
《書評》 

地学と社会教育論と文化政策の間に 

―土屋正臣『市民参加型調査が文化を変える―野尻湖発掘の文化資源学的考察

―』（美学出版、2017 年）に寄せて― 

鈴木 健吾 

戦後 75 年を過ぎ、文化財保護法制定 70 年を経ても、皇国史観の頽落と「文化国家」へ
の転換を経た後、戦後日本の歴史観の転換をになった考古学という学智、そしてその展開を
支えた埋蔵文化財行政の検討は「学者列伝」的⽔準の研究と制度羅列的「行政史」の合間に
あって社会構成主義的な手法の導入を妨げられてきた。特にフィールド科学ならではの「発
掘現場」をめぐる検討は、大阪府の弥生遺跡、池上曽根遺跡を扱った井藤徹ほか編著『煩悶
する若き考古技師』（京都三星出版、2007 年）などわずかにとどまり、検討のための基礎デ
ータが散在する状況が続いてきた。 

その状況を打破する著作といえるのが土屋正臣『市民参加型調査が文化を変える―野尻
湖発掘の文化資源学的考察―』（美学出版、2017 年）である。著者の土屋は現在城西大学現
代政策学部准教授（2021 年現在）の文化政策学者であるが、國學院大學文学部で考古学を
専攻後、群馬県藤岡市の文化財保護行政担当を経て、高崎経済大学地域政策学科・東京大学
人文社会系研究科文化資源学研究専攻で修士号、同専攻で博士号を取得したという経歴を
持つ。東京大学在学中も同市の職員を続けつつ社会人学生として学位を取得しており、考古
学分野の行政内研究者と文化政策の研究者としての両方のキャリアを持つ著者と社会科教
科書でも馴染み深い旧石器遺跡・野尻湖湖底遺跡という組み合わせは否が応でも期待値を
高める。2017 年という出版年にいささか書評の旬を逸した憾みを覚えるが、しかし、それ
にもかかわらず管見の限り本書の書評は市川寛也「市民参加型調査が文化を変える―野尻
湖発掘の文化資源学的考察―」（『文化資源学』第 17 号、2019 年）に限られ、市川の書評自
体も土屋の議論の追認にとどまっている。そのような状況を考えたときに、高度成長期の保
存運動を題目として戦後社会の中での考古学を研究しており、かつ自身も東京大学人文社
会系研究科文化資源学研究室で修士号を取得している評者が、一昨年の歴史論研究会「書評
報告」を原稿化するのも捨石にとどまらない価値があると思い筆を執った。 

著作全体を俯瞰しよう。本書は序章と終章を除き 2 部８章から構成される。序章と第Ⅰ
部「市民参加型調査の系譜」では、埋蔵文化財（文化財保護）行政の状況を整理したうえで、
根拠法令を異にしつつも文化財保護行政が埋め込まれることが多かった社会教育行政が、
1980 年代の松下圭一による社会教育批判以降批判されていることを指摘し、著者自身の勤
務した基礎自治体での博物館計画の頓挫などを背景に、埋蔵文化財行政が必ずしも市民の
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支持を得ていないことを問題視する。そのような問題を浮き彫りにしつつ、解決策を探る場
として発掘現場という場とそれが育む関係性に着目し、破壊を前提にした行政発掘ではな
い、社会教育上の需要を満たす発掘現場として 1962 年から 2010 年代まで発掘が続く野尻
湖発掘について論じていく。 

第Ⅰ部「市民参加型発掘調査の系譜」では野尻湖発掘の前提となった戦後日本の地学分野
などの様相を記述していく。第１章「発掘調査史」では、敗戦による大陸というフィールド
の喪失以降、国内研究を主軸としていく過程が描写される。戦後の科学運動の一環として行
われた 1953 年岡⼭県月の輪古墳の大衆参加型発掘は初期社会科の問題解決学習の展開とも
並行しつつ、横浜市南堀貝塚などでも展開される教育・学習運動の嚆矢となる一方、戦前来
の履歴を持つ研究者による行政的な文化財保護優先の路線からは批判も受けた。高度経済
成長期の列島開発が始まると、文化財保護行政が展開し始める一方で記録保存目的の発掘
が増え、埋蔵文化財関係者以外の参与が限定され始める。その後発掘件数が増大し、ポスト
高度成長期には基礎自治体への文化財担当職員配置が進み 1982 年に都道府県を逆転する
が、バブル崩壊後発掘件数自体が減少していく。その様子をまとめつつ著者は記録保存など
開発行政に紐付けられない形での発掘調査を埼玉県で金井塚良一らが指導した「台地研究
会」などを参照しつつ、模索していく。 

第２章「野尻湖発掘前夜」では今回発掘調査史の系譜となる地質学系の調査の系譜を見て
いく。日本内地の発掘調査の系譜には考古学以外に岩手県の旧花泉町などに代表される地
質学系の系譜も存在した。ことに戦後の民主化・科学運動の叢生の中で 1947 年に結成され、
現存する地学団体研究会（地団研）についてスポットを当てる。東大・東京文理科大・科学
博物館（当時）の地質学者・専攻学生が中心となって作られた地団研は「団体研究」（団研）
という集団研究法を発案し、関東ローム層調査などフィールドワークを重視した。それは創
設者である地質学者井尻正二の思想によるところが大きかった。指導教員との対立から東
京帝大理学部をドロップアウトした井尻は科学博物館などで研究に専念し、指導教授によ
る研究テーマの決定や研究費の差配の権能への怒りを共有し、40 歳未満という年齢制限を
設定し、学会・研究室の民主化活動に挺身していくことになる。地団研は 1949 年民主主義
科学者協会（民科）に加入し、そこで石母田正など他領域の科学運動の影響を受け、「大衆」
概念などを獲得する。しかし共産党の武装闘争路線（1951-55 年）と緊密にかかわる民科の
路線が瓦解する中、科学運動一般の「実践」偏重や、自然科学の軽視への反発などから 1957
年に脱会し、以後独自路線へ移行していくことになる。八ヶ岳公害問題などでの科学運動の
経験と中等教育需要の増大による会員の理科教師としての拡散により生み出された地団研
独自の「僻地方針」のもと、直接的な農民・大衆へのアプローチではなく「教員」を介して
のアプローチや月の輪古墳発掘などに影響を受けた発掘調査（フィールドワーク）の重視な
どの独自の実践方式が定着していく。 

第３章「地域研究史における野尻湖発掘の位置」では長野県の郷土史研究の系譜をたどっ
ていく。独自の教育文化や郷土史文化で今も知られる長野県では、1880 年代より信濃教育
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会という教育団体が社会教育行政や博物学などに参与した。その傘下には信濃博物学会が
形成され、戦前考古学の杭上住居説の根拠となった諏訪湖には鳥居龍蔵などの大物研究者
の来訪が相次ぐ。そのような戦前段階の分厚い郷土史の地盤は戦後、1956 年に結成された
信州ローム研究会の前提となった。考古学と地質学の協働を実現した研究会は岩宿遺跡発
掘以来の旧石器遺跡調査の盛行の中で長野県下の旧石器遺跡の調査を進めていくが、その
過程で発掘が開始された野尻湖遺跡の調査にも関与した。地団研型の団体研究と戦前来の
郷土史の伝統はかくして交差していく。 

第Ⅱ部「発掘調査における市民参加の転換」はいよいよ野尻湖発掘をめぐる具体的な描写
に踏み込んでいく。第４章「野尻湖発掘における集団的学び、〈知〉の創出の萌芽」では野
尻湖底遺跡が遺跡として認知されていく様相を見ていく。1948 年野尻湖畔でのナウマンゾ
ウ臼歯発見によって認知された遺跡は、豊野層団体研究グループの調査を経て、1962 年の
第一次発掘に結実した。それから 1965 年までの第四次発掘までの参加者をグルーピングし
ていく作業は本書の白眉ともいえよう。長野や新潟の団研グループから地団研関係者の赴
任校を含む中学校・高等学校（「風土研究部」など部活動との影響関係も興味深い）、地団研
幹部の信州大学や新潟大学などの地元大学、それらの関係性が地団研の糸をたどって、亀井
節夫や石田志朗を擁した京都大学理学部の人脈へとつながっていく。井尻の勤務校である
東京経済大学については後述するが、興味深いのは考古学系の人脈で、民科時代の人脈もあ
り、当時の教員である杉原荘介や芹沢長介と井尻らが交友を持っていた旧石器研究の拠点
校・明治大学や後に母校の教員となる小林達雄が学生として参加した国学院大学・南⼭大学
の関与を確認し、発掘には不参加だった後の明治大学教授戸沢充則らの言説も追いながら、
野尻湖発掘の思想の影響も確認する。しかし、ゆるいサークルであるが故のフェードアウト
という一般論に加えて、古生物化石などと比しての考古資料の少なさからの考古学専攻生
の離脱を見逃さない。1958 年の名神高速道路の建設開始から 1962 年に全国総合開発計画
が策定されるという時期にあって「野尻湖発掘は、開発による遺跡破壊が及びにくい湖底遺
跡を主に対象とする調査であったために、このような（評者注：開発と遺跡保存）対立軸が
持ち込まれること無く、学術調査や学びの場としての独自の性格を保ち続けることができ
た」（208 頁）という特徴を持つフィールドだからこそ可能になった定点観測を見せつけら
れる。

第５章「調査体制、調査手法、調査対象・領域の連環と集団的学び」では第五次発掘（1973
年）前後の様相が描かれる。第四次発掘以後の 8 年間の休止（井尻は実践の蓄積期間とする
が）の中で野尻湖を中心とした研究コミュニティはそのフィールドから離れたところで育
っていく。地団研コアメンバーの一人でもある郷原保真の研究が第四紀総合研究会の科学
研究費事業に結実し、手弁当の発掘だった野尻湖発掘も調査団方式に編成される。また 1965
年、新宿伊勢丹デパート「氷河時代の日本」展では大阪大学構内で発掘されたマチカネワニ
や岩宿遺跡の旧石器と並び野尻湖の発掘品が展示され、絵本『野尻湖のぞう』（1969 年初版）
との相乗効果で大幅に知名度が向上していき、1973 年の第五次発掘では調査団の運営が大
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幅に組織化され、参加申込書義務付け・班編成・専門別グループ・運営委員会の設置などが
現実となる。一方、組織化に伴い、郷土史家・考古学者のフェードアウトを CiNii の論文検
索を用いて分析する手法も興味深い。翌年の第六次発掘では、発掘終了後のための「野尻湖
友の会」が設置され、それが東京の古生物化石発掘の際に機能し始め、さらに従来の発掘手
法であった層位掘りが火⼭灰粒子単位の「ラミナ掘り」に変化する。このような発掘調査団
の組織化は、章節名にある、「発見至上主義からの脱却」も意味していたことが伺える。 

第 6 章「ローカルな〈知〉、再編成される〈知〉」では 70 年代後半から 80 年代にかけて
の展開が描かれる。井尻らの調査グループの自己総括として、地元に受け入れられる画期と
なったとされる陸上発掘が 1976 年に始まる一方、昆虫化石グループなどの新しい研究グル
ープが始動していく。注目すべきは地団研の「政治性が希釈」（300 頁）していくことで、
野尻湖発掘の現地化、井尻ら地団研幹部層の加齢、戦後の学問体系全般における東側モデル
の後退などが複合的に作用したものだろう。上記の引用を含む 297 頁からの数頁はフィー
ルド科学の質的変化を内在的な学史研究以上にえぐりとっているように評者には読める。

第 7 章「市民参加型調査のジレンマ」1990 年代から 2016 年の第 21 次発掘まで、平成期
の野尻湖発掘を見ていく。1991 年の第 6 次・第 7 次の陸上発掘で生じた初めての保存運動
や奇しくも旧石器捏造事件覚めやらぬ 2003 年の第 15 次発掘で生じた石器の混入事件など
が描かれる。市民参加型調査がやりがい搾取を通じて企業労働力になりうるボランティア
を育てるという陥穽の指摘、初期の哲学者見田石介のような井尻との個人的／イデオロギ
ー的交友による参加者が平成に入り、初期参加者の子弟などファミリー連れになっていく
ことの描写など、質量双方の分析は圧巻である。政治性・イデオロギー性が時間経過ととも
に薄まる中で、「野尻湖発掘が科学運動と呼ばれる左派系イデオロギーの影響を受けている
とはいえ、一方で必ずしもその思想に共感した人々だけでなく、思想的な背景を持たず、太
古自然環境や人類も含めた動植物の生態を純粋に解明しようとする人々が参加してきた発
掘調査という二面性」（361 頁）を保持したこと、ひいては野尻湖から地団研を逆照射する
可能性を秘めた一章といえるだろう。 

第 8 章「野尻湖発掘から博物館活動へ」で 1984 年開館の野尻湖ナウマンゾウ博物館の建
設過程を追っていく。現地に博物館を作るという地団研の思想―都会での巡回展示などで
は現地への還元ができない―は 1960 年代の発掘開始当初から存在したが、博物館建設案が
地元で討議されることはそもそも富裕層向けの避暑地として近代を過ごしてきた地域の旅
館などの期待を高め、ひいては商業主義を嫌う地団研の思想とのすれ違いを生む。「コンペ
事件」からの構想立て直しと住民・研究者双方の認識変容を描く本章は、行政内研究者の履
歴を持つ筆者が最も描きたかった章であろう。終章では農村調査手法の変容などを参照し、
野尻湖という歴史的教訓と文化芸術振興の法制化という時局をみつつ、専門家と大衆の二
分法ではない形での文化財行政への参与を探っていく。 

本書を一読し、圧倒されるのは地団研や考古学史一般を脇においてフィールドを定点観
測しての歴史叙述と資料の博捜である。ことに地学系の科学運動の資料は、基礎資料の『そ
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くほう』が覆刻のある初期号を除き大学／公共図書館などで閲覧困難であることを踏まえ
ると、それを時期による抜け漏れがなく通覧しているというだけで、アームチェアディテク
ティブの所産でないことは明らかであろう。

また、既述のとおり、科学運動団体の思想を固定的にではなく流動的に捉え、考古学者が
大衆発掘の方法論を地団研から輸入（第 4 章注 8５）するなどの学際的な思想の流通を捉え
ているのも魅力である。井尻正二と見田石介のような一見無縁の組み合わせが成立する背
景に占領期に存在した「民科のつきあい」があるのは科学運動に造詣があれば一目瞭然では
あるが、それを歴史叙述に組み込めている論者はなかなか見ない。地学分野が歴史学や遺伝
などと並んで共産主義イデオロギーとの特殊な関係が取り沙汰される分野であることも考
え合わせると、日本の地質学とソ連地質学の関係性をテクトニクス理論の受容遅れの「告発」
という形で叙述した泊次郎『新装版 プレートテクトニクスの拒絶と変容』（東京大学出版
会、2017 年 原著 2008 年）が戦後地質学史の「理論編」であれば、本書はその「実践編」
であろう。地質学史・社会教育史・科学／文化運動史などの複数領域において、本書は間違
いなく一つのパラダイムとなった。 
 しかし、そのような本書ではあるが、疑問の余地なしとはしない。まず、高度経済成長期
に急拡大した日本の考古学は―たとえば名神高速道路の建設開始と発掘調査補助員への給
与支給の発生が並行するように―列島開発と並行するのが特徴である。そのような状況に
鑑みるとき、保存と開発の問題なしに十年単位で発掘を継続できる湖底遺跡は遺跡の性格
として少なくとも代表性は持ち得ない。太平洋ベルト地帯に適応できるモデルは別個に作
成されるべきであるし、もし野尻湖の比較対象を探すとすれば、東京大学人文社会系研究科
保有の常呂実習施設のような研究型大学保有のフィールドとなるであろう。評者の我田引
⽔的な視角ではあるが、まず確認しておきたい。 
 また、内在的論点として強い疑問が残ったのは地団研運営幹部（井尻正二）らのまなざし
に寄り添いすぎることにより、フィールド科学特有の現場文化による権威主義に著者が過
剰に同調している形跡が見られることである。第 4 章内の一節「“自前の精神の欠乏”―東京
経済大学」に顕著であるが、井尻正二は科学運動世代の運動家よろしく、研究型大学ではな
い東京経済大学で地学専門家や理科系教職などを目指さないことが前提の学生相手に地学
を講じていた。にもかかわらず、大学の大衆化と学生紛争の下においても大学を「精神労働
者」を育成する場所とし続けた井尻は出講先の大学でアクティブラーニング型の講義を概
説型にしてほしいという希望に対して「自前の精神の欠乏」を嘆き、「如何なるシゴキにも
たえて、先輩のもっている知識を吸収する、という精神の持ち主、逆にいえば、「無条件降
伏」して再建する者以外には科学を教えても無駄だ」（井尻正二「大学問題と学生問題」『そ
くほう』202 号、1968 年、４頁）という結論をだし、短い大学教員としての生活を終える
のである。このような状況下の半ば必然ではあろうが、東京経済大学からの参加者は長期的
には続かなかったとされる。「井尻の期待通りにならない」非フィールド科学専攻学生の発
掘への参与の失敗について著者は継続的興味の欠如や教育・学習システムなどの観点から
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論じるが、著者も「教育・学習システムの不在」（195 頁）を問題とするようにこれはやや
井尻の言説に引きずられすぎではないか。如上の記述は党／民科活動歴のある活動家型学
問の権威性に大学教育の大衆化が始まる中で紛争期の学生が不適応を起こしている一例で
あろう。東京経済大学の大学史を見ても同校が民青と新左翼の内訌の舞台であったのは明
らかだが（東京経済大学編纂『東京経済大学八十年史 1900～1980』1981 年、205-214 頁）、
学園紛争の過程で戦後民主主義的風土と上意下達型の権威主義を並存させた学問形態に持
続可能性が失われるのは、隣接するフィールド科学である考古学分野で 1968 年以降、明治
大学などの首都圏有力私大を中心に続 「々反乱」が起こったことからも明らかである（神奈
川考古学会『月見野遺跡群 発掘調査から 50 年』2019 年など）。これを言い募るのは著者
の瑕疵を論うためではなく、党派的活動と無縁（と思っている）評者自身も含めた世代が科
学運動や文化運動を分析するとき、資料の残存状況や戦後日本の「旧左翼」の文化的ヘゲモ
ニーによって自身の分析視角が知らないうちに日本共産党（及び同党に強い影響を受けた
民主主義科学者協会などの文化運動団体）の視線と同調するのは―評者の貧しい経験から
言っても―実はよくあることだからである。新左翼状況と大学・学問をめぐる本邦最良の観
察者の一人である科学史家中⼭茂は戦後の旧左翼運動とは異なり空腹を抱えていない全共
闘学生の反乱を内在的に理解し得なかったことをリサーチクエスチョンとしたが（中⼭茂
「文明の曲がり角」吉岡斉編『中⼭茂著作集 第３巻―日本の科学技術と社会の歴史―』編
集工房 球、2014 年）、自身が旧左翼の運動家である井尻にそのような内省を期待し得ない
以上、如上のような煩瑣に見える批判は有効性を持つと評者は考える。

長短両面の指摘を一通り終えたが、最後に全体的な論点を一つ提示したい。冒頭でも述べ
たように、本書を評者は歴史的記述として読んだが、著者は本書を社会教育論乃至文化政策
論として叙述しているはずである。本書評がその部分に踏み込まなかったのは、評者の能力
上の偏りもあるが、それ以上に、一定の専門性や専門家と「大衆」の能力差が測量・発掘・
実測などの作業上自明である有形、殊に埋蔵文化財分野にあって、公民館（公会堂）につい
て「オシエソダテル」関係性の批判を通じて社会教育概念の超克を目指した松下圭一『社会
教育の終焉』（筑摩書房 1986 年）が準拠理論になる意味がそもそも見出せなかったからで
ある。有形文化財分野での市民参加がおのずから限界を持つことを土屋自身が認識してい
ることは、本書や著者の筆になる「文化の民主化、文化デモクラシー」（小林真理編『文化
政策の現在１―文化政策の思想―』東京大学出版会、2018 年）などを読めば明らかだが、
なればこそ安易に松下の社会教育批判に乗るのではなく、序章 13～14 頁にあるような行政
内の文化財担当職の専門性軽視などを問題の起点にすることも可能だったのではないか。
紙幅の短い書評で扱うには難しすぎる課題であり、彼我の専門性に鑑みれば「隗より始めよ」
と投げ返されそうではあるが、歴史的研究のみならず文化政策研究からの応答も待たれる
よう。 

ポレミックであることが良書の条件であるならば、多分野に越境し、幅広く問いを投げか
けた良書といえよう。研究ではなく実務や社会運動での疑問などからの需要も含めて、広範
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な領域での読者の獲得を祈念したい。 

※人物への敬称は略した。書評という媒体を考慮し、書評対象以外の引用文献の注記は最小
限にとどめた。

※拙評は 2019 年 6 月 23 日の歴史論研究会の書評報告「土屋正臣『市民参加型調査が文化
を変える』美学出版 2017 年」をもとにしている。また、地学分野の資料へのアクセス能力
を持たない評者に対して、地学史研究会より 2020 年報告と原稿化のお誘いを受け、その過
程でご指導を賜った。両研究会に心からの感謝を表したい。なお、拙稿「考古学と地質学の
間に―高度経済成長期の発掘調査をめぐるポリティクス―」『地質学史懇話会会報』第 55
号、2020 年（オンライン公開済）が拙評と密接に関連する事項を取り扱っている。
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