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１ はじめに（登壇者紹介）
●坂元
本日は、三人の有識者の方にお集まりいただきました。新型コロナウイルス感染症に伴う不当な差別や偏見について、その発生の
メカニズムやそれを防ぐためにどのように対応すべきか、またその啓発のあり方などについて、それぞれ専門の立場からご意見を述
べていただき、議論を進めたいと存じます。
私は、本日のコーディネーターを務める公益財団法人人権教育啓発推進センター理事長の坂元茂樹と申します。国際人権法を始
めとする国際法を専攻しており、
（国連）人権理事会諮問委員会委員の折に、2010年10月の国連人権理事会決議及び12月の国連
総会決議で支持が表明された「ハンセン病者・回復者及びその家族に対する差別撤廃のための原則とガイドライン」の特別報告者
として、ハンセン病の差別撤廃の問題に関わった経験がございます。
まず、ご登壇いただく皆様をご紹介します。
最初の方は、諏訪赤十字病院臨床心理課長で臨床心理士の森光玲雄さんです。森光さんには私どもが毎月発行している『アイ
ユ』6月号のインタビューにもご登場いただき、
「恐れるべきは、人ではなくウイルス。心の感染は
止めることができる」とのメッセージを頂戴しています。また、森光さんは、本日のテーマを考える
際の有益な手引きとなる日本赤十字社の「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう！〜負のスパイ
ラルを断ち切るために〜」の監修を行っておられます。
2番目の方は、慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科研究員で文化人類学、とりわけ医
療人類学をご専攻の磯野真穂さんです。医療人類学では、病気になったときにどうすれば治るの
かと考える際に、文化や社会によって対応が異なるが、なぜ異なるのかを文化に即した形で考えて
いくということです。本日は、専門家と市民、管理と自由の間で中間的な議論を可能にする医療人
類学の立場から、お話を伺えるのではないかと考えています。
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最後の方は、
『感染症対人類の世界史

感染症との戦い方は歴史から学べ』や池上彰さんとの共著で『コロナ時代の経済危機』

などの出版を通じ、新型コロナウイルスに関連した問題について積極的に発信されているジャーナリストの増田ユリヤさんです。増
田さんは以前、高校で教鞭をとられたご経験があるとのことで、本日は、
「感染症の歴史と差別」と題してご報告をいただくことに
なっています。
さて、本日の座談会の進行ですが、まずは、お三方に問題提起のご報告をいただきます。その後、休憩をはさんで、それらを基礎
に自由討論を行いたいと考えています。
それでは早速ですが、森光さん、よろしくお願いします。

２ 問題提起
① 森光玲雄さん「コロナ差別から見えてきたもの」
●森光
はじめに私の立場を簡単に説明させていただきます。私は臨床心理士として、主に赤十字という
人道支援機関で、災害・紛争時の心のケアを中心に、国内外で活動してきました。学問的なバック
グラウンドとしては、
心理学、
人道支援学、
緊急支援学がベースになっています。
タイトルに「コロナ差別から見えてきたもの」とつけましたが、我々の社会や個人の中に眠ってい
るものを、この差別問題を通して理解していくことが大事だと思っています。
緊急支援学では、災害について主に二つの考え方があります。一つは「災害は突発的な社会秩
序の混乱である」というもので、この考え方に基づくと、混乱を元に戻すというアプローチになりま
す。もう一つは「災害時に現れてくる現象は元々あった社会秩序の反映である」という考え方です。
私はどちらかというと、後者の考え方を大事にしてきました。ですからコロナ差別の問題について
も、表面的な問題行動のみに対処していくのではなく、私たち自身や現代社会に「偏見や差別につながる要素が潜んでいるのでは
ないか」
と考えてみることが大切で、
この部分を見つめアプローチをかけていこうというのが私の問題提起です。
今、新型コロナウイルスをめぐり、感染者、医療従事者やその家族、その他感染リスクの高い職業の方などに対する差別や偏見が
問題視されていますね。こうした差別偏見が生まれる土壌として、
「個人の認知プロセス」、
「文化的土壌」、
「非常時の情報伝達」の3
つの要素があると考えています。
一つ目は、
「個人の認知プロセス」です。認知心理学では、
「態度や行動が形成されるためには、認知的な評価・判断が必要」と考え
ます。脳が目の前の対象をどのように認識するのかによって、その対象に対してもつ感情、態度、行動が決まるわけです。新型コロナ
禍では、ウイルスを「脅威」
「危険」と認識し「広めてはならない」とする責任感が、怖れや嫌悪感情を増大させ、ひいては排除行動や
ヘイトスピーチに発展したと考えています。
では、私たちは何を恐れたのでしょうか。振り返ってみると、アジアの一つの国でウイルスが生まれ、それがクルーズ船で入ってき
て、国内でも感染が認められるようになりました。それに伴い、最初は訪日外国人。次に帰国者やクルーズ船に派遣された医療者。そ
して市中感染が広がると、感染者を出した大学や企業に属する人、病院や感染リスクの高い職業が脅威の対象と認識され、いわれ
なき差別を受けるようになりました。ステイホームキャンペーン後は、県外ナンバーを危険視する動きも出てきました。このように、恐
れる対象が移り変わっていたのは非常に印象的です。ここから言えるのは、国籍や職種、企業、県外ナンバーといったカテゴリーや属
性だけで「危険」と判断してしまう、細部を見ずに結論にジャンプするような認知プロセスがあるということです。実は、このような認
知様式を私たちは日ごろからやっています。
例えば、
私たちは
「蝶はいいもので、
蛾は悪いもの」
みたいな印象を持っていますが、両者
にどんな差があるかを説明できる人はほとんどいない。ラベルだけで細部を見ずに印象に結びつけるよい例だと思います。緊急時に
は、こうした認知プロセスがさらに加速しがちで陥りがちということを認識しておかなければならないと思います。また、多くの場合、
メディアの報道が「危険だ」
「脅威だ」という認識が生まれる起点になっています。印象を形成する側の情報提供の在り方という問題
も出てくると思います。
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二つ目に、
「文化的土壌」です。私は昨年海外生活から帰国したばかりなのですが、日本社会は個より集団の秩序を重んじる傾向
があり、例えば電車の中では「マナーモードにして通話をお控えください」といったように、他の人に迷惑をかけないことをお互いに
求める社会規範があると思います。そういった側面が、
「オリンピックで会場を自主的に掃除する」といった日本人の素晴らしさとし
て映る場合もありますが、逆に同調圧力として働き、自粛やステイホームが要請されたとき、県境をまたいで出かける人やステイホー
ムできない人に対して、けしからんと嫌悪感情が向けられるということが起きました。漫画家の鈴木ともこさんがおっしゃった「官許
の正義感」という言葉のように、
「お上がステイホームと言っている」のだからとお墨付きをもらったような気になって、それに沿えな
い人を攻撃してもとがめられないというふうに、
正義感が攻撃心としてたきつけられてしまったのだと思います。
そう考えると、差別す
る人には「恐怖心」にかられてのものと、
「正義感」にかられて敵意を向けるものと、2種類の心理的な源泉があるのではないかと思え
てきます。
差別を生み出す要素の三つ目は、
「非常時の情報伝達」です。今回、国やメディアからの情報提供が「感染拡大を抑えよう」
「ゼロに
近づけるんだ」というメッセージに偏っていたために、
「私のもとにウイルスを近づけてこないで」
「感染＝悪」という敵意を増幅させて
しまった。集団心理の増幅装置になってしまったわけです。これはステイホームの弊害とも言えます。やはり感染のコントロールと同
時に、
「分断を防いで、
みんなで協力し合う社会にしていこう」といったメッセージも必要だったのではないかと思います。
最後にこれら３つの土壌を踏まえ、
私たちにできることについて考えましょう。
まず、加害者を増やさないための啓発メッセージについて。差別に加担してしまう人たちの多くは、自分の言動が差別にあたるとい
う感覚も薄いのだと思います。そこで、自分は加害者にも被害者にもなり得るという当事者性をしっかりメッセージとして届けること
で、
立ち止まる人も出てくるのではないかと思います。
もう一つは、啓発のアプローチについて。差別という問題について、それが社会として取り組むべき課題であることをなるべく多く
の人に広め知ってもらうことが重要です。これにはインフルエンサーとなる著名人やメディアを通じて発信するトップダウン型が有効
です。その上で「自分自身が参加してメッセージを届けて、この世の中をよくしていくんだ」という参加型・ボトムアップ型のアプロー
チが、これからは必要ではないでしょうか。国連の「クリエイティブ作品募集」というキャンペーンはその一例です。
「絵や音楽など、ク
リエイティブな方法でキーメッセージを広めましょう」
と呼びかけて作品を一般募集したもので、今後の参考になると思います。
●坂元
どうもありがとうございました。
続いて、
「
『異』
から
『違』
へ」
と題して、
磯野さんからご報告をお願いします。

② 磯野真穂さん「『異』から『違』へ」
●磯野
「
『異』
から
『違』
へ」ということで、
この二つの違いから差別の問題を考えるという提言をさせてい
ただきます。
「異」
と
「違」
、
私たちは二つの意味を無意識に使い分けているのではないでしょうか。
「異」という
言葉は、自分の外側にある何かというようなニュアンスを指すときに使います。例えば自分の境界
の外側にあるものが入ってきてしまったときに「異物」という言い方をします。
「異邦人」という言葉
も、日本から来た人には使いませんよね。逆に「違和感」の「違」は、自分たちの中にあるものを表す
傾向がある。これは文化人類学者の山口昌男さんが、
『文化と両義性』という本の中で言っていま
す。
今日はこの観点から考えてみたいと思います。
例えば「異物がある」と言ったとき、それを自分の外へ取り出したい、となる。でも「腰に違和感がある」と言ったときに腰を取ろう
とは思わないですよね。マッサージやちょっとした調整で何とかしようとするけれども、違和感を感じているものを外へ取り出そうと
はしないわけです。ここで大事なのは、異物も違和感も人類学的な言い方をすると「所与ではない」、つまり、最初からそこにあった
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のではなく、人間が作り出したものであるということです。例えば、部屋の模様替えを考えてみてください。インスタグラムに出てくる
ような素敵なお部屋を作りたいと思うと、実は異物が増えてきます。それまで「ちょっと動かせばいいかな」と思っていたものが、
「こ
れも邪魔、これも邪魔」となり、捨てるものが増えていくはずです。素敵なお部屋のイメージが強すぎて、
「異物」を増やしてしまうん
ですね。
もう一つ、
「危険」というものを考えるときについてくるのが「責任」です。責任を取らされる側は「こういうことすれば大丈夫ですよ」
というかなりバーを上げた宣言をしなければならなくなってきます。リスクというものに必ず責任という概念がコンビになってくっつ
いてくるという、リスクの宿命みたいな部分です。これも新型コロナウイルスを「違和感」ではなく「異物」の位相に入れてしまった一
つの原因と言えると思います。
では、人権が守られる社会構造とはどういうものかと考えてみると、実は徹底した感染予防を訴えれば訴えるほど、新型コロナウ
イルスは「異物」として扱われ、
「差別をやめましょう」という言い方と矛盾したことが起こります。なぜなら、
「こうやれば異物として排
除できます」という言い方をしたら、異物を扱っている人も排除すべき対象になってしまうからです。リスクヘッジのつもりが、結果と
して差別になってしまうことがどうしても起こってしまいます。
ではどうするかというと、一つは「新型コロナウイルスさえなければ、私たちの生活は安心で幸せですよね」という情報発信をやめ
ることだと思います。やはり今回、緊急事態宣言等々で感染は抑えられたかもしれないけれど、社会はものすごいダメージを負って
しまいました。ところが、メディアの発信はかなりアンバランスで、いかにウイルスによって問題が起こっているか、ということばかり取
り上げる。その結果起こったことをしっかり取り上げているかというと、私はかなり温度差があると感じています。新型コロナウイルス
を「異物」として完全に排除しようとするのではなく、
「ちょっと嫌だけど、部屋の配置を直すぐらいの感じで何とか乗り切ろう」とい
う「違和感」のようなものにする。その工夫をすることで、結果として差別を減らす方向にいくのではないでしょうか。そのためには、
まず、私たちが何を「異物」とするかによって、差別に見えるものが決まってしまうという社会構造を作っている、ということを共有す
ることが必要ではないいかと思います。
以上が私からの問題提起になります。
●坂元
ありがとうございました。
最後に
「感染症の歴史と差別」
と題して、
増田さんからご報告をお願いいたします。

③ 増田ユリヤさん「感染症の歴史と差別」
●増田
これまで学校で歴史を教えてきて、人類が歴史の中で感染症と戦ってきたことは分かっていましたが、今回、新型コロナウイルス
の問題が発生して、人類がどうやって生きて感染症と対峙してきたかを紐解くと、今起きている問題についてもよくわかるということ
に気付きました。私たちにとってこの感染症との戦いは初めてですが、人類の歴史から見れば何度も何度も戦ってきたことなのです。
これを知るだけでも少し安心できるのではないでしょうか。
感染症にはいろいろな種類があって、古いものではエジプトのラムセス5世が天然痘にかかって
いたことがミイラのDNA調査で分かっています。ヨーロッパを脅かしたペストは、シルクロードを通
して中国から運ばれました。6世紀頃、東ローマ帝国、ビザンツ帝国の皇帝ユスティニアヌスが、シル
クロードを通して中国から絹やその技術を輸入しました。そのときついてきたのがペストという病
気です。ヨーロッパにはいなかったクマネズミが運ばれたことによりペストが蔓延し、その後、ヨー
ロッパでは3回にわたって大流行することになりました。モノや人の行き来があればどうしても感染
症というものがついてくる宿命だということも、
歴史から分かります。
それに、感染症の流行を差別されていた人たちのせいにするということも昔からありました。ペ
ストがはやった14世紀頃、
ヨーロッパではユダヤ人が差別を受けていました。
ところが、
なぜかユダ
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ヤ人の居住区域ではペストが出ないという状況がありました。後から考えれば、ユダヤ人はネズミの天敵である猫を飼っていたり、清
潔に暮らしていたりといろいろな条件が重なっていたのですが、
「どうして俺たちのところだけペストがはやるんだ」
「ユダヤ人の陰謀
だ、井戸に毒をまいたに違いない」というデマが流れて、ユダヤ人がいわれなき罪を被せられて虐殺されるということが起きました。
これは「自分たちが普段差別している人たちからいつか仕返しを受けるかもしれない」という心理状況が、こうしたことを生んでしま
う典型的な例だと思うのです。
一方、感染症によって世の中が変わることもあります。中世の農民は「もっと働け」と言われ、ただ働いて税金を納めるというような
生活をさせられていましたが、身分を問わずみんながペストの犠牲になると働き手が不足し、その結果、農民の賃金や地位が上が
る。そして今まで身分の高かった人たちも同じではいられなくなる。そういう状況から生まれてきたのが、教会の失墜とルネサンスと
いう文化や宗教改革でした。
あの『ロミオとジュリエット』の結末にも実はペストが絡んでいました。ジュリエットが手紙を託した修道士がペスト患者と一緒に隔
離されてしまい、手紙がロミオに届かなかった。それがあの結末を招いたことが、物語の中に描かれているんです。文学作品一つとっ
てみてもそんなことが表れてくる。
そのくらい感染症と人々の生活というのは切っても切れない関係だったのです。
当時のお医者様の姿をイラストにしてみると、空気感染しないように鼻の中にいろいろな薬草を詰めたペストマスクをつけ、帽子
をかぶってメガネもして、マントをかぶって診察している。昔からこんなことをやっていたわけです。そのとき分からない敵と戦うため
に試行錯誤を繰り返してきたのが人間なのです。でも、悪いことばかりではありません。例えばニュートンは、ペストの流行で大学が
休校になったので田舎に帰り、そこでリンゴが落ちるのを見て万有引力の法則を発見したと言われています。時間の使い方によって
は新しい発見もあったということです。本当に感染症は人々にいろいろな面で影響を与えるものだということが、歴史から分かるの
です。
差別という観点でもう一つお話しします。今回の新型コロナ流行の中で、アメリカでは黒人差別がクローズアップされました。黒人
差別の歴史を見ると、17世紀頃にアフリカからモノ扱いで奴隷として運ばれてきた人たちがアメリカや中米で働くようになり、その
子孫がいまも残っているということです。18世紀にジェファーソンが「みんな平等だ」という独立宣言をしましたが、ここに黒人奴隷
は含まれていませんでした。
ここでちょっと日本を見ると、
実は織田信長の小姓に弥助という黒人がいました。
日本では差別の対象で
もなんでもなかったので、
「背も高くてかっこいいし、小姓にしよう」ということで、あの織田信長の下で働いていた。国や時代によっ
ていろいろな見方があるということです。黒人奴隷に関して特に有名なのは、アメリカの南北戦争です。このとき、南部では農業のた
めに奴隷制度をやめたくなかったという事実があった。そんな中でリンカーン大統領が奴隷解放宣言をしましたが、その後も差別の
歴史は続きます。
今でもアメリカには、
白人至上主義の人たちがいるのです。
2年前、かつて黒人差別が最も激しかったアラバマ州へ取材に行きました。ここには当時の人々の像や研究所もあり、
「差別をして
はいけない」という啓蒙活動は十分されています。それでも、2年前に新しいモニュメントができていました。黒人奴隷の人たちがリ
ンチされたことをイメージしてたくさんの箱が吊るされています。ここには誰がどんなリンチを受けたかが刻まれています。2年前にこ
んなものを作らなければならなかったほど、今でも差別があるということです。アラバマ州では「バス乗車ボイコット運動」という公
民権運動もありました。ここから生まれたのが、そのときリーダーだったキング牧師です。ノーベル平和賞を受けたキング牧師は有名
ですし、最近では、オバマ大統領も誕生したのですが、それでも差別がなくならない。このように、世界中に差別は残っていますし、
感染症がはやったときなどに、
差別される側が非常に弱い立場にあるということが見えてくるのです。

④ 問題提起・小括
●坂元
どうもありがとうございました。
三人の方々から、
コロナ差別に関わるお話を頂戴しました。
森光さんからは、差別や偏見を生む要素が、私たち自身や社会にあるのではないかというご指摘をいただきました。その中で、私
たち自身の問題として、嫌悪や差別が私たちのリスク認知に基づくこと、また、細部を見ずにラベルや属性で判断する認知様式に基
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づくということを教えていただきました。社会の問題としては、日本の文化的土壌として、集団の秩序を重んじる社会規範があり、同
調圧力の強い社会であるということが、個人の行動を強く規制する後押しとなってるのではないか、情報伝達のあり方が集団心理
の増幅装置となっている点が指摘されました。
磯野さんの「異」と「違」はどう違うかという問いでは、異なるの「異」は自分にとっての外部であり、
「違う」というときの「違」は内部
に存在する何かだというお話しでした。だから「異」を異物として排除するという考え方ですが、ではウイルスはどうかといったとき
に、
「違い」として社会の中にとどめようという考え方もあるということでした。私はヘイトスピーチの現場にいたのでとても興味深く
お聞きしました。かつて異邦人、外国人はラテン語で「ホスティス」と表現していました。ホスティスというのは現在の英語のホスタイ
ル（敵対的）とかホスティリティー（敵意）の語源になっています。異邦人、外国人は敵であり、殲滅すべき対象ということになっていた
わけです。でも、今の我々の観念では、外国人というのは相対的な概念です。我々が外国に行けば、その国では外国人になります。と
ころが、鎖国をした国の歴史が体内に宿っているのか、なぜか日本の一部の人は外国人を自己と異なる他者と考え、異物として排
除しようとヘイトスピーチなどが行われています。しかし我々が目指すのは、多様性のある社会、外国の人の文化の違いを認めよう
という社会です。だからこそ、コロナ差別の話でもこの「異」というのが一体どういうものかというのは、非常に重要な問題だと思
いました。
増田さんからは、感染症の歴史と差別について、歴史上、感染症によってさまざまな出来事が生じたということを教えていただきま
した。さらに今、アメリカではジョージ・フロイドさんの事件で、黒人差別の問題が世界中で議論されるほど大きな問題になっていま
すが、
アメリカでは依然として黒人差別の問題が非常に根強く残っているということをご指摘いただきました。
一旦ここで休憩を取り、
後半はコロナ差別の問題についてさらに理解を深めたいと思います。

３ ディスカッション
① 差別・偏見がなぜ生じるのか
●坂元
それではディスカッションに入ります。課題別に私から質問しますの
で、
お答えいただければと思います。
では最初の質問です。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染者
のみならず、家族が勤務先から出勤停止を命じられたり、医療従事者や
その家族に対する誹謗中傷やハラスメントが起きています。例えば保育
園で子どもの預かりを拒否された、飲食店から利用を拒否されたといっ
た、いわれなき差別や偏見の事象が見られました。その結果、休職せざ
るを得なかった人や、ダブルワーク先の職場から解雇された人もいます。
なぜ、このような差別や偏見が生じるのでしょうか。
●森光
お二人の発表を聞いて、特に磯野さんの「異物」という考え方を興味深く感じました。
「何を異物だと指差すか」によって敵を作り
出すという考え方は、認知心理学的な「何を脅威と認識するか」という話にも通じると思います。中でもやはり言葉の使い方は大事だ
と思います。
「敵はコロナだ」とか「コロナに打ち勝つぞ」みたいな文言が多く聞かれましたが、
「本当に打ち勝てるの？」と考えると非
常に疑問です。
「私たちはコロナとともに生きていかざるを得ない時代を生きてるよね」と言ってあげる方が賢明で、敵として叩くこと
を考えれば考えるほど、差別やヘイトスピーチが増加していくように思います。これはメディアだけでなく、一人ひとりの問題でもあり
ます。新型コロナは実態がなかなか分からず、多くの人にとって初めての事象だからこそ、言葉の使い方が認識や集団の態度を作り
ます。
その意味で、
言葉の使い方と、
何を異物として捉えるかというのは密接に関わっていると感じました。
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●坂元
そうですね。フランスのマクロン大統領が「われわれは今、コロナと戦争状態にある」というような発言をされた。やはり「敵」という
認識があって、その敵と戦っているのは戦争状態だ、というような表現をしたわけですが、果たしてそれが妥当な表現だったかどうか
考える必要があるかもしれませんね。
●磯野
関連して、言葉の問題として、頻繁に言われたのが「気の緩(ゆる)み」という言葉です。ちょっと感染が増えるたびに「気が緩んでい
る」と。もちろん気をつけなければいけないのは分かりますが、全世界的に見たときに、日本は死者数は少ないし、重症者数も減って
いるのに、とにかく危険であるということを強調してしまう。ウイルスは人間によって運ばれていて、しかも目に見えないので、避けよ
うとしたら人間を避けるしかない状況にどうしてもなってしまいます。差別の問題を考えれば、もう少し安心できる情報や、
「日本の政
策も結構うまくいってたんじゃないか」というポジティブな情報を出していくことも重要ではないかと。エボラ出血熱のように致死率
が高い病気ではないことも踏まえて、
そういう安心できる情報発信をすることは決して間違いではないと思います。
●坂元
確かに流行の初期には感染者数や死亡者数に重点が置かれましたが、
今は感染された方の約9割が回復されている。
毎日の感染者
数が
「○○○人を超えました」
というような報道だけでなく、
回復者数も報道してもらうと安心できるのではないかという気がします。
●磯野
「東京は危ない」と言われますが、東京は人口が約1400万人です。分母が多いことには触れず、
「増えました」ばかり言われると、ス
ウェーデンよりもずっと人口が多いのにな、
と思うんですよね。
●増田
私は朝のテレビ番組に出ているのですが、この新型コロナの問題が出てきてからも、生放送に出演していました。ですから、当日の
ニュースの内容や、それをどう報道するのか現場が迷いに迷っていたのを目の当たりにしていたんです。経験したことのない事態が
起こって、それをどう報道するのか判断ができなかったということがありました。その「判断ができない」が何につながるかというと、
「責任の取れる範囲で発言しよう」ということになります。するとどうしても「危険だ」という注意喚起が際立ってしまい、感染者数や
重症者数を伝えるにあたっても、
「これだけの人がこんな目に遭っています！」というようなトーンになってしまう。テレビ局では他の
局の報道が映っているのですが、
「あそこはこうやってるね」
「これと同じじゃなければ大変だ」というところに気がいってしまって、そ
こから逸脱しないように報道することが一番の目的になってくる。特に「危険だ」
「命がかかっている」というものに対して、そういう
対応をしてきた事実はあると思います。新型コロナの話以外で時間を埋めるのが難しいというのもありました。他の話題がないんで
す。みんな自粛していますから。自粛中に家庭菜園をしましょうとか、その程度の話題はあっても、それ以外の新しいことや、特効薬
が出たなんてことはもちろんないわけです。そこで現場は「この40分を新型コロナで埋めるためには」みたいな話になっていく。もし
「苦情電話がきてもいいからこれをやろう」という確固たる自信が持てる人がリーダーシップをとれたとしたら、どの局も横並びとい
うのではなく、
「こういうことが大事なんだ」というのを発信できたのではないかと思います。危機管理の問題も含めて、そのような状
況にあったということだけお伝えしておきたいと思います。
●坂元
ありがとうございました。ニュースの題材がない中で、コロナの報道をするに当たって、責任をとれる範囲で発言しなければならな
いということになると、どうしてもアラートのほうに重点がいってしまうという事情があったことがよく分かりました。
●磯野
最近、テレビを見ていたら、新幹線の席に座るとき、危ないから席を向かい合わせにするなとか、網棚の荷物の安全な取り方みた
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いなことを やっていて 、こん なことまで
ニュースで報道するのかとびっくりしまし
た。コロナで埋めるために「今日は新幹線の
安全な席の座り方をやりましょう」みたいな
ことになっていたということでしょうか？
●増田
要するに、緊急事態宣言が解除されると
人々が移動します。それで、新幹線は安全か
という話が出てくるわけです。そうしたとき、
今の方たちはとても潔癖症なところがあって、
「これだけ防御すればもう大丈夫」というのを求めている。それをやれば見てもらえる
という悪循環があって、例えば真ん中に仕切りがあればいいとか、車内でスモークを焚いたらあっという間に消えるのはちゃんと換
気をしているからだとか、
そういう情報の伝え方になるわけです。
他にもつり革につかまったらどれだけウイルスがつくとか、立っていた方がいいか、座っていた方がいいかとか、そういうことをやり
がちですね。全てがノウハウで埋め尽くされるような世の中になっていて、このノウハウさえ守っていれば絶対に大丈夫みたいなもの
をどうしても求めたくなるというところがあると思うんです。答えのない問題に対峙していくために、臨機応変にいろいろ自分で判断
していかなければいけないのに、やっぱり答えがほしい。そういう状況の中でニーズに応えて番組を作り続けるし、隣の局を見て「う
ちもやろう」
という流れになっていきますね。
●森光
「答えがほしい」
「ノウハウがほしい」というのはキーワードだと思います。
「不安の集団感染」みたいなものが起きていたと思うんで
す。メディアだけの問題ではなく、実際に不安を感じて答えを欲っしている人がたくさんいたということですよね。恐怖や不安の蔓延
というか、
それに陥っている人がほとんどだったと思います。
私がよく使う例えに、
「お化け屋敷に入ってお化けが出てくる前の状態」というのがあります。
「来るぞ、来るぞ」
「どこかにいるぞ」と
いうのは分かっているのに、ウイルスは目に見えないので脅威がどこに潜んでいるのかは分からないのは恐いですよね。なので、心理
的にいつも身構えて、
「どこに脅威が潜んでいるか」
「この人も、もしかしたら無症状感染者かも」と、どうしても脅威・リスクばかりを
探しにいってしまう心理があると思うんです。そこに「この地域で感染者が現れた」とか、
「この病院で院内感染が起きた」と聞くと、
目に見えないものに形が与えられた瞬間に嫌悪しやすくなる。そういう心理もあって、
「どう対処したらいいか」
「どこに脅威があるの
か」
ばかり探し続けて、
不安の集団感染が起きていたのではないかと思いますね。

② どのように対処していくか（正しく恐れるために何が必要か）
●坂元
今の時代は報道だけでなく、SNSでも不安の増幅や拡散がなされますので、社会全体が不安の集団感染に陥っているということ
かもしれません。
次の質問です。コロナに対して、
「正しく恐れる」ということが大変難しいわけですが、どのように対処していくかということです。
我々のセンターが行っている「STOP!コロナ差別」動画キャンペーンでも、ハッシュタグをつけて「正しい理解を」というのをキャッチ
フレーズにしていますが、
「正しい理解」
や
「正しい知識」を得るために、我々一人ひとりに何が必要でしょうか。
●磯野
実は「正しい理解」とか「正しい知識」という言葉自体がちょっと危ない言葉だと思っています。
「ノウハウを求めてしまう」というと
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ころにもつながるのですが、私たちは「正しい知識や正しい理解があれば正しい答えが得られるんだ」というところに行きがちだと思
うんです。
だから、
「正しい電車の乗り方さえすれば安全である」というような答えを求めたがる。
でも、このウイルス感染症の難しいところは、何が正しいか分からないところだと思います。ウイルスは見えないので、結果的に専
門家の意見をただ拝聴するしかないわけです。でも、専門家の意見も揺れ動くし、この専門家とあの専門家が全然違うことを言って
いたりする。もはや何が正しいか分からない状況です。
「正しい」という言葉を使うと、唯一無二の正しさがあるように見えますが、実
際はすごく多くのグラデーションがあって、それぞれの文脈に応じた形でしか「正しい」はない。その文脈の中でしか「適した」やり方
はないという考え方にしていかないと。
「正しい知識さえあれば正し
く恐れることができて、正しく対処ができるんだ」と正しさばかりを
正面に掲げるやり方は、逆に差別や無駄な恐怖を助長したり、分か
らないから誰かに聞かなければならないというような、自分を手放
した他人任せの行為を生むのではないかと思います。
●森光
唯一絶対の正しさをゴールに据えるのがいかに危険かというの
は、ダイバーシティや多様性に満ちた社会を目指すのであれば、非
常に共感するところです。ただ、あえてその「正しい理解」の中身、何
を理解してほしいかと考えたとき、重要なメッセージとして、
「この感染症のパンデミックは、私たちの社会や、ときに身近な人間関係
でさえも分断していく力を秘めている」ということは発信していいと思うんです。要するにウイルスは身体も病気にさせるけれども、社
会にも差別や分断という感染症を生むという作用があると。
そう考えると、どこにゴール設定するのかが非常に大事だと思います。磯野さんもおっしゃったように、リスクをとにかく下げましょ
うという「ゼロリスク」の幻想にそろそろ気づいてもいいと思います。日本の中で新規感染者がゼロになる日は、いつかはくるでしょ
う。でも、その後に何が起こるかというと、人の往来がある世の中なので、また新しくウイルスが外から入ってきて、といういたちごっ
こが始まる。その度に「ゼロにしろ」と感染者を異物として嫌悪感情を向けるのかというと、やはりそれは違うと思います。
「感染のリ
スクも下げるけど、社会として互いに助け合う。認め合い、分断を予防していこう」というところをゴールに据えないと。感染制御とい
う一つの正しさだけでは、分断や差別が助長されてしまうと思います。
●坂元
不安の源泉の一つは、
ワクチンや治療薬の開発にまだ時間がかかりそうだということだと思います。
その中でどう対処していくのか
と頭を悩ませているという気がします。百年前のスペイン（風邪）のとき、日本政府はマスクや手洗い、うがいを国民に呼びかけまし
た。百年経った今、それが単なる知識としてではなく、励行するのが習慣化している。日本人はインフルエンザがはやる冬場になる
と、他の人にうつさないため、あるいは防ぐためにマスクをします。社会として定着している部分もあるわけで、今回もワクチンや治療
薬が開発されるまで、感染拡大を予防するためにどう振る舞うべきか、最善の道を考えましょうということだと思います。同時に、分
断や差別をもたらさないために、
どういう知恵を見い出すべきか考えなければいけないと思います。
●増田
百年前のスペイン風邪では、本当にたくさんの人が亡くなりました。第2波では亡くなる人が増えて、毒性が強くなったのではないか
と言われています。今これが分かるのは、記録が残っているからです。だから今回も、良かったこと、悪かったこと、全てを記録に残し
て後で検証できるようにすることは、絶対やらなければいけないと思います。記録が残っているからこそ、手洗いやマスクが有効だ
ということも私たちは知っているわけです。コロナでもこれだけ時間が経過して、この基本をやっていれば、ある程度のところで自分
たちの身は守れると分かってきた部分もあると思います。そういった経験を安心材料にしていきながら、どうやって社会で暮らして
いくかということを考えていければいいでのはないかと思います。
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③ 行動変容に向けた人権啓発の在り方
●坂元
それでは、
次の質問です。
磯野さんのご報告の中に、
異なるものに対する排除の構造が差別や偏見に結びつくというご指摘がありました。
森光さんの表現を
借りれば、身体的にはコロナに感染していなくても心が感染している人々に、どうしたらそういう眼差しをやめて、病気になった人へ
の思いやりというごく当たり前の人間性を取り戻してもらえるのでしょうか。外国では、医療従事者サポートプロジェクトとして“Clap
for Carers"（クラップ・フオー・ケアラーズ）のような、
「拍手を送る運動」が行われています。こういう運動に転化する啓発のあり方も
あるかと思いますが、
そのために必要なことは何か、
お考えがあればお伺いしたいと思います。
●森光
人道支援では、
啓発はアドボカシー、
アウェアネス・レイジングなど、
いろいろな手法がありますが、
大事なことが二つあると思います。
一つは、差別や偏見といった問題が起きていることをしっかり認知してもらう。なるべく広く、多くの人に知ってもらうことが何より
も予防になるということです。多くの場合、メディアや著名人など、影響力のある人に発信してもらうことによって社会的な認知が上
がります。
もう一つは行動変容という考え方です。
メッセージとして
「差別はいけない」と言われるだけでは行動変容は起こらない。
自分が発
信手となって、キャンペーンやムーブメントに参画する。社会を良くするために、主体的に一歩を踏み出して行動を起こしたときに、啓
発が大きな効果を上げると言われています。例えば、アフリカのエボラ出血熱のときも、若い人たちが歌やダンスなどを通じて、
「エ
ボラってこんな病気だよ」
「こういうことに気をつければいいよ」
「デマに対する対処策はこうだよ」といった知恵をボトムアップで広
げていくという手法がありました。トップダウンで広く知ってもらうと同時に、個人がSNSでキャンペーンに参加できたり、アーティス
トの方が表現をしたり、
たくさんの人がいろいろな形で
「差別をやめましょう」と伝える発信手となることが大事だと思います。
●坂元
「差別をやめよう」というネガティブなものをポジティブなものに変革
するためにどういう行動をとるべきでしょうか？ 「外国では医療従事者
に拍手を送るような運動があるのに、日本で広がらないのはなぜです
か？」
と聞かれるのですが、
「これ」といった答えが見つかりません。
●磯野
欧米の真似をする必要はないと思います。日本の医療従事者の方に
とって、一番嬉しいのは普通に病院に行くことだと思うんです。今、病院
は収入が落ちてしまって、本当にやめるかどうかという状況が起こっています。みんなが拍手をしても彼らの生活は変わりません。例
えば森光さんがおっしゃったように、
「なぜ差別が起こるのか」という差別の構造の部分を、もうちょっと若い人たちが自分たちで分
析をしていくような授業を専門家と共同してやる。なぜこんなことが起こっているのかということを、
「いい・悪い」ではなくて、自分た
ちが関わっていくことによって、構造として理解していく。こうしたことが、長い目で見ると差別の解消につながっていくのではないで
しょうか。
●森光
自分たちが関わっていくというのは、
まさにおっしゃるとおりです。
私が最も恐れているのは、
コロナと向き合う日々がある程度長く
続いたとき、この差別意識が世代を超えて、若い人たちに当たり前のこととして浸透してしまうことを懸念しています。例えば紛争国
の支援を考えると、
民族同士が敵対して殺し合うというスタンダードの中で生まれ育つと、
本当はそれをストップしてほしいのに、
若い
世代にはそれが当たり前になっているので、今度はその暴力を加速させる側になってしまうことが見られます。今回のコロナでも、親
10

公益財団法人人権教育啓発推進センター

〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-12

■ 座談会 発言録
や大人が「県外ナンバーが来てる、嫌ねぇ」と言うのを見て育つ子どもたちがいるわけです。そういう子どもたちが大人になったとき、
ラベルだけで差別する感覚が当たり前になってしまうと非常に怖い。これを世代間の伝播と言ったりしますが、やはり大人が、若者も
対象にメッセージを届けることを意識した方がいいと思います。教育の中で、
「こういう差別をすると相手を傷つけるし、仲も悪くな
る」
といったように、
当事者意識として若い世代にこの差別の問題をしっかり入れていかないと、
この後が怖いという気がします。
●増田
そういった話を子どもにするときは、
「差別はいけない」とか「これが正しい」
「これが悪い」ではなくて、できるだけ具体的に話して
あげるといいですね。例えば、
「誰々ちゃんのお母さんはこうやって働いている。看護師さんって、こんなに素晴らしい仕事をしている
んだよ」というような話の仕方をするのと、
「あんな危ないところで働いて、もし感染したら大変よね」と言うのでは、大きく違いますよ
ね。一つひとつのことを大人がどう評価して、子どもの前で話して、伝えていくかによって、世の中変わってくるんじゃないかなという
気がします。
●坂元
確かに、
若い世代に対する人権教育や人権啓発は非常に重要ですね。
具体的な行動に結びついた例もあります。中国では2008年の四川大地震で、初めて若者がボランティア活動をやるようになった
そうなのですが、四川のボランティアに参加していた人から、そのとき知り合った日本人の方に連絡があり、
「武漢でこういうものが足
りない」という具体的な援助を求めてきたそうです。そこで日本をはじめ、アジア各国でNGO活動をやっている人たちがその足りな
い物資を送るという形で、実際に、感染で困っている人、あるいはロックダウンで生活に困っている人に必要なものを届けることがで
きたと聞いています。
世界中で経験したことのないようなパンデミックが起き、社会機能が麻痺しています。そういう中で、格差の問題も実際に目に見
える形で出てきており、
我々に何ができるのか、
本当に考えなければいけない問題だと思います。

４ おわりに
●坂元
最後に、
本日ご登壇いただいた皆さんに、
これだけは言っておきたいということがあれば、ご発言いただければと思います。
●森光
医療に近いところで活動していてぜひお伝えしたいのは、患者さんや医療者など、この感染症と一番近い距離で戦っている、そし
て場合によって差別を受けている当事者たちの声を知ってほしいということです。国際赤十字の調査で、新型コロナで亡くなった方
のご遺族のその後についてインタビューさせていただいたことがあります。火葬のときに火葬場には近づけず、離れた駐車場で遺骨
が運ばれてくるのを待っていたそうです。でもそのとき、会社の人が駐車場まで見に来てくれたのが「本当にありがたかった。心の支
えになった」とおっしゃっていたんですね。そういうストーリーを聞くと、差別なんかしていられないと思うんです。なかなか語りにくい
ところだとは思いますが、当事者の体験をしっかりと伝え、それに耳を傾けていく。そして「差別どころではなく、社会として応援して
いかなくてはいけないんだ、できることをしていかなくてはいけないんだ」という思いを届けることが、差別の大きな抑止力になるの
ではないかということを、
最後に付け加えさせていただきます。
●磯野
今日、森光さんからは「差別というものを構造としてどうとらえるか」、増田さんからは「時間の中で差別というものをどう捉えるの
か」
というお話があって、
二つの俯瞰的な視点が出てきていたと思います。
一方で、
実際に罹患した人、
あるいは医療関係者などの個々人がどんな思いでいるのかいう唯一性の視点もあります。私たちはど
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うしても「とにかくどうしたらいいか知りたい」と、すぐ答えがあるところに行きがちですが、実は大事なのは、ゆっくり考えることでは
ないでしょうか。歴史の軸、構造の軸という二つの軸で見つつ、その中に唯一性の個別のストーリーを置いていったときに、そこから
私たちは何を学べるのか。
実はこれが一番遠いように見えて一番近い、差別をなくしていく道なのではないかと感じました。
●増田
私たちはいろいろなものを手に入れることができて今日まで来ているので、何でも自分で制御ができると勘違いをしがちです。新
型コロナウイルスに関しても、
「撲滅するためには」とか「患者数をゼロにするためには」とか、どうしてもそこに発想がいってしまう。
でも、そんなことはありえないことなんですよね。私たちも自然の中の一部として、この世の中で生きているわけです。その中でいろ
いろな問題が起こってきたときに、できるだけ普段の生活を変えないで、心穏やかに生活するにはどうしたらいいかということを考え
ていくべきではないかと思います。例えば、大事な人が亡くなったときにお別れもできない。そんなときに、どういう立ち位置で自分に
できることがあるかということを考えて行動に移す。できる範囲でできることをするということがとても大事なのではないかと。それ
を心がけていきたいと思っています。
●坂元
どうもありがとうございました。
新型コロナウイルス感染症拡大の中で生じたコロナをめぐる問題につい
て、三人の方にご報告をいただき、ディスカッションで有意義なご意見を頂
戴いたしました。
その結果、
本当に多くのことを学ばせていただきました。
最後に国連でハンセン病の差別撤廃の原則とガイドラインの作成に関
わった立場から一言お話することをお許しください。人は誰でも病気にか
かります。ある病気にかかったからといって、人は差別されてはならないし、排斥されてはなりません。コロナはたしかに厄介な病気
ですが、我々が恐れるべきは、森光さんが言われているようにウイルスであって、人ではない。コロナに感染した人や感染していた人を
差別してはいけません。正しく恐れる必要があります。我々の最善の防衛手段は、イスラエルの歴史学者で哲学者のハラリさんが指
摘するように、必要な期間の隔離と正しい情報です。
「密閉」
「密集」
「密接」の3密を避け、こまめな手洗いやうがいを行うことが病気
に対する予防になるという知識とその実践です。
日本はかつてハンセン病を怖れるあまり、ハンセン病の感染力が弱く、隔離の必要がないにもかかわらず、また治療薬が開発され
たにもかかわらず、強制隔離を90年間も続けてきた負の歴史を持っています。コロナ差別には、ハンセン病の差別の場合と共通の特
徴を見ることができます。それは、家族も差別の対象になっていることです。感染症の場合、感染を恐れるあまり、その家族も差別の
対象となります。我々は、そうした過ちを繰り返してはなりません。新型コロナウイルスを恐れるあまり、病気になった人や、その家族
を思いやるというごく当たり前の人間性が失われないように行動する必要があります。どんな病気にかかった人も差別しないという
教訓を、
今回は、
ぜひ生かしてほしいと思います。
増田さんには本日の報告で、人種差別の問題を取り上げていただきました。ブッシュ政権下で国務長官を務めたライスさんが、
ジョージ・フロイドさんの事件について、アメリカのワシントン・ポストに寄稿いたしました。そこで彼女は「癒しへの道は、私たちの過
去や現在、将来について予断を排して敬意をもち、正直に深い対話をすることからしか始まりません。家庭で、学校で、職場で、祈りの
場で、一方的ではなくみんなで話し合おう。そして、前進するために、お互いの言葉を慎もう。アメリカ国民として連帯すれば、恐怖を
信頼や希望、思いやり、行動へと変化させることができる」と述べた後に、彼女は「一人ひとりが何をするのか。個人的には教育の機
会の問題に取り組みたい。
なぜか。
教育は偏見に対する盾として役立つからである」と結んでいます。
本日、取り上げたコロナ差別の問題について、皆さんがどのような問題意識を持ち、そしてどのような答えを見つけようとされている
のか。簡単に答えが見つかるものではない、というのが、今日の我々の議論の中でもありましたが、この座談会に登壇してくださった
三人の方々が、お一人お一人がこのコロナの問題を考える際に、大きなヒントを与えてくださったのではないかと思います。改めて三
人の登壇者の方に感謝をいたしまして、
この座談会を閉じたいと思います。
本日は、
どうもありがとうございました。
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