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NPO国際文化財研究センター なみはや歴史講座第 88回 2017.8.18

鳥居龍蔵とアジアの近代

明治から昭和、戦争の世紀を生きた人類学・考古学者のフィールドをたどる

東潮

❶ 鳥居龍蔵のアジア踏査行

鳥居龍蔵（1870ｰ1953）の東北アジアにおける考古学的・人類学的調査研究の足跡をたどり、検

証する。鳥居龍蔵が調査、探検した東北アジア諸地域（朝鮮半島、中国東北地方、内蒙古、モン

ゴル、東部シベリヤ、千島・樺太）を踏査し、明治・大正・昭和期と現在の諸環境と比較するこ

とにある。鳥居龍蔵のアジア行はつぎのように集約される。

①シベリヤ東部・樺太（サハリン）・千島の北方諸民族の調査

大興安嶺・黒龍江流域の人類学的・考古学的調査と探検(オロチョン族、ゴリド族、ギリヤ

ーク族、ニヴフ族、アイヌ族)

②中国西南部・台湾・琉球の南方諸民族の調査

③朝鮮半島・中国大陸・モンゴル、東北アジア諸民族の調査

東北アジアの支石墓調査、漢魏の楽浪郡・帯方郡の調査、遼東半島の漢魏晋墓、高句麗の

広開土王碑、集安の積石塚、遼の歴史と文化（慶陵、遼上京・中京などの都城と寺院の調査）、

渤海・金の都城、朝鮮半島の考古学・人類学的調査（金海貝塚など）

④日本列島の考古学的調査（北海道、琉球、日向、信濃、武蔵野、徳島）

鳥居龍蔵のフィールドにあっては、これらの諸地域はアジア的世界としてひとつである。

『ある老学徒の手記』では、自らのフィールドワークを年次的に回顧する。

遼東半島の調査（明治 28年） 台湾調査時代（明治 29年） 北千島調査（明治 32年）
西南支那の調査（明治 35年～ 36年） 私と沖縄諸島（明治 29年、36年）
満州の調査（明治 38年） 蒙古旅行（明治 39年～ 41年）
第３回満州行と漢代遺跡（明治 42年） 第１回朝鮮の調査（明治 43年～ 44年）
南樺太の調査（明治 44年） 第２～６回朝鮮の調査（明治 45年～大正５年）
第１回東部シベリヤ調査旅行（大正８年） 北樺太サハレン州の調査

第２回アムール河（黒龍江）とキジ湖調査（大正 10年 6月 24日～ 8月 3日）
山東省調査（昭和元年） 金の上京と渤海故址（昭和２年）

第３回シベリヤ・満州調査（昭和 3年 4月 12日～７月 13日）
第３回蒙古旅行・遼代陵墓の調査（昭和５年） 満鮮の調査（昭和７年）

毉巫山と画像石墓（昭和８年） 第四回蒙古調査・遼の三陵と中京城（昭和９年）

このほか満州・華北調査（昭和 10 年）、ペルー・ボリビアの調査（昭和 12 ～ 13 年）、満州・山
西省・山東省調査（昭和 15年）の調査をおこなっている。
以上の調査のなかで、西南中国、満州、蒙古、東部シベリヤ、樺太にわたる鳥居のフィールドを

たどる。日記、フィールドノートに鳥居龍蔵の問題意識がこめられている。当時の調査・紀行の記

録じたい、普遍的価値をもつ。筆者自身のフイールドの経験をもとに記述する。

❷ 朝鮮調査

1910（明治43）年―朝鮮予備調査（『ある老学徒の手記』全集12）
東京→（汽船）→仁川港→京城（博物館）→（列車）→釜山→（汽船）→東京
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鳥居龍蔵の踏査地域

朝鮮予備調査。朝鮮総督府の嘱託となる。。鳥居自身、朝鮮の調査はこの予備をふくめ、７回の

調査としている。朝鮮は蒙古行のさい、釜山・仁川に寄港して以来、本格的な朝鮮であった。ソ

ウル（京城）では仁川で採集された磨製石斧を見ている。「朝鮮において石器時代の遺物を見た最

初」と特記している。そのご朝鮮半島における石器時代の存在について、問題意識をいだく。朝

鮮に石器時代はないという八木奘三郎らの考えが流布していたという。総督府との調査の打ち合

わせを終え、汽車で釜山に向かった。「途中の光景は、としてはすべて眼新しく、その山河の景観

や村落、家屋、人物の往来等、いずれも珍しく、飽くことを知らなかった」と回顧している。朝

鮮の自然・人へのまなざしはあたたかい。その眼は、その後の数年にわたる踏査へのいしずえで

あった。
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1911（明治44）年春―第１回朝鮮調査（『ある老学徒の手記』全集12）。
東京→京城→（列車）→咸鏡南道元山→咸鏡北道清津→会寧→豆満江流域→龍井→局子街→琿春→雄基湾→

京城→水原→東京

咸鏡南道元山に入り、李朝の聖廟を拝し、石塚を調査している。山石を長方形に積みあげ、石

室を築いている。旅順老鉄山の積石塚と類似するという。清津では女真の石碑を発見している。「咸

鏡南道の地は、咸興の少し南から咸鏡北道に至るまでは、もと朝鮮の土地でなく、女真すなわち

金国の領地であった。これが李朝に至って朝鮮の領地となった」とのべる。そして元山から以北

の清津、さらに平安道に続く、李朝以前高麗時代の長城がのこっていたという。

元山から「各所で高句麗時代の山城」を見ている。咸鏡南道一帯では、そのご高句麗山城につ

いての報告がなく、実態が不明である。ただ『朝鮮古蹟図譜』には、新羅時代とされる山城が記

載されている。渤海の山城も存在した。

豆満江南岸の会寧で石器を採集している。黒曜石の石器がふくまれ、近くの「産地（河床）」

も確認されている。これまで白頭山の黒曜石は知られ、その石器は江原道襄陽の新石器時代の鰲

山里遺跡で発掘されている。黒曜石は、わたしも白頭山南麓にあたる吉林省長白鎮で採集したこ

ともある。また白頭山の火山灰は日本列島の東北地方で見つかっている。

豆満江流域で、石棺墓群や「皇帝陵」を発掘した。図們市の東の図們江北岸に窟隆山遺跡（沃

沮）がなどが分布する。

ロシア沿海州との国境で「金の土城」を測量し、ロシアの看守兵に発砲されているが、石頭河

子古城のことにちがいない。「露領の国境まで達した」と表現されている（『全集』10）。土城は、

上京龍泉府、東京龍原府（八連城）から、クラスキノ土城にいたる日本道沿いに位置する。琿春

では、八連城や温特赫部城や裴優城を調査したとおもわれる。渤海の東京龍原府であるも知って

いた。

琿春から豆満江を渡り、雄基湾に至っている。湾内で三カ所の貝塚を発掘、新石器時代のもの

で、東方のポシェト湾の貝塚などと比較する（『人類学雑誌』39-1、1924、『全集』８）。

雄基は現在、先峰とよばれ、経済特区となっている。会寧を経て圖們（豆満）江を渡り、龍井

に入る。調査地域は、東沃沮・挹婁・高句麗・渤海などの地にあたる。豆満江流域で石器時代遺

跡、龍井で「高句麗古墳群」を調査した。龍井市街の南に水南墓群があり、また東数㎞に約 100
基の墳墓からなる石磨洞墓群が分布する。1979 年に長方形石棺墓九基が発掘され、鉄帯具・銅鏡

などが出土している。

咸鏡南北道は地理的条件から、朝鮮の古俗、「古風の存するところ」で、シャーマン信仰がのこ

っていたという。各地で人類学的生体測定を実施している。帰路は京城南の水原で巫女について

調査をした。

韓国中央博物館には、ガラス乾板が保管されているが、その目録五册が、1997～ 2001年まで毎

年刊行された。鳥居は 1910 ～ 1916 年の７年間、総督府嘱託として調査に従事した。鳥居の撮影
した資料は、『ガラス乾板目録集Ⅰー小板 1909 年～ 1930 年ー』に収録されている。「ある考古学

徒の手記」とあわせて、調査の足跡をたどってゆく。原版番号は６桁で整理、上２桁は西暦、下

四桁は資料番号である。調査地とその地での主要な資料をみていく。110011 は第１回史料調査鉄

製手鎌、110010は磨製石鏃というように整理されている。
咸鏡南道安辺老婦人→元山府康氏墓→咸南徳源男子→咸南高原白丁男女→咸南永興白丁婦人→

咸南定平古長城→咸南咸興市場、咸興黄草嶺上の城壁、五老里周華山第一号墳発掘着手状況、咸

興古城→咸南洪原関内門柱→咸南北青伝渤海居城、下天里貝塚、北青邑城、蒼城里石城址→咸南
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利原摩雲嶺→咸南端川梨洞堡女真城古城洞石塁→咸鏡北道城津古城→咸北吉州多信山城→咸北鏡

城→咸北明川古站永平山城→鏡城→咸北茂山城→咸北会寧五国城、伝宋皇帝塚、古豊山女真墳墓

群→会寧永綏支石、高嶺鎮附近豆満江行宮→満州間島省→龍井→間島省東土城→龍井日本領事館

石人、龍井村土城址、龍井村支石墓、龍井村古墳群、龍井村学校所在方形石棺→間島省坪六式古

墳→間島省延吉小莫盤山堡塁、延吉甑山頂上竪穴→延吉局子街土城、局子街長城、局子街領事館

所在方形石棺……

『ある老学徒の手記』で、朝鮮調査について総括している。朝鮮総督府の依嘱で 1010～ 1916年、
７回（毎年１回）にわたり、朝鮮全土を旅行調査し、約２カ年以上を費やしたこと。「調査は主と

して「朝鮮人の生体測定と石器時代の遺跡」であったが、なお私としては、傍ら朝鮮の古俗やシャ

ーマン巫女等の調査もした」と、調査の分担部分については括弧で表現している。行間にこめられ

た意味が何かあったにちがいない。「第一回の報告を学務課にさし出したが、同課で紛失の禍にあ

い、それ以来いささか感ずる所があって、同課に報告をさし出すことをひかえたが、僅かに第五回

の調査報告は出して置いた」という。「採集品はことごとく総督府に納め、これは博物館に保存さ

れている」と記している。実際、撮影した乾板写真類は、現在の中央博物館に保管され、一九**年
に目録も刊行されている。

1909 年（明治 42）９月韓国政府の古建築調査（関野貞・谷井済一・栗山俊一嘱託）、1910 年韓
国併合、同年鳥居も嘱託となり、７回の調査をおこなう。1915 年（大正４）に発行された朝鮮総
督府『朝鮮古蹟図譜』第１册には、そのことがふれられていない。

「最初の目的たる朝鮮に石器時代の存在することを知り、……私は以上を論文として発表しょう

と思ったが、その時すでにおそし、最終回の調査以後は、もはや私は同府の嘱託はとかれ、黒板博

士及び東西大学各位の仕事となり、私にはこれと関係させず、以上の人人で、歴史、考古学の仕事

をし、その他の人もこれに入れないで、官学者唯一となったから、私は遂に総結論をもすることが

出来ず、そのままになった」と吐露する。

1912年（大正45）春―第２回朝鮮調査（『ある老学徒の手記』全集12）
東京→旅順→（列車）→鉄嶺→開原→長春→開原→柳河→海龍→揮発→柳河→老爺嶺→通化→輯安→臨江→

寛甸→桓仁→朝鮮楚山→（鴨緑江）→輯安→（鴨緑江）→楚山→京城→宮崎県

この調査は、「北満州を経て、朝鮮平安北道まで至り、朝鮮と北満との関係について調べようと

した」ものであった。長春から海龍県を経て、楚山に向かう。さらに鴨緑江北岸の輯安に行く 1905
（明治 38）以来の輯安で、積雪のなか、国内城、「丸都丘倹城」、毋丘倹碑出土地を踏査した。こ

の時、毋丘倹碑の拓本を持ち帰っている。またいったん楚山にもどり、さらに満州の土城などを調

査した。京城に帰るが、宮崎県知事からの要請があり、帰途同県に立ち寄った。

1909 年に計画した調査を実現している。開原では「長柵」を調査している。高句麗の千里長城
といわれるものが、農安から遼東半島の営口まで築造された（李建才 1987）。開原では西老辺付近
がその推定となっている。鳥居はその土城を調査したのであろうか。1998 年に踏査したが、城壁

の痕跡は再確認できなかった。柳河から海龍（現梅河口市）の「途中森林を焼き切った跡などがあ

った、その中に高句麗の古墳の一小群などを見る。一体このあたりから同古墳が存在なし始めるの

であるが、私はこれらの古墳に注意した」（全集９）とある。

松花江支流の柳河（揮発河）と一統河流域には龍頭堡、挑参溝などの支石墓（石棚）群が分布す

る。高句麗の墳墓については不明である。柳河県城の東北 30 ㎞に高句麗の羅通山城が立地し、周
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囲に太平川墓群などが分布する。揮発城や海龍城を

調査し、柳河沿いで慶雲女真磨崖石刻を発見した。

さらに通化の自安山城に「数回のぼり」、輯安に向か

い、墳墓・広開土王碑を再度調査した。

さらに臨江（現在渾江）の帽兒山（臥虎山・猫耳

山とよばれる）付近で土城を調査した。臨江は鴨緑

江の北岸に位置する。台地上に臨江古城跡がある。

長方形状を呈し、北辺長さ 26 ～ 27 ｍ、東辺８ｍ、西辺約５ｍ、南辺約 20 ｍの城墻でかこまれた
要塞である。臨江市街には五ヶ所の遺物散布地がある。この臨江は渤海の西京鴨緑府の所在地とい

われる。渤海の「朝貢道」の水運の起点である。

この 1912 年の調査は、高句麗の墳墓と山城の調査となっている。羅通山城についての調査は不
明であるが、自安山城から輯安の山城子山城へと高句麗の国都の防備線をたどり、老嶺越えしてい

る。

中央博物館所蔵の『ガラス原板目録集Ⅰ』から鳥居龍蔵が踏査・撮影した遺跡を中心にみよう。

旅順（旅順付近出土漢代銅鏃）→鉄嶺（鉢巻山石器時代遺跡）→開原（石塔時多層磚塔、開原駅付近高台子

城址、長柵）→長春（鉄塔、石碑嶺石器時代遺跡）

1913（大正２）年―第３回朝鮮調査（『ある老学徒の手記』全集12）

慶尚南道・北道→全羅南道・北道→全羅南道島嶼→済州島

関野貞が総督府の嘱託となり、古建築と古墳などを調査することになり、鳥居は「朝鮮の石器時

代の遺跡と朝鮮人の生体測定」に従事することになったという。関野貞との怨念的対立。「朝鮮人

の土俗」を調査した。

慶尚南道金海では金海貝塚を発掘。「日本内地の縄紋式石器時代」の遺物と異なり、弥生時代の

かかわることを看破し、「原三国時代」（金元龍）の時期区分に発展する契機となっている。

慶尚道のドルメンを各所で発見した。ドルメンを２種にわけ、Ａは四本の簡単なる石で１枚の大

きな巨石を支えているもの、Ｂは四枚の石の戸を合した上に１枚の巨石を載せたものとする。Ａ・

とももとはドルメンの上か渓石を以て覆われたもので、「積石塚の如く見える」と解釈する。そし

てＢのドルメンが、1985（明治 28）年に析木城で発見したものと同一で、ＡからＢに「進歩」し
たものととらえた。この北方式（卓子式）、南方式支石墓の前後関係など問題となっているところ

であるが、近年遼東半島一帯で「大石蓋墓」とよばれるＡ種のドルメンの存在が明らかになってい

る。両者は初期段階から共存した［東・田中 1995］。全羅南道順天ではメンヒル（立石）を発見し
ている。

各地で、「一カ所で男女各々十人（他から移住していない土着の朝鮮人）」で、「同一年齢のもの」

を測定するという原則のもと、実施している。こうした鳥居の妥協をゆるさない方法論は、博士論

文審査事件・大学辞職につながっている。この調査の帰国後、坪井正五郎の死去にともない、理学

部助教授となり、人類学講義を担当することになった。

1914（大正３）年―第四回朝鮮調査（『ある老学徒の手記』全集12）

忠清南道扶餘→江原道→金剛山→江原道

「朝鮮の西部から中央山脈を横断し、東海岸に出て江原道」にかけて、石器時代の遺跡、朝鮮人

生体測定を目的とする調査であった。
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扶餘付近で「石器時代の遺跡」を発掘、石棺二基、磨製石剣・磨製石鏃が出土したという。無文

土器（青銅器）時代の墳墓である。扶餘一帯には、松菊里などの無文土器時代の遺跡が分布するが、

鳥居の発掘遺跡の所在地もやがては特定されるであろう。

各地でドルメンの調査をおこなった。「江原道の山中」で、ドルメン群と積石塚群を発見してい

る。積石塚は長方形を呈し、高さ１丈（約３ｍ）で、元山付近で発見したものと類似するという。

江原道春川中島積石塚群などのような２～３世紀代の墳墓であろうか。江原道金剛山では「新羅最

後の王の王陵」を調査した。

中央山脈（太白山脈）の「東西の石器時代の遺物は、いずれも同一であって、この調査の結果は

斯学上すこぶる有益であった」としている。

1915（大正４）年―第５回朝鮮調査（『ある老学徒の手記」全集12）

平安南道温泉里→平壌→美林里→平安南道夢金浦→黄海道殷栗→慶尚北道慶州→大邱→固城→金海→釜山→

鬱陵島

平安南道温泉里の西北の龍番里で貝塚を発掘した。さらに平壌の大同江南岸の美林里で三層の包

含層を発掘した。最下層は石器時代、中層は漢式土器と金属器断片を出す層、上層は三国時代であ

る。中層を漢代の楽浪時代のものとした。周辺の古墳群は「楽浪郡の漢族の墳墓」と考えたのであ

った。

黄海南道の西南端の夢金浦の湾の砂丘上で土器・石器・鉄器が採集された。宋・明の陶磁器が散

乱する状況から、山東半島との交流関係についてふれている。黄海南道殷栗ではドルメンを調査し

ている。

慶州では、月城の下層で石器時代包含層を発見している。大邱の達城においても包含層を見つけ

ている。これらの出土土器は、のちに金海貝塚もふくめ、三国時代以前の、「原三国時代」のもの

であることがあきらかにされた［有光教一 1959］。
慶尚南道固城で貝塚を調査しているが、同じころ近接する固城松鶴洞１号墳の発掘もおこなった。

鳥居は固城邑の貝塚・古墳や人物風俗の写真乾板 30 枚を遺している［姜仁求 1987］。写真資料に
は「大正三年」という記載があるらしい。「慶南固城附近ノ貝塚」が消滅したものか、現存する東

外洞貝塚であるのかどうか。姜仁求は 1963 年ごろまでには遺っていたとする。1969・70 年に国立

中央博物館によって発掘調査されている［国立博物館 1992］。
金海付近一帯から南海諸島にＡ式ドルメン、「済州島にはドルメンなく、東海岸地方にもその存

在はない」。支石墓は現在、済州島においても確認され、東海岸の咸興で確認している［東・田中

2995］。Ａ・Ｂ式の分布圏もあきらかになっているが、鳥居の調査は、現在の支石墓研究の基礎と
なっている。

釜山から鬱陵島に渡り、動植物の生態、人口、移住形態、産業、風俗、遺跡、文献記録について

調査した。「外部石塚内部石槨式古墳」と名づけられた横穴式石室墳も発掘している。1957 年には
国立博物館によって、島全体の分布調査や発掘調査がなされている［金元龍 1963］。

1913 年に踏査した済州島が「朝鮮と九州とを結び着ける」にたいして、「中国の出雲系統の方に
結び着けるには、江原道からかけて慶尚道へ持って来て、鬱陵島を足溜りにしなければならない。

壱岐、対馬の如きはむしろ島嶼というよりは立派な日鮮両地に架せられたる大きな橋である」と位

置づける（「日本周囲民族の原始宗教」『全集』７）。
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