとして用いることにする。その際、5 項目全部

の合計をとった全体対策必要度とともに、行政関係 2 項目（A と B）の合計をとった行政対策

必要度と、市民関係の 2 項目（C と D）の合計をとった市民対策必要度を定義する。 
 表５に、前節で定義した社会的距離スコアと、3 種類の対策必要度スコアとのピアソン相関

係数を示す。あわせて、3 種類の対策必要度スコア相互の相関も示す。明らかに、社会的距離

と対策必要度はいずれもマイナスの相関を示す。つまり、社会的距離が大きい人ほど対策必要

度が低い、という関係である。細かく見ると、行政対策必要度とのマイナス相関はさほど大き

くないが（それでも 10%では有意）、市民対策必要度とのマイナス相関が－0.51 とかなり大き

く表れている。先ほど述べたように、差別解消に向けての取り組みを必要とする意見は非常に

強いけれども、ハンセン病者との社会的距離感覚が強い人ほど行政まかせの意見傾向が強いと

いえる。しかしそれは、行政対策必要度と市民対策必要度との間にマイナス相関をもたらすほ

どではない。両者の間には 0.43 の正相関がある。したがって、前述したように全体としては行

政・市民両サイドからの取り組みが「必要」だと考えている、その中での行政まかせの傾向で

ある、というべきであろう。 
 
表５．社会的距離と対策必要度の相関、および対策必要度相互の相関 

1 -.453** -.176 -.505**

. .000 .090 .000

97 86 94 89

-.453** 1 .729** .917**

.000 . .000 .000

86 101 101 101

-.176 .729** 1 .432**

.090 .000 . .000

94 101 113 107

-.505** .917** .432** 1

.000 .000 .000 .

89 101 107 107

Pearson の相関係数

有意確率 (両側)

N

Pearson の相関係数

有意確率 (両側)

N

Pearson の相関係数

有意確率 (両側)

N

Pearson の相関係数

有意確率 (両側)

N

社会的距離

全体対策必要度

行政対策必要度

市民対策必要度

社会的距離
全体対策
必要度

行政対策
必要度

市民対策
必要度

相関係数は 1% 水準で有意 (両側) です。**. 
 

 

４．回答者の属性との関連 
 最後に、前節までに見た〈抵抗感〉と〈必要な取り組み〉に関して、回答者の属性との関連

をおさえておく。属性としては、性別、年齢、教育年数の 3 つをとりあげる。 
性別については、一元配置の分散分析により、社会的距離スコアと3種類の対策必要度スコ
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アの男女による平均値の差を調べてみた。しかし、表６に示すように、いずれも有意な平均値

の差はまったく認められなかった。年齢と教育年数については、社会的距離スコアおよび3種
類の対策必要度スコアとのピアソン相関係数を調べてみた（教育年数は、中卒9年、高卒12年、

短大・高専卒14年、大卒16年、大学院卒18年で換算）。教育年数はいずれのスコアとも無相関

である。しかし、年齢は、社会的距離スコアと0.28の正相関を示し（1%有意）、市民対策必要

度スコアとの－0.19の負相関を示した（5%有意）。この年齢との相関は性別でみるとやや異な

って表れる。男性では、年齢と社会的距離との相関が0.40（1%有意）と強まるが、市民対策必

要度との相関は－0.16で値はさほど変わらないけれども有意性は消失する。女性は、年齢と社

会的距離との相関は0.19で有意性を消失する一方、市民対策必要度との相関が－0.24と強まる

（ただし有意性は10%水準）。なお、教育年数と各スコアとの相関は、性別でみても大きな変化

はなかった。 
 

表６．性別による各スコアの平均値の差の検定 

.010 1 .010 .001 .975

998.479 94 10.622

998.490 95

.640 1 .640 .080 .778

784.400 98 8.004

785.040 99

.166 1 .166 .119 .731

153.325 110 1.394

153.491 111

.501 1 .501 .218 .641

238.377 104 2.292

238.877 105

ｸﾞﾙｰﾌﾟ間

ｸﾞﾙｰﾌﾟ内

合計

ｸﾞﾙｰﾌﾟ間

ｸﾞﾙｰﾌﾟ内

合計

ｸﾞﾙｰﾌﾟ間

ｸﾞﾙｰﾌﾟ内

合計

ｸﾞﾙｰﾌﾟ間

ｸﾞﾙｰﾌﾟ内

合計

社会的距離

全体対策必要度

行政対策必要度

市民対策必要度

平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率

 
 

表７．年齢・教育年数と各スコアとの相関 

.282** -.116 .068 -.191*

.005 .248 .472 .049

97 101 113 107

-.002 .028 -.047 .008

.985 .779 .621 .932

96 100 112 106

Pearson の相関係数

有意確率 (両側)

N

Pearson の相関係数

有意確率 (両側)

N

年齢実数

本人教育年数

社会的距離
全体対策
必要度

行政対策
必要度

市民対策
必要度

相関係数は 5% 水準で有意 (両側) です。*. 

相関係数は 1% 水準で有意 (両側) です。**. 
 

 

以上から、第一に、ハンセン病者への抵抗感や、差別解消の取り組みに対する意見に関して、

性別と教育年数による違いは基本的にはないとみてよい。しかしながら、第二に、年齢は抵抗

 6



感の強さと比例し、市民サイドからの取り組みの必要性と逆比例する、さほど明瞭ではないが

そうした傾向がある。高齢ほど抵抗感が強い傾向は男性により顕著だが、必ずしもそれは高齢

男性ほど市民サイドからの取り組みの必要性の声が弱いことを意味しない。一方、女性には、

高齢ほど市民サイドからの取り組みの声が弱い傾向が認められるが、それは必ずしも高齢女性

ほど抵抗感が強いことを意味しない。何らかの対策を講じる際に、こうした性別と年齢の微妙

なねじれ効果への配慮が重要になることはあり得る。 
 

５．おわりに 

 限られた質問の中での試論であるが、いくつかの重要なことを確認することができた。まず

方法論的には、本調査におけるハンセン病者への抵抗感に関する質問は、社会的距離感覚の尺

度として一定の妥当性をもつと思われる。調査が差別を生み出すような倫理的な問題に留意す

る必要があるのはもちろんだが、一方でこうした基礎的な感情をきちんと捉え、それが差別意

識を生み出すメカニズムを分析することは重要である。人びとの感情に関して間違った認識か

ら出発すれば、せっかくの取り組みも逆効果になる場合があり得るからである。この計測法を

さらに整備しながら、地域比較や経年比較に取り組みたいと考えている。 
差別解消に向けた取り組みを聞いたもう一つの質問は、全体に「必要」に偏りすぎたのでも

う少し工夫が必要だが、それでも、行政主導面と市民主導面とで意識構造が異なる点がみえた

ことは意義深い。とりわけ、社会的距離感覚の強さと行政依存との関連は、ハンセン病者の問

題を越えて示唆するところが大きいと思われる。 
回答者の主要属性との関連では、年齢が、性別と交互作用しながら、社会的距離感覚と市民

対策必要度に関連する側面が確認された。けれども、その関連はさほど明瞭ではなく、性別と

教育にあってはまったく関連をみせなかった。ここで留意したいのは、まさにこうした主要属

性との無関連が、日常的には潜在化しているハンセン病者差別のような問題の特徴であるかも

しれない、ということである。そして、このことがハンセン病者に対する差別解消を難しくし

ている一因となっているかもしれない。社会学の定番的な属性による分析では表れてこない差

別のメカニズム。それにアプローチするためにも、本調査のような実証分析の積み重ねが求め

られると思う。 
今回の調査および本レポートによって、今後の〈ハンセン病をめぐる意識調査〉における新

たな地平が拓かれることを期待している。 
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