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施設 
SOAS Library、 Wellcome Library、 The Leprosy Mission International、 
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内容報告 

1. 海外調査の目的 
 筆者は、多角的な視点から台湾のハンセン病政策を

明らかにすることを目標に、博士論文を作成している

ところである。今回のイギリス調査の主たる目的は、

英国長老教会に関する資料の収集にある。クリスチャ

ンミッションによる医療伝道は台湾のハンセン病政策

と関わりが深い。イギリスでの調査を介して、クリス

チャンミッションの活動から見た、日本統治期台湾に

おけるハンセン病政策の一端を見出したい。 
 筆者は修士論文作成以降、日本統治時期を中心に台

湾のハンセン病政策研究を行なっている。これまで、

法律、療養所、クリスチャンミッションによる救済に

ついて明らかにすることを目標に研究を進めてきた。

近年は、多角的な視点から台湾のハンセン病政策を概

観することにより、台湾社会におけるハンセン病政策

の位置づけを示したいと新たな目標を掲げている。具

体的には、台湾社会を中心として日本、イギリス、カ

ナダ 1 といった国々に、キーワードとしての台湾総督

府、クリスチャンミッション、法律、療養所を組み込

むことで日本学という大枠の中で台湾のハンセン病を

捉えることである。このような問題意識は、修士論文

までの世界史（東洋史）的な視点と、博士論文以降培

った日本史的な視点を通して、自身が模索し続けるな

かで生れたものである。筆者は修士論文の結論として、

日本統治期台湾で行われたハンセン病政策と同時期に

日本で行われていたハンセン病政策に相違があると指

摘した。そして、その相違は「時間的空間的」差異か

ら生じるものであり、台湾という「場」で、ハンセン

病政策を構築するには時間が必要であり、その結果生

れた相違であるとの結論を導いた 2。 
 しかし、その相違は時間だけの問題ではないと考え

るようになった。一例を挙げると、それは日本統治期

台湾における私立療養所の位置づけの中にある 3。 

2006年12月16日に弊校で行われたジョイントゼミナ

ールでも報告を行なったが 4、植民地台湾における私

立ハンセン病療養所とその園長であるグッシュテイラ

ー（George Gushue-Taylor）の存在は、台湾ハンセン病

政策の特徴の一つといえる。日本国内の私立ハンセン

病療養所のほとんどは、国がハンセン病政策を開始す

る以前に建設され、1930 年代には国家主導のハンセン

病政策が展開されていた。しかし、台湾の場合は 1930
年に台湾総督府がハンセン病療養所を設立した後

（1934 年）に、私立ハンセン病療養所が建設されてい

る。私立ハンセン病療養所を設立したグッシュテイラ

ーには、私立医院内での外来治療の実績があったもの

の、台湾総督府が療養所を設立した後に私立療養所が

建設されたことは特記すべき事柄であると筆者は考え

る。私立療養所の存在に注目するに従って研究が必要

になってきたのが、台湾における宣教師の活動である。 
 筆者の研究と関わりが深い、英国長老教会による伝

道は 1865 年から始まった。最初に台湾に着任した宣教

師マックスウェル（Dr. James L. Maxwell）は医師の資

格を持つ宣教師であった。福音伝道活動のきっかけと

して医療が用いられ、医療伝道は、宣教活動の中の主

要な事柄であった。台湾に派遣されたマックスウェル

も医療伝道を行っている 5。ゆえにイギリスにおける

調査は、クリスチャンミッションの医療伝道、そして

ハンセン病対策とミッショナリーの関わりを知る上で

も重要な意味を持つ。これが、イギリスにおける海外

調査を希望した理由である。 
 イギリスにおける調査は、以下 3 点を明らかにする

ことを目標に進めた。①英国長老教会のアジア地域（特

に台湾）における医療伝道とハンセン病対策②私立ハ

ンセン病療養所及び、グッシュテイラーに関する事柄
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③19 世紀後半から 20 世紀前半に行なわれたハンセン

病対策の国際的動向である。①から③に掲げた調査内

容について簡単に説明したい。 
①英国長老教会は 6、1848 年にバーンズ（William C. 

Burns）を香港に派遣し、1851 年よりアモイを中心に

宣教活動を行なった 7。先に記したように、1865 年か

ら台湾における宣教活動を始め、福音の手段のひとつ

として医療が用いられている。日本による台湾統治の

中で、後藤新平を中心に衛生政策が行われたことは周

知の通りであるが、長老教会による医療伝道は、日本

が植民地統治を開始する以前から進められていたので

ある。それゆえ、西洋医学、帝国医療といった側面を

考えた時に英国長老教会における医療活動（医療伝道）

を理解し、日本統治下における英国長老教会の活動を

把握することは、ハンセン病政策にとっても重要な意

味を持つと考えられる。 
②私立ハンセン病療養所及び、グッシュテイラーに

関する事柄 8。筆者は、グッシュテイラーあるいは、

広義でのミッショナリーと台湾総督府の関わりについ

て関心を持っており、この点に関する資料を発掘した

いと考えた。日本語で刊行された、グッシュテイラー

の著作や私立療養所の取り組みについては、既に調査

を終えているが、これらの資料から確認できるグッシ

ュテイラーの救済事業は、日本というフィルターを通

しているように思える。今回の調査では、それと対極

にある外国人グッシュテイラーから見た日本、そして、

台湾総督府に関する資料を探したいと考えた。グッシ

ュテイラー（広い意味でミッショナリー）は、台湾総督

府についてどのように感じていたのだろうか、この点を

明らかにしたい。また、可能であれば、グッシュテイラ

ーが台南で活動していた際の状況を把握したい。グッシ

ュテイラーは台北で活動をはじめる前の1911年から18
年まで、英国長老教会の派遣により台南で活動を行なっ

ていた。この当時、グッシュテイラーは台湾語の本を出

版しているが、それ以外に当時の様子については把握で

きていない。この点についても糸口をつかみたい。 
③19 世紀後半から 20 世紀前半に行なわれたハンセ

ン病対策と国際的動向については、修士論文において

「国際連盟とハンセン病政策」という視点から分析を

行っている。修士論文では、国際連盟保健機関という

国際的機関が掲げたハンセン病予防の方針をまとめる

ことから当時の国際的動向の一端を論じた。しかし、

国際連盟の指針は、国際的な動向の一部分に過ぎない。

今回の調査では、イギリスに起源を持つ、キリスト教

徒によるハンセン病救済団体The Mission to Lepers（以

下：MTL）やハンセン病に関する国際会議資料、そし

て、各国に設けられたハンセン病療養所に関する資料

の追加収集を行ないたい。国際連盟、MTL、国際会議、

各国の療養所の様子から、当時の国際的なハンセン病

対策に関する枠組みを明らかにしたい。 
 これら点を明らかにできるよう心がけ、イギリスで

の資料調査を行なった。 
 
2. 海外調査の成果 
 イギリスでは、SOAS Library、Wellcome Library、 

The Leprosy Mission International、The National Archives
において調査を行なった。各図書館、及び資料館ごと

に成果を紹介したい。 
2-1 SOAS Library 
 ロンドン大学アジア・アフリカ研究所図書館は、ミ

ッショナリーに関する書籍の収集を行なっている。事

前にインターネットを用いて検索を行なったところ、

同館では 「Missionary archives」というコレクションを

所蔵しており、この資料群の中に筆者が必要とする資

料があるかも知れないと目星をつけた。時間的な制約

もあり全てを網羅することはできなかったが、

「PRESBYTERIAN CHURCH OF ENGLAND FOREIGN 
MISSION COMMITTEE 」を中心に台湾における医療

伝道やグッシュテイラーに関する資料の閲覧、および

収集を行なった。台湾総督府とミッショナリーの関わ

り、そしてグッシュテイラーとハンセン病対策を確認

する資料を一部紹介したい。 
1918 年の台湾におけるミッショナリーの人々が出

し合った所見の中に、日本統治下における医療伝道の

展開方法を記す資料が見つかった。ミッショナリーの

人々は日本による植民地統治の下で、どのように医療

伝道を行なうべきかを考えていた。医療伝道の中断を

さけるためには、現代的な状況にそって組み立てなお

す必要があり、今その時が来ているとまとめられてい

る 9。この資料からクリスチャンミッションの人々が、

日本統治下において、現状維持を続けるにはどのよう

にすべきかを模索し、現実的な路線に沿う形で事業を

展開していこうとする様子が確認できる。 
もう一つ、グッシュテイラーの仕事を把握する資料

としては、台湾で MTL を開始する際の草案を見つけ

ることができた。今回目にしたものは、1925 年 4 月 28
日に MTL の活動開始が台湾で議決された時の資料で

ある。内容を簡単に説明したい。①台湾でハンセン病

活動を開始することを同意した。②当時、台湾のハン

セン病患者は 641 人であり、全島内に約 2～4000 人の

ハンセン病患者がいる。③具体的な方法としては、コ

ロニーシステムを用いてハンセン病活動を展開するこ
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とが合意された。現状としては台北と台南の病院で患

者を医学的に取り扱っている。④場所はどこに建設さ

れても、南北2つのミッション連合の計画として進める。

⑤その仕事はミッションの病院の実用可能な範囲内で

試験的に始める。⑥現在北部ミッションの方が、医療体

制が整備されており、北部においてこの仕事を開始する。

⑦政府に接触し、政府の意向をさぐる。担当はテイラー。

⑧テイラーにいくつかのレプラハウスの仕事に関する

方法と、そして、台湾総督府の態度についてまとめるこ

とを要求する。⑨セクレタリーは、南部と北部両方に上

記のコピーを送付するように命じた 10。①から⑨の項目

より、ミッショナリーが台湾においてハンセン病対策を

展開していく様子、そして、MTL の活動が南北ミッシ

ョン連合の事業として行われた様子が確認できる。紙面

の関係上、資料の紹介は以上に留めるが、SOASではミ

ッショナリーと医療宣教、台湾総督府との関わりに関す

る資料などを幅広く収集することができた。 
2-2 Wellcome Library 
 ウェルカム図書館は医学に関連する資料を集めた図

書館である。ウェルカム図書館では二つの角度からハ

ンセン病対策に関する資料調査を行なった。一つは 19
世紀後半から 20 世紀前半における国際的ハンセン病

治療、および対策の動向。そしてアジア地域における

ハンセン病対策に関する資料調査である。 
アジア地域におけるハンセン病対策については、

1929 年にロンドンで発行された”LEPROSY IN THE 
FAR EAST” を目にすることができた。この書籍では、

文字通りアジア地域におけるハンセン病対策について

まとめられている。日本や朝鮮については紙面を多く

割いているが、台湾についてはあまり記されていない。

このことは、日本や朝鮮と比較した場合、台湾におけ

るハンセン病対策が遅れていたことが起因するといえ

よう。台湾については、台湾の概況のほかに、台湾の

ハンセン病は大陸からの移入である点、ハンセン病患

者の状況、馬偕病院におけるグッシュテイラーのハン

セン病救済、台湾総督府によるハンセン病療養所が近

く完成する様子が記され、このような背景の下、台湾

はハンセン病撲滅の最終的な局面に向かいつつあると

まとまられている 11。台湾に関する記述は少ないもの

の、イギリス人からみた同時期の日本、そして朝鮮の

様子が把握できる資料といえる。 
MTL の活動については、”THE STORY OF THE 

MISSION TO LEPRAS 1874-1917 AN INN CALLLED 
WELCOME” 12という書籍を見つけた。筆者はグッシュ

テイラーが MTL と関わりを持っていたことを把握し

ているが、イギリス本国を中心に行なわれていた MTL

の活動については資料的に不足している。MTL に関す

る資料を含めハンセン病の国際的動向を知る上で、手が

かりとなる資料、雑誌記事などを収集することができた。 
2-3 The Leprosy Mission International 

The Leprosy Mission International（以下、TLMI）所蔵

のアーカイブにはクリスチャンミッションによるハン

セン病対策に関する資料が保存されている。クリスチ

ャンミッションと台湾に関わる事柄を中心に資料収集

を行なった。筆者が特に興味を持ったのは、アメリカ

ン MTL のダンナーが東洋視察を行った際に記した報

告書である。ダンナーは台湾におけるハンセン病政策

のキーパーソンのひとりであったといえる。なぜなら、

ダンナーの来台が台湾におけるハンセン病政策に拍車

をかける結果を生み出したからである 13。今回収集し

たダンナーの報告書によると、彼は 1917 年 8 月 31 日

から翌 18 年 1 月 30 日まで、日本、朝鮮、中国、フィ

リピン、ハワイ視察を行なっている。その際に記され

た報告書は 150 頁にも及ぶ 14。現時点で読破していな

い為、分析した上で考察を述べることはできないが、

日本のハンセン病対策に関して多くのページが割かれ

ており整理・分析したいと考えている。ダンナーは東

洋視察で何を見て、何を感じたのであろうか。1917 年

の視察の関心を把握し、その後、ダンナーが行なった

東洋視察へと反映させていきたいと思う。 
2-4 The National Archives 
ナショナルアーカイブでは、Colonial Office とハンセ

ン病に関する資料を中心に閲覧した。カナダ長老教会

のマッケイ（Mackey）に関する資料が保存されていた

が、全体的には Colonial Office の資料ゆえにイギリス

のインド統治に関する資料が多く、イギリスのインド

統治におけるハンセン病政策の状況の一端を管見する

結果となった。 
 
3. 本調査と今後の展望 

 本海外調査で得た資料は、筆者が現在進めている博

士論文の一部として反映させ、可能であれば「英国か

ら見た台湾／日本におけるハンセン病対策」として論

文を執筆したいと考えている。 
筆者はこれまで日本語の資料を中心に台湾のハンセ

ン病政策の研究を行なってきた。それゆえ、収集した資

料は日本人の視点（観点）や日本人向けに書かれたミッ

ショナリーの活動状況に留まっていたと考えられる。し

かし、イギリスで調査を行なうことで、外国人からみた

台湾のハンセン病政策の一端を見出す可能性を得たと

いえる。多くの資料を収集しており、分析には更なる時

間が必要ではあるが、新たな論点を得たと確信している。 
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 また、本海外調査では予定外の収穫を得ることがで

きた。それは、クリスチャンミッションによる日本の

ハンセン病対策に関する記録の収集である。統治国日

本のハンセン病政策をクリスチャンミッションがどの

ように見つめていたのかは、台湾を見つめる上でも、

重要な論点となりうるであろう。本海外調査は、台湾

のハンセン病政策に留まらず、今後の研究を発展させ

る成果をもたらしたといえる。今回収集した資料をも

とに、今後とも研究を進めていきたい。 
最後に、本調査を行なうにあたり次の方々にお世話

になった。付して感謝を示したい。SOAS：Dr. John 
Breen15、WELLCOME：高林陽展氏 16、TLMI：Ms. Janet 
Walmsley、Ms. Fiona Campbel17。 
 
 
注 

1. 台湾南部を英国長老教会が、北部をカナダ長老教会が担当

していた。 
2. 劉士永氏は、1898 年から日本の医学モデルを台湾に持ち込

んだが、「時間的空間的条件の相違、そして植民地統治上の

必要からその医学モデルの台湾での運用には日本とは明ら

かに違いが見られ、大体のかたちが整うのはようやく 1930
年代になってからであった」、と指摘している（劉士永「台

湾における植民地医学の形成とその特質」見市雅俊ほか編

『疾病・開発・帝国医療 アジアにおける病気と医療の歴

史学』東京大学出版会、2001 年、237 頁）。筆者はハンセン

病政策についても、劉氏が指摘する医学体系の構築と同様

の状態であったと考えた。 
3. 拙稿「日治時期台湾癩病防治政策的発展」『第四届台湾総督

府档案学術研討会論文集』国史館台湾文献館、2006年。台湾

では、現在もハンセン病を示す言葉として「癩病」という用

語が使用されている。他には、「痲瘋」という呼び方もある。 
4. 本イニシアティブ報告書「シンポジウム編」に別稿として

「日本統治期台湾におけるハンセン病対策―台湾総督府と

私立療養所の関係から―」を掲載している。筆者の問題意 

識、先行研究などについては別稿を参考されたい。 
5. 台湾長老教会総会歴史委員会編『台湾長老教会百年史』台

湾基督長老教会、2000 年、6～7、24 頁。 
6. 台湾の文化政策研究、および植民地主義の観点から駒込武氏

が英国長老教会に関する研究を行なっている。（駒込武「『文

明』の秩序とミッション―イングランド長老教会と十九世紀

のブリテン・中国・日本―」近代日本研究会『年報・近代日

本研究・１９ 地域史の可能性―地域・日本・世界―』山川

出版社、1997年など）また、キリスト教を介した異文化交流

については、高井へラー由紀氏が研究を行なっている（「植

民地支配、キリスト教、そして異文化交流――日本軍による

台湾武力制圧における事例より（一八九五年）」『日本研究』

第 30 集、2005 年など）。医療政策と異なる分野ではあるが、

これらの論文から多くの点を学ばせていただいている。 
7. 台湾長老教会総会歴史委員会編、前掲書、6～8 頁。 
8. グッシュテイラーと台湾医療伝道及び私立ハンセン病療養

所については、王文基氏によって既に研究が進められており、

参考とさせていただいている（王文基「癩病園裡的異邦人：

戴仁壽與台湾医療宣教」『古今論衡』第9期、2003年ほか）。 
9. PCE FMC Box4 File11. 
10. PCE FMC Box1 File4. 
11. ROBERT G. COCHRANE,”LEPROSY IN THE FAR EAST”, 

WORLD DOMINION PRESS, 1929. 
12. A.DONALD MILLER, “THE STORY OF THE MISSION TO 

LEPERS 1874-1917 AN INN CALLED WELCOME”, THE 
MISSION TO LEPRES, 1965. 

13. ダンナーは 1926 年はじめに台湾を訪問している（『台湾日

日新報』、1926 年 2 月 28 日）。 
14. TLMI001/12. 
15. Dr. Breen は、指導教官である小風秀雅氏よりご紹介いただ

いた。 
16. 永島剛氏、市川智生氏にイギリスで医療史研究を行ってい

る高林氏をご紹介いただいた。 
17. Ms. Janet Walmsley と Ms. Fiona Campbel は The Leprosy 

Mission Canada のMr. Timothy Mowers にご紹介いただいた。

ロンドンのＴＬＭＩに多くの資料が保存されている、とい

う情報を与えてくれたのもMr. Mowers である。

 
せりざわ よしこ／お茶の水女子大学大学院 人間文化研究科 国際日本学専攻 

 

【指導教員のコメント】 
本調査は、台湾および日本で展開してきた資料調査・収集の上に進めてきた本学生の研究をさらに展開するた

めに英国で実施されたものである。 
台湾の植民地統治における英国の影響は、英国長老教会によるキリスト教布教と平行して展開された医療事業

を通してのものであり、本学生の調査もそれに沿った形で実施された。その成果は報告に記されたとおりである

が、従来存在が想定されていたものの確認されていなかった資料を実際に確認できたことは、本調査の大きな成

果であった。とくに、本学生が注目しているグッシュテイラーの関係資料を多く確認できたことは、台湾医療史

における同人の位置づけを明確化する上で、貴重な業績と評価することができる。今後の研究の進展が大いに期

待される。 
（人間文化研究科 教授 小風 秀雅） 


