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黒田俊雄の文化財観―国民的歴史学運動から文化財保存運動へ― 

鈴木健吾 

 

1.問題意識と課題 

戦後の長期化と社会運動史の多角化に伴い、所謂「戦後史学」そのものが歴史学的対象と

なって久しい。特に、小熊英二『〈民主〉と〈愛国〉』（新曜社、2002）は、網野善彦と石母

田正との相克から日本共産党の武装闘争路線（1951～55）下の日本史系の学術運動（国民

的歴史学運動）を描き、いまや古典的研究といえよう。殊に網野については内田力「一九五

〇年代の網野善彦にとっての政治と歴史」（『日本研究』第 58 集、2018）などの研究が相次

いで提示され、「活動家」としての網野はいまや希少な研究テーマとは言いがたい。 

その反面近年では、高田雅士「1950 年代前半における地域青年層の戦後意識と国民的歴

史学運動」（『日本史研究』661 号、2017 ）などのように、歴史教育史的観点から 1955 年

の日本共産党第 6 回全国協議会（六全協）を国民的歴史学運動の画期とすることに疑問が

呈されている。また、網野の自己認識の過剰な自罰性への批判としては、史学史研究上の批

判を俟つまでも無く日本共産党の活動経歴を持つ日本近代史家犬丸義一の、「「戦犯」あるい

は「督戦隊」といった表現まで使って過度に責任を感じるのは、網野さんの非常に強い指導

者意識の裏返しだったのではないか」（犬丸義一「網野さんと私」『回想の網野善彦』岩波書

店 2015、53 頁 初出 2009)という語につきていよう。日本共産党内での立ち位置とそれに

ついての自己認識のずれについて夙に指摘がなされる網野善彦以外での国民的歴史学運動

の語りが今こそ求められる。 

そのような研究状況の打開のため筆者が注目したいのは、京都大学の国史研究室出身で、

大阪大学で長く教鞭をとった日本中世史家黒田俊雄（1926～93）である。黒田は日本中世

史を代表する理論家として知られるが、一方では京都民主主義科学者協会を中心に活動し

た日本共産党系の活動家であり、高度経済成長期には国土開発による埋蔵文化財破壊の中

で文化財保存運動にも参画した。全八巻の著作集をもち、国民的歴史学運動・文化財保存運

動・自治体史編纂などを含めて戦後初期から平成改元前後まで継続的にテキストを遺す黒

田は、同時代の歴史家としての代表性に瑕疵もなく、通時的な研究も可能であろう。 

日本共産党系の民族ナショナリズムがどのような形で高度経済成長期以降の思想・運動

と連続するのかを問う場合、文化財保存運動は特に重要な論題であり、筆者はそれを研究題

目としている。本稿では「文献史学史家」ではない「考古学史家」としての専門を生かし、

既往の研究とは異なる視角で戦後日本における歴史と政治、歴史と思想の関係を探りたい。 

 

2.黒田の履歴 

 黒田俊雄は金沢四高を経て京大国史学に進学、神戸大学教育学部を経て 1961 年から 1989

年まで大阪大学で教鞭をとり、退官後大谷大学教授として現職のまま息を引き取った（官制
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上 1963 年より日本思想史講座となる。著作集第八巻所収年譜及び『大阪大学五十年史 部

局史』）。黒田自身を研究対象とする論考としては、学会誌での訃報や彙報類などのほか、近

代史家からのものとして安丸良夫「黒田俊雄の中世宗教史研究」（『安丸良夫集 5 戦後知と

歴史学』岩波書店、2013、（初出 2010））、日本思想史からのものとして佐藤弘夫「マルクス

主義史学におけるカミの発見」（『戦後歴史学と日本仏教』法藏館、2016）、日本中世史家の

立場から研究の方法論を分析した川岡勉「地域史の課題と歴史科学運動」（『歴史科学』一六

四号、2001）などがある。また、報告後に京都大学国史系の民俗学の系譜論として、高取正

男の論敵として黒田に言及する林淳「高取正男の神仏隔離論」（『人文学報』第 113 号、2019）

が刊行されるなど史学史的研究対象としての黒田は認知されたと見てよかろう。 

 ここで強く意識したいのは安丸 2013 における黒田俊雄の位置づけである。黒田は網野善

彦と並ぶ西日本の若手活動家（「おそらくその最後の日まで日本共産党員であり」同 38 頁）

でありながら、その後戦後史学における古代－中世の移行過程を専制権力からの解放とし

て扱う前提を批判し、権門体制論や東国国家論などの学問概念を創出し、極めてラディカル

な社会構成史と仏教史を両立させ、天皇制の「絶対君主の支配の見えない時期」（「天皇問題

への視点と学問」著作集一巻 1989）を扱う歴史家となった。背景には終戦直前に京都帝大

に入学した黒田が西田直二郎に代表される京大国史学の文化史的気風を濃厚に吸収してい

ることがあり、それは本稿の主題である黒田の保存運動とのかかわりにも現れる。 

 さて、次に国民的歴史学運動と黒田との関係について叙述する。近年、花森重行「国民的

歴史学運動における政治の多様性」（『新しい歴史学のために』第 275 号、2009）や高田 2017

などで指摘されているように、国民的歴史学運動において京都市南部や南山城地域などが

重点的な工作領域となり、「山城国一揆」「祇園祭」などの紙芝居が上演されるなどした。ま

た、本稿の主題ではないが、黒田が高等学校教員を経て京都大学で特別研究生を務めた 50

年代前半の京大国史研究室は後に立命館大学系の幕末維新期研究者となる松浦玲放校問題

があり、研究室自体が極めて運動拠点的な空間であったことも忘れてはいけないだろう（松

浦玲「五〇年代前半期の学園状況の中で」『戸田芳實の道』、1992）。黒田の若手活動家とし

ての活動は同年代の東大系の研究者にも認知されるが（山口啓二「歴科協代表委員を黒田さ

んと共に担って」著作集第 8 巻月報、1995）、東京におけるそれと同じように黒田も運動の

過程で「挫折」を経験した。 

 

史料 1：「「国民的科学」の問題と歴史研究」（『新しい歴史学のために』15、1953） 

(国民的歴史学運動において大衆の中に入ることの可否について記した後) 

つぎに―おもいつくままに書きますが―農村やサークルで得たものをどう歴史学で具体化

するかという見通し―両者の関係の法則化―が緊急な問題であります。実際、農村やサーク

ルから直接に研究に役立つものを得ようとしてもほとんどの場合それは不可能だと思いま

す(それは大衆をみくびっているからではなく、永い学問の伝統に対する尊敬であります)。

そのために多くの人が「大衆活動」に対する疑惑を懐いています。仮にわれわれにできるも
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のが、アジ・プロ的なパンフや紙芝居の段階にとどまっているにしても、それはそれ自体意

義ある仕事だと私は確信していますが、しかし「科学」でないことは疑う余地がありません。 

 

 この後の黒田の「運動家」としての足跡は、例えば 1964 年の大阪歴史科学協議会の発足

の主導などに見られるが（川岡 2001）、本稿では次節の文化財保存運動などを分析視角とす

る。 

 さて、ここで前もって黒田と埋蔵文化財の学である「考古学」とのかかわりを見ていきた

い。というのも黒田と自治体史編纂のかかわりについては川岡2001や『大阪大学五十年史』

の史料採訪の記事により明確に切り取れるものの、保存運動と黒田というと戸惑いを覚え

る読者もいよう。管見の限り、黒田の学問的越境は民俗学や宗教学方面に顕著であり、考古

学的成果を学問に活用する、などの方向性は見られないからである。例えば、「文化遺産を

守る真実の力」（『乙訓の文化遺産を守る会報』創刊号、1966）や、「歴史学入門のころを回

想する」（著作集第 8 巻、初出 1987）には、当時の京都大学考古学研究室の助教授であった

梅原末治の講義を受けた思い出（大陸での日本軍による文物破壊なども描写される）が述べ

られているが、それが黒田の研究に直結するとは言いがたい。本稿の論題自体がトリビアル

と感じる向きもあろう。 

 しかし、大阪大学への考古学研究室設置に関して初代講座主任の都出比呂志が語る次の

文を見ると認識は変化する。 

 

史料 2：都出比呂志『古代国家はいつ成立したか』（岩波新書、2011「あとがきに代えて」） 

一九七九年私は、黒田俊雄教授を主任とする日本思想史講座の助教授として大阪大学に迎

えられました。私が赴任した三二年前、大阪大学にはまだ考古学の講座がなく、文献史学と

考古学との提携を構想していた黒田先生は、まず国史学に都出を入れることを考えられた

のです。(中略 考古学講座新設への苦闘などが書かれる) 

考古学講座を新設して、文献史学と考古学の提携を実現するという構想は、歴史学の革新を

目指す黒田先生の全体構想の一部でした。歴史学の古代国家成立過程の解明についても、文

献史学と考古学との提携がいっそう求められるようになっており、狭い意味での政治史や

社会経済史から抜け出した歴史学であるべし、新しい史料学を確立すべし、などという一九

七〇～八〇年代の先生の主張の延長上に、考古学と文献史学の共同という課題も位置づけ

られていました。黒田先生の緻密な思考と学問の方法は、常に私を刺激し国家成立過程解明

への意欲をかき立てました。一九九三年に先生は亡くなられましたが、黒田俊雄が夢見た新

しい歴史学を目指して進むことなしには、日本の古代国家成立過程の解明はありえないで

しょう。そして新しい世代はその実現に向けて、すでにその一歩をふみだしています。 

 

戦後に文系学部が展開され、黒田の世代が講座の設計などにあたっている阪大において、

考古学研究室の設置自体に黒田が密接に関わったことは明確である。さらに都出の新刊『古
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墳時代に魅せられて』（大阪大学出版会、2018）では、地理学講座との設置順序をめぐる緊

張関係なども記され、研究室設置が自明でなかったことも判明している。考古学が黒田俊雄

的な「全体史」に位置づけられている様相は、問い直されなければならない。 

 

3.運動実践－乙文と長岡京 

 黒田の埋蔵文化財保存問題への参与について大きなファクターは、管見の限り二つある。

まず一つ目は「乙訓の文化遺産を守る会」（以下乙文）である。乙訓地域（向日市・長岡京

市・大山崎町の一部）を居所とした黒田は高度成長期の阪急沿線の開発と好古家の中山修一

に牽引された、「幻の都」長岡京の出土の中で結成された現地住民主体の保存運動団体「乙

訓の文化遺産を守る会」（1966～現存）に副会長兼古文書部会の部長として参画した。会長

を英文学者／和紙研究の壽岳文章、考古学の技術指導を京大助手だった都出比呂志が行っ

た同会は、多くの知識人（大学人）が居住する同地の特徴を活かし、「住人」である知識人

を押し立てる形での住民運動というスタイルをとる。 

 ここで黒田は、近世向日町の古文書整理・向日神社の文書調査・宮座の調査など文献史学

的方面から同会を支えた。管見の限り、会誌『乙訓文化』、『乙訓文化遺産（創刊号のみ『乙

訓の文化遺産を守る会報』）の寄稿も 1966 年から 72 年にかけて断続的に行い、地名論・民

俗芸能論など様々な内容を持つ原稿を投稿し、京都府の歴史資料館の乙訓地域への誘導な

どを主張している（向日町の宮座調査に関しては黒田俊雄著作集二巻に記載あり）。また、

同会の活動内容を「『乙訓の文化遺産を守る会』の一〇年」（『新しい歴史学のために』145

号、1976）に投稿している。この中で黒田は、行政や企業の「文化遺産を忌避・嫌悪する発

想」を憂えると共に、埋蔵文化財保存を中心に、文献・民俗などの幅広い保存運動を行う会

活動の三つの原則として「文化遺産の保存を住民の生活に根ざした立場で考えること」、「民

間の住民運動という立場」、「素人としての発想や持ち味・気楽さ」とする。住民運動として

の立場を重視する黒田の視点が注目される。 

 二つ目は、大阪市中心部の開発をめぐる難波宮保存訴訟への原告側証人出廷である（『難

波宮跡の保存と裁判』第一法規、1980）。京大の文化史系の流れを濃く汲む元大阪商科大（現

大阪市大）教員、山根徳太郎の主導のもと進められた難波宮発掘は、大阪市大にポストを持

った直木孝次郎、文化庁発足期に技官を務め、東京女子大に赴任した直後の平野邦雄など東

西の古代史家（文献史家）が多く保存運動に参与、黒田も 1978 年に出廷し、レジュメ様の

資料を準備しての独自の弁論を行った。二回の弁論を通じて黒田は、歴史家として遺跡その

ものの価値や古代史上の位置づけについて述べた他、保存運動家としての乙文での活動歴

を陳述した。また、歴史学と並んで「歴史教育」の専門家として自己を定義づけ（539 頁）、

その中で本邦の歴史学の発展の中での社会史的アプローチの発生（「歴史の展開に多様な価

値基準からの考察を加え、社会生活と人類の文明の発展を解明しようとする立場」）と「日

本における考古学の立ちおくれ」の中で戦後に漸く登場した歴史考古学の不十分さを主張、

中世城館調査や荘園調査など（当時としては）最新の中世考古学に言及しながら文献史・考
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古学・民俗学の統合し、社会史的アプローチに統合していくこと、それが国民・市民の生活

に資することを主張した。更に黒田は、1978 年の高等学校指導要領の改正で「文化遺産」

への言及が生じたことに着目し、難波宮跡の価値に言及した後、それを町人の自治都市とし

ての大阪とリンクさせ、伊丹市での博物館／自治体史編纂への参与とその過程での西ドイ

ツ・ケルンの視察を踏まえ、1968 年ユネスコの「公的又は私的の工事によって危険にさら

される文化財の保存に関する勧告」を引用しつつ都市開発と文化財の関係を下敷きにしな

がら国際標準としての都市文化（財）政策を訴えた。歴史教育との関連付けと造詣の深さも

注目に値しよう。 

 

4.理論－民族文化を目指して 

黒田の文化財への関心を同人や訴訟記録より紹介してきたが、実は同様の関心は講座論

文などからも看取できる。 

まずみておきたいのは、東京大学出版会の日本史講座における、「民族文化論」論文であ

る。高度経済成長期の環境の激変や、文化財の破壊と日本文化論のイデオロギー攻勢に対処

するための民主的な文化創造運動の必要性を主張する過程で、黒田は次のように述べる。 

 

史料 3：黒田俊雄「民族文化論」（『講座日本史第 9 巻』東京大学出版会、1971） 

……したがって、文化財保存運動もまた基本的には民族文化の問題として、民族の文化遺産

を継承・発展させる問題としてすすめられざるをえない。今日最も緊急でもあり発展もして

いる埋蔵文化財の保存運動についてみれば、運動の初期にはどちらかといえば、歴史研究者

(考古学研究者を中心にした)の史料を守る運動である側面がつよかったが、いまでは運動

の進んだところほど、住民を主体として広く文化と歴史を認識しようとする各方面の人々

の参加がみられる。そこでは、郷土・地域の文化のすぐれた伝統を継承・発展させることを

願い、文化財＝歴史を自分の眼で認識できることを知った住民や、美術・芸能・宗教などに

創造的・実践的にたずさわっている専門家、また、もうけ本位の観光や上からの固定した押

しつけの文化的価値とは別に、すぐれた文化遺産を心から愛し、あくことなく観察して民族

文化について認識と思索を深めている素人の愛好家などがある。民族の文化遺産の継承・発

展とは、つまりはこういった広範な層を基盤にしないではありえず、そこにこそ民族文化が

展開する現実のひとつの姿を確かめることができるのであって、ここのところに、一部こと

に政府に信望ある芸術家や歴史家や有識者だけに「保存」と「継承・発展」の役割を認める

こととの、決定的な違いがある。 

 

ここから、文化財・文化遺産は「民族文化」の問題であると黒田は捉えていること、文化財

は考古学者すなわち専門家のみの問題ではなく、「住民」「愛好家」の参与も必要であると認

識していることがわかる。これは同時期の学会誌のアピール文でも見られる。 
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史料 4：「今日の文化財問題と歴史学」（『歴史評論』249 号、1971） 

ただ、ここでの問題として、注意しておきたいのは、そうしたなかで住民のなかからその文

化財の歴史的意義を知ろうとする人がつぎつぎに現れ、それが保存運動の支えになってい

るという事実である。むかしからどこにでも古文化財を趣味的に愛好する人はいるもので

あるが、ここでいうのはそういう人のことではない。美術品でも骨董品でも土器片や一片の

古文書、あるいは自分たちの日常的な作業や習俗に、自分の生活とこれからの町づくり・村

づくりにつらなるその土地の歴史のあとをはじめて知って、文化財＝史料という認識をは

っきりとらえた人たちのことである。最近文化財保存運動のなかで「住民の立場にたって」

ということがよくいわれるが、それはたんに住民の経済的利害を尊重するというだけのこ

とであってはならず、ましていささかなりとも住民を味方にする方策を意味する言葉など

であってはならない。住民のなかに文化財＝史料についての認識がひろまるということは、

つまりはその土地の歴史を住民の立場から探究するということであり、それにこそ文化財

保存運動を確信をもって進めることのできる重要な根拠がある。反対に、文化財保存運動が

住民の利益と対立するという主張は、文化財を専門的または官僚的な特権支配のもとにお

き住民を歴史認識の主体として認めない住民軽視の思想を伴っているのである。 

 

住民の文化財への主体的参与を主張すると共に、それが単なる経済的利益、あるいは好事

家的な玩物喪志となることも否定する。主体的に参画する住民の手により「民族文化」は守

られるのだ。これは全国規模の埋蔵文化財保存運動団体である文化財保存全国協議会の創

会時に刊行された『文化遺産の危機と保存運動』に転載されており、「日本史学」の外部へ

の影響力も有したことが推測される。 

これらの黒田の活動は、昭和 50 年代に自治体史編纂に結実していく。「あたらしい地域

史のために」(第八巻、初出 1977)では、高度成長期の開発と人口移動で郷土史的アプロー

チが限界を迎えたという発想のもとで「住民のための地域史」を追究するが、その過程で「文

化遺産を守る運動の経験」と革新自治体の発生を重視する。歴史や文化財を過去の遺物とし

てではなく、未来への遺産・地域の経験の蓄積という方向性に変化させることを試みている。

続く「地域史の可能性」(第八巻、初出 1983)では、考古学的研究を中近世へ拡大し「地理、

考古、民俗等の成果をすべて包括総合」する歴史叙述の構想をする。史料集的性格に偏した

郷土史を住民に使用しやすい形に変化させていくことに、黒田は一貫して取り組んだ。 

国民的歴史学運動にみられる住民参加型の歴史学は、少なくとも黒田においては両者に

共通する「民族文化」への関心を通じて文化財保存運動への情熱に転成した。それは、文化

財に対する住民の意識向上と革新自治体の叢生に支えられ、昭和 50 年代には自治体史編纂

の改革へとつながっていく。文化財保存運動と自治体史は、「民族文化」というリングを通

じて国民的歴史学運動の系譜上に存在するのである。 

 

５.今後の課題―運動の「反省」について 
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本稿の主題であった国民的歴史学運動の「継続」の様相が、黒田のみで検出できるもので

はないことは京大国史出身の日本古代史家門脇禎二（1925～2007 黒田と共著で日本史参

考書『テキスト日本史 上巻』三一新書 1958 を記すなど親交もある）の城南地域の文化財

保存運動やけいはんな学術研究都市計画への参画を題材に口頭報告時に示した。日本共産

党的な民族主義的ナショナリズムの持続可能性という問題は本稿とあわせて十分に示すこ

とができたと考える。 

最後に、本稿では近年刊行された日本史家藤間生大へのオーラルヒストリーと論考の集

成である磯前順一・山本昭宏編『希望の歴史学』（ぺりかん社、2018）の「研究と実践―傷

ついた心の人のために－」（初出 1956）を参照しておきたい。藤間は戦前の『日本歴史教程』

以来の活動経歴を持つ古代史家かつ国政選挙への立候補の経験のある共産党員であり、津

田左右吉の弟子としての早稲田の学生時代から1971年の熊本商科大学への就職まで続いた

東京時代（磯前 2018「解説」）に国民的歴史学運動に強く関与した。 

「研究と実践」は国民的歴史学運動「挫折」直後の藤間の講演録であり、国民的歴史学運

動の失敗を大衆向け運動による活動家数の増加にもかかわらず活動方針を変更しなかった

ことに見出すが、その後の運動の展開について、「清算主義の態度をとらないで、これまで

の実践を生かすことが必要」（89 頁）とする。二度と来ない青春の時期を活動に費やすこと

においては、「過去の失敗で、くやしい思いがあっても、このくやしさをしずかにもやしつ

づけて反省」(96 頁)することが大事なのだ。 

ここにおいて国民的歴史学運動の「挫折」は、網野におけるような「罪」としてではなく、

戦術論的失敗として捉えられることが理解できよう。革命を目指した活動の失敗は「反省」

としてではなく、転進や隠忍―あえて運動論的な語彙を用いれば陣地戦―として解釈され

るべきなのだ。それが解き明かされつつある現状の研究段階において、黒田のようにそれを

埋蔵文化財保存運動や自治体史編纂にむけるという方向性を考察することは史学史のみな

らず思想史や社会運動史にとっても巨大な課題として残る。静岡大で歴史科学運動に参与

した原秀三郎の参加した（原秀三郎述『石母田正と戦後マルクス主義史学』三元社 2019）

横浜市南堀貝塚発掘も一方で横浜市の市史編纂と緊密に結びついていた（甘粕健「考古学へ

の招待」『新編 日本史研究入門』東京大学出版会、1982）。本稿も道半ばではあるが、一見

切り離された二つの運動を結びつける一助となればと思う。 

最後に一つ課題を述べたい。それは古くて新しい課題であるが、ことに京都大学（帝大）

系における文化史学とマルクス主義史学の連続関係である。無論、マルクス主義史学は機械

的な社会構成体史のみをさすわけではないが、黒田の宗教史・思想史的な上部構造史家とし

ての姿勢や考古学・民俗学への視野は、やはり文化史学との連続性から考えるべきであろう。

難波宮発掘の原動力となった山根徳太郎の文化史家としての側面は、菊地暁「京大国史の

「民俗学」時代」（丸山宏ほか編『近代京都研究』思文閣出版、2008）が解き明かしている

が、戦後に在学した黒田の世代の分析はなお途上にも見える。著作集にも多数収録される対

談記録などの分析を通じて、今後は黒田の歴史叙述の内在的分析にも踏み込んでいきたい。 
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