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1916（大正５）年―第６回朝鮮調査（『ある老学徒の手記』全集12、『大正五年度古蹟調査報告』）。

平安北道・鴨緑江→釜山（釜山半島）

鳥居龍蔵は 1892（明治 25）年にはじめて遼東半島を調査した。大陸への第一歩であった。満州
（中国東北地方）、蒙古、朝鮮、台湾、中国西南部、樺太、シベリヤ沿海州の考古学・民族学的調

査研究をおこなった。

朝鮮半島は地理的な呼び名であって、一般的に白頭山（長白山）を境に西に流れる鴨緑江、東

に流れる豆満江（図們江）以南の地をさす。その朝鮮半島が国家の領域として、枠組みの形成さ

れたのは、歴史的にみて高麗時代（918 ～ 1392 年）からだ。その以前、東北アジアには諸民族・
諸国家が興亡した。『三国志』魏書東夷伝には、魏・公孫氏とその郡（遼東・楽浪・帯方郡）、高

句麗、夫餘、挹婁、沃沮、濊、韓と倭が存在した。鴨緑江・豆満江流域を境域、国境とした歴史

はそれほど永くはない。「大東亜共栄圏」なる侵略思想、軍国主義がはびこったのはわずか半世紀

まえのことだ。

鳥居龍蔵の東北アジア諸民族の研究にあって、「蒙古」「満州」「朝鮮」をわけへだてる意識はな

かった。それらは地域呼称であり、民族と国家意識自ら便宜的に予備をふくめ、７回の「朝鮮調

査」として記述している。

1910年、「朝鮮総督府」の嘱託となり、予備調査として、釜山から仁川、ソウルから釜山をまわ

った。汽車で釜山に向かう「途中の光景は、私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」（『ある老学徒の手記』）と回顧

している。朝鮮の自然・人々へのまなざしはあたたかい。

鳥居に委嘱されたのは、「朝鮮人の生体測定と石器時代の遺跡」調査で、「朝鮮の古俗やシャー

マン巫女等の調査」もあわせ、計画どおり「朝鮮全土の旅行調査」をおこなった。

そうした鳥居の調査研究において大きな問題が生じてきた。第一回の報告書を「学務課にさし

出したが、同課で紛失の禍」にあった。そのため「僅かに第五回の調査報告は出して置い」たと

いうことがあった。しかし「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」

と記す。じっさい鳥居の採集、発掘資料や写真乾板は、現在の中央博物館に保管されている。一

九九七年に『ガラス原板目録集Ⅰ』が刊行された。第一～四回の調査報告は未刊であるが、『目録』

からその膨大な調査の一端がうかがえる。まさに「朝鮮全土の調査」であった。

その写真には、豊臣秀吉の文禄・慶長年間の侵略以後、朝鮮戦争で焦土化した以前の、朝鮮半

島の人々、風土や文化が撮しだされている。

1916 年（大正５）年の第六回の朝鮮調査をさいごとして、総督府の「嘱託はとかれ」た。フイ
ルド学派の鳥居にとって、楽浪郡・石器時代存否問題などの論争がからんだり、学閥の弊害のた

め、調査体制から排斥されたという思いがつよかったにちがいない。その年の３月、朝鮮総督府

から『朝鮮古蹟図譜』第３册が刊行された。鳥居龍蔵が長年にわたって、歩きまわった各地の遺

跡の写真も掲載されている。

昨年、徳島県立鳥居記念博物館において、鳥居龍蔵の未発表資料の一部が見つかった。調査を

共にした鳥居龍次郎さんが保管してきたものだ。博物館では、その４月から膨大な資料の整理に

着手しはじめ、目録づくりをおこなっている。
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❸ 遼東半島・輯安・哈爾浜・朝陽・義県

1985年（明治28）８月下旬～12月下旬―第１回満州調査（『南満州調査報告』全集10）
柳樹屯（大連）→〈徒歩〉→旅順（水師営）→〈海軍御用船〉→山東省劉公島→旅順→金州→（徒歩）→普

蘭店→復州→熊岳城→蓋平→海城→岫厳→析木城→鳳城→九連城→朝鮮・義州→九連城→沙河鎮→鳳城→大

孤山→貔子窩→普蘭店→金州

５ヶ月にわたる調査で、満州人・漢人の人類学的調査、石器時代、高句麗・遼金時代について問

題意識をたかめている（全集９）。

この最初の調査で、析木城支石墓を発見、普蘭店で明の墩台、高句麗の鳳城山山城を踏査した。

まず遼東半島の大連の東に位置する金州・柳樹屯の漁港に上陸した。「附近に兵隊の集合する小

さな土城」があった。「大和尚山下の柳樹屯」（全集 10）で、大連の東約 20 ㎞の金州区に所在する
大和尚山城（大黒山城）のことである。山稜上に石築城壁（周長五キロ）が囲繞する。今日では、

「卑沙城」に比定されている。隋・唐の侵攻にさいして最初の戦場になるところである。城壁は見

事なまでのこっている。現在山城付近は、金州の経済特区となっている。

遼東半島における石器・青銅器時代遺跡の調査とともに、「満州の有史以前の民族は、又金属器

の使用も知り居りたりと云へる事を忘却すべからず」と、鉄器時代についても注目する。旅順双島

貝塚、同郭家屯貝塚、大石橋盤龍山上遺跡で鉄滓をみつけている（全集 10）。「漢族の影響にあら
ずして、寧ろ東夷の独特のもの」とするが、戦国燕の時代のものかもしれない。その後、貔子窩、

高麗寨、旅順牧羊城遺跡などで、戦国～漢代の鉄器が発掘されている。

鳥居龍蔵は最初の遼東半島の調査で、熊岳城温泉付近で石器や土器を採集している。今日営口市

域で 90 ヶ所以上の漢代遺跡が確認されている。遼東郡の平郭県に「鉄官」が置かれた。平郭県の
所在地については、蓋州鎮漢城跡が有力で、その東北の英守溝漢城跡（大石橋・湯地郷）が鉄官の

鉄城と推定されている（李有升 1995）。

遼東半島の 墓は高句麗でなく、漢墓であることを洞察している。貔子窩から普蘭店街道をへて、

金州に向い、「途中で高句麗の古城跡や石器時代の跡などを探」るとみえる。九龍城では、虎山山

城（泊灼城）や明の長城を調査しているのであろう。

1905年（明治38）８月～11月―第２回満州調査（『南満州調査報告』全集10、「満州調査復命書」全集８）
東京 8/8→宇品港→大連→旅順→大連→金州→普蘭店→奉天 10/11 薩爾滸城→興京→汪清辺門→通化→輯安→

奉天→昌図→宝庫門→公主嶺→康平→喀喇沁→簿王→奉天→遼陽→ 11/4大連→ 11/12東京

遼陽の兵站病院内などで数基の漢代 墓を発掘する。そうした調査をもとに、漢魏の石槨墓につ

いて研究した（全集 10）。また漢墓が遼東郡治に属することを指摘する。当時、遼東半島の墳墓や
朝鮮半島の楽浪墳墓をめぐる論争、日本・朝鮮における「学閥・党派」がからんだ問題があった。

鳥居としてはめずらしく、批判をあらわにしている。当時「満州国」への漢の支配はあってはなら

ないという風潮もあった。「日清・日露戦争までの我が学者は朝鮮に四郡のあることを喜ばなかっ

たのである。これまで歴史的にも朝鮮に漢民族の這入ったということを攻略上より否定したもので

あった。されば私の朝鮮に於ける漢代漢墓説も採用せられず、其の博士の高句麗説になって仕舞っ

た」という（全集９）。

興京（現遼寧省新賓）周辺には、永陵（ヌルハチの祖先の陵墓）・老城（赫図阿拉城）、高句麗

山城の旧老城（仏阿拉城）、玄菟郡治推定地などの遺跡が分布する。鳥居調査の、半世紀のあとの
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1944年に三上次男（1990）が調査している。
薩爾滸城は、明末に後金と明朝との薩爾滸の戦いがあったところで、現在、大 房ダム湖に面す

る。城墻長4288ｍで内城と外城からなる。その東北に鉄背山城が位置する。城壁周長約4600ｍで、

西衛城・内城・東衛城で構成される。石築・土築の城墻が遺存する。西衛城は周長325ｍで、幅1.5

・高さ２ｍの土塁がのこる。蘇子江をはさんで、元帥林（張作霖墓）が立地する。

輯安では、「千四、五百余」『南満州調査報告』全集10）の墳墓をかぞえている。高句麗の墳墓

は「洞溝平原附近より鴨緑江港、渾江に沿ふて、懐仁県の所在地に至る間にも存在せり」と指摘す

る。「墓守の制度」、「烟戸」、「墓上立碑」など、陵園制度の問題について言及している。

国内城は「陵安城」とよばれていたという。「明治三十八年の秋、予の此の地を過ぎりしときは、

荒漠たる城郭の中央に知県衛門あり。…周囲二十町、城壁の高さは今日一丈乃至一丈二、三尺なる

も、昔時はなほこれより高かりしならん」と報告している。今日は国内城の城壁は削平されている。

明清時代の城壁が撤去された状態であろうか。

広開土王碑の存在することを調査した。「洞溝より西北九十清里ばかりの所、板石嶺附近」で、

「数年以前輯安県の知県が道路を改修する際」に 丘倹の碑石が発見されたという。鳥居はその碑

文と『三国志』魏書 丘倹伝とを照合している。高句麗研究においても大局的にみている。

1927（昭和２）年８月～10月（『満蒙の探査』1928年、全集９）
東京→ 8/17神戸港→ 8/20大連→8/20旅順→8/24大連→8/25撫順→撫順8/27→8/27奉天→828鞍山→奉天8/29

→8/30安東→8/30鎮江山→8/31新羲州→安東→沙河鎮→安東8/3一→九一長春→〈馬車〉→寛城子→長春→9/4

哈爾浜9/6→9/7寧安→9/9渤海古城→9/11一海林→穆陵→9/11一ポグラニチナヤ（綏芬河）→9/17哈爾浜→

9/15阿什河→9/18阿城県（金上京府）→哈爾浜→9/19昮昮渓→9/20斉斉哈爾→9/20洮南→9/2一フライネル村

(洮南城跡）→9/22鄭家屯→9/24莫林廟→9/26パインタラ（通遼）→9/26オボ山→鄭家屯9/26→四平街→9/27

八面城→四平街→9/27長春→9/28吉林→（石油発動車）→龍潭山城→9/29奉天→9/30鞍山→大孤山→上石橋子

→10/2千山画像石→10/4鳳城→高麗門→10/7七奉天→海城→〈馬車〉→英城子→10/8析木城支石墓→10/9析木

城鉄塔→７清里→金塔寺→海城→10/9大連→普蘭店→石棚子→望海嵎城→普蘭店→大連→10/16門司港→10/17

神戸港→10/17京都10/18東京

この年次の調査の目的は「考古学と満州人の土俗学」の研究であった。『満蒙の探査』では「ド

ルメンとメンヒル」・「満州・東蒙古の三大遺蹟」などについて考察する。

歴史時代の「三代表的遺蹟」として、渤海の上京、遼の上京、金の上京をあげる。渤海は、「我

が国としては最も関係の深いもの」とかんがえている（全集９）。哈爾浜から海林駅で下車、馬車

で寧安に向かった。「馬賊」のため、「県より馬勇八名随行」する。胡家溝という満州人の村落を

すぎる。「寧安附近一帯は満州人の多い所」という。現在は東京鎮で、朝鮮族自治鎮である。宮殿

の東門から入り、北門をみる。散在する瓦を、沿海州のニコリスクのものと比較する。渤海の領域

を沿海州をふくめて把握しているのである。興隆寺・石塔「五層楼」付近で道路痕跡を見つけてい

る。南北大路で、現在もその痕跡をとどめている。渤海は「北満州に興った王国」で「平和の民族

として、当時に光彩ある唐代の文化を採用し」、「城は唐の都城を真似たような感がする」。「日本

からの公式の使節が送られ、その交通往来は実に平和的であった」。そして「当時の日本海は実に

渤海人にとっては静かな池の如く湖のごときもので、我が越前の敦賀の如きは彼等の最もしたしい

所であった。彼等の日本に船出した所は、朝鮮清津の北あたりからウラジオストックの間の海岸で、

此処から彼等は日本に船出し、日本人もまた此処に来たのである。歴史はくり返す、この往来は今

やまたもや吉会鉄道全通によって復活せられんとして居るのは最も愉快であるといわねばならぬ」
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（全集９）と感嘆している。渤海が「もと長白山の北部や松花江上流地方に生活して居ったツング

ース民族たる靺鞨と、鴨緑江畔から興った同族の高句麗の敗残者等の集合して出来た王朝」という

とらえ方は興味ぶかい。

金上京の構造や年代については、哈爾浜で交友したロシア研究者トルマチョフの説を紹介する。

遺跡全体は畑で、1981年に訪れたときと変わらないようである（岡崎敬 1987）。鳥居の撮影した南
の城壁もそのままであった。解放後の中国考古学では、孫秀仁 1979「金代上京城」、景愛 1991『金
上京』などの論攷がある。烏山喜一（1935）は 1922（大正 11）につづき、1934年 10月３日～同 30

日に調査している。北城は北辺約 1.5㎞、東辺約 1.7㎞、南城の東辺 1.3㎞、南辺 2.0㎞、西辺南北
城とも 3.0㎞と略測している。先人の調査については、1909（明治 42）年の白鳥庫吉をあげるのみ
で、鳥居の『満蒙の探査』をあげていない。

哈爾浜からは、吉林に向かい、高句麗の龍潭山城を踏査する。龍潭山（現吉林市）に登り、観音

閣、龍潭の池を調査する。その長方形の池の周壁に高句麗の石築技法がみられる。池の下部に高句

麗時代の水口（排水）施設がある。土塁（土城）も遺存する。龍潭山からの帰路、「松花江岸に独

りピラミッド型の小丘の突立して居るのを認めたから、車を停め、此処に行って調べて見たが、こ

れは確かにチャシの跡で、その下の畑になって居る所で石器・土器などを発見した。この小丘はそ

れと関係ある堡塞である。…此処から高句麗時代（あるいは渤海）の古瓦を発見した。これらはこ

の小丘が松花江に浜して古くから大切な場所であったことを物語るものである」（全集９）。この

小丘は東団子遺跡で、夫餘の王都の中心地にほかならない（東・田中 1995、東 1999）。東団山には
三重の城壁（環壕）がめぐる。龍潭山城は、高句麗が夫餘の地を領有したさいに築城されたもので

ある。

鞍山（遼寧省）の南の上石橋子で、漢代の墳墓を発掘している（1927 年 09 月 30 日～ 10 月 03
日）。石槨墓で、五銖銭、土器・鉄器が出土している。鞍山中学校教諭の梅本俊次らとともに発掘

している。鞍山付近には、梅本俊次「従考古学角度来看鞍山」（『満鉄附属地発展全史』1937 年）
によると、鞍山の苗圃・朝日山（現 2・19公園の北部斜面）で大泉五十や土器がみつかっていると
いう（劉景玉 1997）。鞍山市街地の北西部で北陶官漢墓群が発掘。１号墓の鋳鉄罐の化学分析もな
された（東 1999）。
この満蒙の探査をつうじて、「満州と蒙古との境界」蒙古民族は東胡で、匈奴・鮮卑・烏桓・奚

・契丹（遼）・元と、蒙古人との関係にまで言及する。そして「されば満州の事を知ろうとするに

は、必ずや蒙古の事を知らねばならない」と強調する（全集９）。

❹ 遼東半島・慶州城・白塔・析木城

1930（昭和５）年８月～12月（『満蒙を再び探る』1932年、全集９）
8/21東京→神戸港 8/23→8/26大連8/27→8/28遼陽→（自動車）→8/31普蘭店亮甲店ドルメン（小石棚・大

石棚）→金州城→9/1金州幵山洞窟→9/2大連→9/4奉天→9/5鄭家屯9/7→9/7開原→9/9開原石塔→開原9/10→

鉄嶺円通寺塔、龍首山山上→9/11円通寺塔、龍首山山麓乗馬石、龍尾山塼塔→奉天→9/13塔湾塔、奉天（北門

外塔、宮殿内博物館、鄭家屯満鉄公所）→9/15長春、オボ山、四平街→9/16鄭家屯9/22→9/22通遼9/24（自動

車・馬車）→9/24開魯→（大馬車二台・探査用テント・食器・器具など）→9/25開魯（喇嘛塔）9/27（馬車・

乗馬）→（80支里）9/27アイゲン廟→9/28（５時）公爺府→9/24四白城（チャガンリホト、土城）→9/30（８

時）バチョルス廟（泊）→10/1一喇嘛洞（本殿）10/2（６時）→ウルジムレン河→（22時）ハッテンコロ村（テ
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ント泊）10/3（６時）→オボト村→オーランハタ（ストンサークル群）（テント泊）10/4(6:30)ーコロコロテ

ン河→コロコロテン村→（19時）大板（巴林王府）10/6→西大廟（喇嘛廟）→チャガムレン（白河）→（ガー

ルヅステンコロ河）→黒山屯（泊）10/7林西県城→（20支里）→大営子（天主堂、ベルギーカトリック霊父は

赤峰で不在）→林西県城（シナ商務局内の石造物）10/8（９時）→県城南方の砂山（石器時代遺跡）→林西

県→黒山屯（泊）10/9（６時）→（シナ新移住民の村落・畑地）→（40支里）（12時）ボーリンホンジ（ハツ

ンオッソ）→（20支里）→吉霊罷営子（泊）10/10（六時）羊腸河→（40支里）鹿山、遼代土城→鹿山（泊）

10/11（６時）→（15支里）土城子・土城、長城、土城、石幢、石人二、石虎二、石羊二）→鹿山（泊）10/12

（９時）→シナ人移住地→（50支里）チョルチンアイラ（泊）10/13→鹿山（積石塚）→チョルチンアイラ（泊）

10/14（７時）チャガムレン→タービンスム喇嘛廟→（20時）十二家子（泊）10/15（７時）→８支里に白塔→

白塔・慶州城10/16～10/17白塔10/18（７時）→チャガムレン→（５支里）フルム（長城）→（25支里）

→（12時）陵墓のある山麓、テント設営→古墓→ 12/1・12/2奉天12/3→海城→12/4析木城塔→12/5析木城ドル

メン→12/6鞍山→12/7奉天12/9→興昌州→12/10鸞峯（遼画像石）→12/12鞍山→12/13奉天→鞍山→12/14鄭家

屯→12/15奉天→12/17大連12/18→12/21神戸港→12/21東京

林西県城西の大営子の天主堂、「この天主堂はベルギーのカトリックの霊父が居られた所であっ

て、龍蔵はこの人から手紙を貰い、また私どもから東京帝国大学理学部紀要の蒙古石器時代の論文

を贈ったこともあった。霊父は多くのシナ人の信者をもって居られる関係上ワール＝マンハの古墳

内を発掘したり、あるいはチャガンサバラガ（白塔）の塔に懸かっている鏡をシナ人に取らしめて

問題になったことがある人である（満蒙を再び探る、全集９）。

「シナ商務局内にあった「碑文石は、今から一ヶ月前に熱河から来たシナ人によって、ことごと

く熱河に持ち去られたという話を聴き、非常に残念に思った。此処にはワール＝マンハの陵墓内よ

り出た聖宗・道宗の碑文が存在していた」（満蒙を再び探る、全集９）。

「この墓は已にあばかれ跡で、殊に本年の夏一ヶ月ばかり熱河のシナ人が来て、盛んに発掘して、

中にあるものを持ち帰ったのである。私どもは失望したけれど、ない一行は調査の部署を定めて、

内部・外部隈なく調査するので、非常に忙しく、大勉強の調査をした」（満蒙を再び探る、全集９）。

1933（昭和８）年８月～12月調査（『遼の文化を探る』、全集６）

東京 8/3→ 8/4大阪→ 8/5京都→神戸港 8/6→ 8/7門司港→ 8/9大連→ 8/11一奉天→ 8/14新京→ 8/14奉天→

8/17 錦州・塔→ 8/19 羲県→ 8/20 羲県嘉福寺塔（遼）→ 8/21 羲県大仏寺→ 8/25 羲県万仏洞石窟→ 8/28 北票→

8/29朝陽→ 9/5凌源→ 9/6承徳→ 9/18五十家子→ 9/19喀喇沁中旗王府→ 9/22遼中京→ 9/27王府→ 9/29頭道営

子→ 9/30大石虎→頭道営子→ 10/1王府→ 10/2赤峰… 11/25赤峰→ 11/27朝陽→ 12/14錦県→ 12/15羲県→錦県

→ 12/16奉天→ 12/18新京→ 12/19奉天→ 12/20大連

12/21→ 12/24神戸港→ 12/29東京

北票（遼寧省）は炭坑が発見されていらい、市街地が形成されたという。日本人も住み、日本人

旅館数軒もあった。北票の西、朝陽方面は「軍司令部」の許可が必要であり、朝陽兵站司令支部の

トラックに便乗している。鉄道線も当時のまま北票止まりで、朝陽などへは路線バスがあり、約一

時間で行く。近年、北票周辺では三燕時代の墳墓の発掘があいついでいる。北方二〇余キロの西官

営子で、北燕の馮素弗墓が発掘された。北票市文化財に指定、現地には標識もたてられ、保存され

ている。出土遺物は中国歴史博物館、遼寧省博物館、朝陽市博物館で展示されている。

朝陽は北燕の都の龍城で、北魏時代に営州が置かれた。鳥居は主として南塔・北塔・ラマ廟を調

査している。近年、朝暘の西南部で袁台子壁画墓・十二台郷Ｍ 88、北部で三燕の奉東都尉墓、東
南部で喇嘛洞墓・田草溝墓などの墳墓が発掘されている。三燕文化は高句麗時代をへて新羅・加耶、
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さらに倭にも間接的な影響をあたえている。

龍城は現在の市街地と重複している。北塔の創建が北魏時代にさかのぼることがあきらかになっ

た。唐代の墳墓は市街地内でみつかっているが、こんご三燕時代の遺跡の調査がまたれる。東部を

南流する大凌河とその流路の復元など、龍城の都市の復元に必要であろう。

羲県では万仏堂石窟の調査をおこなっている。雲崗石窟などにくらべて、交通の便などの条件が

よくなかったが、1909年に松井等・稲葉岩吉、1927年に八木奘三郎、1932年に関野貞、1933年に
浜田耕策、1935 年に村田治郎、1950 年閻文儒の調査、1996年に北京大による実測調査がなされ、

報告された（北京大 2000、劉建華 2001Ａ・Ｂ）。北魏の太和 23年（499）から末年に造営された。
雲崗石窟第２期から３期（495 ～ 505 年）にあたるという。三燕仏教と高句麗仏教との関係が論じ
られて、三燕の都である龍城地域は、中原と高句麗仏教の紐帯で重要な位置をしめるという。徳興

里古墳（鎮墓）や長川１号墳の仏教壁画 372 年、前秦王の符堅が遣使し、仏像・経文を送るが、
前燕が前秦に滅ぼされ、龍城が占拠されたときで、僧の順道・阿道も長安城から国内城に向かうさ

い、龍城から高句麗に入ったという（劉建華 2001）。北魏仏教は東漸する。河北省張家口下花園石
窟は、1939年鳥居が燕京大学時代に調査（10月３日～ 11月６日）したが、比較研究のため雲崗石
窟の調査（11月 10～ 30日）をおこなう（全集５）。その後、1986年に実測調査がなされた。雲崗
石窟との関係から太和 10年（486）前後と推定されている（劉建華 1998）。

私は未だこれを発掘しないけれど、その盗掘社の所持する遺物、満州で発掘した経験、『漢書』

『魏志』等の上より考察して、これらの古墳は必ずや漢代の官人を埋葬した墳墓なりと主張し

たのである。これまで政治家、学者の意見では漢人は朝鮮には移住せずとなし、したがって、

かの漢の遼東群の如きも遼西の地にありとしていた。これは当時政治上、中国政府に対するポ

リシーよりかかる意見が一般に行われていたのである。それ故、大同江畔に残存する古墳を楽

浪の墳墓なりと誰もいうものはなかった」。その後発掘され、漢墓説が確定した。「私の意見

は始めて用いられ、私は勝利を得たのである。

「この古墳群の発掘はその後毎年行われたが、私の高句麗説反対が、当時の学者等の「僧を悪む

者袈裟まで」で、私を一度もこの発掘の仲間に入らず、反対に「鳥居は楽浪古墳の発に関係せず、

したがって埋葬すら知らない」とて嘲笑されるに至った。世の中は実に奇妙なものであり、学閥の

勢力はすこぶる恐ろしい」とまで書かせている。『ある老学徒の手記』は、1951 年北京から帰国し

てまもなくまとめられた。

❺ 黒龍江（アムール）・大興安嶺－1919年6月8日～1919年12月13日－

1919（大正８）年6月8日～12月13日（鳥居龍蔵1922『北満州及び東部西伯利亜調査報告』『朝鮮

総督府古蹟調査特別報告』２、大正11年3月、全集８）〔鳥居龍蔵1924〕、鳥居龍蔵1924『人類学及

人種学上より見たる北東亜細亜』大正13年7月、岡書院、全集８）

朝鮮総督府の調査事業として、大興安嶺から黒龍江流域、東部シベリヤを踏査した。鳥居の問題

意識は序文にしるされている。

東部シベリヤは一方朝鮮に於て我が日本と接壌し、一方一衣帯水の日本海を隔てて我が本州、

北海道、樺太等を相望み、地域最も接近せるを以て、政治上、経済上其の他各般の方面に於て、

彼我の関係最も密接なものあり。欧州大戦の為、ロシア帝国の瓦解、過激派の勃興等種々の原

因に由りて、シベリヤの情勢は大いに曩日と趣を異にし、殊に我が政府がチョックスロヴァッ
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