
1 
 

（国連文書 A/HRC/AC/5/3 に添付） 

ハンセン病歴者1（persons affected by leprosy）及びそ

の家族に対する差別の撤廃のための原則及びガイドライ

ン2 

 I. 原 則 

1. ハンセン病歴者及びその家族は、尊厳のある人間として扱

われるべきであり、かつ、「世界人権宣言」並びにそれぞれの

国が当事国であるその他の関連国際人権文書（「経済的、社会

的及び文化的権利に関する国際規約」、「市民的及び政治的権

利に関する国際規約」、及び「障がい者の権利に関する条約」

を含む）において宣明されたすべての人権及び基本的自由を、

他の者と平等に、享有することができる。 

2. ハンセン病歴者及びその家族は、ハンセン病に罹患3してい

ること、又は、罹患していたことを理由として、差別されるべ

きではない。 

                                                   
1 "persons affected by leprosy” は、本原則・ガイドライン上、もっとも重要なキーワードだ

が、訳語の選択が難しい。ハンセン病に現在かかっている者と、これまでにかかったことがある

者の双方を含めて、一つのキーワードで表す表現として「ハンセン病歴者」を当面選択している

が、原文のニュアンスを正確に伝えているか等、さらに検討の余地がある。 
 なお、外務省のホームページ「ハンセン病差別解消に向けて－国際社会における日本政府の取

り組み－」<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hansen/index.html> では、本原則・ガイドラインの

全文訳出はなされていないが、「主な概要」を紹介しており、おそらく “person affected by 
leprosy” に対応する語として、「ハンセン病患者・回復者」を用いている。原文が、「両者を総

称するキーワード」を用いていることを必ずしも重視しないのであれば、この訳語も適切である

と思われる（ただし、例えば、ガイドライン 11 項などは、総称的キーワードを使用する方がよ

いように思われる）。 
2 原文（英語）上、障がい者の権利に関する条約（Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities <http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm>。以下「障がい者の権利条約」

という）の文言と同様・類似の文言が使われているものが多いことから、基本的に、そうした場

合の訳語選択は、外務省の同条約仮訳 <http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_32b.html> 
を参考にした。ただし、「disabilities」を「障害」ではなく｢障がい｣、「women」を「女子」で

はなく「女性」、「children」を「児童」ではなく「子ども」とするなど、より適切な訳語がある

と考えられる場合には、外務省仮訳とは異なる訳語を選択している場合がある。また、本原則・

ガイドラインに関する外務省の説明（前注 1 参照）も適宜参考にした。 
3 ハンセン病にかかっている（have leprosy）ことを表す訳語として、ハンセン病問題基本法 3
条 6 項にも使用されている「罹患」を選択したが、より適切な訳語についてさらに検討の余地

がある。 
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3. ハンセン病歴者及びその家族は、婚姻、家族、及び親であ

ることに関し、他のすべての者と同じ権利を有するべきである。

このために 

 (a) 何人も、ハンセン病を理由として婚姻の権利を否

定されるべきではない。 

 (b) ハンセン病は、離婚の理由となるべきではない。 

 (c) 子どもは、ハンセン病を理由としてその親から分

離されるべきではない。 

4. ハンセン病歴者及びその家族は、完全な市民権に関し、及

び身分証明書取得に関し、他のすべての者と同じ権利を有する

べきである。 

5. ハンセン病歴者及びその家族は、選挙に立候補する権利及

び政府のあらゆる地位の職に就く権利を含め、他の者と平等に、

公務を遂行する権利を有するべきである4。 

6. ハンセン病歴者及びその家族は、（彼らを）受け入れる5環

境で労働する権利を有するべきであり、募集、採用、昇給、給

与、雇用の継続、昇進に関連するすべての規程及び過程におい

て他の者と平等に扱われる権利を有するべきである。 

7. ハンセン病歴者及びその家族は、ハンセン病を理由として、

学校への入学を拒否され若しくは退学させられるべきではなく、

また、研修計画（training programmes）6への参加を拒否され若

しくは止めさせられるべきではない。 

8. ハンセン病歴者及びその家族は、最大限の人間の潜在能力

を発展させる権利及び彼らの尊厳及び自己の価値を完全に実現

する権利を享受することができる。力を得て7（empowered）彼

                                                   
4 原文の “to hold office at all levels of government” は、障がい者の権利条約 29 条（a）(ii)と
ほぼ同様の文言だが、同条約の外務省仮訳（「政府のあらゆる段階において…在職し」）には従わ

ず、「政府のあらゆる地位の職に就く」と訳した。 
5 “inclusive”の訳語だが、より適切な訳語についてさらに検討の余地がある。また、和訳上「（彼

らを）」という語を補ってみたが、原文は、ハンセン病歴者及びその家族を受け入れる環境、と

いうだけではなく、一般的にどのような人も受け入れる環境、という趣旨であると解するべきか

もしれない。（いずれにしても、何らかの語を補わないと日本語として通じない。） 後注 13 も

参照。 
6 障がい者の権利条約 8 条 2 項(d)、32 条 1 項(b)の訳語に従ったが、もう少し広いニュアンスで

訳すべきようにも思われ、より適切な訳語についてさらに検討の余地がある。 
7 後注 12 参照。 
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らの能力を発展させる機会があったハンセン病歴者及びその家

族は、社会的変化の強力な主体となり得る。 

9. ハンセン病歴者及びその家族は、彼らの生活に直接に影響

がある政策及び計画に関する意思決定過程に積極的に関与する

権利を有し、かつ、関与すべきである。 

 II. ガイドライン 

 1. 一般 

1.1 国は、すべてのハンセン病歴者及びその家族について、ハ

ンセン病を理由として差別されることなく、すべての人権及び

基本的自由が完全に実現されることを促進し、保護し、かつ、

確保すべきである。このために、国は、以下のことをなすべき

である。 

 (a) ハンセン病歴者及びその家族を直接に若しくは間

接に差別する既存の法律、規則、政策、慣習、及び慣行、又は、

そのような差別を背景にハンセン病を理由として人を強制的に

若しくは義務的に隔離及び分離する既存の法律、規則、政策、

慣習、及び慣行を、修正し、撤廃し、又は廃止するためのすべ

ての適切な立法的措置、行政的措置、及びその他の措置をとる

こと。 

 (b) 個人、団体、民間企業によるハンセン病を理由と

する差別を撤廃するための措置を、すべての当局及び機関がと

ることを確保すること。 

1.2 国は、ハンセン病歴者及びその家族が「世界人権宣言」並

びに自らが当事国である国際人権文書（「経済的、社会的及び

文化的権利に関する国際規約」、「市民的及び政治的権利に関

する国際規約」、及び「障がい者の権利に関する条約」を含む）

において規定されたすべての権利の完全な実現を達成するため

にすべての適切な措置をとるべきである。 

1.3 ハンセン病歴者及びその家族に関連する問題に関する立

法及び政策の策定及び実施に当たり、並びにそれらの問題に関

するその他の意思決定過程において、国は、ハンセン病歴者及

びその家族と個々に又はそれぞれの地域的及び全国的な団体を
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通して密接に協議しハンセン病歴者及びその家族を積極的に関

与させるべきである。 

 2. 平等及び非差別 

2.1 国は、すべての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等

であり、並びにいかなる差別もなしに法律による平等の保護及

び利益を受ける権利を有することを認める。  

2.2 国は、ハンセン病に罹患8していること又は罹患していたこ

とを理由とするあらゆる差別を禁止すべきであり、ハンセン病

歴者及びその家族に平等のかつ効果的な法的保護を保障すべき

である。  

2.3 ハンセン病歴者及びその家族の事実上の平等を達成する

ために必要な特別の措置は、差別と解してはならない。 

 3. 女性, 子ども、その他の社会的弱者9 

3.1 多くの社会において、ハンセン病は、女性、子どもその他

の社会的弱者に著しい負の影響を及ぼしている。それゆえに、

国は、 ハンセン病に罹患10している又は罹患していた女性、子

どもその他の社会的弱者の人権、及びそれらの者の家族の人権

の促進及び保護に特別の配慮を払うべきである。 

3.2 国は、ハンセン病に罹患11している又は罹患していた女性、

子どもその他の社会的弱者、並びにそれらの者の家族の完全な

能力開発、向上、エンパワーメント12を促進すべきである。 

 4. 家庭及び家族 

 国は、可能であれば、ハンセン病と診断された者に関する

政策及び慣行の結果として過去に離ればなれになった家族の再

                                                   
8 前注 3 参照。 
9 “vulnerable groups”について、当面、「社会的弱者」の訳語を選択したが、より適切な訳語に

ついて、さらに検討の余地がある。外務省の「主な概要」（前注 1 参照）では「脆弱なグループ」

としている。 
10 前注 3 参照。 
11 前注 3 参照。 
12 障がい者の権利条約 6 条 2 項と同様の文言だが、”empowerment”について、同条約の外務省

仮訳（「自律的な意思決定力」）は、権利拡張、地位向上、自信や力を与えること、など多様な語

義を含みうる原文より狭くなる懸念があり、単に「エンパワーメント」とした。 
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統一（reunification）を支援すべきである。 

 5. 地域社会及び住居での生活  

5.1 国は、ハンセン病歴者及びその家族が、他のすべての者と

同じく、地域社会（community）に完全に受け入れられ13及び参

加することが認められる権利の享受を促進すべきである。 

5.2 国は、病気のために地域社会から孤立して又は隔離されて

生活しているハンセン病歴者及びその家族を確認（把握）

（identify）し、かつ、社会的支援を与えるべきである。  

5.3 国は、ハンセン病歴者及びその家族がその居住地を選択す

ることを可能とすべきであり、病気のために特定の住居形態を

受け入れる義務を負わないことを確保すべきである14。 

5.4 国は、かつて、その当時施行されていた国の政策により強

制的に隔離されたハンセン病歴者及びその家族が、もし希望す

る場合には、その本拠（home）となったハンセン病療養所及び

病院において住み続けることを認めるべきである。移転が避け

られない場合には、その場所の居住者は、その将来に関する意

思決定における積極的な参加者となるべきである。ただし、国

は、これらのハンセン病療養所及び病院における生活条件を改

善すべきである。 国は、そのような場所の居住者を地域社会に

漸次統合する（integration）ための計画並びにそのようなハンセ

ン病療養所及び病院を段階的に漸次なくしていくための計画を、

ハンセン病歴者及びその家族の希望に十分な配慮を払い、かつ、

その完全な参加を伴って、立案し、推進し、実施すべきである。 

 6. 政治生活への参加 

 国は、ハンセン病歴者及びその家族が、他の者と平等に、

投票権、選挙に立候補する権利及び政府のあらゆる地位の職に

就く権利を享有することを確保すべきである。投票の手続は、

利用可能であり、使用が容易であり、身体的にハンセン病の影

                                                   
13 “inclusion”の訳語。前注 5 参照（ただし、こちらは、ハンセン病歴者及びその家族に関す

る”inclusion”であることが英文上、明らかである）。 
14 障がい者の権利条約 19 条(a)と類似の文言だが、”particular living arrangement”について、

同条約の外務省仮訳（「特定の居住施設）は、原文より意味が狭くなる懸念があり、「特定の居住

形態」とした。 
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響を受けたあらゆる者に合わせて調整されていなければならな

い。 

 7. 職業 

 国は、ハンセン病歴者及びその家族の自営活動の機会、協

同組合の設立及び職業訓練、並びに一般の労働市場における雇

用を、奨励及び支援すべきである。  

 8. 教育 

 国は、ハンセン病歴者及びその家族が、教育への平等なア

クセスを有することを促進すべきである。 

 9. 差別的な言葉 

 国は、「らい者（leper）」という語又はあらゆる言語若しく

は方言におけるこれに相当する語句の侮蔑的な使用を含め、政

府刊行物における差別的な言葉を取り止めるべきであり、可能

な場合、そのような言葉を含む既存の刊行物を速やかに改訂す

べきである。 

 10. 公的活動、文化的活動、レクリエーション活動への参加 

10.1 国は、「世界人権宣言」並びに自らが当事国である国際人

権文書（「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」、「市

民的及び政治的権利に関する国際規約」、及び「障がい者の権利

に関する条約」を含む）において規定されている権利及び自由

のハンセン病歴者及びその家族による平等な享有を促進すべき

である。 

10.2 国は、ハンセン病歴者及びその家族が、ホテル、レストラ

ン、バス、電車及びその他の形態の公共交通機関を含む公共の

場を、他の者と平等に利用することを促進すべきである。 

10.3 国は、ハンセン病歴者及びその家族が、文化的施設及びレ

クリエーション施設を、他の者と平等に利用することを促進す

べきである。 
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10.4 国は、ハンセン病歴者及びその家族が、礼拝の場所を、他

の者と平等に利用することを促進すべきである。 

 11. 保健（Health Care） 

11.1 国は、ハンセン病歴者に対して、他の疾病を持つ者に提供

されるものと少なくとも同一の範囲、質及び水準の無償の又は

手頃な保健を提供すべきである。さらに、国は、早期発見計画

を設け、ハンセン病の迅速な治療（スティグマにつながる障害

の進行15を防ぐため、生ずる可能性のあるあらゆる反応及び神経

障害を治療することを含む）を確保すべきである。 

11.2 国は、診断及び治療を現に受けているハンセン病歴者に対

して、並びに、必要に応じて治療の終了後にも、精神的カウン

セリング及び社会的カウンセリングを行うことを、ハンセン病

歴者に提供される標準的ケアとして含めるべきである。 

11.3 国は、ハンセン病歴者がハンセン病に関する無償の薬物治

療及び適切な保健を利用することを確保すべきである。 

 12. 生活水準 

12.1 国は、適切な生活水準についてのハンセン病歴者及びその

家族の権利を認めるべきであり、食糧、衣類、住居、飲料水、

下水設備及びその他の生活条件に関して、ハンセン病を理由と

する差別なしにこの権利を保障し、及び促進するための適切な

措置をとるべきである。国は、以下のことをなすべきである。 

 (a) 政府、市民社会及び民間機関が関与する協力計画

を促進して、生活水準を改善するための資金を募り及び計画を

策定すること。 

 (b) その家族の生活が貧困状況にある子どもに対して、

政府・市民社会の資金拠出による奨学金及びその他の計画を用

いて、教育を提供すること又はその提供を確保すること。 

                                                   
15 “development of stigmatic consequences” の訳だが、より適切な訳語について、さらに検討

の余地がある。 

オリ
ジナ
ル



8 
 

 (c) 貧困状況で生活する者が、職業訓練計画、マイク

ロ・クレジット（小規模無担保融資）及び彼らの生活水準を改

善するためのその他の手段を利用することを確保すること。 

12.2 国は、経済的措置（例えば以下に掲げるもの）により、こ

の権利の実現を促進すべきである。 

 (a) その年齢、疾病又は障がいのために働くことがで

きないハンセン病歴者及びその家族は、政府の年金を支給され

るべきである。 

 (b) 貧困状況で生活するハンセン病歴者及びその家族

は、住居及び保健のための経済的支援を提供されるべきである。 

 13. 啓発 （意識の向上） 

 国は、社会全体の意識を向上させるため、並びにハンセン

病歴者及びその家族の権利及び尊厳に対する尊重を育成するた

め、政策及び行動計画を、人権機関、非政府組織（NGO）、市

民社会及びメディアと協働して策定すべきである。これらの政

策及び行動計画には、以下の目標を含めることができる。 

 (a) 幼児教育から始まり、教育制度のすべての段階に

おいて、ハンセン病に関する情報、特に、ハンセン病は治療可

能であり、かつ、ハンセン病に罹患している者若しくは罹患し

ていた者並びにその家族に対する差別の理由としてハンセン病

が用いられるべきではないことを確認する情報を提供すること。 

 (b) ハンセン病と診断されて間もないすべての者に渡

すための「あなたの権利を知ろう」という資料（”know your rights” 
material）の製作及び配布を促進すること。 

 (c) メディアが、ハンセン病歴者及びその家族を尊厳

のあるイメージ及び用語で描写するよう奨励すること。 

 (d) ハンセン病歴者の技術、価値及び能力並びに社会

に対するハンセン病歴者の貢献を認識すること、並びに、可能

な場合、ハンセン病歴者の美術的、文化的及び科学的才能の発

揮を支援すること。 

 (e) 芸術家、詩人、音楽家及び作家を含む創造性のあ

る者、特にハンセン病による困難に自ら直面してきた者が、彼
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らの独自の才能により啓発（意識の向上）に貢献をすることを

奨励すべきである。 

 (f) 宗教指導者を含む社会的指導者に対して、その教

え又は資料の中でハンセン病に取り組むことが、どのようにハ

ンセン病歴者及びその家族に対する差別の撤廃に貢献できるか

に関する情報を提供すること。 

 (g) 医学専門学校（医学部、医科大学）及び看護学校

を含む高等教育機関に対して、その教育課程にハンセン病に関

する情報を含めるよう奨励すること、並びに「指導者研修（train 
the trainer）」計画及び特定の対象者向けの教材を策定し実施す

るよう奨励すること。 

 (h) 国連「人権教育のための世界計画」の実施を促進

すること、並びに、ハンセン病歴者及びその家族の人権を各国

の人権教育計画に組み込むこと。 

 (i) ハンセン病と診断されたために政府によって強制

的に隔離された者の人生を認識し、敬意を払い（honour）、そ

の人生から学ぶための方法（オーラル・ヒストリー・プログラ

ム、資料館、記念建造物及び刊行物を含む）を特定すること。 

 (j) 従来型メディアを利用できない地域に行き届かせ

るための草の根の啓発の努力を支援すること。 

 14. 国の活動の策定、実施、フォローアップ 

14.1 国は、ハンセン病歴者及びその家族の人権に関する活動に

取り組むための委員会を設置又は指定することを検討すべきで

ある。委員会には、ハンセン病歴者及びその家族、ハンセン病

歴者団体の代表、人権専門家、人権分野及び関連分野の代表、

並びに政府の代表が含まれることが望ましい。 

14.2 国は、関係する条約機関に対する締約国報告書の中に、ハ

ンセン病歴者及びその家族に対する差別の撤廃に関して自国が

採用ないし実施してきた政策及び措置を含めることが奨励され

る。 
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