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展示にあたって

東海大学湘南キャンパスは、今から 40 年余りさかのぼった 1960 年

代の中頃（昭和 30 年代の終わり頃）、ここ神奈川県平塚市の北金目台

地上に建設されました。大学の建設は、それまで広大な耕作地だった

台地の景観を大きく変える出来事でした。

そしてさらに近年、キャンパスを取り巻く景観、とりわけ真田・北

金目地区のそれは、大規模な土地区画整理事業計画により再び大きな

変化の時を迎えています。今、大学の校舎の屋上からは、日々着々と

進行する造成の様子や新しい家屋が建てられてゆく様を眺めることが

できます。

ところで、これらの土地の開発に先だって行われた発掘調査では、

旧石器時代から中・近世にわたる暮らしと景観がそれぞれにあった

ことが明らかになりつつあります。それら遠い過去の景観にとってみ

れば、どこか郷愁をおぼえる昭和前半の景観もまた変化した姿であり、

大学の建設や宅地造成と同じように北金目台地の土地利用の歴史上の

一風景に違いはないと言えるのでしょう。

今回の展示では、真田・北金目地区の景観や土地利用の変化を写真

パネルと考古資料によってたどります。移りゆく当地区の景観の歴史

を心に刻むきっかけとなれば幸いです。

東海大学校地内遺跡調査団

－例　言－

・本書は第16回 足もとに眠る歴史展『真田・北金目のむかし』（会

期：2008 年３月 24 日～５月 25 日、会場：文学部展示室）の図

録である。

・展示会の開催に当たり、下記の機関・部署の協力を受けた。

記して感謝申し上げます。

   平塚市教育委員会

   平塚市真田・北金目遺跡調査会

   平塚市博物館

   東海大学学園史資料センター

   東大学文学部

・写真の一部について、青木繁美氏から提供と掲載許可をいた

だいた。記して感謝申し上げます。

・遺跡の名称については、現在「真田・北金目遺跡群」と総称

されているところを、遺跡範囲に照らして一応呼び分けた。

・本書の執筆・編集は秋田かな子（東海大学校地内遺跡調査団）

が行った。

１．北金目台地の地形と遺跡

発達した谷地形

北金目台地は神奈川県の北西部に広がる丹沢山塊に連なる台地の一

つで、北側を大根川、南側を金目川に挟まれた東西約 3㎞、南北約 1.5m

の範囲を呼んでいる。標高は台地東部で約 25～ 50m を測り、東側に広

がる沖積平野に向かって半島状に張り出す。

台地の北～東縁辺部には多くの細く深い谷が形成され、台地を樹枝状

に開析している。谷の谷頭部には近年まで湧水や沢が見られ、この流路

を示す彎曲した谷地形が展開する。これら発達した谷地形により、台地

頂部の平坦部は比較的狭いやせ尾根状をなしている。

台地東部の遺跡群

平塚市域側に当たる台地東部の真田・北金目地区では、多くの遺跡

が隣接しつつ密集する。各遺跡とも複数の時代にまたがる内容をもち、

遺跡の境界を厳密に定めることが難しい状況にある。このため後述の土

地区画整理計画範囲では、真田・北金目遺跡群と総称する方法をとって

いる。地形的に独立し利水の便の良い当地区は、各時代において一定

程度自立した暮らしの拠点だったと考えられ、考古学的な生活史復元の

モデル地区と捉えうるフィールドである。
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発達した谷地形は字名にも表れており、

「谷戸」・「久保」などの名前が多くみられる。

表紙：前進する東海大学―昭和 42（1967）年
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２．大学がやってきた

3．建築中の 3号館校舎―昭和 41（1966）年

3 号館校舎の北側では発掘調査が行われた

が（6）、残念ながら部分的なもので、建築

範囲の大半と南側はその対象とならなかった。

造成によって露出した校舎南側の土層断面に

少々胸が痛む建築風景である。

急ピッチで進む建設工事の中、2号館校舎

下の遺跡についても調査は行われなかった。

ただ、工事中に発見された完形の縄文時代中

期土器をめぐって、大学が発見者を表彰する

という一幕などもあったようである。

4 ．高間原遺跡から 3号館を臨む―昭和 41（1966）年頃 5．2号館校舎と真田・北金目地区遠景―昭和 40（1965）年

7.進む宅地造成―昭和 44（1969）年　提供：青木繁美氏

大学建設に少し遅れて、小田急小田原線の最寄り駅（当時は大根といった）からの通学

路（現“近道商店街”）の周辺も宅地化が進められ、雛壇造成の景観がキャンパス北側の

谷戸に出現してくる。

9．昭和 39（1964）年 4月の一コマ　提供：青木繁美氏8．昭和 38（1963）年通学路の一コマ　奥に旧安藤橋が見える。

東海大学の建設と遺跡

東海大学は、昭和 37（1962）年に北金目台地中央部に面積約 36ヘクター

ルのキャンパスを築きはじめ、昭和 46（1971）年頃までに主要な校舎群

を完成させた。広大な耕作地だったそれまでの台地の景観を大学の建設

が一変させた様子は、6・7ページの比較写真に見るとおりである（10・

11）。

この間に大学に構内遺跡調査委員会が置かれ、王子ノ台遺跡範囲のう

ち 3号館北側部分（現西区）について、東京大学文学部人類学教室や東

海大学生有志が小規模な調査を行っている。「文化財保護法」の適用が

いまだ緩やかな時代だったが、遺跡の存在に一定配慮するという先例の

延長線上に今日の校地内遺跡調査団がある。

6．東京大学による 1号方形周溝墓の調査―王子ノ台西区　昭和 40（1965）年

八王子市の宇津木向原遺跡の調査で「方形周溝墓」が命名された翌年の調査である。

調査指導には宮本延人教授が当たった。中央右寄りは、方台部を掘り下げて主体部を探

索している様子か。方形周溝墓に対する当時の問題意識の一端がうかがわれる。

その後の王子ノ台

昭和 52（1977）年、3 号館校舎

の東側に 11 号館校舎新築の計画

が持ち上がる。これを契機に王子

台遺跡調査委員会が設置され、当

初の団長を江上波夫教授とする

調査団により、現東区の調査が開

始される。一連の調査は昭和 55

（1980）年まで続いた。

その後 10 年ほどを経た昭和 64

（1989）年、14 号館校舎の新築に

伴い、現西区の調査が東海大学校

地内遺跡調査団によって行われた。

これらにより台地頂部の縄文時代

集落や弥生時代中・後期～平安

時代の集落のほぼ全貌が明らかに

なっている。
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土地区画整理事業による変化へ

昭和 54（1979）年、キャンパスの東側一帯が土地区画整理地区に決定されたのを

発端に、平成 7（1995）年、平塚市真田・北金目遺跡調査会が発足した。埋め立て

られる谷部や計画道路部分など、大規模な掘削や盛土が行われる範囲が調査対象と

なり、現在も調査・整理報告作業が続けられている。

事業計画により当地区の景観は再び大きく変貌することになるが、先だって行わ

れている真田・北金目遺跡群の調査により、旧石器時代から中・近世にわたる考古

学的に貴重な情報がもたらされつつある。

11．北金目台地俯瞰 2

昭和 47年（1972）8月 12日

10・11の写真は国土地理院長の承認を得て、同院撮影の空中写真および米軍撮影の空中写真を複製し

たものである。　承認番号 平 19関複第 503 号

３. 変貌の以前と以後

10．北金目台地俯瞰 1

昭和 27年（1952）11月 26日

民家と耕作地の景観からの変貌

第二次大戦後 7年を経過した時点の北金目台地では、民家が台地の縁辺に集中し

ており、台地頂部は畑作地として利用されている。水田は金目川が形成した台地下

の沖積平野を中心に経営されているが、埋積が進んだ谷部でも小規模な谷戸田が営

まれている。

この景観は、20 年後の大学キャンパス完成時点においても踏襲されている当地区

の原風景だが、台地北縁には新興住宅地も進出し始めている。何よりもキャンパス

の威容が目を引く。
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19．北金目塚越　平安時代　木組み水場施設（宮久保下流部）

右上の礫敷部分に底を抜いた曲物を設置している。

12．土坑状の水場状施設

13．入谷戸　縄文時代中・後期礫敷水場状遺構全景―入谷戸谷頭から下流を臨む

20．王子ノ台　古墳時代後期～平安時代

堰と貯水施設―（宮久保谷頭）

時間幅をもって利用され続けた複合的な

水場状遺構。平安時代の墨書土器が多く出

土しており、水に関わる祭祀に伴うものと

考えられている。墨書に「寺」・「佛八」な

どの文字が見られる点も注目される（44）。

各時代の水場状遺構の発見

真田・北金目遺跡群の調査で第一に注目されるのは、谷部の湧水利用の

あり方が各時代にわたって把握されたことだろう。縄文時代では、入谷戸

遺跡で王子ノ台後期集落に付設する礫敷水場状遺構が発見され、金目川か

ら運び上げられたおびただしい礫やトチなどの植物遺存体の性格が話題を

呼んだ（12～ 14）。

弥生時代では、入谷戸遺跡（15）で後期の木製農具（鍬）が出土した。

水田址の存在は明確になっていないものの、谷部で水稲耕作が行われてい

た可能性が浮上し、入谷戸と宮久保の合流地点である前谷戸では水田址の

発見もあった（16）。また竹ノ内から北金目塚越遺跡にかけての宮久保下流

部では、該期から古墳時代前期の水場状遺構も検出されている（17）。

古墳時代後期から平安時代にかけては、板材を用いた施設や（19）、王子

ノ台遺跡の古代集落に接する宮久保の谷頭部全体を加工し、貯水施設や湧

水を制御する堰を設けた複合的な水場の様相が把握されている（20）。

これらの水場からは多くの木製品が出土している。

４．谷地形と湧水利用

18．北金目塚越遺跡（入谷戸下流部）

15．入谷戸から王子ノ台を臨む（入谷戸谷頭付近）

17．竹ノ内から北金目塚越にかけての谷と水場（宮久保下流部）

14．礫敷水場状遺構―下流方向を臨む

16．北金目塚越　弥生時代後期～古墳時代前期の水田址（前谷戸）
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28．塚越古墳と隣接する方墳（30）・方形周溝墓群・集落

住まいの跡の数々

台地上では各時代の集落が営まれていた。とりわけ、王子ノ台遺跡の水場を伴う縄文時代後期集落の景観が

把握されたことや、弥生時代後期～古墳時代前期の集落と墓域・古墳の関係が、王子ノ台、北金目塚越、大久

保遺跡など、近接した時間内で複数箇所に展開する様相が判明した点などが特筆される。

これらの成果は現在総合的な検討と評価を待っている状態にある。

５．台地上の集落址

24．王子ノ台東区－弥生時代中期中葉～平安時代の集落

26．高間原－古墳時代中期～平安時代の集落

21．北金目塚越　B1文化層―旧石器時代

22．王子ノ台西区　柄鏡形住居―縄文時代後期前葉

23．同　柄鏡形住居―縄文時代後期中葉

25．寺尾－弥生時代中期後葉の環濠と方形周溝墓

６．古墳と中世城郭

27．北金目塚越　四面庇の掘立柱建物址―平安時代

大規模な集落址の中の数棟のうちの 1棟。柱穴内

の根石の存在、周辺からの瓦片の出土などから、建

物や集落自体の性格が問題にされている。 32.真田城跡を北側から俯瞰する

29．かつての調査風景―昭和 34（1959）年 30．塚越古墳（右上）と方墳（SZ1001） 31．北金目塚越　弥生時代後期

大形方形周溝墓ー溝内埋葬

（SDH003）

真田城の調査

真田城は現在の天徳寺を中心とし、

源頼朝の挙兵に参じて石橋山の戦い

（治承 4（1180）年）で討ち死にした

真田与一義忠の拠城として、また後

に北条早雲により小田原城を追われ

た大森藤頼の拠城として知られ、明

応 7 年（1498）に落城したとされる

城郭址である。

調査では、現存する土塁に加え、

台地北縁に設けられた大規模な堀や

陸橋、橋脚、階段などの関連遺構が

検出され、15世紀後半から 16世紀代

のかわらけや中世陶磁類、木製品な

どの遺物が出土している。

塚越古墳とその周辺

塚越古墳は日野一郎らによる昭和 33・34 年の調査

以降、6世紀代の前方後円墳と捉えられてきた。その

後神奈川県や平塚市による墳形確認調査を経て、平

成 19（2007）年の市の調査成果から、墳長 58m（周溝

含む）の前方後方墳であることが確定し、年代観も 4

世紀代にさかのぼるものと改められている。

同古墳の周辺には弥生時代後期～古墳時代前期の

集落・方形周溝墓群や方墳も新たに見つかっており、

一帯が中心的な集落として時代を超えたことが示唆さ

れている。
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７．出土した考古資料

貴重な資料群

大学キャンパス内も含めた真

田・北金目遺跡群からは、各時代

にわたって膨大な考古資料が出土

している。それらは土器・石器に

とどまらず、石製品・金属製品・

木製品、大形植物遺体などの自然

遺物と多種におよんでいる。

ここに掲載したのは、「平塚市考

古資料 50 選」に選ばれたものを

中心とするごく一部ものだが、そ

れぞれ各時代・時期研究にとって

トピックとなりうるテーマと、真

田・北金目地区を超える歴史的背

景を秘めた重要な資料である。

33．前期初頭　下吉井式土器―北金目塚越

34．下吉井式土器に伴う玉

33 出土住居址と重複する住居址出土。

縄文時代

弥生時代

36．後期初頭　中空仮面土偶―王子ノ台

35．後期中葉　異形台付土器・単孔壺

―王子ノ台

古墳時代

41．前期　大廓式壺―王子ノ台　住居址 42．中期　高杯・小形壺―高間原　住居址

37．後期　二段口縁壺―王子ノ台　方形周溝墓

38．後期　片口付鉢

―大久保　住居址

39．後期　おにぎり状炭化米

―北金目塚越　住居址 40．後期　三連銅釧―北金目塚越　方形周溝墓

43．後期　畿内産土師器坏―高間原　住居址

45．鎌倉時代　三筋壺・伊勢鍋―北金目塚越　埋納

平安時代

中　世

44．墨書土師器坏―王子ﾉ台　水場状遺構
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８．移りゆく景観―真田・北金目の未来
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平塚市博物館市史編さん担当　2003『平塚市史 11 下　別編　考古（2）』

48．3号館校舎屋上から高間原遺跡方向（南）を臨む―平成 20（2008）年 2月 28日撮影

47．3号館校舎屋上から塚越古墳方向（東）を臨む―平成 20（2008）年 2月 28日撮影

進む宅地化

遠い過去には居住の場として利

用されたやせ尾根状の台地頂部は、

おそらく近世以降に農作物生産の

場に転じ、縁辺部に住まう景観が

昭和を通じてほぼ維持されてきた。

そして今、かつての谷は埋められ、

台地頂部は一部削平されてより広

い平坦な空間が造成されつつある。

現在、WEB 上の航空写真サービ

スを利用してみると、造成途上の

茶色い地肌が露出した様子が見ら

れる。やがてそこにも家屋が建ち

並び、新しく整備された街として

の景観が出現するだろう。

真田・北金目の未来へ

当地区に新しく暮らし始める

人々にとって、真田・北金目の今

と未来こそが最大の関心事となる

ことは疑いない。しかし、暮らし

の足もとに別の景観の歴史があっ

たことも、知っていて損はないだ

ろう。

間もなく、真田・北金目遺跡群

の象徴的な存在である塚越古墳が

平塚市指定史跡として保存・活用

されるという。同古墳が往時そう

であったように、地表に見えるモ

ニュメントとしてあり続けること

の意義は大きい。

史跡を中核に真田・北金目のむ

かしが未来へと伝え継がれること

が期待される。

46．真田・北金目地区の現在　薄い網部は遺跡調査範囲

資料所蔵機関・写真提供一覧

No. 資料所蔵／写真提供 No. 資料所蔵／写真提供

表紙 東海大学学園史資料センター 24 東海大学

 1 ― 25 平塚市教育委員会

 2 ― 26 東海大学

 3 東海大学学園史資料センター 27 平塚市教育委員会

 4 東海大学学園史資料センター 28 平塚市教育委員会（展示パネルを複写）

 5 東海大学学園史資料センター 29 平塚市教育委員会（展示パネルを複写）

 6 東海大学学園史資料センター 30 平塚市教育委員会

 7 青木繁美氏 31 平塚市教育委員会

 8 東海大学学園史資料センター 32 平塚市教育委員会

 9 青木繁美氏 33 平塚市教育委員会／平塚市博物館

10 国土地理院 34 平塚市教育委員会／平塚市博物館

11 国土地理院 35 東海大学／平塚市博物館

12 平塚市教育委員会 36 東海大学／平塚市博物館

13 平塚市教育委員会 37 東海大学／平塚市博物館

14 平塚市教育委員会 38 平塚市教育委員会／平塚市博物館

15 平塚市教育委員会 39 平塚市教育委員会／平塚市博物館

16 平塚市教育委員会 40 平塚市教育委員会／平塚市博物館

17 平塚市教育委員会 41 東海大学／平塚市博物館

18 平塚市教育委員会 42 東海大学／東海大学

19 平塚市教育委員会 43 東海大学／平塚市博物館

20 平塚市教育委員会 44 平塚市教育委員会／東海大学

21 平塚市教育委員会 45 平塚市教育委員会／平塚市博物館

22 東海大学 46 平塚市教育委員会（加除筆）

23 東海大学 47 東海大学

48 東海大学




