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人類学京都学派と台湾  

京 都 帝 大 解 剖 学 第 二 講 座 の 人 骨 研 究 の 系 譜  

板垣  竜太  

はじめに  

2018 年 12 月 4 日、琉球民族の 5 名が、京都大学の占有する遺骨の返還を求め

て、京都地裁に提訴した（琉球民族遺骨返還訴訟）。私自身、この原告らの訴えをき

っかけとして、戦前の自然人類学者による人骨研究について調べはじめた。奄美

に対する関心から、当初、病理学病理解剖学教室（以下、単に「病理学教室」）の清野謙

次研究室の三宅宗悦らによる奄美（奄美大島、喜界島、徳之島）の調査過程を検証し

ていたところ、裁判で返還請求の対象となっている琉球民族遺骨の主要な収集者

は三宅だったことが分かった1)。一方、裁判で議論の的となっていた金関丈夫は、

解剖学教室の所属でありながら、別稿で論じたとおり、病理学教室の清野や三宅

と親交が深く、ともに京都帝大に人類学の拠点を築き上げていた。こうした講座

の壁をこえて形成された京都帝大の人類学の潮流を、本稿では「人類学京都学派」

と呼んでおく2)。 

戦前の人類学の拠点は、東京帝大、京都帝大、北海道帝大、京城帝大、台北帝

大などで形成されたが、競争や棲み分けの結果、それぞれ特色や学風が少しずつ

異なっていた。たとえばソウルの「京城学派」の場合、朝鮮や大陸のいわゆる満

蒙諸民族の人骨収集では他の追随を許さなかった3)。京都学派の特色もさまざま

であるが、私が注目しているのは、南西諸島（奄美～琉球）の人骨収集に先鞭をつけ、

金関丈夫の台北帝大赴任後には台湾や海南島など、さらに南方へと展開していっ

た点にある。そこに人類学京都学派のコロニアルな特徴が凝縮したかたちで表れ

ていると考えているためである。本稿は、人類学京都学派の南方展開のうち、台

湾での人骨研究に焦点を絞り、可能な範囲でその全体像を概括することを目的と

している4)。 

京都学派と呼べるほどの凝集性をもっていたとはいえ、解剖学教室と病理学教
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室は制度および組織としては別々のものであり、建物からして異なっていた。そ

のうち台湾へと展開していったのは解剖学教室の方である。本稿では、足立文太

郎（1865-1945）と金関丈夫（1897-1983）の台湾方面での足跡を追う。金関については、

京都帝大、台北帝大、さらには戦後の九州大学まで連続した視点で見る5)。 

近代日本の自然人類学史については既に全体像をまとめた著作が出ているし、

個別にも金関丈夫についてはある程度分かってきている6)。ただ、現代の人骨問題

の観点から見た場合、なぜ、いかにして、誰が収集し、保管し、研究したのかと

いう、いわば人類学的人骨研究の「メイキング」とでもいうべき部分が歴史的に

解明される必要があり、その点において既存の研究は十分でない。本稿は、台湾

という太い補助線を引いたうえで、人類学京都学派の人骨研究のメイキングを明

らかにするものである。 

I   足 立 文 太 郎 の台 湾 原 住 民 族 研 究  

人類学京都学派は、1904 年に足立文太郎が解剖学第二講座の初代教授として就

任したことから事実上はじまる7)。1894 年に帝国大学（東京帝国大学の前身）医学部

を卒業した足立は、解剖学教室の小金井良精のもとで 1 年間助手をつとめたのち、

1895 年には第三高等中学校医学部（のちの岡山医専、現在の岡山大学医学部）に赴任し

た。1899 年からシュトラスブルク大を拠点としたヨーロッパ派遣留学（受け入れは

Gustav Schwalbe）を経て、1904 年、訪欧前の約束どおり京都帝大に赴任した（1925

年退官）。この 5 年間のヨーロッパ留学中、足立はただ学問の体系や方法を学んで

いただけではなく、各地の大学等に保管されている諸民族の人骨を実査し、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くことになる（後述）。 

晩年の足立は、自らの 50 年来の歩みを振り返って、「「軟部人類学
．．．．．

」、「日本人解
．．．．

剖学
．．

」、これが抑々私が解剖学に身を委ねた動機であり、又其研究の出発点であり

ます」と総括した（傍点は原著者）8)。これはいずれも当時のヨーロッパの解剖学に

対する足立なりの批判から構想されたものであった。すなわち当時の解剖学的な

人類学が骨格や外観のみを素材としていたのに対し、足立は血管やリンパ管、神

経、内臓などの「軟部」にも人種的特徴があると考えた。さらに当時の解剖学が

「人類全般」ではなく事実上「欧羅巴人」のみを材料とした「欧羅巴人解剖学」と
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なっているのに対し、足立は「各種族に向って各特別の解剖学が必要」だと考え、

まず「日本人解剖学」を志したのである。そして文字どおり生涯をかけて、「日本

人」の「軟部人類学」の体系をつくりあげ、その主要な成果をドイツ語で公刊し

た9)。 

といっても、足立は少なくとも初期には人骨研究を中心としていたし、京都帝

大在任中に「足立コレクション」とも称しうる膨大な骨格標本（頭蓋約 1,000 個、全

骨格約 500 体）を集めた10)。 

そうした足立の人骨研究のうち、ここで注目するのは台湾原住民族を対象とし

たものである。足立は 1907 年に「台湾蕃人
マ マ

頭蓋」という論文を発表した11)。この

研究は、のちに弟子の金関丈夫から「台湾蕃族
マ マ

頭蓋について、始めての人類学的

調査」と学説史上の評価を与えられている12)。台湾原住民族の人骨研究の先鞭を

つけるに際して、足立はその困難さと自らの計測した 30 名分の頭蓋骨の「出所」

の正しさを強調した。少し長くなるが、足立の記述を引用しよう（傍線は引用者、傍

点は原著者）。 

 

 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
マ マ

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想像

するであらうが実際はそうでない。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が採集したものであって首棚の

ものである。併し此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。 

 

引用文中で「討伐」というのは、日本による台湾植民地化後、「帰順」しなかっ

た原住民族に対する軍事的な平定作戦、すなわち台湾植民地戦争のことである13)。

今裕は、植民地戦争の犠牲者を安らかに眠らせることなく掘り起こし、骨格標本

として曝した。それも「出所」が明らかだというのが理由だった。また、「首棚」 
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表 1 足立文太郎が計測した台湾原住民族人骨一覧 

 

（備考）足立文太郎「臺灣蕃人頭葢」『東京人類學會雜誌』22（252, 254, 255）（1907 年）より作

成。 

 

とは、原住民族の集団間の戦い等により討ち取った相手の首を並べて祀る当時の

慣習を言うが14)、鳥居龍蔵もまた「出所」の確かさのために、信仰上の意味をも

つ場から首を持ち去ったのである。これらが決して「古人骨」などではなく、同

時代を生き、死んでいった人間の遺骨だったことは言うまでもない。 

 このような植民地戦争の血なまぐさい過程を背景として得られた頭蓋骨を、足

立は台北と東京で計測した。足立自身の記述から、その内訳を整理したものが表

1 である。台北衛戍病院のものが 3 体、台北医学校のもの 15 体（全て今裕の収集に

よるもの）、東京人類学教室のものが 11 体（うち鳥居によるものが 9 体）、そして足立文

太郎が台湾総督府殖産局の森丑之助から寄贈されたものが 1 体、計 30 体である。

このうちタイヤルのものとされる頭蓋が 22 体を占める。 

森丑之助から足立が寄贈されたという頭蓋もタイヤルの戦死者とされている。

森丑之助は、台湾原住民族の現地調査を盛んにおこなった半官半民の人類学者だ

所蔵場所 収集者 数 民族 採集地 遺骨出所 備考

1 台北衛戍病院 － 3 タイヤル 南庄附近 鹿場社等 「明治三十五〔1902〕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〔頭〕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 叭哩沙庄 南澳 「南墺〔澳〕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程経て今裕氏自ら行きて採集」

3 台北医学校 今 裕 6 タイヤル 樹杞林 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 「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 台北医学校附
属病院

大嵙崁奥 「台北医学校の附属病院に入院中結核にて死したる婦人」
（25歳くらい）で名は「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 馬那邦山 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〔頭〕目「ブヨン、パァヤン」と云ふ
男なり、明治三十八〔1905〕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しものなり、此
副土目は勇名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 出水坑～
二櫃

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 渓頭 標品第31号。鳥居"Keito-tribe in Suwo Formosa".
9 東京人類学教室 鳥居龍蔵 1 タイヤル 埔里 霧社 標品第32号

10 東京人類学教室 鳥居龍蔵 1 パイワン Bogari社 根仔然社 標品第39号。鳥居「明治三十二〔1899〕年の末Kinajien社蕃

人を殺害して得たるものなり」
11 東京人類学教室 吉永三國→

小金井良精
1 パイワン 緑你社 同「西の蕃」 「六里社営の下の谷」の緑你社(80戸)の入り口に陳列して

あった「西の生蕃と争闘して取りたる首」
12 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。鳥居「嘉義山上達邦社にて採集せり種族

Bunun」。伊能「達邦社にて採集せしVonun(Bunun)ならば

同族のTonpo社の頭ならんと推定す」

13 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。鳥居「Punti社にて採集」した「Tsuarisen蕃の

もの」。伊能「内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)
根仔然社 Pairusu社 標品第37号。鳥居「Kinajien社にて採取、この頭骨は

Tsuarisen tribeにして社は蓋しPairusu社?」。伊能「Pairusu
社なればパイワン族なり」

15 東京人類学教室 鳥居龍蔵 1 パイワン
(Tsuarisen)

Pairusu社 コナナウ社 標品第38号。鳥居「Pairusu社にて採集、ツァリセン頭蓋、コ

ナヽウ社?」。伊能「コナヽウ社なればパイワン族なり」
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が、鳥居龍蔵とともに阿里山のツォウの頭蓋骨を盗み出して東京帝大に送ったり、

パイワンへの「入蕃紀念」の「土産」として生首を取って弁務署長に持ち帰った

りといった行為を自ら書き残している15)。そうした「土産」の一つとして、斃れ

たタイヤルの副頭目の遺骨を足立に贈ったのではないかと考えられる。この 1 体

については京都帝大で所蔵されており、その後、廃棄処分などがなされていなけ

れば、京都大学の解剖学系の部局に現在も所蔵されているものと考えられる。 

この足立の記述がどれほど正確かは私には判断できないので、専門家諸氏の判

断を仰ぎたい。しかし間違いなく言えることは、固有名まで出しながら奇妙に生々

しく具体的に収集経緯を記述した目的が、個々人の死のリアリティに迫るためで

は決してなく、自らのデータの信憑性を演出するため、すなわちこの骨が間違い

なくこの集落のこの出自のものだということを保証するための彩りだということ

である。足立は伊豆の出身だが、ある骨が「伊豆人」のものであることを証明す

るために、果たしてこのように数年前に亡くなった人の埋葬地をあばいたことを

白状し、ここまで名前や死のディテールを曝そうとしただろうか。そこに、征服

によって諸民族を「我邦」に取り込んだ宗主国知識人のコロニアルな意識が露呈

している。その精神は、その直弟子の金関丈夫に引き継がれるとともに、より組

織的に、よりアカデミックに形象化されることになる。 

II   金 関 丈 夫 の「東 亜 諸 民 族 の人 類 学 」  

1923 年に京都帝大医学部を卒業した金関丈夫は、同年、足立文太郎のもとで解

剖学教室の助手となった。金関自身の回顧によれば16)、「〔1924 年〕一月、足立文太

郎教授のすすめで、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

濱田耕作両教授に紹介され入門」した。1925 年に助教授となり、同年の足立の退

官後は、大谷大や京大文学部史学科等での「人類学」講義を引き継いだ。 

金関は、形質人類学の分野でははじめて琉球で体系的な調査を実施し（1929 年 1

月 5～24 日）、その調査をもとにした論文「琉球人の人類学的研究」により 1930

年に医学博士を授与された17)。 

京都帝大時代の金関が台湾の人骨を扱ったのは 1 例のみである18)。この 1930

年に発表された論文で研究の「材料」となったのは、京都帝大の解剖学教室に所

蔵されていた紅頭嶼（蘭嶼）の男性 1 名（標本番号 3017）である。足立と同様に、金関
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も「其の由来も確実」であることを示すために、次のようにディテールを論文に

書き込んでいる。 

 

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。 

 

寄贈時期は金関が大学に入学する以前であり、かつて足立が受け入れたものを

金関に計測させたのではないかと考えられる（後述のとおり、師匠が収集し弟子に計測

させて論文を書かせるやり方は、台北帝大赴任後に金関自身がおこなったことである）。これは

頭蓋に限定されない全身骨格だったため、論文のタイトルでも「完全なる紅頭嶼

男子全身骨格」と強調して記し、本文でも「紅頭嶼人骨として最初の報告である

のみならず、頭蓋骨（一）以外の骨格に関しては、全台湾蕃人に就いても同様の事

が云はれる」と、「最初」であることを誇っている。「頭蓋骨（一）」というのは、足

立の前掲論文のことを指しており、足立を継ぐ台湾原住民族人骨研究の成果であ

ると研究史上に位置づけている。 

ただ、金関が台湾を中心とした諸民族の人類学的研究を本格化させたのは、台

北に赴任した後のことである。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）に出た。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）などに通った。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の教授として任じ

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って教鞭を執ったのち、1950 年に九州大

学医学部教授となった19)。その 13 年余りの台北時代に、第一講座の森於菟らと

ともに、台北帝大～国立台湾大学に人類学の拠点を築いた。配下の職員（忽那将愛

助教授、宮内悦蔵助手、和田格助手ら）や門下生とともに人類学調査を系統的に展開し

た。 

台湾を拠点に金関が構築しようとしていたのは、「台湾居住民族を中心とした東

亜諸民族の人類学」である20)。人骨は「人種的特徴」を抽出するための材料の一
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つであり（骨格研究）、それ以外にも生きている人々の身体を計測してデータを得

た（生体研究、手・足の理紋研究）。それらの膨大なデータを統計学によってまとめ、

各「人種的集団」の特徴や「人種的集団」間の関係を明らかにしようとした。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

した。収集等の費用は、「両大学の公費及び文部省学術研究費」より支弁した21)。 

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」から取った。年代・性別・年齢の推定は、全て「著者〔=金関〕自ら

親しく当った」22)。金関自身による「墳墓骨」の収集は、まさに執拗というべき

ものだった。第 1 期生の大久保正義は、屏東でともに墓を掘った経験を回想して

いる23)。土地の人が「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」と言っているため、「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」。そこで「金関先生が自分で鍬をとられた」。大久保ら

が手伝いはじめると、「間もなく腐臭がぷんぷんしてきた」。スコールで、水が臍

のあたりまであるなかで作業が続いた。棺から取り出した頭蓋骨には、まだ「脳

みそが半分くらい残っていた」。金関は「上にあげられた骨をひとつひとつ並べ」

ながら、「まだ足らないぞ」と指示を出し、「最後まできれいに並べられた」。この

ように金関は、自殺して間もない人の墓を、作業員の反発にもかかわらず掘り返

し、遺骨というよりは遺体を取り出してまで、台北帝大の人骨コレクションを蓄

えていったのである。 

「墳墓骨」以外の収集方法としては、学生の解剖実習用の遺体を骨格標本化した

ものもあった（これを「晒骨」と言う）。また、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 千円という大金を払って運搬したという。「大久保君、

この屍体は一体いくらすると思う［中略］一体二千円だよ」と金関は言った。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。 

これらは金関の人骨収集に対する執念を象徴するエピソードであり、実際にど

こからどのような人骨がどのように集められたのかについては、次章でさらに詳
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しく検討する。そうやって台北帝大の解剖学教室に集められた人骨は、金関およ

びその弟子たちにより順次計測が進められ、論文化された。いずれも計測法は、

この時代の人類学者の虎の巻とも言えるマルティンの『人類学教科書』24)にもと

づいており、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。論文の書き方は定型化されており、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。金関および

その弟子たちの研究成果の大部分は、『臺北帝國大學解剖學第二講座論文集』全 6

冊（1939-43 年。学会誌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 年）として集成された。後者は日本の植民地統治終了後に出され

たものだが、ほとんどが日本語で書かれていた。 

各集団のデータが論文として蓄積されてきたら、どこかの時点で、それらを総

合する必要があった。金関は、日本に引き揚げて九州大に落ち着いたばかりの

1951 年、その時点までの金関一門の研究成果を一度総括した25)。集団間の比較の

尺度としては、清野謙次と同様にポニアトフスキー（Poniatowski）の「平均型差」

の指数を用いた26)。型差（TD）とは、比較する 2 群（2 集団）の計測値について、平均

値の差が小さいほど、そして各群の散らばり（標準偏差）が大きいほど、型差が小さ

くなる（＝集団間の距離が近くなる）ような公式で求められる指数である。とはいえ、

一つの計測値（たとえば頭示数）だけで比較するわけにもいかず、複数の計測項目を

総合する必要がある。そこで最終的に複数の TD の単純平均をとる「平均型差」

なる指数によって、集団間の遠さ／近さを一元的に数値化した。実にラフな統計

法だが、これら諸集団間の平均型差を（駅間の運賃表のように）まとめていくと、「東

亜諸民族」の相互間の距離がマッピングされる、というわけである。これによっ

て得られた「東亜諸民族の人類学」の結論は次のようなものだった。 

 

全群は 1 の三角図をなし、その 3 頂点にそれぞれアミ族（台湾）、タガログ族（フィ

リッピン）、バルガ族（蒙古）が 3 者が在り、その第 1 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 1 団、第 2 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 1 団、第 3 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 2 団と第 3 団の中間にあると見ることが出来る。 

 

このように何々集団が何々集団により近いとか遠いとかを、文化などの後天的
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に獲得された諸要素ではなく、「体質」「形質」などと呼ばれる先天的な諸要素の

「客観的」な計測値にもとづいて「科学的」に語ることが、「東亜諸民族の人類学」

の目的の中核だった。そのために手間をかけ金をかけ、多数の人々を巻き込み、

広範にわたって亡くなった人々の骨を収集し、生きている人々の掌紋を採ったり

身体を計測したりしながらデータを収集していたのである。より精確なデータを

追究しようとすればするほど、「人種的集団」と目される集団について、広く大量

のサンプルを収集する構造になっていた。では、その金関研究室の人骨収集活動

とは具体的にどのようなものだったのか、次章で明らかにしよう。 

III   台 北 帝 大 の金 関 コレクションの形 成 過 程  

台湾における人類学的人骨研究が金関丈夫からはじまったわけではない。1899

年に設置された台湾総督府医学校から、同・医学専門学校を経て、台北帝大附属

医学専門部となる医学教育機関があり、その解剖学教室の津崎孝道、安達島次ら

が 1920 年代から研究を出していた。しかし、金関自身が総括するように、1936

年に台北帝大に医学部が新規設置されて、「台湾に於ける体質人類学の調査が、始

めて系統的に着手されるに至った」27)。本章では、台北帝大医学部の解剖学教室

で、金関丈夫が主導して収集、蓄積された人骨、すなわち「金関コレクション」

の形成過程を明らかにする。 

「一つの民族の中に数種の人種を含んでゐることもあります。又、一つの人種が

数個の民族に分かれてゐることもあります。」こう述べる金関は、「民族（Volk）」

と「人種（Rasse）」を「全然別個の観念」と考えたうえで、自らの研究を人種学

（Rassenkunde）と位置づけていた28)。しかしながら、人骨の収集や論文化にあたっ

ては、先験的に「人種」を設定するというよりは、既知の民族的カテゴリーに全

面的に依存して実証研究を進めた。上記の「系統的」な調査というのも、一般に

知られた民族名をもとに実施されていたのであり、その結果、金関研究室の人骨

コレクションもエスニック集団別に編成されていた。そこで、本章では次のよう

に括ったうえで、金関研究室の人骨収集について順次検証する。 

 

①台湾の原住諸民族：「生蕃」「高砂族」「高山族」などと呼ばれたこともある。具体的

には Tayal, Seediq, Taroko, Payuan, Bunun, Tao が含まれる。III-1 で述べる。 

②台湾の平埔族：漢化した原住諸民族であり、「熟蕃」と呼ばれていたこともある。
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III-2 で述べる。 

③台湾の漢民族：「台湾人」と総称され、大陸での出自によって福建系、客家系に分  

かれる。III-3 で述べる。 

④海南島住民：黎（リー）と漢民族が対象となった。III-4 で述べる。 

⑤琉球民族：京都帝大から持ってきた遺骨の計測作業が中心となる。既に別稿で検討

したため、本稿での論述は省略する。 

⑥その他の周辺諸民族：他機関所蔵の遺骨を計測した研究である。III-5 で述べる。 

 

本章の論述にあたっては数多くの論文を参照することになる。煩雑さを避ける

ため、本章で言及する諸論文を表 2 に年代順に整理したうえで、以下の本文中で

は「著者名 発行年」の形式で言及することにしたい29)。 

1.  台湾の原住諸民族 

①タイヤル／セデック／タロコ 

金関丈夫は自らの年譜において、1936 年 3 月下旬の台湾赴任後、最初の調査の

成果として「七月、霧社の発掘、タイヤル族人骨一〇〇体余りを採集」と記して

いる。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した30)。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。 

ここまで大量の人骨を赴任間もない金関が集められたのは、主としていわゆる

「霧社事件」の犠牲者の埋葬地から採集したためである。これについては当時から

公刊資料で明かされていたが、管見の限り先行研究では参照されていないため、

以下少し長めに引用する（忽那・和田 1939）。 

 

 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林中にて自決した反抗蕃人のもの（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。 
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表 2 金関丈夫研究室の人骨研究論著一覧 

 
（備考）論文集は『台帝』＝『臺北帝國大學解剖學第二講座論文集』、『国台』＝『國立臺灣大學

解剖研究室論文集』。原所収は『台医』＝『臺灣醫學會雜誌』、『人類』＝『人類學雜誌』、『解剖』

＝『解剖學雜誌』。原所収のないものは論文集が初出となる。 

著者 年 タイトル 論文集 原所収 カテゴリー

金關丈夫 1937 臺灣霧社蕃人頭蓋ノ人類學的研究  (豫報) - 『解剖』10(3) 原住民族

和田格 1939a 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』54(9) 原住民族

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』

原住民族

和田格 1939b 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

『台帝』v3 『台医』38(3) 漢族(福建系)

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

『台帝』v3 『台医』38(10-11) 原住民族

忽那將愛, 翁長弘 1942 福建系臺灣人ニ於ケル大腿骨髁間窩 『台帝』v5 『台医』41(1) 漢族(福建系)
福永金太 1942 福老系臺灣人骨盤ノ研究 『台帝』v5 『台医』41(第1附録) 漢族(福建系)
淺井政雄 1942 福建系臺灣人頭骨ノ人類學的研究 『台帝』v5 『台医』41(第3附録) 漢族(福建系)
黃文苑 1942 臺灣島民大腿骨ノ人類學的研究 『台帝』v5 『台医』41(第4附録) 漢族(福建系)
金關丈夫 1942 海南島侾族頭蓋の一例 - 『人類』57(6) 海南島

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 『台帝』v6 『台医』42(6) 漢族(福建系)
林天賜 1943 福建系臺灣人側頭骨ノ耳科解剖學的研究 - 『台医』42(7) 漢族(福建系)
徐淵智 1947 烏牛欄平埔族頭骨ノ人類學的研究 『国台』v1 - 平埔族

許鴻樑 1948 琉球人頭骨ノ人類學的研究 『国台』v2 - 琉球民族

黃金財 1948a 客家系臺灣人頭骨ノ人類學的研究 『国台』v2 - 漢族(客家)
謝伯津 1948 海南島漢族下腿骨ノ人類學的研究 『国台』v2 - 海南島

黃金財 1948b Ilocane族頭蓋ノ計測 『国台』v2 - その他

西村久 1948 福建系臺灣人側頭骨ノ人類學的研究 『国台』v3 - 漢族(福建系)
黃秀模 1948 海南島漢族頭骨ノ人類學的研究 『国台』v3 - 海南島

楊忠言 1948 海南島漢族大腿骨ノ人類學的研究 『国台』v3 - 海南島

金關丈夫, 蔡滋浬 1949 國立南京博物院所藏華中中國人頭骨之人類學的
研究

『国台』v4 『台医』46(2) その他

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]

『国台』v4 - 平埔族

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

『国台』v4 - 漢族(福建系)

蘇宗樑 1949a 客家系臺灣人及琉球人側頭骨ノ人類學的竝ニ耳
科解剖學的研究

『国台』v5 - 漢族(客家)、琉

球民族
蘇宗樑 1949b Igorrot族頭蓋ノ計測 『国台』v5 - その他

蘇宗樑 1949c Calamianes族頭蓋ノ計測 『国台』v5 - その他

蘇宗樑 1949d Samar族頭蓋ノ計測 『国台』v5 - その他

張灥生 1949 臺灣Atayal族頭骨ノ人類學的研究 『国台』v6 - 原住民族

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 『国台』v6 - 原住民族

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 『国台』v6 - 原住民族

楊錦銓 , 黃秀模 1949 Macassar族頭蓋ノ計測 『国台』v6 - その他

曾瑞鵠 , 張灥生 1949 出所不明ナル臺灣蕃族頭蓋20個ノ計測 『国台』v6 - 原住民族

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

『国台』v8 - 漢族(福建系)

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

『国台』v8 - 漢族(福建系)

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

『国台』v8 - 漢族(福建系)

王耀文 1950 福建系臺灣人下腿骨ノ人類學的研究 『国台』v9 - 漢族(福建系)
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

『国台』v9 - 漢族(福建系)

吳金鑾 1950a 福老系、客家系臺灣人ノ腦-顏面頭蓋示數ニ就テ 『国台』v10 - 漢族(客家)

吳金鑾 1950b 臺灣平埔族(西螺、烏牛欄)ノ腦-顏面頭蓋示數ニ

就テ

『国台』v10 - 平埔族

吳金鑾 1950c 海南島漢人(海口)ノ腦-顏面頭蓋示數ニ就テ 『国台』v10 - 海南島

吳金鑾 1950d 臺灣Atayal族ノ腦-顏面頭蓋示數ニ就テ 『国台』v10 - 原住民族

哈鴻潛 , 鄭尚武 1950 海南島漢族肩胛骨之人類學的研究 『国台』v10 - 海南島

蔡錫圭 1950 Tschuktsche族頭蓋ノ計測 『国台』v10 - その他

楊錦銓 , 顏蒼淮 , 林
其全

1950 Dajak族頭蓋ノ計測 『国台』v10 - その他

曾瑞鵠 1950 Mikronesia族頭蓋ノ計測 『国台』v10 - その他

王耀南 1950 Polynesia族頭蓋ノ計測 『国台』v10 - その他

蔡錫圭 1950 臺灣Atayal族側頭骨ノ人類學的研究 『国台』v11 - 原住民族

王老得 1950a 福建系臺灣人ノ頭蓋內底ニ就テ 『国台』v11 - 漢族(福建系)

王老得 1950b 福建系臺灣人頭蓋ノ平均匡廓線圖 『国台』v11 - 漢族(福建系)
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 『国台』v11 - その他

Huai-san Lin (林槐三) 1950 Anthropological Study on the Variations of the Os
Frontale of Several Far Eastern Races

『国台』v11 - 総合
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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名不明（馬武督附近?）のも

のである。 

 

 同論文の一覧表によれば、南部タイヤル（セデック）131 名、北部タイヤル 9 名、

不明 1 という内訳となっている。この台湾帝大旧蔵のタイヤル／セデックの遺

骨の由来については、日本の敗戦後に書かれた論文（張灥生 1949）でさらに詳し

く記述されているので、表 3 にその内容を整理した。同じく 141 名分のリスト

となっているが、忽那・和田（1939）の南部／北部の区分との対応関係ははっきり

しない。同じくタイヤルの人骨を計測した蔡錫圭（1950）が、「金関教授の命に依

り」と明記しているように、著者名に明記されておらずとも、これらは全て金関

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（この点については、以下全

て同様である）。 

まず、セデックに関わる内容について補足しておきたい31)。霧社事件は、1930

年 10月 27日のセデックの 6集落の人々による蜂起からはじまり（この蜂起した人々

は「反抗蕃」などと呼ばれた）、それを軍警隊やそれに協力した原住民族集団（当時「味方

蕃」などと呼ばれた）が重火器も用いて鎮圧し、12 月までに一度収束した（「第一霧社事

件」とも呼ばれる）。蜂起者の出身集落のセデックの人々は、シーパウ社などの収容所

に強制的に集められた（当時「保護蕃」と呼ばれた）。1931 年 4 月、「味方蕃」とされた

タウツァ社とトロック社の集団が、警察側の教唆により「保護蕃」を虐殺すると

いう事件が起きた（「第二霧社事件」とも呼ばれる）。生き残った住民は、さらに川中島

に強制移住された。その一部は 1931 年 10 月に埔里で「帰順式」に参加させられ、

その最中に警察署に連行されたのち、監禁中に全員が死亡した。 

 以上を踏まえて 2 論文の記述を総合すれば、まず 101 名の遺骨は「第二霧社事

件」（1931 年）の犠牲者であり、「味方蕃」とされた人々により馘首されたうえ、官

命によりタウツァ社内の一隅に埋葬されていたものである。これを、事件から 5

年後に金関らが来て、再び掘り起こさせ「寄贈」させたわけである。また、13 名

の遺骨は、「第一霧社事件」（1930 年）の最中に自殺し、何らかの経緯でマヘボの山

林中にあった遺体を、1936～37 年に霧社駐在警察官が発見して収集し、金関研究

室に「寄贈」したものである。さらに 2 名の遺骨は、記述からして、「帰順式」を 
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表 3 台北帝大＝国立台湾大学所蔵のタイヤル／セデック／タロコ人骨 

 

 

（備考）張灥生「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

（1949 年）より作成。 

 

経て埔里で投獄されたのちに獄死し、「病死者」として共同墓地に埋葬された者と

判断される。これが 1943 年に発掘され、金関研究室に「寄贈」されたことにな

る。以上はあくまでも当時活字化された記述によるもので、今後の検証が待たれ

る。いずれにしても、この 116 名32)の霧社事件の犠牲者は、殺されたうえに、安

らかに眠ることすら許されず、周囲の抵抗の可能性も摘み取られた状況下で、人

類学者や警察官らにより掘り起こされ、人種学研究の「材料」にされたのである。 

残りは表 3 中の 5)以外全て台北帝大の医学専門部の旧蔵によるものであり、そ

のうち 14 体は、前述（→Ⅰ）の足立文太郎が計測したものである。5)は、國分直一

の寄贈によるもので、その父が「討伐されし蕃人」を「採集」したものだという。

國分の父は高雄で郵便局員をしていたというが33)、どうやって「採集」できたの

番号 種別 男性 女性 由来記述
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 うち男性6名は足立文太郎計測(表1)の3番。

3) 大嵙崁奥(セデック族) 1 1 うち女性1名は足立計測(表1)の5番。

4) 屈尺(セデック族) 1 0 足立計測(表1)の4番。

5) 烏石坑附近蕃人(セデック或

はツォーレ族)
1 0 「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) 南澳(セデック族或はツォー

レ族)
2 1 足立計測(表1)の2番。

7) 木瓜蕃(セデック族) 1 0 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 0 1名は同上。1名は「台北帝国大学解剖学教室に丸山芳

郎博士の斡旋により杉山勇氏の寄贈せしもの」。
10) 花蓮港庁下七脚川の蕃人頭

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。」
84 57計
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か定かではない。9)の丸山芳郎は台北帝大の医学専門部の研究者だが、その他は

不明である。10)で言及されている「叛乱」と「討伐」は、タロコ（当時はタイヤルの

支族とされていた）が蜂起して日本軍に平定された「タロコ戦役」（1914 年）を指して

いるものと思われる。 

このように金関コレクションのうち「タイヤル」と総称されたものの相当部分

は、植民地下の反乱鎮圧過程で命を落とした人々のものだった。 

②パイワンおよびブヌン 

パイワンとブヌンは異なる民族だが、1 本の論文（金關・曾・張 1949）でまとめら

れているので、合わせて論ずる。これについては、記述を表 4 にまとめた。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。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。 

 

表 4 台北帝大所蔵のパイワン、ブヌンの人骨 

 
（出典）金關丈夫・曾瑞鵠・張灥生 「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（1949）より作成。 

 

③ヤミ（タオ） 

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、金関が京都帝大時代に 1 本論文を書いていたが（→Ⅱ）、

台湾赴任後の本格調査は、日本の敗戦後のことだった。1947 年 6 月、金関は蔡滋

浬とともに、国立台湾大学および海洋研究所主催の「蘭嶼科学調査」に人類学的

調査を実施した34)。 

この蘭嶼調査において、金関らは崖葬地から 10 体分（男性 6、女性 4）の人骨を持

ち去った。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」1 体分を加えて計測していた。崖葬地での収集の状況については、当時の論

民族 人数 由来記述

3 「旧台北専解剖学教室旧蔵の頭蓋〔…〕で出所は台東庁巴塱衛」

1 「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」

2 「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」

2 「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もの」

1 「台中州カトグラン社の頭骨〔…〕で1936年旧台北帝国大学解剖学教

室に購入せるもの」

パイワン

ブヌン
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文（金關・蔡・張 1949）では次のように書いていた。 

 

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。 

 

1959 年に、金関はこの収集時のエピソードを「槍ぶすまに囲まれた話」と題し

て新聞に寄稿している35)。それによれば、タオのあいだでは、「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〔死霊〕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」。そうした場に「散乱」していた人骨を集め、帰ろうとしたと

ころ、「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。 

 

この武装した人々を避けて、ようやく宿に辿り着いた。 

 

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。人目につけ

ば、この部落だとて、われわれをおいてくれるはずはない。 

 

金関たちは、人々が忌み嫌うことを十分に理解しながら、そして実際に槍をも

った激しい反発にまで遭いながら、骨を隠して持ち去ったのである36)。この記事

の筆致からしても、これを書き記したのが反省からでないことは明らかである。

むしろ骨取り武勇伝とでもいうべき文体で書かれているのである。 

2.  台湾の平埔族 

平埔族としては、台南州の西螺と台中州の烏牛欄で人骨収集がおこなわれた。

いずれも収集プロセスは詳しく分からない。西螺での平埔族の人骨調査について
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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。烏牛欄の人骨収集時期は不明だが、金関の初訪問は 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37)。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38)。そうしたタイミングに合わせて「墳墓骨」を採

集したものと思われる。 

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。であれば、西螺の方は最

低でも 51 名分、烏牛欄の方は 118 名分の人骨が金関コレクションに含まれてい

た計算となる。 

3.  台湾の漢民族 

①福建（福佬）系台湾人 

福建を出自とする漢民族（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。論文数も最も多く、戦前に出されたものとしては和田（1939b）、忽那・翁

（1942）、福永（1942）、浅井（1942）、黄（1942）、林（1943）、徳重・岡本（1943）、戦後

出されたものとしては西村（1948）、林（1949）、許（1949a,b,c）、王耀文（1950）、金関・

王（1950）、王老得（1950a,b）などがある。頭蓋のみならず、さまざまな部位が次々

に計測対象となり、論文が生産されていった。 

金関の年譜では、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。実際、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〔1936〕年以後に於て採集されしもの」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。1936 年 7 月の新聞は、金関ら

が各方面で人骨を探していたところ、「基隆の無縁墓地納骨堂に沢山ある事を聞

き込み」、「先生と学生」が「トラックで迎へに来た」と伝えている39)。このよう

に「無縁墓地」などの情報を聞き込みながら、各地から一挙に収集してきたもの
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と考えられる。なお、理由は不明だが、和田（1939）以降の論文でこれほど大量の

福建系台湾人の「墳墓骨」が一括して計測された例はない。そうした点からも、

ほとんどの「墳墓骨」は 1936～39 年の間に収集されたものと思われる。 

「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）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。 

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データの攪乱要因となるため、差し引くべきものだ

った。そこで金関・王（1950）は、纏足が下腿骨（膝と足首の間の骨、つまり脛骨と腓骨）に

及ぼす影響を分析した。 

②客家系台湾人 

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。前掲の和田（1939b）で計測したのは 75 名分である。黄金財（1948a）ではさら

に増えており、北部の頭分郷 56 名および南部の長興郷 79 名、計 135 名分となっ

ている。黄金財によれば、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。

やはり福建系と同様に「廃墓地」をねらって、まとめて収集したことがうかがい

知れる。 

4.  海南島住民 

金関研究室が台湾島以外で系統的に人骨を収集したのは海南島だった。1939 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40)。 

この占領について、金関丈夫は「幸ひにして、学術的才能と熱意を保持すると

ころの近代文化を背後に有するわが皇軍が、海南島に進駐した」と、日本軍の到
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来を学問にとって歓迎すべきものとして讃えた41)。その波に乗って、金関は海南

島で少なくとも 2 回の人類学的調査を実施した。1 度目は台北帝大の組織的な調

査プロジェクトの一環である。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42)。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（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 年 12 月 20 日から 1941 年 1 月 24 日にかけて

「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43)。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）。 

これとは別に、金関は 1942 年 4～6 月にかけて、軍政担当組織である海南海軍

特務部の政務局第一調査課から嘱託され、言語学者の浅井恵倫とともに海南島の

重合盆地に住む黎族の人類学的調査を実施した44)。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

鉄山で漢民族と黎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」を調べていたが45)、

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。 

①黎（リー） 

金関は、このような海南島での国策調査の機会を利用して、人骨を収集したも

のと考えられる。まず、黎
リー

についていえば、金関は「侾族」（侾方言を用いる人々）の

墓地から男性の遺骨を収集し、頭蓋1例の計測結果を論文化している（金関 1942）。

調査プロセスは次のとおりである。 

 

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族（Ha-loe）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法を用ひた。同操作中に不注意の結果二、
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三の歯牙を失ったのは残念である。 

 

日付を見れば分かるように、これは台北帝大の海南島総合調査（第 2 班）の際に

収集したものである。文中に詳述しているように、金関はまだ完全に白骨化して

いない男性の遺体を収集し、台北帝大で晒骨した。この墓の様子のスケッチが、

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46)。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、何

よりも、供え物などからして、丁重に葬られた遺骨であることがはっきり分かる。

これは「廃墓」でも「無縁墓」でも何でもない、生きた墓から遺体を持ち去った

ケースとなる。 

②海南島の漢民族 

海南島で、より大量に収集したのは漢民族の人骨である。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」を研究した47)。台湾拓殖株式会社の酪

農場建設に際して、君堯山の墓地の撤去が必要となり、出土した遺骨を「納骨堂」

に移していたものを、台北帝大が引き取ったという経緯かと思われる。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 名分

の頭骨を計測している。さらに、台北帝大で博士学位を取得した北川一男が戦後

に公刊した論文では、「海南海口附近の漢族墓地に於て発掘せる頭蓋骨 360 個、

下顎骨 650 個」という膨大な数が掲載されている48)。どのような人々なのかは明

記されていないが、楊忠言（1948）は、これが「同地方の漢族の遺骨」で「比較的

近年の死亡者」だと書いている。 

 収集にあたっての金関の役割ははっきりしないが、つながりは見えている。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、李という姓の「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49)。それによれ、この李作墓は「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」という。したがって、台湾拓殖会社の墓地整理について金

関が話を聞いていたことは少なくとも間違いない。 

こうやって見ると海南島住民は、大日本帝国の「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「材料」

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。 
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5.  その他の台湾周辺諸民族 

その他の台湾周辺諸民族の人骨についても金関研究室は調査を進めた。ただし、

収集によるのではなく、他機関所蔵の人骨を計測することで業績を重ねた。 

まず、南京博物館が所蔵していた中国人頭骨の計測がある。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。

金関らは、持っていった比較的簡易な道具を用いて南京博物院で主要箇所を計測

した。 

また、先述のとおり（→Ⅰ）、足立文太郎は留学中の 1902～1904 年にかけて、

ヨーロッパ各地の大学や博物館で保管していた骨格標本のうち、太平洋諸島を 

中心とした諸民族のものを計測し、その記録と頭蓋骨撮影図を持ち帰っていた。

これを金関が譲り受け、台北帝大に持っていった。金関が国立台湾大学を去る前

になって、それらの資料について次々に再分析する論文が出された（表 5）。足立

が計測してから 45 年ほどの歳月が流れ、いわば「孫弟子」たちによってようやく

形になったというわけである。 

 

表 5 足立文太郎の計測記録を再分析した諸論文 

 
（備考）「論文」欄の書誌情報は表 2 を参照されたい。 

 

 

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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6.  金関コレクション総括 

以上、金関研究室が収集し計測した人骨について、そのプロセスを検討してき

た。論文として公開された内容をまとめたものであるため、この他に非公開情報

や未公刊の内容がある可能性もある。また、先史時代の遺跡から出土した人骨の

研究を除外したほか、「出所不明なる台湾蕃族頭蓋」（曾・張 1949）については論及

していない。これらを除けば、金関自身の総括50)と対照しても特に欠落はないの

で、これをもって台北時代の金関が約 13 年間（1936～1949 年）に解剖学教室で集

めた人骨コレクションの（当時公開し得た限りでの）全貌と言ってよかろう。 

琉球調査によって取得した人骨も含めて（これについては別稿で論じた）、金関コレ

クションを一覧表にしたものが表 6 である。人骨数は公開論文のうち最大値をと

っているが、各論文で掲げられているのはあくまでも各著者が計測対象として採

用した人骨の数なので、実際にはこれ以上の数が所蔵されていたと考えるべきで

あろう51)。 

 

表 6 台北帝大～国立台湾大の金関コレクション 

 
（備考）人数は「数字の典拠」に挙げた文献（書誌情報は表 2）の計測例数にもとづく。北川（1960）

のみ表 8 を見よ。「金関の記述」は、金関「台湾居住民族を中心とした東亜諸民族の人類学」（『福

岡醫學雜誌』43-2, 1952 年）より引用。なお、海南島の漢民族は頭蓋骨の数であり、本文で記し

たとおり下顎骨だけであれば 650 との数字もある。 

 

カテゴリー 種別 人数 数字の典拠 金関の記述

タイヤル（セデック、
タロコを含む）

141
忽那・和田(1939), 張灥

生(1949)
台中州霧社にて採集

パイワン 6 高雄州及び台東州各地にて採集

ブヌン 3 台東州にて採集

ヤミ（タオ） 11 金關・蔡・張(1949) 紅頭嶼にて採集

出所不明 20 曾・張 (1949) －

西螺(台南) 60 洪文治(1949) 台南州西螺平埔族旧墓地より採集

烏牛欄(台中） 118 徐淵智(1947) 台中州埔里烏牛欄にて採集

福建系 749 和田(1939) 殆ど全島より採集

客家系 135 黄金財(1948a) 新築州竹東郡下と高雄州屏東郡下よ
り採集

黎（リー） 1 金關(1942) －

漢民族 360 北川(1960) 海口市郊外墳墓骨

沖縄本島 88 許鴻樑(1948)
宮古島 1 許鴻樑(1948)
与那国島 5 蘇宗樑(1949)
奄美大島 1 許鴻樑(1948)

1,699

主として沖縄本島より採集

計

台湾
原住民族

金關・曾・張(1949)

台湾
平埔族

台湾
漢民族

(台湾人)

海南島

琉球



 
二十世紀研究 

100 

金関の書いたものを見ていると、諸民族の文化を記述した論文やエッセイが、

いわば「教養豊か」で「人間味」のあるような雰囲気を醸し出したテキストにな

っているのに比べ、専門である形質人類学の論文の方は、物と化したヒトの個体

をただ計測しては統計的に分析しているだけの無味乾燥な記述となっている。そ

の「非人間的」ともいうべき冷酷さは、記述のみならず、収集過程においても貫

かれている。その冷酷さが最も露骨に現れたのが植民地と占領地だった。植民地

の帝国大学の医学部教授の権威を帯び、ときに警察をはじめとした総督府機関や

軍という権力と暴力のネットワークとも連携していたからこそ、これだけ短期間

にこれほどの人骨を収集し、弟子たちとともに論文化することができたのである。 

だからといって、こうした知と権力をあまり全知全能の何者かとして思い描く

べきではない。「東亜諸民族の人類学」の体系において、この人骨研究がどれほど

意味のあることだったのかについては、若干疑問がある。先にその結論に相当す

る記述を引用したが（→Ⅱ）、実のところこれは生体計測によって得られたデータ

を総合したものだった。人骨の収集、測定、分析には時間がかかったため、多く

の場合、生体研究の成果の方が先行していた（金関自身もかつて琉球調査により医学博

士学位を取得するに当たって、収集した骨格の分析は一切おこなっていなかった）。時間をか

けて人骨研究でこれと同様のことをしようとしても、相互関係を分析するための

データの欠落が多いし、サンプル数のばらつきも激しく、人種マッピングの一部

しか埋められなかったと思われる。逆にいえば、人骨に関する統計的な数値が出

そろう以前から、骨の印象やそれ以外の諸要素の検討から、金関研究室の人種マ

ッピングは既に仮説的にできあがっていたと言える。もっといえば、そもそも金

関は、新たな土地に行く度にその相貌や体格を観察し撮影しながら、その特徴を

見定めようとしており52)、その時点で既にいわば「人種論的印象」とでもいうべ

きものを頭に刻んでいたと考えられる。そう考えてみれば、人骨コレクションの

蓄積とマルティン式の測定法による骨格の統計分析の実質的な機能は、そうした

既にある印象と仮説を客観的に裏づけるとともに、「まだ誰も体系的に測ってい

ない集団の骨を測る」という征服の旗を掲げ続け、もって人類学の「グローバル・

スタンダード」の研究拠点の証しとすることにあったのではないかと、私は考え

ざるを得ない。 
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おわりに：戦 後 の連 続 性 をめぐって  

清野謙次にしても、金関丈夫にしても、京都帝大に人類学講座を設けたいと切

に願っていた53)。しかしその夢はかなわず、1938 年の清野事件とともに、京都帝

大の人類学の拠点は事実上消え去っていった。その意味で、足立文太郎や清野謙

次の薫陶を受けた金関が、植民地下の台北帝大の解剖学第二講座において人類学

の牙城を築き上げたことは、人類学京都学派にとって一つの夢の達成ともいえる

ものだったに違いない。 

人類学京都学派の系譜が京都大学では断絶し、1960 年代になって医学部ではな

く理学部で新たに形成されたのに対し、国立台湾大学では金関門下生が人類学研

究を引き継いだ。台北帝大医学部には「東寧会」という学友会があった。第 10 期

生で台湾大学解剖学科教授だった林槐三は、1978 年に東寧会の記念誌で次のよ

うに書いている54)。台湾大学では、解剖学教室が解剖学科と改称され、戦前から

務めていた余錦泉が教授職を襲い、間もなく 4 期生の蔡滋浬が河石外科から転任

してきた。余錦泉の定年退官（1970 年）後は、林槐三が後を継ぎ、その 6 年後、「金

関先生が台北で教えられた最後のクラスにいた」鄭聡明が科主任を継いだ。 

そうした人脈のなかで金関流の形質人類学が継承されたのは事実である。ひき

つづき林槐三によれば、「戦後約十年ばかり教室員の研究はこの方面〔形質人類学〕

に集中して」おり、1960 年代になってようやくその他の研究分野の業績が出はじ

めるという状況だった。それには日本に戻り九州大に新たな人類学の拠点を構え

た金関丈夫も大いに影響を及ぼしていた。林槐三の表現では、「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」となっているが、より実質的

にいえば台湾大学の研究者が九州大で医学博士の学位を数多く授与されたという

ことである。 

金関が九州大学医学部解剖学第二講座の教授として赴任した 1950 年から退官

する 1960 年にかけて、同大学で南方（台湾、海南島および琉球）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、日本の国立国会図書館の蔵書目録で確

認できるだけで実に 32 本にのぼる（表 7）。注目すべきは、学位取得者 32 名のう

ち 5 名のみが日本人名で、残りは台湾の研究者だという点である。このうち人骨

を用いた研究は約半数を占めているが、それは金関コレクションを活用したもの

と考えて間違いない。また、金関は九大医学部解剖学教室の人類学研究発行所の

名義で、1954 年から退官まで紀要『人類學研究』全 15 巻を発刊した。表 8 には、 
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表 7 九州大学の南方の形質人類学関連博士論文（1950-60 年） 

 

（備考）人骨を用いたことが明白な論文には*印をつけた。なお呉金鑾（1960）は骨格研究ではな

いが、脳髄を用いた軟部人類学である。その余は生体研究である。 

 

そのうち南方の人骨研究を抜き出した（そこに掲載された論文と博論のタイトルが同一の

ものが複数ある）。これらも金関コレクションを活用したか、さもなければ足立がヨ

ーロッパから持ち帰った計測記録を再分析したものである。すなわち福岡に行っ

ても、金関研究室は台北の延長で南方の人骨研究を続けていたのである。 

 以上のようにまとめると、あたかも台湾の研究者が自動的に帝国の学問を再生

産していったように見えるかもしれない。しかし、事はそう単純ではない。たと 

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

1950/12/05 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

1951/01/13 黄金戝 *客家系台湾人頭骨の人類学的研究

1951/01/13 許夢蘭 *福建系台湾人上肢骨の人類学的研究

1951/01/13 黄秀模 *海南島漢族頭骨の人類学的研究

1951/05/31 王耀文 *福建系臺灣人下腿骨の人類學的研究

1951/05/31 王老得 *福建系臺灣人の頭蓋内底に就て

1951/07/21 王耀南 新竹県新港平埔族の人類學的研究

1951/07/21 蘇振輝 台南県左鎭平埔族の人類学的研究

1951/08/20 蔡錫圭 *台湾Atayal族側頭骨の人類学的研究

1953/12/09 福田寛一 琉球人の体質人類学的研究

1954/06/09 藤村鉱 *海南島漢族骨盤の人類学的研究

1956/04/12 永井昌文 琉球波照間島々民の生体学的研究

1956/08/23 Hongchien Ha *Anthropological and anatomical studies on the temporal bone of Hainan Chinese
1957/04/27 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

1959/07/29 廖水清 *台湾在住諸民族上下顎歯弓形の計測学的研究

1959/08/31 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

1960/02/18 莊讃元 台湾宜蘭県寒渓村Atayal族の人類学的研究

1960/02/18 周百錬 屏東県牡丹郷Paiwan族の体質人類学的研究

1960/02/18 楊緒栄 台湾苗栗県錦水村Atayal族の生体学研究

1960/02/18 勝正敏 海南島黎族の手掌理紋に就いて

1960/03/14 呉鴻麟 *台湾Atayal族の眼窩の計測

1960/03/28 蔡欉 台湾花蓮県大里平埔族の人類学的研究

1960/03/28 顔蒼淮 福老系台湾漢族農民と漁民との体質の比較研究

1960/03/28 楊天和 *台湾漢族頭蓋表面積の人類学的研究

1960/03/28 呉金鑾 福老系台湾人脳髓の計測学的研究

1960/03/28 謝陳却 *福建系台湾人頭骨の人類学的研究(観測)
1960/03/28 當山堅一 沖繩本島国頭地方住民の生体学的研究
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表 8 九州大学『人類學研究』掲載の南方の人骨研究論文 

（備考）九州大学『人類學研究』より南方（琉球・奄美を除く）の人骨研究に関する論文を抜き出し

た。台湾・海南島以外のものは、足立文太郎がヨーロッパから持ち帰った計測記録を再分析した

研究である。 

 

えば、台湾大学医学院が内部の人材を登用していったことは、結果的に外省籍の

教員の転入を抑制する効果も持っていた55)。実際、解剖学科にも大陸からの教授

が 2 名招かれたことがあったが、短期間のみで間もなく帰って行った。また、米

国やカナダに留学したまま帰ってこない若手人材が多かったため、「中堅層が永

く空」くということも起きていた56)。そうした力学のなかで、新たな研究領域が

根を下ろすまでのあいだ、結果的に
、、、、

生え抜き人材が金関流の形質人類学を引き継

ぎ、学問を再生産することになったのである。 

こうしたコロニアル、ポストコロニアルの変動を経ても不動だった遺骨をめぐ

る環境が、大きく変化したのは 2010 年代後半のことだった。琉球の遺骨は、故

郷からの声に答え、2019 年に国境をこえて沖縄島までは返還された（ただし墳墓に

までは帰っていない）。1960 年代に蔡錫圭（金関の戦後の門下生）らが収集したブヌンの

遺骨についても、監察院が返すべきとの報告書を出すなど（2018 年）、大きく揺ら

いでいる。しかし、金関コレクションに組み込まれた多くの遺骨たちは、今もな

お研究の「材料」として解剖学標本館に陳列され、眠れぬまま眠っている。 

年 巻号 著者名 タイトル
1956 3(3-4) 廖水清 台湾在住諸民族下顎における頤孔及び下顎の位置について

1956 3(3-4) 廖水清 華南及び台湾在住諸民族の下顎骨における頤形成について

1956 3(3-4) 廖水清 台湾在住諸民族上下顎歯弓形の計測学的研究

1958 5(1-4) 郭春槐 台湾西螺平埔族の頭蓋内底に就いて

1959 6(2) 呉鴻麟 台湾Atayal族の眼窩の計測

1959 6(2) 謝陳却 福建系台湾人頭骨の人類学的研究(観測)
1959 6(2) 頼仲仁 福建系漢族纏足婦人骨格の骨学的研究 Ⅲ.大腿骨及び骨盤

1959 6(2) 顔蒼淮 Bugis族頭骨

1959 6(4) 楊天和 台湾漢族頭蓋表面積の人類学的研究

1960 7(1-2) 阮徳茂・
曾建興

Battak及び其の他のSumatra島原住民頭蓋の計測

1960 7(3-4) 阮徳茂 西螺平埔族頭骨の人類学的研究

1960 7(3-4) 曾沢永 台湾在住諸民族に於ける頬骨の人類学的研究

1960 7(3-4) 阮徳茂・
張児雄

Philippin群島Balga族及びその他諸族の頭蓋研究

1960 7附録 時津克次郎 台中州Atayal族(霧社)の口蓋，下顎骨並びに歯牙の人類学的研究

1960 7附録 北川一男 海南島漢族の口蓋，下顎骨並びに歯牙の人類学的研究
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註 

 

1) この経緯については、拙稿「琉球民族遺骨返還訴訟への意見書」『評論・社会科学』134（2020

年）を参照されたい。 
2) 「人類学京都学派」という呼称は一般的なものではない。この表現は、哲学の京都学派や、角田

文衛編『考古学京都学派（増補）』（雄山閣出版、1997 年）などより着想したもので、教室や講

座をこえて人類学者が連携して拠点を形成するとともに、そこから輩出された研究者が他大学で

もさらなる拠点を形成しながら、学界で影響力や存在感を有していたことを示すために用いてい

る。なお、人類学的人骨研究には、副葬品や出土品との関係で、考古学とも深く連動していた。

京都学派の場合、考古学側でそれを担ったのは濱田耕作であり、考古学と人類学を結ぶ役割を積

極的に担ったのが三宅宗悦だった。 
3) 全京秀「京城学派の人骨研究と戦時人類学─今村豊の南柯一夢（?）と絆」酒井哲哉 松田利彦 

編『帝国と高等教育：東アジアの文脈から』（国際日本文化研究センター、2013 年）。 
4) 私は、人類学京都学派について、前掲拙稿「琉球民族遺骨返還訴訟への意見書」で琉球、本稿で

台湾、そして準備中の別稿で奄美を中心に論じ、その全体像を描く計画である。 
5) その意味では台北帝大の人類学も京都学派に含める。本稿では扱わないが、少なくとも金関がい

た時代（1950-60 年）の九州大学もその延長で捉えてよいと思われる。金関は九州大学時代に『人

類學研究』という紀要を発行していたが（後述）、退職の年（1960 年）に出した最終巻である

第 7 巻は、「清野謙次博士記念特輯号」と題して、遺影や略歴、主要著作目録を掲載した。 
6) 日本の人類学史を追った研究は多いが、自然人類学史をしっかり扱ったものとしては、寺田和夫

『日本の人類学』（思索社、1975 年）、坂野徹『帝国日本と人類学者：1884-1952 年』（勁草

書房、2005 年）が代表的である。また、アルノ・ナンタ（Arnaud Nanta）も「大日本帝国の形

質人類学を問い直す」（坂野徹 愼蒼健 編『帝国の視角／死角』青弓社、2010 年）をはじめ

とした論考を出している。中生勝美の「金関丈夫の民俗研究」『人文学報（首都大学東京）』515

（2019 年）は参考になるが、自然人類学方面はあまり体系的ではない。台湾の原住民族の人骨

研究に対する批判的論考としては、童元昭・黃維晨・巫淑蘭「骨骸：關於死亡、挖掘與爭議」

2017.06.27、<https://guavanthropology.tw/article/6600>も参考になる。 
7) それ以前から第一講座に鈴木文太郎がいたが、『人類學雜誌』などを見るかぎり、人類学に関す

る論考は足立の赴任後に、それも散発的に出したものに過ぎない。足立文太郎については、足立

の『日本人體質之研究』（増補版、荻原星文館、1944 年）にまとめられた経歴のほか、寺田・前

掲『日本の人類学』、Watanabe et al., “Buntaro Adachi (1865-1945): Japanese Master of Human 

Anatomic Variation,” Clinical Anatomy, 25, no. 8 (2012): 957-60 を参照のこと。 
8) 足立文太郎「ゲーテ賞授與式に於ける挨拶を兼ての講演」『人類學雜誌』59, no. 4  (1944) :108

頁。 
9) 「日本人解剖学」（Anatomie der Japaner）3 部作（動脈、静脈、リンパ系統）が特に有名であ

る。Das Arteriensystem der Japaner, Kyoto: Verlag der Kaiserlich-Japanischen Universität 

zu Kyoto (1928); Das Venensystem der Japaner, Kyoto: Buntaro Adachi, Lfg. 1 (1934), Lfg. 2 

(1941)。第 3 部は木原卓三郎との共著 Das Lymphgefäßsystem der Japaner (1953, 1963)とし

て、死後に出版された。 
10) 『京都大学百年史 部局史編 1』（京都大学、1997 年）760 頁には、「足立は人類学的研究を

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」と記述されている。1997 年以降

に京都大学がこれを密かに廃棄したということがなければ、現在もこれは総合解剖センターに保

管されているはずである。 
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11) 足立文太郎「臺灣蕃人頭葢」『東京人類學會雜誌』22, no. 252・254・255（1907）。 
12) 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, no.1-2（1954）105
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16) 「金関丈夫博士年譜」金関丈夫博士古稀記念委員会 編『日本民族と南方文化』（平凡社、1968
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24) Rudolf Martin, Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung, 2. verm. Aufl., 
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報告している。これは一見すると、文化研究のようだが、実のところ後天的な文化が頭蓋に与え

る影響を論じるための研究である。すなわち、文化による頭部変形を勘案しないと、「人種的特

徴」が誤って計測されてしまうため、そこを差し引くための研究だと見て差し支えない。 
31) 霧社事件については、戴国煇『台湾霧社蜂起事件：研究と史料』（社会思想社、1981 年）、鄧

相陽『抗日霧社事件の歴史』（日本機関紙出版センター、2000 年）を参照。 
32) 和田（1939a）は、「霧社事件の際に於ける犠牲者の頭骨」は 112 個だと記している。 
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33) 安渓遊地 平川敬治 編『遠い空：國分直一、人と学問』（海鳥社、2006 年）。 
34) 國分直一はこのとき考古学調査をおこなった。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）として出され

た。 
35) 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）。 
36) 國分直一の回想によれば、急いで梱包した人骨は宿には置かず、ちょうど来ていた汽船に積み

込んだという（安渓ほか・前掲『遠い空』276-277 頁）。 
37) 金関「パゼヘの礼拝」『胡人の匂ひ』（東都書籍台北支店、1943 年）186 頁。 
38) 『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。 
39) 『臺灣日日新報』1936 年 7 月 15 日。童・黃・巫の前掲「骨骸」では、こうした記事を参照し

ながら、金関らが「廃棄墓地」や「無縁墓地」、あるいは市域拡張にともなう「整理墓地」から

収集したものと推察している。 
40) 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, no.1 （2010）。 
41) 金関「海南島東南部漢人の後頭扁平に就いて」『人類學雜誌』57, no.1（1941）3 頁。 
42) 中生勝美「台北帝国大学土俗・人種学研究室の研究活動」前掲『帝国と高等教育』所収。 
43) 足立仁「第二班（農学班）の調査に就いて」『臺北帝國大學海南島學術調査報告』第 1 回第 2 班

（台北帝国大学理農学部、1942 年）、1-2 頁。 
44) 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, no.3（1943 年。金関『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 年）

がある。また、訪問記としては「瓊海雑信」（『民俗台湾』2, no.6、1942 年）および「海口の

散歩」（『民俗台湾』2, no.10、1942 年）がある（いずれも『胡人の匂ひ』に収録され、前掲『南

方文化誌』に再録）。 
45) 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（金関・前掲『南方文化

誌』）。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）。 
46) 金関・前掲「海南島覚え書」『南方文化誌』109-112 頁。このスケッチは『胡人の匂ひ』（1943

年）収録版にも、その原型となる「海南島の民俗断片」（『台湾時報』23, no.7, 1941）にも無

い。のちに付けられたもののようである。 
47) 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 年、26-27 頁）。 
48) 北川一男「海南島漢族の口蓋，下顎骨並に歯牙の人類学的研究」『人類學研究（九州大）』7, 附

録（1960 年）。なお、西山勝夫「戦後における台北帝国大学の医学博士の学位授与」『15 年戦

争と日本の医学医療研究会会誌』16, no.2（2016 年）に北川の学位についての情報がある。 
49) 金関・前掲「海南島の民俗断片」。 
50) 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」。 
51) 土肥直美ほか「台湾大学医学院体質人類学研究室所蔵の人骨」『人類學雜誌』116, no.2（2008）

では、当時の所蔵人骨のうち先史および原住民族のものに関して目録化しているが、それによれ

ばブヌンは 48 体、タイヤルは 184 体、ヤミは 10 体、パイワンは 6 体確認されている。ただし、
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どれがいつ収集されたものかは識別されておらず、たとえばブヌンは戦後の収集のものがほとん

どだと思われる。 
52) たとえば 1929 年 1 月、琉球調査に向かう途中の金関は、奄美大島の名瀬港に上陸すると「忽ち

にして彼等の面貌に一種特有の相格を見た」。彼は住民を観察し、写真におさめ、写真館に立ち

寄ってアルバムを閲覧しながら「大島人の印象を纏めた」（「琉球の旅(三)」『歴史と地理』25, 

no.3、1930 年 3 月、88-90 頁）。 
53) 清野謙次は「官学に於ける特殊教室の虐待」（1926 年。『随筆・遺稿』清野謙次先生記念論文

集刊行会、1956 年所収）で人類学教室の設置を待望し、助教授時代の金関丈夫も「本学の足立

清野両教授の素晴らしい研究は世界的のものでやがて京大に人類学講座の輝しい期待が期待せ

られる」との談話を『京都帝國大學新聞』（1934.1.21）に寄せている。 
54) 林槐三「解剖学科」（前掲『東寧会 40 年』）。 
55) 所澤潤「国立台湾大学医学院の成立と組織の継承：台北帝国大学医学部からの連続性を探る」

『東洋文化研究（学習院大学）』2（2000）。 
56) 林槐三・前掲「解剖学科」。 

 

【付記】本稿は、「人骨問題を考える連続学習会＠京都大学」第 6 回（2020 年 1 月 30 日）で報告

した「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）」を

もとに論文化したものである。駒込武、北村嘉恵、上水流久彦、中生勝美の諸氏には、貴重なコメ

ントをいただいたり資料を提供していただいたりなどの面でお世話になった。この場を借りてお礼

申し上げる。 

 

（同志社大学教授） 


