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2020.1.30 人骨問題を考える連続学習会＠京都大学（第 6 回） 

台湾の人骨問題と日本－琉球 

～京都帝大解剖学講座の系譜（あるいは博士の異常な愛情）～ 
板垣竜太（同志社大学） 

 

※今回は京都帝大医学部「解剖学第二講座」の人類学の系譜を辿る。台湾およびその周辺の

諸民族の遺骨の収集過程を中心に整理する。 

講座 病理学病理解剖学講座(第一,二) 解剖学第二講座 
教授 清野謙次(1924-38) 足立文太郎(1904-25) 

木原卓三郎(1926-) 
助教授以下 三宅宗悦(講師, -‘39)＋講師 4, 助手 3 金関丈夫(助教授, -‘34), 講師 4, 助手 3 

 

１．足立文太郎コレクション 

①足立文太郎
あだち ぶんたろう

(1865-1945)は 1899-1904 のストラスブルク大(受け入れは Gustav Schwalbe)留学

を経て、1904 年から京都帝大解剖学第二講座の初代教授（-1925）。「日本人解剖学」と「軟

部人類学」を提唱した人物1。主要な著作はドイツ語で公刊2。 

②人類学者の絆：清野謙次
き よ の  け ん じ

は先達たる足立を「世界の学界に対して代表する老大家」と絶賛

3。京大医学部卒の金関丈夫
かなせき たけお

(1897-1983)は助手時代の 1924 年、「足立文太郎のすすめで、

人類学を勉強することになり、病理学の清野謙次、考古学の浜田耕作両教授に紹介され入

門」→足立退官(1925)後は人類学講義を受け継ぐ4。金関はまだ医学部生だった三宅らとと

もに 1929 年 2 月から毎月「人類学談話会」を開催して情報交換していた（年譜5より）。 

③足立文太郎は京大在職中(1904-25 年)に多くの「骨格標本」を集めた。 
足立〔文太郎〕は人類学的研究を目指し、多くの骨格標本（頭蓋約 1,000 個、全骨格約 500 体）を蒐

集した。現在本学〔=京都大学〕にある骨格標本の大部分は足立の蒐集によるものである。6 

④足立は解剖学的人類学の先駆者であり、人骨収集者が足立に鑑定を依頼することがあっ

た。足立自身は琉球遺骨を収集したことがなかったが(だから金関に行かせた)、鑑定をし

たことがある。1895 年、笹森義助が与那国島で収集した琉球遺骨を、坪井正五郎(理科大

学人類学教室)に鑑定依頼し、それを実際に担ったのは岡山在住時代の足立だった7。 

                                                        
1 足立文太郎『日本人体質之研究』増補版, 荻原星文館, 1944. Watanabe et al., “Buntaro Adachi (1865-1945): 
Japanese Master of Human Anatomic Variation,” Clinical Anatomy, 25(8):957-60, 2012. 
2 同書に目録あり。「日本人の解剖学 Anatomie der Japaner」3 部作：『日本人の動脈系統 Das Arteriensystem 
der Japaner』全 2 巻(1928)；『日本人の静脈系統 Das Venensystem der Japaner』全 2 巻(1933)；木原卓三郎の

手により『日本人のリンパ系統 Das Lymphgefäßsystem der Japaner』全 2 巻(1953)。 
3 清野謙次「足立博士の人類学論文集を読む」『日本石器時代人研究』岡書院, 1928, 379 頁. 
4 「金関丈夫博士年譜」（金関丈夫博士古希記念委員会編『日本民族と南方文化』平凡社, 1968, pp.960-
961）。清野謙次の「御通夜回想座談会」(1955)で、金関は、「足立文太郎先生が、お前人類学をやる気はな

いかといわれるので、やりたいと申しました所が、それじゃ清野先生の所へ連れてつてやる、というので

足立先生、私を清野先生の所へ連れて行つて下すつて、この男は人類学をやろうといつておるからまあよ

ろしく頼むと、いう橋渡しをして下つた訳なんです。」と述べた(清野謙次『随筆・遺稿』京都大学医学部

病理学教室, 1956, p.651)。 
5 前掲「金関丈夫博士年譜」p.961。 
6 『京都大学百年史 部局史編 1』1997 年, 760 頁. 
7 足立文太郎「琉球與那國島岩洞中ノ一頭蓋」『東京人類學會雜誌』10(114), 1895. 
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⑤5 年間(1899-1904)のヨーロッパ留学中は各地の大学等に保管されている人骨を実査し、計

測記録(Protokoll)や頭蓋骨撮影図(Kraniogramm)を持ち帰った。のちにこれを引き継いだ金

関丈夫が、資料を台北帝大に持っていった(後述=2-2-F-2)。 

⑥足立は台北と東京に行き、台湾の原住民族 30 名分の頭蓋を計測し（下記に整理）、1907 年

に論文として発表した8。「台湾蕃族頭蓋について、始めての人類学的調査」9。 
 私は三十個の頭蓋を調べた。其出所は何れも明である。生前の事まで明って居るものが多い。少く

とも其生蕃たる事は疑ひなきもののみである。 
 台湾蕃人の頭蓋は非常に得難くある。討伐の際容易に手に入るならんとは誰もが想像するであらう

が実際はそうではない。戦死者を見る事は甚だ稀れであるとの事である。首棚には沢山頭蓋が並んで

居る。然るに之を採集する事は極めて危険である。加之首棚のものには支那人が沢山ある、少くとも

首棚所在の蕃社よりも他のものである。故に首棚の頭蓋は研究材料として採集するには大に注意を要

せねばならぬ。 
 私の材料中台湾に於て調べたものは、殆んど悉皆台北医学校の病理学及解剖学の教授今裕氏10が討

伐の際殺されたものを自分で採集したものである。東京に於て調べたものは殆んど総てが東京人類学

教室の助手鳥居龍蔵氏11が採集したものであって首棚のものである。併し首棚のものが支那人の頭で

なくして生蕃のものであると云ふ事が明って居る。殊に鳥居氏が自分で採集したものであるから信頼

を置ける。 

 
日本による台湾植民地化後の山地での原住民族の平定（いわゆる「理蕃政策」）と人骨収

集が同時進行している生々しい様相(特に 1～4,6,7)。全く「古人骨」などではなく、むし

                                                        
8 足立文太郎「臺灣蕃人頭葢」『東京人類學會雜誌』22(252)・22(254)・22(255), 1907. 
9 金関丈夫「台湾における体質人類学方面の研究の概説」『民族學研究』18(1-2), 1954, p.105. 
10 今 裕

こん ゆたか

(1878-1954)：二高→京都帝大医学部助手→台湾総督府医学校助教授（その後北大へ）。 
11 鳥居龍蔵(1870-1953)：1896-99 年に 4 度台湾に渡り各地を調査。 

所蔵場所 収集者 数 民族 細目 備考

1 台北衛戍病院 － 3 タイヤル 南庄附近 「明治三十五年七月南庄支庁が南庄附近の蕃人を討伐
したる際に得たるもの」。1名は「鹿場社の土目「タ

ロー」」、1名はその妻、1名は男

2 台北医学校 今 裕 7 タイヤル 南墺 「南墺蕃を叭哩沙庄にて殺戮したるもの」「埋葬せし場所
明かなりしを以て今裕氏自ら行きて採集」

3 台北医学校 今 裕 6 タイヤル 馬武督社 「樹杞林の蕃界にて馬武督社蕃人(男)を殺したる事あり

其埋めたる場所明かなりしを持って今裕氏自ら行きて之
を採集せり」

4 台北医学校 今 裕 1 タイヤル 屈尺附近 「屈尺附近の男を此処に埋めたりと云ふ場所を今裕氏が
掘り出したるもの」

5 台北医学校 今 裕 1 タイヤル 大嵙崁奥 台北医学校附属病院に入院中結核で死去した25歳くら

いの女性「サシュンバット」
6 京都帝大 森丑之助→

足立文太郎
1 タイヤル 馬那邦社 「台湾殖産局の森丑之助氏より私に寄贈せられたるもの

にして苗栗庁馬那邦社の副土目「ブヨン、パァヤン」と云
ふ男なり、明治三十八年馬那邦社字大欠にて隘寮を襲
撃し隘勇を馘首して帰るとき追撃の為め斃れるしものな
り、此副士那は勇那を轟せし事ある蛮勇者なり」

7 東京人類学教室 小西成章→
伊能嘉矩

1 タイヤル メシェヤ社

(阿冷社)
「「モヘイガイ」と云ふ男」。1900.8.3、「出水坑より二櫃に

至る阪路の昇り口にて銃殺」。妻は「ユーガイ、ナヲイ」

8 東京人類学教室 鳥居龍蔵 1 タイヤル 渓頭 標品第31号
9 東京人類学教室 鳥居龍蔵 1 タイヤル 霧社 標品第32号

10 東京人類学教室 吉永三國→
小金井良精

1 パイワン 緑你社の「西
の蕃」

六里社営の下の谷の緑你社(80戸)、「西の生蕃と争闘し

て取りたる首」
11 東京人類学教室 鳥居龍蔵 2 ブヌン 達邦社 /

Tonpo社
標品第33,34号。嘉義山上の達邦社で採集。伊能

「Tonpo社の頭ならんと推定」

12 東京人類学教室 鳥居龍蔵 2 パイワン
(Tsuarisen)

本対社 /
内社

標品第35,36号。Punti社で採集。伊能「内社なればパイ

ワン族なり」
13 東京人類学教室 鳥居龍蔵 1 パイワン

(Tsuarisen)
根仔然社 /
Pairusu社

標品第37号。Kinajien社で採取。伊能「Pairusu社なれば

パイワン族なり」

14 東京人類学教室 鳥居龍蔵 1 パイワン
(Tsuarisen)

叭以児社 /
コナナウ社

標品第38号。Pairusu社で採集。伊能「コナヽウ社なれば

パイワン族なり」
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ろ現代人骨、それも出自のはっきりしたものへのこだわり。 

 

２．金関丈夫コレクション 

2-1．台北帝大での人類学拠点形成 

①金関丈夫12は京都帝大助教授時代(1925-34)にも、京都帝大解剖学教室所蔵（標本番号 3017）

の紅頭嶼
こうとうしょ

(蘭嶼
らんしょ

)の男性 1 名の人骨研究論文を 1930 年に 1 度公刊している13。計測したのは

次の人骨である。 
調査期日、昭和三年八月 
出生地、台湾紅頭嶼 
由来、大正七年五月、当時台北病院医師桂三友氏より当教室に寄贈されしものである。同氏の添書に

よれば、姓名はジルク、死因病名は右側化膿性膝関節炎併発膿毒症、推定年齢は二十二歳である。 

これは解剖学教室の足立コレクションを引き継いだものだと思われる（台湾へ持ってい

ったのか、京大に残されたのかは不明）。 

②金関は 1934 年 9 月より台湾総督府医学専門学校（のちの台北帝大附属専門医学部）教授

の資格で在外研究（解剖学、人類学）に出る。パリでは人類学研究所（Paul Rivet が受け

入れ）、ベルリンではカイザー・ヴィルヘルム研究所（Eugen Fischer 所長）などに通う。

1936 年 3 月に横浜港に戻るが、すぐに同月、台北帝大に開設されたばかりの医学部の解

剖学第二講座・教授として任じられて台北に移り住んだ。日本の敗戦後も金関は留用され

て 1949 年 8 月まで国立台湾大学医学院・教授として台湾に残り、1950 年に九州大学医学

部教授となる14。 

③金関の京都帝大時代の琉球調査(1929 年 1 月 5～24 日)における遺骨収集の詳細は、今回

は省略（p.11 の 2-2-E を参照）。京都帝大の解剖学教室には、軟部人類学を木原卓三郎が

継いだが、人骨研究は後任を採用した形跡がない。金関は、京都帝大時代に自らが収集し

た人骨（琉球民族遺骨を含む）を台北帝大にほぼ持っていったものと思われる。 

④金関は台北帝大医学部第二講座では人類学の拠点を形成（同時期に第一講座・教授に赴任

した森於菟
も り  お と

もともに研究していた）。配下の職員（忽那将愛
くつな まさちか

助教授、宮内悦蔵
みやうち えつぞう

助手、和田格
わだ わたる

助手ら）や門下生とともに人類学調査を系統的に展開。 

⑤金関の人類学の基本観点について15。金関はまず、人類について「生物学的の取扱い」を

する「自然科学」たる人類学 Anthropologia と、「文化科学」たる民族学 Volkskunde を峻別

する。そして人類学のなかでも彼が目指すのは人種学 Rassenkunde だという。人種 Rasse

とは、E. Fischer らにもとづき「肉体的(physisch, physical)及び精神的(psychisch, psychical)

の先天的の遺伝素質の複合から成ってゐる所の、共通的特徴によって統一せられ、夫れに

よって他の集団と区別される、さう云ふ人類の大きな集団を云ふ」と定義づける。そして

                                                        
12 金関については、中生勝生「金関丈夫の民俗研究」（『人文学報』515-2, 2019）が参考になるが、人骨研

究については系統的に調べていないのみならず、「民俗学、民族学の方面の貢献」をまとめようという全

体の方向性のためか、3-4 ヶ月前に自殺した女性の墓を掘る金関（後述）についてすら「妥協を許さない

姿勢は、資料の完全性と論文の完成度の高さに反映している」と賛辞を送っている。 
13 金関丈夫・中野由巳「完全なる紅頭嶼男子全身骨骼の一例に就て」『人類學雜誌』45(3, 5, 6), 1930. 
14 前掲「金関丈夫博士年譜」. 
15 金関丈夫の台北帝大の夏期講習講演（1938 年）より。「南支南洋の人類相」『臺北帝國大學解剖學第二

講座論文集』v.3, 1940. 紹介するのは、そのうち「人種学」の概論部分。 
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「集団の大きさ」「地方性」「集団の緊密さ」によって人種的集団を定義づける。人種学は

「生きた材料」「木乃伊」「骨」「手足の押し型」などを「材料」として、それらを「人種

徴表 Rassenmerkmale」に留意しながら観察し、統計学によってまとめ「その集団における

ノルム〔=標準〕」を解明する。 

⑥以上の観点にもとづき、「台湾居住民族を中心とした東亜諸民族の人類学」を構築するの

が、台北時代の金関の中心的課題。そのために金関研究室は各地から遺骨を持ち去り（骨

格研究）、生きている人々の身体を計測（生体研究、手・足理紋研究）した。人骨研究は

金関が中心となり、台湾島内および周辺の諸民族のものを系統的に収集。収集等の費用は

「両大学の公費及びその一部を文部省学術研究費に仰いだ」16。論文の書き方は定型化さ

れていて、1)先行研究の課題整理、2)「材料」と方法の説明、3)計測結果提示、4)比較考

察によって成り立っていた。いずれも計測法は、この時代の人類学者の虎の巻 Rudolf 

Martin, Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung (第 2 版, 1928)にもとづいて

いており、ドイツ語圏を中心とした学問の国際分業・競争を意識した成果が出された。そ

の成果の大部分は、『臺北帝國大學解剖學第二講座論文集』全 6 冊(1939-43；学会論文の

抜刷を合本したもの)、『國立臺灣大學解剖研究室論文集』全 11 巻(1947-50)として集成さ

れている（後者もほとんどが日本語で書かれている）。 

 

2-2．金関研究室の人骨収集 

①人骨は「福老系台湾人については主として、また爾余の諸種族についてはすべて、墳墓骨」。

年代・性別・年齢の推定は全て「著者〔=金関〕自ら親しく当った」17。 

②金関自身の「墳墓骨」の収集は、まさに執拗ともいうべきもの（以下は第 1 期生・大久保

正義の回顧）18。 
 金関先生について屏東に行き、墓を掘り起して骨を集めたことがある。農学校を作るのに共同墓地

をとりはらうというのである。屏東はよくスコールのある所で、毎日雨が降った。土地の人が来て、

この墓は自殺したきれいな娘さんの墓で、埋めてから三、四カ月しかたっていないという。本島人の

人夫は、掘るとお化けがつくといって承知しないので、金関先生が自分で鍬をとられた。私と大塚君

が、先生、やりますよ、と言って掘り始めたのはよいが、間もなく腐臭がぷんぷんしてきた。がまん

して掘りおこしたら、棺は厚い板で、水に漬っているから、金テコを入れる場所がよく分らない。大

塚君、鈴木君とわいわいいって開けたがはいる気にならない。みんな逡巡していたら、金関先生がは

いろうとされる。おそらく牽制球だとは思ったが仕方がない。私と大塚君が各語して真中からはいろ

うとしたら、金関先生に、骨ひとつ残さず、ていねいに扱えと言われた。はいったら水が臍のへんま

であり、手を入れると顎に水がくるくらいだった。くさくてくさくてたまったものではない。頭のほ

うにに手を入れたらぬるっとした。なんだろうと上にほうりあげたら頭髪だった。金関教授が「大久

保、お前の所は頭蓋骨だから大事にしろ」と言われた。頭蓋骨をかかえ上げて、大後頭孔からのぞい

たら、脳みそがまだ半分くらい残っていた。 
 金関先生は上にあげられた骨をひとつひとつ並べて、「大塚、まだ足らないぞ」、「大久保、まだ足ら

ないぞ」と言われ、こっちは小さな骨ひとつくらいいいではないか、と思ったが、最後まできれいに

                                                        
16 金関「台湾居住民族を中心とした東亜諸民族の人類学」『形質人類誌』法政大学出版局, 1978, p.65. 実
際、『日本学術振興会年報』6-8 号によれば、1938-40 年度に金関丈夫・忽那将愛・宮内悦蔵の 3 名は連名

で「台湾蕃族の体質人類学的研究」という主題により「個人研究による援助」（第 8 常置委員会。1938 年

2,000 円、1939 年 2,000 円、1940 年 1,000 円）を取得していた。 
17 前掲「台湾居住民族を中心とした東亜諸民族の人類学」p.65. 
18 大久保正義「解剖秘話」『東寧会四十年：台北帝大医学部とその後』東寧会, 1978, pp.195-197。なお、

森常治『台湾の森於菟』（MP ミヤオビパブリッシング, 2013, pp.85-89）にも同様の記述があるが、表現が

異なるだけでなく出典も不明である。 
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並べられた。 

③「墳墓骨」以外の収集法としては、解剖実習用の遺体を骨格標本化してもいた（後述）。

同じ大久保の回顧によれば、新しい大学では一般に解剖実習に必要な屍体がなかなか手

に入らない。そこで金関はまず満州から入手した。「満州では浮浪人の凍死者がいくらで

も出」ており、「これを満州医大が集めてタンクに漬けて」あることを、「満州医大は京大

系であったから」知っており、「運搬さえ手はずをととのえれば、無料でさしあげる」と

言われていた。そこで金関自身が大連汽船と交渉し、嫌がる船員に分からないよう仮装す

る費用も込みで 1 体あたり 2 千円を支出して運搬したという。「大久保君、この屍体は一

体いくらすると思う〔…〕一体二千円だよ」。その他、解剖実習用の「標本」は、刑務所

で死刑執行され遺体引き取り人のない屍体を持ちかえったりもしたという。 

④以下、金関研究室の人骨収集・計測・分析について、次の区分で整理する。 

A. 台湾の原住民族（「生蕃」「高砂族」「高山族」）：Tayal, Seediq, Payuan, Bunun, Tao 

B. 漢化した原住民族である平埔族（「熟蕃」） 

C. 台湾の漢族：福建系, 客家系 

D. 海南島住民：黎(Li)族, 漢族 

E. 琉球民族：主に京都帝大から持ってきた遺骨の計測作業 

F. その他の周辺諸民族：他機関所蔵の遺骨の計測作業 

A. 原住民族 

A-1. タイヤル(Tayal / Atayal, 泰雅) ／ セデック(Seediq, 賽德克) 
金關丈夫, 1937, 「臺灣霧社蕃人頭蓋ノ人類學的研究 (豫報)」『解剖學雜誌』10(3). 
和田格, 1939, 「臺灣タイヤル族頭骨に於ける梨子状口下縁の形態及び鼻下窩に就て」『人類學雜誌』54(9). 
金關丈夫, 1939, 「タイヤル婦人の頭部変形に就いて」, 『臺灣總督府博物館創立三十年記念論文集』. 
忽那将愛・和田格, 1939, 「臺灣蕃族頭骨ニ於ケル重要ナル血管通過孔ニツイテ」, 『臺灣醫學會雜誌』

38(10, 11). 〔『臺北帝國大學解剖學第二講座論文集』v.3 所収〕 
張灥生, 1949, 「臺灣 Atayal 族頭骨ノ人類學的研究」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.6. 
蔡錫圭, 1950, 「臺灣 Atayal 族側頭骨ノ人類學的研究」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.11. 

①金関は赴任して間もない 1936 年 7 月、「霧社の発掘、タイヤル族人骨一〇〇体余りを

採集」(年譜)。金関(1937)は早速、翌 1937 年 4 月に開催された日本解剖学会で「予報」

として、男性 64 名・女性 38 名分の頭蓋の計測結果を報告。また、タイヤルの女性の運

搬法に伴う頭部変形についても関心をもって報告(金関 1939)。これらの大部分は当時

タイヤルの一支族とされていたセデックである。蔡錫圭(1950:130)が、「金関教授の命に

依り」と明記しているように（このような記載のある論文は他にも多い）、金関が著者

に入っていない論文も金関が主導した解剖学第二講座の成果と考えて差し支えない

（以下全て同様）。 

②金関が霧社から大量の人骨を採集できたのは、主に霧社事件［第一霧社事件(1930.10-

12)；第二霧社事件(1931.4)］の犠牲者の埋葬地・遺棄地から収集したためである。忽那

&和田(1939)は、「南部タイヤル族」男 81・女 50、「北部タイヤル族」男 7・女 2・不明

1 という数字を挙げたうえで次のように述べる。 
 本材料の大部分をなす南部タイヤル族頭骨は本大学医学部解剖学教室の所蔵にかヽるもので、昭

和 6 年 4 月台中州霧社の蕃地に起った所謂第 2 霧社事件に於て味方蕃たるトロック及びタウツアー

両蕃人により馘首された保護蕃人の首級を事件後官命によりタウツアー蕃社の一隅に埋葬してあ

ったもの（大部分）と同 5 年所謂第一霧社事件の際にマヘボの山中にて自決した反抗蕃人のもの
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（少数）とである。之等材料の所属蕃社はマヘボ、ボアルン、スーク、タロワン、ロードフ、ホー

ゴーの六社であって、孰れもタイヤル族中所謂セデック系統に属する霧社蕃人であることは疑ひな

いものである。 
 又北部タイヤル族として掲げた材料は本大学附属医学専門部に古くより保存されてある十数箇

の蕃人頭骨中より出所明かなるものヽみを選出したものであって、馬武督、南澳、屈尺蕃に属する

所謂狭義のタイヤル族中スコレック系統に属するものである。残り 1 箇はタイヤル族に属すること

は明かであるが蕃社那不明（馬武督附近?）のものである。 

③張灥生(1949)は、解剖学教室所蔵のタイヤルの頭骨(男性 84、女性 57)を計測している。

その収集の系統を 10 に分類しながら説明を付している。やや記述が異なるものの、霧

社事件関連の遺骨であることを明記している。 
1) 霧社蕃(セデック族)：♂65、♀51 

a) ボアルン、スーク、タロワン、ロードフ、ホーゴ社の何れかに属するもの；♂57、♀44 
※「1931 年の所謂第二霧社事件の犠牲者のものであり、霧社タウツアー社の境内に埋葬され

てゐたものを、他の小児骨と共に 1936 年台北帝国大学解剖学教室に寄贈されたものであ

る。」 
b) マヘボ社：♂7、♀6 

※「同事変の犠牲者のものであることは a)と同様であるが、マヘボ社裏面の山林中に遺棄さ

れてゐたものを、1936 年より翌年に亘り、霧社駐在警察官の手によって蒐集寄贈されたも

の。」 
c) パーラン社：♂1、♀1 

※「同事変後埔里警察署に留置中なりしも病死せるものを、埔里鎮郊外の共同墓地に埋葬せし

ものである。1943 年発掘同教室に寄贈されたものである。」 
2) 馬武督蕃(セデック族)：♂6、♀2  ※足立(1907)が計測したもの。 
3) 大嵙崁奥(セデック族)：♂1、♀1  ※足立(1907)が計測したもの。 
4) 屈尺(セデック族)：♂1  ※足立(1907)が計測したもの。 
5) 烏石坑附近蕃人(セデック或はツォーレ族)：♂1 

※「1942 年國分直一氏より台北帝国大学解剖学教室に寄贈されたもの。討伐されし蕃人の頭骨

を國分氏先考の採集せしもの。」 
6) 南墺(セデック族或はツォーレ族)：♂2、♀1  ※足立(1907)が計測したもの。 
7) 木瓜蕃(セデック族)：♂1  ※医専解剖学教室旧蔵だが「由来不明」。 
8) 花蓮港附近タイヤル(セデック族)：♂1、♀1  ※同上。 
9) 部族出所の不明なるタイヤル族：♂2  ※同上。 
10) 花蓮港庁下七足川の蕃人頭蓋：♂4、♀1 

※「由来不明なるも、古くより台北医学校に所蔵されてゐたもの。恐らく 1914 年の同蕃の叛乱

の際討伐されたものであらう。」 

 「寄贈」などと表現されているが、「寄贈」の主体が遺族らでなく鎮圧者側（警察等）

であることは明らか。 

A-2. パイワン(Payuan, 排灣) ＆ A-3. ブヌン(Bunun, 布農) 
金關丈夫・曾瑞鵠・張灥生, 1949, 「臺灣パイワン族及ビブヌン族頭蓋ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究

室論文集』v.6. 

○パイワンとブヌンは異なる民族だが、1 本の論文(上記)でまとめられているので、合わ

せて論ずる。いずれもタイヤル（セデック）ほどまとめて収集されていない。収集経緯

は次のとおりで、土俗学教室も収集に関与していたこと、「購入」ルートも存在してい

たことが分かる。 
材料は台湾大学解剖学研究室所蔵、パイワン族頭骨 6 個とブヌン族頭骨 3 個とである。何れも男性

頭蓋である。パイワン族頭骨の中 3 個は旧台北専解剖学教室旧蔵の頭蓋（巴塱衛 49; Cranium, Adult, 
巴塱衛 32; Cranium, matures, 巴塱衛 28; Cranium, juvenile）で出所は台東庁巴塱衛である。一個は旧

台東医院長島義雄博士の台北帝国大学解剖学教室に寄贈した台東庁大武出身、頭蓋（Calvarium, 
Adult）である。大武は旧名巴塱衛であるから之等四個は同一社のものであらう。余の 2 個（何れも

Calvarium, Adult）は台東庁傀儡蕃に属する。之も島博士の同時に寄贈されたものである。ブヌン族

3 個の中 2 個（ブヌン 1; Calvarium Adult, 上顎欠歯なし、ブヌン 2; Calvarium Adult, 上顎欠歯 CI2 | 
I2C）は旧台北帝国大学土俗学教室所蔵の台中州丹大蕃のものであり同教室員によって採集された
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ものである。残りの一個は台中州カトグラン社の頭骨（Calvarium, Adult, 上顎欠歯 ? | I2）で 1936 年

旧台北帝国大学解剖学教室に購入せるものである。 

A-4. ヤミ(Yami, 雅美)＝タオ(Tao, 達悟) 
金關丈夫・蔡滋浬・張灥生, 1949, 「紅頭嶼ヤミ族頭蓋、椎骨及ビ骨盤ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究

室論文集』v.6. 

①台湾島の南東沖に位置する蘭嶼（紅頭嶼）に住むタオ（「タオ」が自称で、「ヤミ」は鳥

居龍蔵の命名）については、既に京都帝大時代の金関が 1 本論文を書いているが（既

述）、台湾赴任後の本格調査は日本の敗戦後の 1947 年 6 月のこと。国立台湾大学およ

び海洋研究所主催の「蘭嶼科学調査」に金関・蔡滋浬が人類学的調査（國分直一は考古

学調査）を実施した19。その際に崖葬地から骨を持ち去り。この 10 体は次のように分

類されている：Ⅰ,Ⅱ2,Ⅱ3,Ⅱ4,Ⅴ,Ⅵ2 が男性、Ⅱ1,Ⅲ,Ⅳ,Ⅵ1 が女性。 
1947 年 6 月の国立台湾大学及び海洋研究所主催の「蘭嶼科学調査」に参加した著者のうち金関、蔡

の両名は、同島西岸イヤユー部落の前面の海岸に屹立する土称「Igan」なる椎状の山の南麺の断崖

上にて、木棺及び日常用具を主とする種種の副葬品と共に数体の骨格を発見した。これは同イヤユ

ー部落民に一種の葬風即ち所謂‘cliff burial’の存在することを証明する最初の事件であった。その発

見状態、風葬等の土俗的記述は金関及び、その際同行して著者等の採集を援助せられたる、台湾大

学國分直一副教授共著の別報告（未刊）を参照せられたい。 

また、これに国立台湾大学民族学教室旧蔵の「紅頭嶼イモウルド部落採集頭蓋(Ed)」を

加えて計測。後天的な後頭部の変形、頭部負債運搬法による横溝が見られるため、「本

計測によって得られた数値は、悉く自然的のものとは云ひ難い」と述べている。 

②この崖葬地からの収集について、金関は九州大在籍時に「槍ぶすまに囲まれた話」とい

う記事を新聞に寄稿している20。そこではが「アニト」（死霊）を恐れるタオの人々が激

しく反発するのを尻目に、骨を隠しながら持ち去った様子が描かれている。 
 イヤユー部落の前面に、海中につき出したイガンという三角形の岩山がある。部落の入口からそ

の一方の絶壁が、目の前に見える。その絶壁の中腹に人骨が散乱している、ということを、一行中

のある隊員から教えられた。ヤミ族のふつうの埋葬法とは違ったふうなので、よく聞いてみると、

家族のないひとりものは、死ぬときまると、生きているうちにイガンに捨てられる。こうした人間

のアニトは最も邪悪なので、死後その屍体にさわることを、何人もあえてしようとしないからであ

る。〔…〕なるほど岩棚のあちらこちらに人骨が散乱している。〔…〕この人骨を三人で集めた。〔…〕

重い荷物をめいめいにかついで、やっと部落近くまで帰ったとき、ふと目をあげると、われわれは

あっと驚いた。 
 全部落の男という男がみな武装して、われわれの前面に立っている。折からの夕日に、槍の穂先

がきらきらとかがやき、殺気をたたえた無数の凶暴な目が、その下に光っている。〔…〕交渉した

が、もとより絶対に入れない。どこかへ退散するほかはない。われわれの根拠地のイモウルド部落

は、これから八キロもある。〔…〕 
 やっと根拠地の宿舎にたどりつく。からだがくたくたになっていることも忘れ、一瞬も休まず、

人目をさけて、木箱の中に人骨をおさめ、完全に梱包してしまうまでは、三人とも夢中だった。一

目につけば、この部落だとて、われわれをおいてくれるはずはない。 

B. 平埔族 

B-1. 西螺(Saile)平埔族 ＆ B-2. 烏牛欄(Ogulan)平埔族 
徐淵智, 1947, 「烏牛欄平埔族頭骨ノ人類學的研究」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.1. 
Hung Wen-Chih(洪文治), 1949, “Anthropological and otologic-anatomical studies on the temporal bone of Peipo 

in Formosa [臺灣平埔族顳骨之人類學的及耳科解剖學的研究],” 『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.4. 
吳金鑾, 1950, 「臺灣平埔族(西螺、烏牛欄)ノ腦-顏面頭蓋示數ニ就テ」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』

v.10. 

                                                        
19 生体の研究は、金關丈夫・蔡滋浬・張灥生, 「蘭嶼生民（ヤミ族）ノ人類學的研究」『國立臺灣大學解

剖研究室論文集』v.6, 1949. 
20 金関「槍ぶすまに囲まれた話」『西日本新聞』1959.8.23（『南方文化誌』法政大学出版局, 1977 所収）。 
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①西螺での平埔族の人骨調査のプロセスについては、金関の年譜 1942 年 8 月に「台南州

西螺の平埔族埋葬地を発掘、人骨を得る」とある。台中州埔里の烏牛欄の人骨収集時期

は不明だが、初訪問は 1938 年 12 月 25 日で、「パゼヘ族」の全村民がクリスチャン（長

老派）であったためクリスマス礼拝をしていたと報告している21。また、烏牛欄での生

体調査は 1943 年 1 月 26 日～2 月 2 日などに実施されている22。その頃に合わせて「墳

墓骨」を採集したものと思われる。 

②徐淵智(1947)は、「台中州能高郡埔里街の烏牛欄より発掘した平埔族の墳墓骨」頭骨男

性 59 名、女性 59 名分を計測。洪文治（1949）は、台南の西螺に 1721 年から定住して

きた“ROZZA race”に属する 51 の頭骨、台中州埔里の烏牛欄では主に“PAZEHE race”に

属する 60 の頭骨を計測したという。 

C. 台湾の漢族 

C-1. 福建(福佬, Hoklo)系台湾人 
和田格, 1939, 「臺灣本島人頭骨ニ於ケル梨子狀口下緣ノ形狀竝ニ鼻前窩、鼻下窩ニ就キテ」『臺灣醫學

會雜誌』38(3). 〔『臺北帝國大學解剖學第二講座論文集』v.3 所収〕 
忽那將愛・翁長弘, 1942, 「福建系臺灣人ニ於ケル大腿骨髁間窩」『臺灣醫學會雜誌』41(1). 〔『臺北帝國

大學解剖學第二講座論文集』v.5 所収〕 
福永金太, 1942, 「福老系臺灣人骨盤ノ研究」『臺灣醫學會雜誌』41(第 1 附録). 〔『臺北帝國大學解剖學

第二講座論文集』v.5 所収〕 
淺井政雄, 1942, 「福建系臺灣人頭骨ノ人類學的研究」『臺灣醫學會雜誌』41(第 3 附録). 〔『臺北帝國大

學解剖學第二講座論文集』v.5 所収〕 
黃文苑, 1942, 「臺灣島民大腿骨ノ人類學的研究」『臺灣醫學會雜誌』41(第 4 附録). 〔『臺北帝國大學解

剖學第二講座論文集』v.5 所収〕 
林天賜, 1943, 「福建系臺灣人側頭骨ノ耳科解剖學的研究」『臺灣醫學會雜誌』42(7). 
德重敏夫・岡本俊介, 1943, 「福建系臺灣人肩甲骨ノ人類學的硏究」『臺灣醫學會雜誌』42(6). 〔『臺北帝

國大學解剖學第二講座論文集』v.6 所収〕 
西村久, 1948, 「福建系臺灣人側頭骨ノ人類學的研究」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.3. 
林維新, 1949, 「福建系臺灣人頭蓋外底ノ耳鼻咽喉科學的竝ニ人種解剖學的研究」『國立臺灣大學解剖研

究室論文集』v.4. 
許夢蘭, 1949a, 「福建系臺灣人上肢骨ノ人類學的研究（其三）上膊骨ニ就テ」『國立臺灣大學解剖研究室

論文集』v.8. 
許夢蘭, 1949b, 「福建系臺灣人上肢骨ノ人類學的研究（其四）橈骨ニ就テ」『國立臺灣大學解剖研究室

論文集』v.8. 
許夢蘭, 1949c, 「福建系臺灣人上肢骨ノ人類學的研究（其五）尺骨ニ就テ」『國立臺灣大學解剖研究室論

文集』v.8. 
王耀文, 1950, 「福建系臺灣人下腿骨ノ人類學的研究」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.9. 
金關丈夫・王耀文, 1950, 「福建系臺灣纒足婦人骨骼ノ骨學的研究 第二 下腿骨」『國立臺灣大學解剖研

究室論文集』v.9. 
王老得, 1950, 「福建系臺灣人ノ頭蓋內底ニ就テ」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.11. 
王老得, 1950, 「福建系臺灣人頭蓋ノ平均匡廓線圖」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.11. 

①福建を出自とする漢族（福佬系台湾人）の遺骨が最も数多くかつ広範囲に収集された。

年譜では、1936 年に「この年漢民族の廃墓等より多数の人骨を集める」とある。 

②和田(1939)は台北帝大の医学部・専門医学部の解剖学教室に所蔵されている「台湾本島

人墳墓骨頭蓋 824 箇」を計測したが、「内 798 箇は昭和 11 年以後に於て採集されしも

                                                        
21 金関「パゼヘの礼拝」『胡人の匂ひ』東都書籍（台北支店）, 1943, p.186. 
22 『國立臺灣大學解剖研究室論文集』7 (1949)には、王清木「臺中州烏牛欄平埔族ノ人類學的研究」、邱雲

鵠・王清木「臺中州烏牛欄平埔族足蹠皮膚隆線系統ノ研究」、金關丈夫・余錦泉・王清木「臺中州烏牛欄

平埔族手掌理紋ノ研究」の 3 本が掲載されている。王清木は 1943 年 1 月 26～2 月 2 日、金関らは 1943 年

1 月の日付を記載している。 
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の」だと言う。このうち福建系 749 名分は、北部（台北・台北緑町、七星郡松山、基隆）、

中部（員林郡大村、彰化、虎尾郡西螺）、南部（嘉義郡老店、東石郡埤麻脚）より収集

したという。広東系（客家系と思われる）75 名分は、屏東郡長興、竹南郡頭分からだと

いう。わずか 2 年余りのうちにこれだけ広範に「墳墓骨」を収集できた経緯は明記され

ていない。理由は不明だが、これ以降の論文でこれほど多くの福建系台湾人の「墳墓骨」

が計測された例はなく、ほとんどの「墳墓骨」はこの時点までに収集されたものと思わ

れる。 

③「墳墓骨」とは別の系列が、学生の解剖実習用の標本とされた人々の骨格標本（晒骨
さらしほね

）

である。たとえば「福老系台湾人骨盤」を複数の方法で研究した福永(1942)は、その 1

つの方法として「台北帝国大学医学部の学生解剖実習に供されたる材料」より「福老系

台湾人男性 29 例、女性 2 例」の骨盤を計測した。「福建系台湾人上肢骨」を計測した許

夢蘭(1949a)は、「解剖屍体晒骨」37 対、「墳墓骨」118 対を「研究材料」としている。 

④これ以外に金関らが関心をもって調べたのは女性の纏足である。骨の各部位を計測し

て統計分析し「人種」の特徴を抽出しようという人類学者にとって、文化による後天的

な形質の変形はコントロールすべきものだった。金関&王(1950)は纏足が下腿骨（膝と

足首の間の骨＝脛骨と腓骨）に及ぼす影響を分析した。 

C-2. 客家(Hakka)系台湾人 
和田格, 1939, 「臺灣本島人頭骨ニ於ケル梨子狀口下緣ノ形狀竝ニ鼻前窩、鼻下窩ニ就キテ」『臺灣醫學

會雜誌』38(3). 〔『臺北帝國大學解剖學第二講座論文集』v.3 所収〕 
黃金財, 1948, 「客家系臺灣人頭骨ノ人類學的研究」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.2. 
蘇宗樑, 1949, 「客家系臺灣人及琉球人側頭骨ノ人類學的並ニ耳科解剖學的研究」『國立臺灣大學解剖研

究室論文集』v.5. 
吳金鑾, 1950, 「福老系、客家系臺灣人ノ腦-顏面頭蓋示數ニ就テ」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』

v.10. 

○客家語を用い独特のアイデンティティを有する漢民族の支流である客家について、金

関研究室はその人種的特徴があるのかないのかを確かめようとしたようである。和田

(1939)で計測したのは 75 名分、黄金財(1948)では北部の頭分郷 56 名分および南部の長

興郷 79 名分である。黄金財(1948)によれば、これらは全て「解剖学研究室所蔵の新竹

県南区頭分郷及び高雄県屏東区長興郷廃墓地出土人骨（民国 26 年〔=1937 年〕発掘）

である」という。何をもって「墓地」と「廃墓地」を区別したのかは不明。 

D. 海南島住民 

①1939 年 2 月 10 日、日本軍（海軍）は、国民党軍（蒋介石）の補給ルートを遮断すると

ともに軍事的・経済的拠点を確保するため、海南島作戦を敢行し同島を侵略・占領した。

一方、海南島では占領下でも抗日闘争がやむことはなく、占領軍は「敵掃討」を名目に

住民虐殺を繰り返した23。 

②台北帝大は軍・政府の要請により南方工作のための調査研究に組織的に関わったが、占

領下の海南島調査もその一つだった24。台北帝大の海南島総合調査は、理農学部が中心

となって、第 1 回（1940 年 11 月～1941 年 1 月；生物班、農学班、地質班）、第 2 回

                                                        
23 斉藤日出治「海南島における住民虐殺と統治政策」『大阪産業大学経済論集』12(1), 2010. 
24 中生勝美「台北帝国大学土俗・人種学研究室の研究活動」『帝国と高等教育』42, 2013. 
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（1942 年 2-3 月；経済及び民族関係班、理農学班、農芸化学班）の 2 回にわたって実施

された。金関はその第 1 回に第 2 班（農学班, 10 名）の一員として参加し、1940.12.20

～1941.1.24 にかけて「海軍特務部の行き届いた御配慮の許」で海南島の人類学的調査

を実施した25。金関は、このとき主に「海南島各地住民の手掌紋を採集し」た（年譜）。 

③金関は、これとは別に 1942 年 4-6 月に、海南海軍特務部（=軍政担当組織）政務局第一

調査課の嘱託により、言語学者の浅井恵倫
あ さ い  え り ん

とともに海南島の重合盆地に住む黎族（Li）

の人類学的調査を実施した26。占領当局の一次資料を活用したと思われる詳細な人口デ

ータを整理したり、「労力資源」調査の一環として石碌鉄山で漢族と黎族の体力比較の

調査をおこなったりした。当時、海軍の各部隊が海南島の占領行政に資する目的で各地

の「風俗習慣故事伝説」を調べており、金関が当時把握していただけで下記のような諸

資料が作成されていた（うち*印は金関が持ち帰り『南方文化誌』に収録）。海軍特務部

は、こうした調査をより専門的におこなうよう金関らに委嘱したものと思われる。 
*横須賀鎮守府第四特別陸戦隊『故事伝説集録』（1941.7.7） 
*同『風俗習慣故事伝説集録』（1942.4） 
同『黎人関係報告書類』北黎警察隊長上他光雄編（1941.7.25） 
宝橋警察管内石碌分遣隊『黎人風俗志』中里朝市編（1942.1.24） 
東方分遣隊『黎人に関する調査表』. 
高石分遣隊『黎人に関する調査事項』佐藤兵曹長編・及川兵曹長編・遠藤親雄編. 
海軍坂田部隊『海南島故事伝説集（儋県・臨高県）』（1941.9） 
宝橋分遣隊『統計書類』（1941.9） 

D-1. 黎（Li） 
金關丈夫, 1942, 「海南島侾族頭蓋の一例」『人類學雜誌』57(6). 

①台北帝大の海南島総合調査（第 2 班）で、金関は住民の手掌紋採集とともに、黎(Li)族

のうち侾(哈)方言を用いる人々の墓地から、まだ完全に白骨化していない男性の遺骨を

台北帝大に持ち去り、晒骨にしたうえで「黎族頭蓋に関しては最初の報告」として学会

に計測結果を発表した(金関 1942)。 
本例は昭和十六〔1941〕年一月七日海南島感恩県東方村の墓地ジンタイ（通訳者之れに「応西」の

字を充つ）の一墓中より得られた侾(Ha-loe)族男性頭蓋骨である。その侾なることは、同墓地が侾の

墓地として現今使用されてゐる事実、及び屍体は同地方侾族に限って用いられる褌を着用してゐた

ことなどによって明白である。またその男性たることは、屍体軟部の残存してゐた関係上直接確か

める事が出来たのである。同墓地の墓制、埋葬法、発掘状況等については、別に稿を改めて報告し

ようと思ってゐる。本頭蓋は軟部附着のまゝ採取され、台北帝国大学解剖学教室に於いて晒骨され

たものである。晒骨は曹達を加へて水煎する方法を用ひた。同操作中に不注意の結果二、三の歯牙

を失ったのは残念である。 

②なお、1941 年 1 月にこの「感恩県東方村の侾族の墓地」で墓の様子をスケッチととも

に記録したものが、戦後に「海南島覚え書」を『南方文化誌』に再録した際に含められ

ている27。スケッチではまだ白骨化しきっていない様子や「褌」らしきものも見えるが、

                                                        
25 足立仁「第二班（農学班）の調査に就いて」『台北帝国大学海南島学術調査報告』, pp.1-2. 
26 金関が海軍特務部の依頼によって調査したときの成果としては、「海南島重合盆地の黎族」『南方』

5(3),1943（『形質人類誌』収録）、『海南島漢族及ビ黎族ノ體力比較ニ關スル調査報告書』（黎族及其環境

調査中間報告第 3 輯, 海南海軍特務部政務局第一調査室, 1942）がある。また、訪問記としては「瓊海雑

信」（『民俗台湾』2(6), 1942）および「海口の散歩」（『民俗台湾』2(10), 1942）がある（いずれも『胡人

の匂ひ』に収録され、『南方文化誌』に再録）。 
27 金関「海南島覚え書」『南方文化誌』pp.109-112。このスケッチは『胡人の匂ひ』（1943 年）には掲載さ

れておらず、その原型となる金関「海南島の民俗断片」（『台湾時報』23(7), 1941）にも無い。 
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何よりも丁重に葬られた遺骨であることがはっきり分かる。 

D-2. 海南島の漢族 
謝伯津, 1948, 「海南島漢族下腿骨ノ人類學的研究」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.2. 
黃秀模, 1948, 「海南島漢族頭骨ノ人類學的研究」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.3. 
楊忠言, 1948, 「海南島漢族大腿骨ノ人類學的研究」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.3. 
吳金鑾, 1950, 「海南島漢人(海口)ノ腦-顏面頭蓋示數ニ就テ」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.10. 
哈鴻潛・鄭尚武, 1950, 「海南島漢族肩胛骨之人類學的研究」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.10. 

①謝伯津(1948)は「民国 31〔＝1942〕年 6 月、海南島海口市台湾拓殖株式会社酪農場保管

納骨堂中より採集された海口市君堯山墓地出土漢人人骨」を用いた28。脛骨 95 対、腓

骨 54 対のほか「対をなさざるもの」も計測対象とした。これ以降の論文は全て同じ出

所の人骨を用いている。黃秀模(1948)は男性 198、女性 111、計 309 の頭骨を計測して

いるから、全体は膨大な数である。楊忠言(1948)は「比較的近年の死亡者」と書いてい

る。どのような人々なのかは明記されていないが、酪農場建設の際に墓地を撤去した際

に遺骨を「納骨堂」に移していたものか、さもなければこの国策会社の労働者であろう。 

②金関は 1941 年の台北帝大総合調査に際して海口市の墓地に行き「作墓」（墓掘り・洗骨

などに従事する人）から話を聴くとともに、「拾骨」（洗骨）に立ち会った29。それによ

れば金関は「台湾拓殖会社の農園の作業上の必要から、臨時に発掘をしてゐた」のを見

たというから、台北帝大の遺骨は同じ人脈のなかで採集されたものだろう。 

⇒こうやって見ると海南島住民は、「敵」として抹殺されるべき人々、生かされ「労力資

源」として動員されるべき人々、そして死んで研究の「標本」となる人々へと分割され

ていたように思われてならない。 

E. 琉球民族 

許鴻樑, 1948, 「琉球人頭骨ノ人類學的研究」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.2. 
蘇宗樑, 1949, 「客家系臺灣人及琉球人側頭骨ノ人類學的並ニ耳科解剖學的研究」『國立臺灣大學解剖研

究室論文集』v.5. 

①金関の台北帝大赴任後、琉球遺骨はどうなったのか。金関丈夫は「琉球の旅」を単行本

に収録した際、1975 年の日付で次のような「付記」を書いている30。 

この琉球旅行〔1929 年 1 月〕によって採集された琉球人骨のうち、頭骨の人類学的研究の成

果は『国立台湾大学解剖学研究室論文集』第二冊、一九四八年四月、二二七－三三〇頁に、

許鴻樑によって発表された。頭骨以外の人骨については未発表、全資料は今右記の研究室に

保管されている。（一九七五年六月四日付記） 

ここで金関は、①頭骨については許鴻樑が論文を書いた、②頭骨以外の遺骨は 1975 年

にいたるまで分析した者はいない、③「全資料」は国立台湾大学解剖学研究室に保管さ

れている、と言っている。文脈上、「全資料」は頭骨やそれ以外の部位を含む全ての「資

料」、すなわち「この琉球旅行によって採集された琉球人骨」の意味と解することがで

きる。すなわち金関は、京都帝大の解剖学研究室にあった自らの人骨コレクションにつ

いて、いずれかの時点で全部または一部を台北帝大に持って行った。 

②実際、許鴻樑(1948)には次のように記されている。 

                                                        
28 日本軍の海南侵略後、台湾拓殖は速やかに事業所を展開したが、海口の事業所は牛乳・食肉・皮革など

の軍需物資を中心に生産した（台湾拓殖株式会社『事業要覧』1944, pp.26-27）。 
29 金關丈夫「海南島の民俗断片」『台湾時報』23(7), 1941.  
30 『琉球民俗誌』（1978）収録の「琉球の旅」, p.268.  
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 本研究の材料は琉球人骨骼ことに頭蓋の研究に関する以上の如き欠陥を痛感した台湾大学

金関丈夫博士が 1927-1928 年〔ママ〕琉球に渡り、各地に於いて人骨を蒐集されたものを主とす

る。然るに周囲の事情は同教授をして永くその材料を手許に置くを許さぬ情勢を齎した関係

上、挙げて同材料を著者に委ねこれが調査を命ぜられたのである。以下はこれに加ふるに足

立博士が東京人類学教室所蔵琉球人頭蓋（鳥居龍蔵蒐集）に関する Protokoll〔記録、調書〕

（金関教授保管）及び和田格博士が 1938 年与那国島にて蒐集されし頭蓋及び熊本医科大学

旧蔵の琉球人頭蓋（金関教授保管）を材料として始めて琉球人頭蓋の統計的研究を行ふこと

を得たその成績を報告するものである。〔中略〕 
 計測資料の主たるものは台湾大学医学院金関教授が 1927-28 年〔ママ〕日本帝国学資院援助の

経費を以って、沖縄列島各地より発掘収集せられたる 80 有余体の墳墓骨であって、他に鳥

居博士収集頭蓋（主として中域々下の墳墓頭骨と伝へられる）及び熊本医科大学旧蔵沖縄本

島頭蓋を含む。 
 その沖縄本島頭蓋の一覧表は第一表の如くである。 

表 1 材料表 

  ♂ ♀ ♂+♀ 

地
域
別 

沖縄本島 22 15 37 

運天 19 14 33 

那覇行路屍 5 3 8 

瀬尾〔ママ〕島 2 1 3 

首里  2 2 

東風原村 1  1 

山城 1  1 

池上 1  1 

那覇  1 1 

中城  1 1 

年

齢

別 

若年 1 2 3 

壮年 21 13 34 

熟年 23 16 39 

老年 6 6 12 
 全 51 37 88 

 同表中「沖縄本島」とあるのは東京人類学教室頭蓋（鳥居博士蒐集、足立博士計測）及び

熊本医科大学旧蔵頭蓋（出所不明）の総数である。「運天」とあるのは運天港百按司墓（Mo
modgana）の墳墓骨、「那覇市行路屍」は同市行路屍墓地発掘人骨であり、市役所帳簿により

沖縄本島出身者なること判明せるものである。*印を付した山城、池上は地名でなく那覇市

の旧蔵者の名である。これも沖縄本島にて採集されたものである。 
 上表以外に宮古島、奄美大島、与那国島の頭蓋がある。宮古島の一例は首里市師範学校旧

蔵、奄美大島の一例は那覇市の行路屍墓地出土、（帳簿により出生地判明）、与那国頭蓋は同

島「屋島墓」より得られたものである。尚運天百按司墓については種々の伝説あるも、該墓

の人骨が現代沖縄人人骨であることには些かの疑ひもない。 
 以上の貴重なる材料を貸与せられた金関教授に対し甚深、感謝の意を表せなければならな

い。 

③許鴻樑(1948)の説明がやや複雑なので整理すれば、まずここで研究対象とされた頭骨は

次の 4 系統に分かれる（このうち b は遺骨が台北帝大に無いもの）。 

a. 金関が 1929 年に琉球で収集した遺骨（台北帝大所蔵） 

b. 鳥居龍蔵が収集し東京帝大で保管されている頭蓋を足立文太郎が計測した

Protokoll（計測記録）：つまり遺骨そのものは東京帝大にあり、金関がもっていたの

はその記録のみ。 

c. 熊本医科大学旧蔵の琉球人頭蓋（台北帝大所蔵）：熊本医科大から台北帝大に移管

された経緯は不明。熊本医科大には、京都帝大病理学教室の清野謙次のもとで助手

* 
* 
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をしたのちに 1927 年に赴任した鈴江懐
すずえ きたす

がおり31、京大人脈にもとづく移管だった

可能性が高い。許鴻樑は数を明記していないが、蘇宗樑(1949)が計測した側頭骨は

9 名分。 

d. 和田格が 1938 年に与那国島で収集した頭蓋（台北帝大所蔵）：和田格と宮内悦三

は 1938 年 7 月に 4 名の調査助手とともに与那国島で手掌・足蹠紋を採集している

が32、その際に「屋島墓」から遺骨も収集したものと考えられる。許鴻樑は数を明

記していないが、蘇宗樑(1949)が計測した側頭骨は 5 名分。 

これと表 1 の「地域別」の対応関係は次のように理解し得る。 

・「沖縄本島」37 体分：上記の b(記録のみ)と c(遺骨有)を合わせたもの。 

・「運天」～「中城」51 体：上記の a（金関収集遺骨）［うち百按司墓が 33 体］ 

・欄外：上記 a[金関収集分]のうち宮古島（首里の師範学校旧蔵）の 1 例、奄美大島

（「行路屍墓地出土」）の 1 体、それから上記 d（和田収集分）の与那国島のものは、

表 1 からは除外されている。しかし比較対象として計測対象にはなっている。 

 

                                                        
31 鈴江懐がハンセン病の療養所（九州療養所）の入所者の遺体を骨格標本にしていたことは、のちに問題

となった（『日本経済新聞』2013.5.10）。 
32 金關丈夫・宮內悅藏・和田格「琉球人ノ人類學的硏究 第一部生體ノ硏究――第 IV 報吿 與那國島民ノ

手掌紋ニ就イテ」『臺灣醫學會雜誌』38(3) 〔『臺北帝國大學解剖學第二講座論文集』v.1 所収〕。なお、和

田格は 1942 年 5 月、論文「琉球与那国島民の人類学的研究」により台北帝大から医学博士の学位を授与

されている（国立国会図書館所蔵）。 

収集日 場所 金関記述 節No
1929.1.8 運天・百按司墓

第4号洞
出来得るだけ完全なる〔…〕数個の頭蓋 20

1929.1.11 運天・百按司墓
第1,6,7,8号洞

完全にして良質の頭蓋十五個、頭蓋破片十数

個、躯幹四肢骨多数／うち個体所属の判明せ

るものは第四号洞の一部

23

1929.1.12 運天・百按司墓
第4号洞

出来る限りの材料／昨夜のと合せて十二箱 24

那覇行路屍 8 1929.1.22 赤面原・行路病屍

の埋葬地

午前中四体、午後五体其他頭蓋一顆／第一号
乃至第六号は骨質脆弱、第七号以下は良好で
ある。但し第八、九号は比較的新しく軟部及び
衣服の一部は尚完全消解してゐない

38

1929.1.23 瀬長島の岩窟 二個の大風呂敷包 39
1929.1.23 瀬長島の岩洞外周 三四の頭蓋／うち二個は甕棺中 39
1929.1.10 沖縄師範学校 完全なる頭蓋六個、長骨他若干／出所も骨面

の楽書にて略明白

22

1929.1.15 沖縄師範学校 先般借り残した人骨数個を更に借用 30
1929.1.15 首里第一小学校 頭骨二顆（一は首里城下の洞穴中より、他は

浦添村牧湊の山洞前

30

東風原村 1 －

山城(人名) 1 1929.1.23 西武門・山城婦人

科医

所蔵人骨数点を借用 39

池上(人名) 1 －

那覇 1 1929.1.14 住吉町・垣花小学

校

不完全頭蓋一個と、数個の躯幹及び四肢骨 26

1929.1.19 中城に行く途中の

小岩洞

甕棺／若き女性骨と当歳位の小児骨／「道光

三、十一月、父比嘉」

33

1929.1.19 中城下の岩洞「そ

うしのし」

殆んど足の踏み場もない程の骨／大風呂敷包

数個

34

宮古島 1 1929.1.10 県立第一中学校 頭蓋骨一個、大腿骨、其他数個の短骨／宮古
島〔…〕にて採集

22

奄美大島 1 1929.1.22 赤面原・行路病屍

の埋葬地

第二、第三号は奄美大島人、頭蓋一個は伊平
屋島人である

38

首里 2

1

許鴻樑調査

欄外

運天

瀬長島

中城

表1 33

3
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④金関丈夫「琉球の旅」の記述と許鴻樑(1948)との対応関係は表(前頁)のとおり。2 地域に

ついては記述との対応が見いだせず、また頭骨の数も合致しない点もあるが、全体とし

てよく対応している。 

⑤台北帝大に赴任した金関が、なぜ「永くその材料〔＝琉球民族遺骨〕を手許に置」けな

かったのか、その「周囲の事情」が何なのか、いつ「手元に置」けるようになったのか

は不明。 

F. その他の周辺諸民族の計測 

F-1. 南京博物館所蔵の中国人遺骨 
金關丈夫・蔡滋浬, 1947, 「國立南京博物院所藏華中中國人頭骨之人類學敵研究」『臺灣醫學會雜誌』46(2). 
〔『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.4 所収〕 

○金関は 1944 年 3 月に中国に出張し、「南京博物館の安陽、城子崖等の人骨を調査」した

（年譜）。金関・蔡(1947)によれば、計測対象たる「現代華中中国人頭骨」は、1936 年

に南京郊外の綉球山で出土した塚中の男性 119 名・女性 66 名分の頭蓋、および 1935 年

に南京北極閣で出土した男性 1 名・女性 3 名分の頭蓋だという。なかには墓碑から男

女のほか出身地（江蘇、河北、河南、安徽、北平、陝西等）が分かるものがあった。こ

れは遺骨そのものを収集したのではなく、もっていった道具を用いて南京博物院で主

要箇所を計測したもの。 

F-2. 足立文太郎がヨーロッパから持ち帰った記録の再分析 
黃金財, 1948, 「Ilocane 族頭蓋ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.2. 
蘇宗樑, 1949a, 「Igorrot 族頭蓋ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.5. 
蘇宗樑, 1949b, 「Calamianes 族頭蓋ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.5. 
蘇宗樑, 1949c, 「Samar 族頭蓋ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.5. 
楊錦銓・黃秀模, 1949, 「Macassar 族頭蓋ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.6. 
蔡錫圭, 1950, 「Tschuktsche 族頭蓋ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.10. 
楊錦銓・顏蒼淮・林其全, 1950, 「Dajak 族頭蓋ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.10. 
楊錦銓・顏蒼淮, 1950, 「スンダ及ビ小スンダ列島住民ノ頭蓋ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』

v.11. 
曾瑞鵠, 1950, 「Mikronesia 族頭蓋ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.10. 
王耀南, 1950, 「Polynesia 族頭蓋ノ計測」『國立臺灣大學解剖研究室論文集』v.10. 

○これらの論文は全て、京都帝大赴任前にヨーロッパで留学をしていた足立文太郎が、

1902～1904 年にかけて、各地の大学や博物館で保管していた骨格標本のうち、太平洋

諸島の諸民族のものを計測した記録（Protokoll）と頭蓋骨撮影図（Kraniogramm）を再

分析した論文である。 

 

論文 民族名等 居住地 所蔵 計測時期 人数

黃金財(1948) Ilocano Luzon島(比) Leiden市国立民族学博物館(蘭) 1903.12-1904.1 男10, 女3
蘇宗樑(1949a) Igorot Luzon島(比) Leiden市国立民族学博物館(蘭) 1903.12-1904.1 男9, 女1, 不明1
蘇宗樑(1949b) Calamianes Coron島(比) Leiden市国立民族学博物館(蘭) 1903.12-1904.1 男11, 女3, 不明1
蘇宗樑(1949c) Samar Visaya諸島(比) Leiden市国立民族学博物館(蘭) 1903.12-1904.1 男15, 女3, 不明2
楊&黃(1949) Makassar Celebes島(尼) Leiden, Leipzig, Strassburg, München

の各大学, Kühn Museum (Halle)
1902.12-1904.3 男13, 不明1

蔡錫圭(1950) Chukchi シベリア München大 1902.7 5
楊,顏&林(1950) Dayak Borneo島(尼) Leiden, Leipzig, Strassburg, München

の各大学, Kühn Museum (Halle)
1902.7-1904.2 男18, 女3, 不明1

楊&顏(1950) Carussche S.(Leipzig), München大,
Halle大, Strassburg大

1902.12-1903.4 男13, 不明1

曾瑞鵠(1950) Micronesia
系

Woleai, Caroline
諸島

Leiden, Leipzigの各大学 1903.2-1904.2 男8, 女2

王耀南(1950) Polynesia系 Tahiti島 Leiden民族学博物館, München大 1903.1-1904.1 男8, 女2, 不明3

Sunda, 小Sunda列島住民(尼)
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2-3．「東亜諸民族の人類学」の総合的な研究結果 

○集団間の比較のための統計分析は、清野謙次らと同じ Poniatowski の「型差」(TD)を用い、

複数の計測項目の TD の平均をとる「平均型差」なる指数を利用（かなりラフな方法）。

金関の「台湾居住民族を中心とした東亜諸民族」に関する結論は 1951 年時点で次のよう

なものだった33。 
全群は一つの三角図をなし、その三頂点にそれぞれアミ族(台湾)、タガログ族(フィリピン)、バルガ族

(蒙古)が在り、その第一の頂点(アミ族)に近くケンヤ(北部ボルネオ)、平埔(台湾)、タイヤル(台湾)の一

団、第二の頂点(タガログ)の近くにヤミ族(紅頭嶼)、侾族(黎)、ニアス島人(スマトラ)の一団、第三の

頂点(バルガ)の近くに朝鮮人、南北九州地方人、及び琉球人の集団がそれぞれ位置する。南北中華人

は第二団と第三団の中間にあると見ることが出来る。 

 

おわりに 

○東寧会：台北帝大医学部の学友会。第 10期生で台湾大学解剖学科教授だった林槐三は 1978

年に次のように書いている34。 
 終戦後、森〔於菟〕先生は昭和二十二年四月まで、金関〔丈夫〕先生は二十四年八月まで留任され

て、学生の授業と研究を続けられた。忽那先生は熊本大学にお帰りになった。こちらは余錦泉先生だ

けが教室に残られたが、間もなく河石外科にいた蔡滋浬先生（四回生）が解剖に転任、同時に杜聡明

院長の秘書を兼ねられた。〔…〕 
 台湾大学になってから「教室」は「解剖学科」と改称され、その主任は余錦泉先生が一九七〇年ま

で勤められ、その後六年間は林〔槐三〕（十回生）がついた。現在の科主任は鄭聡明君で、彼は台大医

第五期卒業生、東寧で算えて第十三回に当るが、金関先生が台北で教えられた最後のクラスにいた。

もう五十歳になるが、この教室では医学出身の中最年少者である。〔…〕 
 終りに研究について。金関先生は戦後においても、新竹竹山の石棺遺跡の発掘や、台南大内の平埔

族、紅頭嶼ヤミ族、小琉球嶼漁民などの生体調査に出張された。またご帰国後もなおこちらの体質人

類学研究の指導に尽力して下さった。戦後約十年ばかり教室員の研究はこの方面に集中していた。そ

の後は主に余先生が続けておられる。その他の研究分野は、指導者がいなかった上、また皆かけ出し

であったため、一時ブランクであったが、一九六〇年代になって徐々に業績が出だした。 

○金関が九州大学医学部解剖学教室に第二講座教授として在籍していた 1950 年から 1960

年にかけて、同大学で台湾－琉球関連の形質人類学的研究により医学博士を授与された

論文は、CiNii データベースでヒットするだけで実に 30 本（次頁）。人骨を用いた研究の

大部分は、金関在籍時に収集したものを活用したと思われる。 

○近代ヨーロッパにおけるフマニタス(Humanitas)とアントロポス(Anthropos)、人間と人類、

人文学(Humanities)と人類学(Anthropology)、（観察し分類する）主体と（観察され分類され

る）客体35。その両者とその分割を深く身につけた金関丈夫。人類（生物）として見るこ

と。その人が何を言おうがどんな文化や思想を持とうがさておき、その「体質」から「人

種徴表」を読み解きデータを抽出するための「材料」として見ること。人が死と生とをめ

ぐってどのような意味づけをしていようが、どのような感情をもとうが、いったんそれを

否認してはじめて成立する解剖学的まなざし。そうやって系統的かつ広範に収集された

客観的な数値により「人種集団」の「ノルム」を明らかにしようとする知的探求。そうし

た知的営みが、帝国大学とそれをとりまく権力と暴力のネットワークを最大限活用しな

                                                        
33 金関・前掲「台湾居住民族を中心とした東亜諸民族の人類学」pp.84-86. 
34 林槐三「解剖学科」『東寧会 40 年：台北帝大医学部とその後』東寧会, 1978. 
35 酒井直樹・西谷修『「世界史」の解体：翻訳・主体・歴史』以文社, 1999. 
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がら、大日本帝国の植民地もしくは占領地において展開される。帝国の新たな首棚。平定

権力のもと、もとより語れぬ死者のみならず遺族もまた語り得ない状況。その環境のなか

で学問に注がれる「純粋」な情熱と愛情。それこそが広範な墓暴きと大量の遺骨持ち去り

を可能にさせた。 

 

 

授与日 著者 題目

1950/10/25 許鴻樑 琉球人頭骨の人類学的研究

1950/10/25 葉植庭 台中縣大社平埔族の人類学的研究

1950/12/5 蘇宗樑 客家系台湾人及琉球人側頭骨の人類学的並に耳科解剖学的研究

1951/1/13 黄金戝 客家系台湾人頭骨の人類学的研究

1951/1/13 許夢蘭 福建系台湾人上肢骨の人類学的研究

1951/1/13 黄秀模 海南島漢族頭骨の人類学的研究

1951/5/31 王耀文 福建系臺灣人下腿骨の人類學的研究

1951/5/31 王老得 福建系臺灣人の頭蓋内底に就て

1951/7/21 王耀南 新竹県新港平埔族の人類學的研究

1951/7/21 蘇振輝 台南県左鎭平埔族の人類学的研究

1951/8/20 蔡錫圭 台湾Atayal族側頭骨の人類学的研究

1953/12/9 福田寛一 琉球人の体質人類学的研究

1954/6/9 藤村鉱 海南島漢族骨盤の人類学的研究

1956/4/12 永井昌文 琉球波照間島々民の生体学的研究

1957/4/27 侯炎 台灣角板地区Atayal族の人類学的研究

1957/10/23 胡水旺 台湾Malikoan地区Atayal族の人類学的研究

1958/11/18 邱豊雄 台湾省澎湖島々民の生体的研究

1959/7/29 廖水清 台湾在住諸民族上下顎歯弓形の計測学的研究

1959/8/31 方国昭 台湾タイヤル族の手の理紋の研究

1959/12/24 郭春槐 台湾西螺平埔族の頭蓋内底に就いて

1960/2/18 莊讃元 台湾宜蘭県寒渓村Atayal族の人類学的研究

1960/2/18 周百錬 屏東県牡丹郷Paiwan族の体質人類学的研究

1960/2/18 楊緒栄 台湾苗栗県錦水村Atayal族の生体学研究

1960/3/14 呉鴻麟 台湾Atayal族の眼窩の計測

1960/3/28 蔡[ソウ] 台湾花蓮県大里平埔族の人類学的研究

1960/3/28 顔蒼淮 福老系台湾漢族農民と漁民との体質の比較研究

1960/3/28 楊天和 台湾漢族頭蓋表面積の人類学的研究

1960/3/28 呉金鑾 福老系台湾人脳髓の計測学的研究

1960/3/28 謝陳却 福建系台湾人頭骨の人類学的研究(観測)
1960/3/28 當山堅一 沖繩本島国頭地方住民の生体学的研究


