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第 １ 章 
整備計画策定の経緯と目的 

 

 

第１節 計画策定の経緯 

 下布田遺跡は，古くから土器片や石鏃が採集できる場所として知られ，昭和３８年に都立三

鷹高校考古学部による 初の発掘調査が行われたのを皮切りに，昭和４６年にかけて，國學院

久我山高校考古学部や旧武蔵野郷土館（現江戸東京たてもの園）などにより小規模な発掘調査

が数次にわたり実施された。これらの発掘調査では，大小１０数本の石棒を集めた石棒集積遺

構や，焼土跡，土坑等が検出されたほか，出土遺物として，安行式土器を主とする多量の縄文

土器や，土偶・土版・耳飾・土製勾玉等の土製品，石棒・石剣・独鈷石等の石製品など，祭祀・

儀礼・墓制に関わる遺物が検出されている。なかでも，土製耳飾は直径約９.８㎝と大型で，全

面を赤彩し，表面には透かし彫りで花弁を思わせる立体的な装飾を施した優品で，昭和５４年

６月６日に重要文化財に指定されている。 

 これらの調査成果により，下布田遺跡は，南関東で数少ない縄文時代晩期の遺跡として広く

知られるようになった。調布市教育委員会は，遺跡の恒久的な保護と遺跡周辺の自然環境の保

全を目的に，国の史跡指定を目指し，昭和５３年度から昭和５７年度までの５か年で国庫補助

事業による範囲確認調査を実施した。その結果，新たに方形配石遺構や合口土器棺墓，配石埋

甕墓のほか，縄文時代晩期の遺物集中地点などを確認した。こうした調査成果から，下布田遺

跡は，縄文文化から弥生文化へと移行する縄文時代晩期の重要遺跡として評価され，昭和６２

年５月１２日，史跡に指定された。 

 その後，平成６年度から平成２６年度にかけて１０数次にわたり，遺跡の広がりを確認する

ため，既指定地周辺部の範囲確認調査を実施した結果，平成１７年３月２日，平成２３年９月２

１日，平成２７年１０月７日の３度にわたり史跡の追加指定がなされ，史跡の一体的な保護が

図られるようになった。 

 また，平成８年度からは国庫補助事業として史跡の公有化事業を継続的に進めており，史跡

面積に対する公有化率は９３.３５％に達している（平成３１年１月１日現在）。 

 史跡範囲の拡大と公有化を進めるとともに，平成２８年度には，既往調査の調査成果と課題

をまとめた総括報告書を刊行し，現段階における史跡の本質的価値を明らかにした。 

 このように，史跡の保護に関する前提条件が整いつつあることから，調布市教育委員会では，

貴重な文化遺産である史跡下布田遺跡を適切に保存し，確実に後世に継承するため，史跡の保

存活用計画を２か年かけて検討し，平成３１年３月に策定した。 

 

 

第２節 計画の目的 

史跡下布田遺跡整備基本計画（以下「本計画」という）は，縄文時代晩期の集落遺跡である
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下布田遺跡を「ふるさと調布への愛着を育む史跡公園」として開園することを目指して策定す

る。下布田遺跡を取巻く諸課題を的確に把握し，開園までの事業工程を見通しつつ，整備内容

の具体化を図るものである。 

 

 

第３節 計画の対象範囲 

 史跡下布田遺跡は，調布市布田６丁目に位置し，立川段丘縁辺部から崖線下の沖積低地にか

けて立地する。本計画の対象範囲は，史跡指定地と郷土博物館分室敷地を含めた範囲とする。 

 なお，史跡内の民有地（図１の赤破線で囲まれた範囲）は，短期的に開園を目指す範囲から

除外するが，公有化の実現した段階で速やかに整備できるよう，史跡公園の将来像を見据えた

検討に含めることとする。 

 

 

 
図１ 計画対象範囲図 
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第４節 委員会の設置・経緯 

 本計画の策定にあたり，「国史跡下布田遺跡整備計画策定委員会設置要綱」に基づき，国史跡

下布田遺跡整備計画策定委員会（以下「策定委員会」という）を設置し，令和元年度及び令和

２年度の２か年で●回会議を開催し，審議を行った。策定委員会は，有識者及び市文化財保護

審議会委員，小学校長，地元住民代表，市職員から構成され，文化庁並びに東京都教育庁の指

導・助言を得た。策定委員会の構成及び審議内容は，以下のとおりである。 

 

１ 策定委員会の構成   

 
表１ 調布市国史跡下布田遺跡整備基本計画策定委員会 委員構成 

 
 氏 名 所 属 ・ 役 職 専門分野等 備 考 

委 

員 

木下 正史 東京学芸大学名誉教授 考古学 会長 

石川 日出志 明治大学文学部教授 考古学 副会長 

渡辺 定夫 東京大学名誉教授 都市計画  

菊地 俊夫 東京都立大学教授 都市計画・環境学  

石川 晶生 玉川大学名誉教授 植物学  

江原 幸一 布田小学校長（令和元年度）   

樋川 宣登志 布田小学校長（令和２年度）   

山口 祐二 布田西部自治会 地域代表  

磯原 直道 布田小地区 協議会 地域代表  

曽根 かな子  公募市民  

香西 稔 環境部緑と公園課長   

山田 鑑三 都市整備部都市計画課長（令和元年度）   

奥山 尚 都市整備部都市計画課長（令和２年度）   

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

岩井 浩介 文化庁文化資源活用課文化財調査官   

伊藤 敏行 東京都教育庁地域教育支援部管理課（令和元年度）   

田所 真 東京都教育庁地域教育支援部管理課（令和２年度）   

 

２ 審議等の経緯 

 
表２ 審議等の経過一覧 

 
名 称 日 程 審議内容 

第１回策定委員会 令和元年１２月６日 
（１）発掘調査所見と今後の調査方針 

（２）計画策定に向けたスケジュール 

（３）史跡下布田遺跡整備基本計画 目次構成案 

第２回策定委員会 令和２年３月２４日 
（１）史跡下布田遺跡整備基本計画の審議（第１～５章） 

（２）史跡整備市民ワークショップについて 

第３回策定委員会 令和２年７月７日 （１）史跡下布田遺跡整備基本計画の審議（第４・５章）
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第４回策定委員会 令和２年１０月２７日 （１）史跡下布田遺跡整備基本計画（素案）の審議 

第５回策定委員会   

  

 

 

第５節 他の計画との関係  

 本計画は，調布市総合計画（基本構想及び基本計画），調布市教育プラン，史跡下布田遺跡保

存活用計画を上位計画とする。文化財を次世代へと継承し，ふるさと調布への愛着を育む史跡

公園として開園できるよう，下布田遺跡の整備の具体化を図る計画づくりは，行政施策「地域

ゆかりの文化の保存と継承」の中核事業である。 

 

１．調布市総合計画 

調布市は，調布市総合計画（基本構想及び基本計画）に基づき，計画的なまちづくりを推進

している。基本構想（平成２５年度～令和４年度）は，市が目指すべき将来都市像を「みんな

が笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」として，それを実現するための８つの基本目

標を示している。基本計画には，基本構想を具現化するための主な施策の体系や各施策におけ

る主要な事業の概要を示しており，現在は後期基本計画（令和元年度～令和４年度）に基づく

まちづくりを推進中である。 

 史跡下布田遺跡に関する施策は，基本構想で示された８つの基本目標のうち，基本目標６「地

域資源を生かした活力あるまちをつくるために」を具現化するための施策の１つである，施策

２０「地域ゆかりの文化の保存と継承」が該当する。施策２０「地域ゆかりの文化の保存と継

承」では，歴史や地域ゆかりの文化・伝統を後世に残し，幅広い世代がふれることができるた

めの基盤整備を推進することを施策の方向とし，そのための基本計画事業として「国史跡下布

田遺跡の整備・活用」が位置付けられている。 

 

２．調布市教育プラン 

 調布市教育プラン（平成３１年３月策定）には，施策１０「地域ゆかりの文化の保存と継承」

の主要事業として「史跡・文化財の保全及び活用」を掲げており，史跡や文化財の保全に努め

るとともに，それらの積極的な活用・公開を図り，地域ゆかりの歴史・文化・伝統を後世に伝

えていくための主な取組として位置付けている。 

 

３．史跡下布田遺跡保存活用計画 

 平成３１年３月に策定した史跡下布田遺跡保存活用計画は，史跡下布田遺跡を適切に保存し，

次世代に継承していくための基本指針を定めたものである。史跡下布田遺跡の価値を踏まえ，
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保存と活用・整備の方針，各種事業を適切に進めていくための方策，体制整備のあり方などを

示している。 

 保存活用計画には，下布田遺跡の価値や特徴を学び，感じられる整備に必要なものとして，

①主体的な時期設定（＝縄文時代晩期），②特異な墓制と祭祀空間，③布田（府中）崖線沿いに

展開する立地環境，④武蔵野の里山の面影を残す自然環境，⑤郷土博物館分室敷地を使ったガ

イダンス，の５項目を掲げている。また，整備後の活用は，現在取り組んでいる各種事業を継

続・発展させる形で充実を図ることで，史跡の価値の共有と親近感を高める方針を示している。 

 

史跡下布田遺跡保存活用計画 

基本的な方向性 
 

  
 

 

図２ 史跡下布田遺跡保存活用計画の概要（基本的な方向性） 
 

 

【保存管理のための整備】 【公開活用のための整備】 
・遺構の保護（盛土）       ・表現する主体的な時期（縄文晩期）を設定  
・府中崖線の自然地形保全     ・下布田遺跡の特徴を生かす 

（縄文を感じられる整備）  
―特異な墓制と祭祀空間という集落構成 
―布田崖線沿いに展開する立地環境 
―武蔵野の里山の面影を残す自然環境  

・維持管理と活用の拠点（ガイダンス施設） 
を設置 

〇史跡下布田遺跡の本質的価値を学ぶ場として活

用する。  
〇豊かな自然環境のなか、縄文時代の精神世界や食

生活、旧地形などを体感する場として活用する。 
〇地域住民や市民，来跡者の憩いの場・交流の場

として活用する。  
〇学校教育や生涯学習活動と連携した取組を進め

る。  
〇災害発生時の避難・集合場所として活用する。 

（１）本質的価値を有する要素の確実
な保存 

 

（２）継続的調査による史跡全体像の
解明 

 

（３）周辺地域に所在する文化財等と
の一体的な保存 

 

（４）行政の連携と市民との協働によ
る保存管理 

保 存 管 理 活 用 

整 備 
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第 ２ 章 
計画地の現状 

 

 

第１節 調布市の市勢 

 下布田遺跡が所在する調布市は，東京都のほぼ中央，多摩地域の南東部に位置する。市域の

東側は世田谷区と狛江市，北側は三鷹市と小金井市，西側は府中市，南側は多摩川を挟んで稲

城市，神奈川県川崎市と接している。東西７.０㎞，南北５.７㎞，総面積は２１.５８㎢である。 

 令和３年１月時点の住民基本台帳に基づく人口は，●●●,●●●人（●●●,●●●世帯）で

ある。 

 本市の中央部を，鉄道路線（京王電鉄）や主要幹線道路（中央自動車道・国道２０号（甲州

街道））が東西に横断し，都心からのアクセスは良好である。 

 京王線や国道２０号を中心に市街地が形成され，交通の利便性の高い都心近郊でありながら，

比較的自然環境に恵まれていることから，人口及び宅地の割合が増加している。平成２８年４

月１日時点での土地利用区分別の面積比は，宅地が８５％と も高い数値を示しており，市街

化が進む一方，農地は年々失われつつある。 
 

 
図３ 調布市域と史跡下布田遺跡位置図 



第２章 計画地の現状 

7 

第２節 調布市の自然環境 

１．地形と水系 

 調布市は，多摩川中流域左岸に形成された武蔵野台地南縁部に位置する。市域の地形を概観

すると，多摩川沿いの沖積低地と２段の河岸段丘（武蔵野段丘・立川段丘）から成り，高位の

武蔵野段丘面が標高５５～４２ｍ，低位の立川段丘面が４０～３２ｍ，多摩川沖積低地が２８

～２４ｍを測り，それぞれ多摩川下流に向かって漸次低くなっていく。武蔵野段丘は国分寺崖

線，立川段丘は布田崖線（府中崖線）と呼ばれる段丘崖により南辺を画される。布田崖線の比

高差は，市域西部の府中市境で約１０ｍを測るが，多摩川下流へ向かうにつれて徐々に比高差

を減じ，狛江市の小田急線狛江駅付近で沖積低地との差が不明瞭となる。一方，国分寺崖線は

多摩川下流に向けて比高差を増し，市域東部の世田谷区境で比高差は約１５ｍに達する。これ

らの段丘崖を地元では「ハケ」と呼んでいる。かつてはハケ下の至るところで湧水が滲出し，

なかでも市域北部の深大寺周辺は水量が豊富で，武蔵野段丘を北西方向へ刻む深い支谷が形成

されている。 

 

 
図４ 東京都の地形区分図 

 

 
   図５ 調布市の地形区分図               図６ 調布市の地形断面模式図  
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 市域には，これら湧水を水源として野川，入間川，仙川等の小河川が北西から南東方向に流

れ，多摩川へと流れ込む。これら小河川により支谷が開析され，武蔵野台地の中でも地形の変

化に富んだ地域となっている。 

 

２．植生 

 調布市が位置する関東平野は，東日本型気候（太平洋岸型気候）に属し，冬の季節風と乾燥，

夏の高温多湿が特徴となっている。市域の植生については，本来的にはシラカシ，アカガシ，

ツバキの常緑広葉樹や，コナラ，ミズナラ，クヌギ，イヌシデ（ソロ）等の落葉広葉樹に，マ

ツ，スギ，ヒノキ，カヤ等の針葉樹から成る温帯混合林の風景が想定される。 

 昭和６２年から平成５年にかけて，調布市の緑被地（緑被率）は７７９.８７ha（３５.８％）か

ら７８９.９１ha（３６.７％）へ，緑被率が０.９％増加している。平成５年から平成１６年にかけ

ては，７８９.９１ha（３６.７％）から７１５.５８ha（３３.２％）へ緑被率が３.５％減少し，平

成１６年から平成２７年にかけては，７１５.５８ha（３３.２％）から６６９.９８ha（３１.０％）

へ緑被率が２.２％減少，さらには平成２７年から平成３１年（令和元年）にかけても，６６９.９８

ha（３１.０％）から６５２.９０ha（３０.３％）へ，緑被率が０.７％減少している。 

このように，緑被地及び緑被率は平成５年から減少を続けている。樹林地である山林・平地

林の減少，市街地の拡大に伴う田畑，果樹園・苗圃，草地の減少が顕著な状況において，布田

崖線に残された史跡下布田遺跡の樹林地及び草地は，市域における希少な緑地となっている。 

 

 
図７ 調布市緑被地・緑被率の変遷（調布市緑化基本調査 令和元年度） 
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図８ 調布市緑被地等の分布（調布市緑化基本調査 令和元年度） 
 

 

  

下布田遺跡 
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第３節 調布市の歴史的環境  

 調布市域には現在，６５か所の遺跡が周知の埋蔵文化財包蔵地として登録されている（図９）。 

 遺跡の分布状況を地形区分ごとに概観すると，多摩川沖積低地では，現時点で遺跡の分布は

ほとんど認められず，わずかに染地遺跡［４９］の１遺跡を数えるのみである。 

 立川段丘面では，段丘南縁部と野川流域沿いに分布の集中が認められる。段丘南縁部では，

布田崖線沿いを帯状に連続して遺跡が分布している（飛田給遺跡［３８］・上石原遺跡［３９］・下

石原遺跡［４０］・小島町遺跡［４４］・上布田遺跡［４５］・下布田遺跡［４６］・国領南遺跡［４７］・

上ケ給遺跡［４８］）。また，立川段丘と武蔵野段丘を画する国分寺崖線に沿って流れる野川流域

では，左右両岸に遺跡が分布している（右岸：野川遺跡［２７］・野水遺跡［６３］・富士見町遺跡

［６４］・中耕地遺跡［３５］・北浦遺跡［３６］・調布岡遺跡［３７］，左岸：宮田前遺跡［２８］・ませ

ぐち遺跡［２９］・原山遺跡［３１］・本村遺跡［３３］）。 

 武蔵野段丘面では，段丘南縁部の国分寺崖線沿いに連続して遺跡が分布している（宿遺跡［１６］・

寺山遺跡［１８］・東原遺跡［１９］・仁王塚遺跡［２２］・深大寺城山遺跡［２３］・池ノ上遺跡［２１］・

上野原遺跡［２５］・若葉町遺跡［６］・入間町城山遺跡［８］）。また，市域北東端部を流れる仙川の

左右両岸にも，遺跡の分布が認められる（右岸：仙川遺跡［５］，左岸：北野遺跡［６５］・緑ヶ丘 
 

 

図９ 調布市内遺跡分布図  
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遺跡［１］）。 

 次に，市域における各時代の様相について，下布田遺跡が位置する立川段丘面の遺跡群を中

心に概観する。  

 

１．旧石器時代【約４万年前～１５,０００年前】 

 旧石器時代の遺物は，立川段丘南縁部では飛田給遺跡，上石原遺跡，上布田遺跡，国領南遺

跡で確認され，上布田遺跡では槍先形尖頭器が，国領南遺跡ではナイフ形石器や礫群が検出さ

れている。また，崖線よりやや離れた段丘平坦部に立地する飛田給北遺跡では，ナイフ形石器

や角錐状石器，掻器，削器のほか，石皿状石器が出土している。 

 野川流域では，野水遺跡，野川遺跡，富士見町遺跡，入間町城山遺跡などが野川流域遺跡群

として，国内でも有数の旧石器時代遺跡群として知られている。 

 

 ２．縄文時代【約１５,０００年前～２,５００年前】 

 縄文時代では，早期から晩期までの土器が検出されているが，明確な居住施設が確認される

のは中期以降である。中期（約５,５００～４,４００年前）の集落跡としては，飛田給遺跡で竪

穴住居跡約６０軒，敷石住居跡２軒が検出され，拠点的集落の存在が想定されている。また，

小島町遺跡，上布田遺跡，下布田遺跡，国領南遺跡では，竪穴住居跡が単発的に検出されている。 

 中期末葉～後期初頭（約４,７００～４,２００年前)になると，上布田遺跡から下布田遺跡に

かけて小規模集落が営まれ，両遺跡を隔てる埋没谷の周辺部で竪穴住居跡１軒と敷石住居跡６

軒が検出されている。このうち上布田遺跡（第２地点）で検出された４号敷石住居跡は，いわ

ゆる「柄鏡形敷石住居」で埋甕２基を伴う。出土遺物として，埋甕，深鉢，小型鉢，蓋形土器，

大型石棒，石皿などがあり，このうち確実に住居に伴うと考えられる１３点については，市指

定有形文化財に指定されている。 

 後期前葉～中葉（約４,５００～３,６００年前)では，下石原遺跡で集団墓を伴う集落が確認

されている。舌状台地の先端部に形成された浅い窪地を取り囲むように，竪穴住居跡２軒と敷

石住居跡１軒が，土壙墓６５基とともに検出されている。また上布田遺跡では，埋没谷で土器

棺墓が発見され，加曽利Ｂ式の半完形品も出土していることから，周辺域に後期集落が存在し

た可能性が高い。 

 縄文時代晩期（約３,４００～２,５００年前)では，飛田給遺跡，上布田遺跡，下布田遺跡，

染地遺跡などで遺物が検出されているが，集落跡が確認されたのは下布田遺跡と染地遺跡のみ

である。染地遺跡は，下布田遺跡から約３５０ｍ南東の多摩川沖積低地に立地し，古代遺構確

認面の下層から配石遺構や焼土跡を伴う土坑，晩期遺物集中域が検出され，下布田遺跡との関

連性が注目される。 

 

 ３．弥生時代～古墳時代【約２,５００年前～７世紀頃】 

 弥生時代になると遺跡数は減少し，集落跡が確認されたのは，多摩川沖積低地の染地遺跡，
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武蔵野段丘縁辺部の深大寺城山遺跡，入間町城山遺跡のみである。従来，市域における弥生文

化の導入は後期以降とみられていたが，平成２９年度に行われた入間町城山遺跡の発掘調査で，

竪穴住居跡が検出されたことから，中期後葉まで遡ることが明らかになった。 

 古墳時代になると，多摩川を臨む立川段丘縁辺部に，４世紀前半から５世紀前半にかけて方

形周溝墓が，５世紀前半から７世紀中葉にかけては円墳が盛んに築造される。分布状況から５

つの古墳群にまとめられ，上流から飛田給古墳群，下石原古墳群，上布田古墳群，下布田古墳

群，国領南古墳群と名付けられている（図１０）。なかでも下布田古墳群の狐塚古墳（下布田６

号墳）は終末期古墳として都内 大級の円墳であり，都指定史跡に指定されている。狐塚古墳

の築造以降，多摩川中流域は上円下方墳（府中市武蔵府中熊野神社古墳）などの特徴的な古墳

が築造され，やがて府中に国府が置かれるなど，武蔵国の中心となっていく重要な地域である。 

 集落跡は，武蔵野段丘縁辺部の深大寺城山遺跡，野川流域沿いの本村遺跡，調布岡遺跡で前

期集落が確認され，立川段丘南縁部の上ケ給遺跡や調布岡遺跡などでは中期集落が確認されて

いる。後期になると遺跡数は増加し，立川段丘南縁部に連なる飛田給遺跡から下布田遺跡にか

けての各遺跡や，多摩川沖積低地の染地遺跡，武蔵野段丘縁辺部の寺山遺跡，仁王塚遺跡，深

大寺城山遺跡，入間川流域の中台遺跡，入間町城山遺跡，仙川流域の仙川遺跡などが挙げられ

る。このうち立川段丘南縁部の各遺跡と染地遺跡の後期集落は，長期にわたって継続して営ま

れており，なかでも染地遺跡は，古墳時代後期から平安時代まで続く市域でも 大規模の古代

集落で，これまでに１００軒を超える竪穴住居跡や掘立柱建物跡などが検出されている。また，

対岸に位置する川崎市寺尾台廃寺と同様，稲城市瓦谷戸瓦窯で焼かれた８世紀中葉の剣菱文軒 

 

 

図１０ 古墳群と中期の集落 
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丸瓦が出土しており，古代寺院の存在も想定される。 

  

４．古代【７世紀中頃～１２世紀】 

 律令時代の市域西部は，武蔵国多磨郡小島郷に属していたと考えられている。これまでに官

衙に関連する遺構は確認されていないが，官人が身に付けた銙帯の部品（鉸具・巡方・丸鞆・

鉈尾）が飛田給・上石原・下石原・上布田・下布田・染地の各遺跡から出土している。なかで 

も上布田遺跡の巡方は約３.５㎝四方の金銅製で，かなり上

級の官人用だった可能性がある。また上石原遺跡では，焼損

はしていたものの，９世紀初頭に京都府栗栖野瓦窯（官窯）

で生産された二彩多口瓶（都指定有形文化財）２個体が出土

し，下布田遺跡の沖積低地部では，鋤柄や櫛などの木製品と

ともに「国厨」の墨書土器（９世紀中頃）が出土しており，

武蔵国府との関連が注目される。 

 

 ５．中世【１２世紀～１６世紀】 

 １０世紀末以降は遺跡の分布が希薄となる。下石原遺跡では１万枚を超える大量の出土銭と

ともに中世居館の区画溝が検出されており，太田道灌の曾孫にあたる太田康資（新六郎）系列

の太田氏，または康資と主従関係にあった石原氏の居館跡と推定されている。上布田遺跡内に

は，布多天神社（延喜式内社）の故地とされる古天神跡があり，文明年間（１５世紀後半）の

洪水により甲州街道北側の現在地に遷座したと伝えられるが，これまでのところ古天神跡周辺

で神社の存在をうかがわせる遺構・遺物は確認されていない。このほか上布田遺跡，下布田遺

跡，飛田給遺跡では，地下式坑や集石土壙墓，積石墓など中～近世の墓域が確認されている。

また，武蔵野段丘南縁部には，天文６年（１５３７）に扇谷上杉氏によって築城された深大寺城

跡があり，国指定史跡に指定されている。 

 

 ６．近世以降【１７世紀～】 

 江戸時代，調布市域の村は１８か村あり，その大部分は天領(幕府の直轄地)と旗本領であっ

た。また，五街道の一つである甲州街道が市域を横断し，街道に沿って宿場が設けられた。布

田五宿（国領・下布田・上布田・下石原・上石原）は交替で宿駅の人足・伝馬を担い，近隣の

村々は助郷として支えた。この布田五宿は全体で３km 余りの長さがあり，街道沿いにまち並み

が形成されていった。 

近代に入ると，京王線の開通，甲州街道の整備等による交通基盤が整えられ，次第に調布市

域は行楽地・郊外住宅地として注目されるようになり，大正１２年（１９２３）の関東大震災を

きっかけに多くの人々が移り住み，工場進出も増えた。昭和の初めには，京王閣や日活撮影所

などの近代的な建物，商店や料亭なども続々と集まった。 

昭和６年には甲州街道が舗装され，昭和１０年（１９３５）には稲城村と調布町を結ぶ多摩川

銙帯金具（染地遺跡出土）
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原橋が架橋され，産業開発と交通が大きく発展した。太平洋戦争開戦後は，軍需工場が市域に

進出するとともに，首都防空のための陸軍調布飛行場の竣工をはじめ，照空隊陣地等が国分寺

崖線・布田崖線沿いに整備された。 

 

   

明治時代末期の甲州街道           京王電気軌道開通当時の調布駅 

 

 昭和３０年に調布町と神代町が合併し，人口４万５,０９０人，１万３９１世帯の「調布市」

が誕生した。この頃から団地が造られて人口急増が進み，昭和４０年には１０万人を突破し，

平成１２年には２０万人に達している。下布田遺跡の周辺もかつては田畑が広がっていたが，

近年は宅地化が進んでいる。 
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第４節 調布市の社会的環境 

１．土地利用 

 調布市は，都心に近接した地域でありながら，豊かな自然環境に恵まれている地域である。

一方で市街化の進展により，市域内の約５４％を宅地が，次いで約１７％を道路等が占めてお

り，宅地と道路で市の面積の７割を占めている。 

 戦後の畑地利用においては，都心近郊に位置する調布市域の農家の収入源として苗圃が増加

した。昭和３０年の市制施行当時は，田・畑が６割を超えていたが，その後の市街化の進展に

より宅地が大幅に増え，平成１７年には田・畑の割合が２割以下に減少している。 

市街地化が進む本市において下布田遺跡の周辺も例外ではなく，宅地化が進行している。 

下布田遺跡が所在する布田６丁目は，平成１６年度以降土地区画整理事業が行われ，都市農地

の宅地化が進んで，市街化が促進された地区である。 

 

 

 

 図１１ 調布市の土地利用現況図（平成２９年度都市計画基礎調査） 

下布田遺跡
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２．交通 

 調布市の主要な交通網について，主要道路としては，中央自動車道が市域の北東部から南西

部にかけて通り，調布インターチェンジが所在している。また，国道２０号（甲州街道）が市

域中央を横断し，市域北端を東八道路（東京都道１４号新宿国立線）が横走する。これらの主

要幹線は市域の中央から北部にかけて通っているため，市域南部に位置する下布田遺跡とはや

や離れた距離にある。 

 国道２０号の南側には，京王線が市域中央を東西に横断するように走り，調布駅からは京王

相模原線が枝分かれして，京王多摩センター駅方向へと南下する。市内には駅が９駅所在する

が，このうち下布田遺跡への 寄駅は，調布駅及び布田駅である。このほか品川通りや桜堤通

りにはバス路線が運行しており，停留所からのアクセスは容易である。 

  

 

図１２ 下布田遺跡周辺の交通網 
 

３．文化財 

 調布市内にある指定・登録文化財は，国指定文化財が４件，国登録文化財が９件，東京都指

定文化財が４件，市指定文化財が５９件を数える（令和２年４月１日現在）。このうち主なもの

を，以下に挙げる。 

①国史跡深大寺城跡 

 深大寺城は，扇谷上杉氏によって築造された平山城で，武蔵野段丘の南縁部，標高約５０ｍ
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の舌状台地先端部に立地する。深大寺城は３つの郭から成り，また築城年代は大きく２期に分

けられる。第１期は，１５世紀末（１４９０年頃）に扇谷上杉定正が関東管領山内上杉氏に対

抗して築城したもので，『河越記』等の文献資料にみられる「ふるき郭」はこれにあたる。第２

期は，１６世紀前半，南関東を巡る後北条氏との攻防の中で，扇谷上杉朝定が再築城したもの

で，多摩川を挟んで北条方の小沢城と対峙する。天文６年（１５３７）北条氏綱は深大寺城を

攻めることなく，直接，扇谷上杉氏の本拠，川越城を攻め落としたため，その役割を果たすこ

となく，そのまま廃城となったとされる。 

 深大寺城跡は，現在神代植物公園の分園である水生植物園内に，第１郭・第２郭で確認され

た土橋や土塁，空堀などが復元整備され，一般公開されている。 
 

  

国史跡深大寺城跡 （左：水生植物園から 右：第 2 郭整備状況） 

 

②都史跡狐塚古墳（下布田６号墳）と下布田古墳群 

 下布田古墳群は多摩川中流域左岸，立川段丘縁辺部に立地する古墳群で，５世紀前半から７

世紀前半にかけて造営された。これまでに，東西約２６０ｍ，南北３５０ｍの範囲から円墳１７

基が確認されており，このうち３基（１・２・１４号墳）が史跡地内に位置する。古墳群のう

ち墳丘が残されていたのは狐塚古墳（下布田６号墳）のみで，主体部は狐塚古墳と１０号墳で

横穴式石室が検出されている。古墳群の大半は周溝の一部を確認しただけである。 

 狐塚古墳（下布田６号墳）は古墳群のほぼ中央に位置し，史跡下布田遺跡からは約５０ｍ北

方にあたる。地元では古くから「狐塚」と呼ばれ，古墳として認識されていた。発掘調査の結

果，墳丘径（周溝内径）約４４ｍ，周溝外径約６６ｍを測る，都内で 大規模の円墳であるこ

とが明らかになった。埋葬施設として半地下式の横穴式石室が検出された。副葬品は，羨道に

近い石室西壁下より鉄製大刀３点，小刀１点，鍔２点，刀子１点，鉄鏃１点がまとまって検出 
 

  

狐塚古墳現況（左）・石室（右） 
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された。 

 このほか，墓道からは須恵器や土師器２４点が出土しており，これらの出土遺物から，狐塚

古墳は，下布田古墳群の中でも 終段階の６世紀終末から７世紀初頭に築造されたものと考え

られる。狐塚古墳は，古墳時代終末期になって多摩川中流域に地域首長墓が築かれるようにな

る 初期の古墳であり，多摩川流域における首長墓の変遷や消長を考察するうえで欠かすこと

のできない重要な古墳である。現在の狐塚古墳は，公園として公開されている。 

 

③市天然記念物シロハナヤブツバキ 

 史跡下布田遺跡から北方２４０ｍ，品川通りと布田南通りとの交差点脇に，市指定天然記念

物のシロハナヤブツバキが所在する。ツバキの根元には地蔵尊が祀られており，「椿地蔵」の名

で親しまれている。このシロハナヤブツバキは，昭和４１年に東京大学名誉教授の故本田正次

博士により樹齢７００～８００年の希少な老木と鑑

定され，同年市指定天然記念物に指定された。 

 昭和４０年の品川通りの拡幅工事に伴い，原位置

から約６ｍ南の現在地に移植された。元は幹周り約

１.５ｍ，樹高約５ｍの大木で，主幹の根元から４本

のひこばえが伸びていたが，交通量の増加に伴い主

幹を含む３幹が枯れて，現在はひこばえの２本が生

育している。 

 

④古天神跡 

 布多天神社が，文明９年（１４７７）に甲州街道沿いの現在地に鎮座するまであったとされる

故地で，史跡下布田遺跡の約４５０ｍ西方に位置する。現在は古天神公園として整備されてい

る。発掘調査では，縄文時代の土坑・集石土坑，５世紀前半と思われる円墳３基（古天神１号

～３号），古墳時代後期の竪穴住居跡３軒，中世の地下式坑・土坑墓・積石状遺構，近世の集石

土坑などが検出されているが，これまでのところ「古天神」の存在を窺わせる遺構・遺物は確

認されていない。 

 

４．文化・観光施設 

 調布市内の主な文化・観光・教育施設を，以下に挙げる。 

①調布市郷土博物館・郷土博物館分室 

 調布市郷土博物館は，史跡下布田遺跡から西方１.２km に所在する。郷土博物館では，郷土

の歴史や文化，自然に関わる考古資料，古文書，民俗資料など様々な資料を常設展示しており，

下布田遺跡の出土遺物も展示している。学校教育連携事業として，例年，市内約２０校の小学

３年生を対象に，展示解説と昔の道具体験学習を行う郷土学習展として「ちょっと昔の暮らし」

展を開催している。 

 また，郷土博物館は，市内に所在する文化財に関する事務を担っている。史跡指定地の西側

に隣接する郷土博物館分室は，現在は主に調布市遺跡調査会の事務所として利用している。通

シロハナヤブツバキ 
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常公開はしていないが，１階展示スペースでは，下布田遺跡をはじめ市内遺跡から出土した考

古資料を展示しており，事前予約制で見学対応している。このほか，史跡下布田遺跡で活用事

業を行う際の会場や休憩所などとして利用している。 
 

  

調布市郷土博物館（左）・常設展示室（右） 

 

②調布市武者小路実篤記念館・実篤公園 

 市域の東端部，京王線仙川駅またはつつじヶ丘駅から徒歩１０分のところに，武者小路実篤

記念館と実篤公園がある。明治から昭和にかけて文学，美術，思想，演劇と幅広い分野で業績

を残した武者小路実篤は，昭和３０年から昭和５１年に逝去するまでの２０年間をこの地に暮

らした。邸宅と敷地は，実篤の死後，遺族より数々の遺品等とともに，調布市に寄贈され，実

篤が暮らしていた当時のままに保存されている。昭和５３年からは「実篤公園」として公開さ

れ，市民の憩いの場として親しまれている。昭和６０年には，隣接地に実篤の生涯と著作，所

蔵品を紹介する武者小路実篤記念館が開設され，文学や美術など多様なテーマによる企画展示

が開催されている。なお，旧邸は国登録有形文化財に登録されている。 
 

   

旧武者小路実篤邸外観（左）・仕事部屋（右） 
 

③調布市文化会館たづくり 

 京王線調布駅から徒歩３分，市役所の東側に隣接して建つ調布市文化会館たづくりは，学習

活動，文化活動などの複合施設である。館内にはホール，会議室，展示室，ギャラリー，中央

図書館，コミュニティＦＭ放送局などがあり，個人・グループで様々な活動に利用されている。 

 文化会館たづくりでは，平成１８年度に「調布市遺跡調査会３０周年記念遺跡展 発掘の歩

みと 新成果」を開催し，市内の発掘調査で出土した様々な遺物を展示したほか，平成２６年

度には東村山市，国立市，西東京市との共催事業として「多摩の遺跡発掘成果報告会」を開催



 

20 

し，下布田遺跡の調査成果の報告を行った。このほか，毎年市内の遺跡や文化財に関連したテ

ーマで講演会を行っている。 

 

④深大寺 

 深大寺は，天平５年（７３３）に満功上人が開山した

と伝わる古刹である。江戸時代，慶応元年（１８６５）の

大火により堂宇の大半は焼失し，現在の本堂は大正７年

（１９１８）に再建されたものである。国宝「銅造釈迦

如来倚像」（通称白鳳仏），重要文化財「梵鐘」など数多

くの文化財を所蔵する。例年３月３・４日に行われる「厄

除元三大師大祭」は，江戸時代の文献にも記されている

歴史ある行事で，現在も２日間で１０万人もの参詣者が

訪れる。また，元三大師大祭に併せて開かれるだるま市

は，日本三大だるま市の一つとして全国的に有名である。 

 

⑤深大寺水車館 

 深大寺深沙大王堂から約７０ｍ南西に位置する深大

寺水車館は，この地で明治後半から昭和３０年頃まで使

われていた水車小屋を復元したものである。文化・歴史・

ぬくもりを持つ街の景観整備事業の一環として，平成４

年に整備公開された。武蔵野台地の暮らしと生業を紹介

する展示回廊を併設し，事前に予約すると，精米やソバ・

小麦の製粉を体験することができる。 

  

⑥布多天神社 

 調布駅の北側，甲州街道沿いに鎮座する布多天神社は，創建年代は明らかでないが，延長５

年（９２７）に制定された「延喜式」にその名が記される式内社である。元々は立川段丘南縁部

に所在していたが，多摩川の氾濫を避け，文明９年（１４７７）に現在地に遷座したと伝わる。

江戸時代には布田五宿の総鎮守として五宿天神と崇敬され，境内で開かれる市は大変賑わった

といわれる。現在も毎年９月に行われる例大祭や，月例祭では参道には市が立ち並び，天神の 
 

   

布多天神社（左）・布多天神社狛犬（右） 

深大寺本堂 

深大寺水車館 
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市として親しまれている。 

 宝永３年（１７０６）に再建された本殿，寛政８年（１７９６）建立の狛犬，豊臣秀吉による

小田原攻めの際の「太閤の制札」が市指定有形文化財に指定されている。 

 

⑦都立神代植物公園・水生植物園 

 深大寺の北側に隣接する都立神代植物公園は，武蔵野の面影が残る都内 大の植物公園とし

て，昭和３６年に開園した。開園面積約４９ha を誇る園内には約４,８００種１０万株の植物

が植えられ，梅や桜の名所としても知られている。ばら園，つつじ園，うめ園などの花園，芝

生広場，雑木林，大温室などがあり，春と秋のバラフェスタのほか様々なイベントが開催され

ている。 

 また，深大寺の南側に位置する神代植物公園の分園，水生植物園は，国分寺崖線から滲出し

た湧水が集まって湿地帯になっていたところに，木道などを整備して公開したもので，アシや

ハナショウブ，カキツバタなど多くの種類の水生植物を楽しむことができる。園内の一部は，深

大寺城跡の第１・２郭にあたり，湿地帯は，深大寺城跡の外堀の役割を果たしたものと思われる。 

 

 

 
図１３ 調布市域の文化・観光施設 
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第 ３ 章 
史跡下布田遺跡の概要 

 

 

第１節 史跡指定・追加指定 

 下布田遺跡の 初の史跡指定は，昭和６２年５月１２日，布田崖線上の４,９９７.９７㎡の

区域を対象として行われた。 

 その後，既指定地周辺部の範囲確認調査により，縄文時代晩期の生活痕跡の広がりが確認で

きた範囲について，３回の追加指定が行われた。平成１７年３月２日に５,０７５.３９㎡，平成

２３年９月２１日に１,９１８.７８㎡，平成２７年１０月７日には史跡中央部の７８０.００㎡

が追加指定されたことにより，縄文時代晩期遺構を含む範囲の一体的な史跡指定が達成された。 

 

表３ 史跡下布田遺跡の指定概要 

項 目 内  容 

名  称 下布田遺跡 

種  別 史跡 

指定年月日 史跡指定 昭和６２年５月１２日（昭和６２年５月１２日付 文部省告示第５０号） 

追加指定 平成１７年３月２日（平成１７年３月２日付 文部科学省告示第２８号） 

追加指定 平成２３年９月２１日（平成２３年９月２１日付 文部科学省告示第１４４号）

追加指定 平成２７年１０月７日（平成２７年１０月７日付 文部科学省告示第１７３号）

指定面積 １２,７７２.１４㎡ 

指定地番 東京都調布市布田六丁目３１番５～９・２５～２７，３１，３２番１・２，３３番１～

７・１３～２５，３４番３・４，４５番４・６～１０・４８・４９，道路敷，水路敷 

指定基準 一．貝塚、集落跡、古墳、その他この類の遺跡 

管理団体 調布市（管理団体の指定は平成１４年３月１４日） 

図１４ 史跡下布田遺跡指定範囲図  
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 指定理由及び追加指定理由は，以下のとおりである。 

 

１．史跡指定（昭和６２年５月１２日） 

 下布田遺跡は、多摩川中流域左岸に発達した武蔵野台地上に位置している。武蔵野台地は多

摩川によって形成された武蔵野段丘と立川段丘の二面の河岸段丘からなっている。本遺跡は下

位の立川段丘の南端部，通称“ハケ”と呼ばれる府中崖線上に立地している。ハケの下には当

時の人々の生活に欠かすことのできない湧水が今なお流れ出ている。遺跡の標高は約３４ｍ、

多摩川の沖積低地との比高は約５ｍを測る。遺跡からは多摩川を隔てて遠く丹沢山系・富士山

を望むことができ、またこの一帯は田園風景が残っており，武蔵野のおもかげをしのばせてい

る。 

 本遺跡の所在が知られるようになったのは昭和３０年代後半であったが、その後いくつかの

小規模な学術調査が行われ、縄文時代晩期の有望な遺跡であることが判明した。出土した遺物

のうち、紅バラの大輪のような丹塗りの滑車形耳飾りは国の重要文化財（昭和５４年度）に指

定され，また，特殊な配石遺構（方形配石遺構）が発見されるなど、関東地方における縄文時

代晩期を代表する遺跡として注目されるに至った。こうした遺跡の重要性に鑑み、調布市教育

委員会は市街化の波から遺跡を守るため、昭和５３年から同５７年まで５次にわたる範囲確認

調査を実施するとともに、保存の方策を講じた。 

 これまでの発掘調査の結果、遺跡の中心部と考えられる地点から、他に例をみない人頭大の

石を用いた方形配石遺構・甕棺墓（合口土器棺墓）・配石と埋甕を伴う土壙（配石埋甕墓）や大

小の石棒を多数集積した特殊遺構（石棒集積遺構）などが検出され、墓域として用いられたこ

とが判明した。その周囲には集落が営まれたと推定される。出土した遺物は関東地方に広く分

布する縄文時代晩期の安行式土器をはじめ、土版・土偶・耳飾・土製勾玉等の土製品、石器は

石鏃・石斧・石皿・磨石などの日常用具のほか、石刀・石剣・石棒・独鈷石・石冠など信仰に

関する道具も多く出土している。また、多量な出土土器の中には、東北・東海・西日本などの

影響とみられる各地域の土器が伴出し、広範囲な交易・交流を知る好資料を提供した。 

 本遺跡から発見された豊富な遺物・遺構は、縄文時代終末期の墓制をはじめ、狩猟採集社会

から農耕社会へと移行する複雑な社会構造を究明するうえでも貴重な役割を果たすものと考

えられる。また、本遺跡は、都市化の進む住宅地帯の中にありながらも、今なお良好に遺存し

ており、史跡に指定してその保存と活用を図ろうとするものである。 

（文化庁文化財部監修『月刊文化財』昭和６２年５月号より転載，※下線部は加筆） 

 

２．追加指定（平成１７年３月２日） 

 下布田遺跡は、多摩川中流域左岸の武蔵野台地南縁部に位置する縄文時代晩期の集落遺跡で

ある。遺跡は台地縁辺部の崖線上および約３ｍ下の沖積地にかけて所在しており、すぐ南方に

は多摩川が流れている。昭和３９年から昭和５７年にかけての発掘調査で、特殊遺構（石棒集

積遺構）や方形配石遺構等の、縄文時代晩期の祭祀や墳墓に関わる遺構を確認した。この特殊

遺構（石棒集積遺構）はほぼ五角形を呈した土坑であり、土坑内からは大小４０数個の川原石
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とともに、破損した磨製石斧や石皿、手捏土器、１０数本の石棒、土器破片を再加工した装身

具が出土した。晩期の遺構でありながら石棒は中期末葉から後期初頭のもので、装身具は中期

と後期の土器を使用したものであることが注目される。また、人頭大の６００個以上の川原石

を配した方形配石遺構は、中央部に長さ２.８ｍ、幅１ｍの配石土坑があり、石刀１点が出土し

たことから、埋葬に関わる施設と考えられている。出土遺物には、在地の安行式土器を主体に、

東北地方、南関東、東関東、北関東の土器や、少量の東海地方と西日本の土器があり、土製耳

飾りや土版も見られる。丹塗透し彫りの滑車形耳飾りは重要文化財に指定されている。これら

の調査成果により、昭和６２年に縄文文化終末期の墓制や祭祀をはじめとする精神文化を示す

重要な遺跡として史跡に指定された。 

 また、指定地東側の崖線上でも、昭和５３年から５７年の調査で、石冠、石刀、土偶などを

多量に含む遺物集中地点とともに、２個の大型土器を組み合わせた合口甕棺墓（合口土器棺墓）、

配石甕棺墓（配石埋甕墓）、土坑、焼土、集石遺構等を確認している。配石甕棺墓（配石埋甕墓）

は、長径１ｍ、短径０.８ｍのほぼ円形をした土坑内に底部を欠いた口径３０㎝の粗製土器を埋

設し、これを囲むように大小の川原石を配置したものである。 

 一方、平成１４年から１６年の調査では、崖線の傾斜変換地から崖線下の沖積地にかけても

縄文時代晩期の良好な遺物包含層を確認しており、崖線下にはかつての湧水地が見られる。そ

の周辺の沖積地では水場遺構や木製品等が埋蔵している可能性も考えられ、崖線上の台地縁辺

部とは別の形で土地利用を行っていた可能性が高い地域である。 

 今回はこれら関連する遺構や包含層を検出した地域のうち、条件の整った箇所を追加指定し、

保護の万全を図ろうとするものである。 

（文化庁文化財部監修『月刊文化財』平成１７年３月号より転載，※下線部は加筆） 

 

３．追加指定（平成２３年９月２１日・平成２７年１０月７日） 

 下布田遺跡は、多摩川中流域左岸に発達した標高３３ｍの河岸段丘上に立地する、縄文時代

晩期（約３０００年前）の祭祀・墓地遺跡である。 

 昭和３９年から昭和４６年まで國學院久我山高等学校や旧東京都立武蔵野郷土館が実施し

た発掘調査、ならびに昭和５３年から昭和５７年まで調布市教育委員会が実施した発掘調査に

より、長辺６.５ｍ、短辺６.１ｍの方形配石遺構や、石棒・石刀・壺・手捏ね土器等が集中す

る長径１.７ｍ、短径１.３ｍの浅い楕円形土坑（石棒集積遺構）をはじめ、土坑墓（配石埋甕

墓）や合口土器棺墓が多数確認され、東日本を代表する祭祀・墓地遺跡であることが明らかに

なった。出土品も祭祀関連遺物を中心に、石製品としては石棒・石刀・石冠等が、土製品とし

ては土版・耳飾り等があり、このうち土製耳飾りについては昭和５４年に重要文化財に指定さ

れた。 

 今回、新たに遺構の広がりが確認された部分を追加指定し、保護の万全を図ろうとするもの

である。 

（文化庁文化財部監修『月刊文化財』平成２３年９月号・平成２７年９月号より転載， 

２度の追加指定理由はほぼ同様の内容 ※下線部は加筆） 
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第２節 発掘調査の成果 

１．史跡下布田遺跡における晩期集落の概要 

 史跡指定地内では，縄文時代晩期の遺構として，方形配石遺構１基，合口土器棺墓１基，配

石埋甕墓１基，石棒集積遺構１基，土坑，小穴群が検出されている。検出遺構は東西約８８ｍ，

南北約５０ｍの範囲に広がるが，分布状況に明確な傾向は認められない。また，これまでのと

ころ居住に関わる明確な遺構は発見されていないが，出土遺物の主体を占める粗製土器（日常

雑器）の多さから史跡内の居住性が高いことが窺える。 

 史跡地は立川段丘縁辺部から多摩川沖積低地にかけて立地し，地形的には台地部と崖線斜面

部～低地部に大別される。更に台地部は，史跡地を北西方向に切り込む浅い埋没谷を境に，南

西側の低位面と北東側の高位面に細分される。地形区分別に遺構の分布状況をみると，段丘低

位面では，高位面との境付近で方形配石遺構，焼土跡が，史跡地西端部付近からは石棒集積遺

構が検出されている。また，方形配石遺構の南から南東側には遺物集中域が広がり，その下層

から土坑，小穴群，焼土跡が検出されている。一方，段丘高位面では，低位面沿いに合口土器

棺墓，配石埋甕墓，土坑などが検出されたほか，遺物集中域が確認されている。高位面には，

下布田古墳群のうち１号墳・２号墳・１４号墳が所在していたことから，遺構の遺存状況はあ

まり良くない。 

 崖線斜面部から低地部にかけての区域では，縄文晩期の遺物包含層はあるが，これまでのと

ころ遺構は確認されていない。遺物集中域から出土した木材に加工痕があることや，種実遺体

が生活残滓に由来する可能性が高いことから，低地利用が行われていたと考えられる。 

 

２．史跡地の基本土層 

 史跡地内の基本土層について，地形区分ごとに概観する。 

 段丘高位面の基本層序を見ると，縄文時代晩期の遺構・遺物の分布が薄い史跡範囲北東部で

は，表土・耕作土，Ⅱa 層（黒色土層），Ⅱb 層（黒褐色土層），Ⅱc 層（ローム漸移層）という

標準的な層序であるのに対して，遺物集中域が検出された低位面沿いの区域では，表土・耕作

土直下に縄文時代晩期の遺物包含層の堆積（Ⅱb 層）が認められる。この遺物包含層は上下２

層に細分され，上層は炭化物や焼けた獣骨片を多量に含む締まりの弱い黒色土・黒褐色土なの

に対して，下層は上層に比べるとやや明るい暗褐色土で，いずれも平均１５～２０㎝の層厚を

測る。遺物包含層の下は，場所によってⅡb 層の堆積が若干認められるが，基本的にはⅡc 層

（ローム漸移層）もしくはⅢ層（ソフトローム層）となる。 

 段丘低位面の基本層序は，晩期の遺構・遺物がほとんど検出されていない史跡範囲北西部，

埋没谷の深い部分では，Ⅱa 層，Ⅱb 層が厚く堆積し，ローム漸移層，ソフトローム層となるの

に対して，遺物集中域が検出された史跡範囲中央部，高位面との境付近では，やはり表土・耕

作土直下に晩期遺物包含層の堆積が見られる。遺物包含層の下は，場所によってⅡb 層を挟む

場合もあるが，そのままローム漸移層もしくはソフトローム層となることが多い。 

 崖線斜面部から低地部にかけては，既往調査の結果，崖線下を旧流路が西から東へと流れて
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いたことが明らかになっている。旧流路は下層に粘土層と砂利層が互層をなして堆積し，その

上に黒色シルト質粘土の晩期包含層が３層確認されている。更に晩期遺物包含層の上層には古

代の遺構確認面があり，黄灰色粘土層が堆積している。低地部で確認された遺物包含層のうち

上位２層は，その堆積状況から見て，段丘上からの流れ込み，もしくは流路によって上流から

流され堆積した可能性が高いが， 下層については比較的安定した平坦面を形成していること

から，生活面の可能性があると考えられる。 

 

 

 

図１５ 縄文時代晩期の主な遺構分布図 
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図１６ 史跡周辺の基本層序柱状図   
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３．発掘調査で検出された主な遺構 

 これまでの調査で検出された遺構のうち，下布田遺跡を特徴づける主要な遺構として，方形

配石遺構，石棒集積遺構，合口土器棺墓，配石埋甕墓などが挙げられる。これら主要遺構の構

造や出土状況については以下のとおりである。 

 

①方形配石遺構 

 史跡範囲の西北部，段丘高位面と低位面の境界付近の緩斜面に位置する（第１３地点）。人頭

大の河原石を，幅６０～１５０㎝の帯状に配石したもので，全体の平面形態は隅丸長方形を呈

し，長辺６.５～７.０ｍ，短辺６.１～６.５ｍを測る。配石状況にはある程度規則性が認めら

れ，群あるいは列の両端を横位の礫で区画し，区画内を立石もしくは斜位の礫で充填している。

攪乱により部分的に配石列が途切れる箇所が見られるが，本来，帯状の配石列が全周していた

のか，いくつかの配石群が集合したものであったのかは不明である。礫は長楕円形のものが大

半で，大きいものは４０～５０㎝，重量は７～１０㎏と，形や大きさについて斉一的な選択が

行われたものと考えられる。使用された礫の数は６５０～８００点と推定されている。 

平成３０年度の調査の際，配石列を切り込む攪乱の壁面において，配石下部の土層堆積状況

を観察したところ，土坑状の掘り込みなどは認められなかった。加えて，配石列の一部が植栽

による攪乱を受けて，配石が滅していることが判明した。出土遺物として安行３c 式新段階か

ら安行３d 式等の縄文土器が確認されている。 

 方形配石の中央部には，周縁部に４０～５０㎝程の河原石１６個を配置した土坑状遺構が検

出されている。平面形態は長楕円形を呈し，長軸２.３ｍ，短軸０.６ｍを測る。主軸は配石列

と近似する。輪郭や立ち上がりが明瞭ではないものの，市教育委員会が昭和５６年度に実施し

た調査では，この土坑状遺構の覆土中から完形の石刀が出土していることから埋葬施設の可能

性を想定している。 

 本遺構は従来，埋葬施設もしくは祭祀施設とされてきたが，平成３０年度の調査において，

配石下部に墓坑が確認されなかったことから，集団墓としての機能は否定された。中央部の土

坑状遺構は，石刀の出土から有力者の個人墓を想定することは，全国的に極めて希少な事例に

なり可能性は低い。このことから，祭祀施設としての性格が強まったと言える。 

 

  
方形配石遺構（左：遺構全景 右：配石状況） （昭和５６年調査） 

 



第３章 史跡下布田遺跡の概要 

29 

 
図１７ 方形配石遺構平面図・断面図 （昭和５６年調査） 

  

図１８ 方形配石遺構平面図及び写真（平成３０年度調査） 

赤く表示した礫は滅失
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②石棒集積遺構 

 史跡範囲の西端部，段丘低位面の中央付近に位置する（第７地点）。土坑状の掘り込みに大型

石棒１０数点，大小４０数個の河原石などを集めたもので，平面形は不整五角形を呈する。規

模は長径１７５㎝，短径１３５㎝，確認面からの深さは約１０㎝を測る。大型石棒や河原石の

ほか，縄文土器（大洞Ｃ1 式・Ｃ2 式，安行３c 式・３d 式等），手捏ね土器，土器の把手を再加

工した垂飾り，磨製石斧，石皿，磨石，中空土偶，土版などが出土している。多くの遺物が西

南から北東に向かって斜位または横位の状況で出土しており，頭部のある石棒は基部に対して

頭部側のレベルが高く，頭部の下に土が入り込んでいるため，当初は直立していた可能性が考

えられる。また，断面図及び調査状況写真を確認すると，出土遺物にはレベル差があり，土坑

内外に安行３c 式から３b 式にかけての縄文土器が混在しているため，意図的な埋め戻しはな

く，一定期間をかけて土中に埋没したと考えられる。 

 本遺構の形成時期は，出土土器の主体である安行３c 式古段階～安行３d 式前半段階と考え

られるが，集積された石棒の帰属時期は，その形態や石材から縄文中期末から後期初頭に比定

される。また，出土土器の中にも中期の勝坂式や後期の堀之内２式の土器片が含まれている。

石棒や土器は周辺一帯から拾い集められた可能性が考えられる。本遺構は，遺構形成時期より

古い時期の遺物を多く含むことが特徴で，祖先祭祀等の意識が反映されていると考えられる。 
  

  
石棒集積遺構（左：出土状況 右：推定復元） 

 

 

図１９ 石棒集積遺構実測図 
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 本遺構の出土遺物は，発掘調査を実施した國學院久我山高校から，平成２４年度に調布市へ

移管された。移管後に整理作業を行った結果，写真や実測図に記録されていた大型石棒を含め，

多くの石器，土器，礫等の不足している状況が明らかとなった。 

石棒集積遺構出土遺物は，遺物自体に注記された番号が№１～１２１まで確認できたため，

少なくとも発掘調査当時は，１２１点の遺物が出土したと考えられる。そのうち，出土状況の

実測平面図（図２０）には№７１～１１０のみ図上の遺物に遺物番号を付して記載されている

が，その３９点のうち，１８点が所在不明である。また，平面図には，番号のない遺物も３８

点あり，それらは全て所在不明である。 

 以上をまとめると，平面図に記載されている遺物は，総数７７点あり，そのうち５６点が所

在不明である。上記の出土状況の平面図と，出土状況写真に見られる遺物及びその配置状況は

同じであり，つまるところ遺物の７０％強が所在不明である。 

 

 

図２０ 石棒集積遺構実測図（青色は所在不明資料を示す） 
 

③合口土器棺墓 

 史跡範囲の中央東寄り，台地部高位面の崖線際付近に位置する（第１１－３地点）。縄文時代

晩期の遺物集中域の 下面から検出された。土器棺墓は，深鉢形土器２点を合せ口状に組み合

わせて身（棺本体）と蓋としたもので，楕円形の掘り込みの中に横位の状態で埋設されている。
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掘り込みの規模は，長軸８７㎝，短軸４８㎝を測る。土器棺は押しつぶされた状態で検出され

ている。土器棺内部からは，炭化物や焼土とともに焼けた骨片が多量に確認されている。遺存

状態が悪く，詳細は明らかでない。土器棺に用いられた土器はいずれも安行３d 式の深鉢であ

る。 

 

  
合口土器棺墓（左：出土状況 右：出土土器） 

 

 

図２１ 合口土器棺墓実測図  
      

④配石埋甕墓 

 史跡範囲の東側，段丘高位面の崖線際付近で検出された（第１１－３地点）。合口土器棺墓の

西方２０.５ｍに位置する。楕円形を呈する土坑内に，胴下部から底部を打ち欠いた深鉢型土器

と大小５個の河原石が埋設されている。土坑の規模は，長軸９５㎝，短軸８０㎝，確認面から

の深さ３０㎝を測る。底面は平坦で，壁は比較的急傾斜で立ち上がる。深鉢は土坑の北隅に底

面から約９㎝浮いた正位の状態で埋設されている。河原石は，深鉢の南側，何れも覆土下層か

ら出土している。河原石の形は楕円形，長楕円形，不整形と様々で，大きさは小さいもので９

㎝，大きいもので２７㎝と，形状や大きさに規則性は認められない。配置に関しても，意図的

な埋設かどうかは不明である。土器内及び土坑覆土から炭化物や焼土，焼けた骨片が多量に検

出されているが，骨片は遺存状況が悪く，人骨か獣骨か明らかでない。 
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配石埋甕墓（左：出土状況 右：出土埋甕） 

 

 
 図２２ 配石埋甕墓実測図 

 

⑤晩期遺物集中域・小穴群 

 段丘低位面に位置する方形配石遺構の南側一帯と，段丘高位面の合口土器棺墓と配石埋甕墓

に挟まれた区域において，晩期の遺物集中域が確認されている。出土遺物を見ると，これまで

史跡下布田遺跡を特徴づけてきた呪術的・祭祀的要素を示す遺物は顕著でなく，多量の無文精

製土器や粗製土器，製塩土器のほか，石器製作に伴って排出された剥片や未成品といった，日

常生活に由来する遺物が，炭化物や焼土，骨片とともに多量に検出されている。 

 史跡地内では，これまでの調査で居住施設の存在は確認されていないが，史跡内の２か所で

確認された遺物集中域は，何らかの居住痕跡を示す可能性が考えられる。方形配石遺構の南側

に広がる遺物集中域では，その下層から径１２～６８㎝の小穴５４基が検出されている。これ

までのところ小穴群の配置に規則性等は認められず，竪穴住居の柱穴など確実に居住施設と判

断できるものはないが，縄文時代晩期の関東や中部地方では，竪穴住居の掘り込みが浅くなる

ため，住居跡として残りにくく，発掘調査において検出しにくい傾向がある。令和元年度にも

方形配石遺構南側の遺物集中域について居住痕跡確認を目指して調査を実施したが，明確な居

住痕跡といえる遺構の検出には至らなかった。 

遺物集中域の存在は，一定期間この地に定住していたこと，また，居住施設は明確に特定で

きないものの日常生活の場所であったことを示している。 
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晩期遺物集中域（左）・小穴（右） 

 

４．出土遺物の状況 

 史跡下布田遺跡では，これまでに行われた発掘調査全体でコンテナ数百箱分に及ぶ，縄文土

器，土製品，石器，石製品，木製品，自然遺物といった多様な遺物が検出されている。出土遺

物のなかには，土版，土偶，土製耳飾，石棒，石刀，石冠，独鈷石など遺跡を特徴づける呪術

的遺物も検出されているが，その大半は，深鉢，浅鉢，台付鉢など日常什器の土器片や，石鏃，

石斧，石皿，磨石など日常道具とみられる石器群が占める。 

 縄文土器は，早期前半から晩期中葉にかけて確認されているが，主体となるのは，晩期中葉

の安行３c 式から安行３d 式で，これと併行する東北地方の大洞式や東関東の前浦式，西日本の

突帯文系土器など他地域系統の土器群が確認されている。器種組成は深鉢が大半を占める。遺

構に伴うものは少なく，その多くは遺構外や遺物包含層からの出土である。また，史跡範囲東

寄りの合口土器棺墓と配石埋甕墓に挟まれた区域で確認された晩期遺物集中域からは，大量の

製塩土器が出土している。何れも破片資料で，器形を復元できるものはない。 

 石器は，打製石斧や磨製石斧，敲石，スクレイパー類，礫器，磨石，石皿のほか，剥片石器

の製作に伴う石核や原石などが検出されている。石材は黒曜石，頁岩，チャート，ホルンフェ

ルス等で，このうち黒曜石は産地分析の結果，長野県小深沢（和田峠）・星ヶ塔産，静岡県柏峠

産（天城産）と同定された。 

 史跡下布田遺跡を特徴づけるのは多量の石鏃の存在である。石鏃は完成品１６４点，未成品

３９５点，製作過程に排出されたとみられる剥片約１,３００点をはじめ，石核等が検出されて

いる。石材の多くは，多摩川の河原で採取可能なチャートで，その他星ヶ塔産の黒曜石や，黒

色頁岩が数点認められる。未成品や素材剥片の多さと併せて，この地で在地の石材を用いた石

鏃製作が盛んに行われたことがうかがえる。また，「飛行機鏃」と呼ばれる特徴的な形の石鏃が

多量に出土しており，他地域へ供給していた可能性が指摘されている。 

 また，第６地点から出土した土製耳飾は，直径９.８㎝，厚さ３.４㎝と大型で，非常に精緻

な造りの優品として国重要文化財に指定されている。土台となる部分は，薄いドーナツ状の円

板と短い筒状の部分からなり，表面には透かし彫りによる環状または渦巻状の花弁を思わせる

複雑で立体的な装飾が施される。裏面には装飾的要素は認められず，ヘラナデによって平滑に

調整されるのみである。全体に鮮やかな赤彩が施される。群馬県桐生市千網谷戸遺跡から出土

した土製耳飾と法量・意匠・質感が酷似しており，千網谷戸遺跡で製作されたものが，下布田
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遺跡にもたらされたものと考えられる。 

 史跡地内では，これまで住居跡等は検出されず，居住域の存在は明らかになっていないが，

出土土器における粗製土器の多さ，多量の石鏃を製作した痕跡，ニホンジカやイノシシの焼獣

骨片や炭化材・炭化物など生活残滓と考えられる遺物の多量出土などを併せ考えると，史跡地

内に居住施設が存在した可能性は高いと考える。 
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５．自然遺物と史跡地周辺における縄文時代晩期の植生 

 これまでに行われた調査から，多量の自然木や炭化材，木製品，種実遺体が出土している。

低地部の調査では，種実遺体はオニグルミ，クリ，ムクロジの３種が確認され，自然木は，樹

種同定の結果，落葉広葉樹のハンノキ属ハンノキ亜属とクリが確認されている。また，木製品

としてヒノキとヤマウルシ，樹種不明の用途不明製品３点が出土している。 

 立川段丘上の調査では，縄文時代晩期の遺物包含層を対象に，微粒炭分析，植物珪酸体分析

及び種実遺体分析等を行っている。 

 炭化種実は，堅果類のオニグルミの核が同定された。 

 微粒炭の母材として認められた種類は，マキ属，モミ属，マツ属，スギ属などの針葉樹，コ

ナラ属コナラ亜属などの落葉広葉樹，コナラ属アカガシ亜属などの常緑広葉樹に由来する花粉

が認められている。また，他に検出されたハンノキ属，ニレ属－ケヤキ属，エノキ属－ムクノ

キ属などは河畔や渓谷沿いに生育する種を含んでいる。 

 このほか，出土した晩期土器約１１,４００点の種実圧痕分析を実施したところ，土器片１６

点からケヤキ種子や堅果類果皮等の圧痕が確認されたが，穀物栽培をうかがわせる資料は確認

されなかった。 

 以上の点から史跡周辺における縄文時代晩期の植生は，河畔林や湿地林が想定されるものの，

これまでに得られた調査結果は断片的で，系統立てた調査や分析評価は実施していなかった。

このことから，令和２年度に実施した低湿地部分の発掘調査においては，専門家の指導のもと，

安行式土器を多く含む縄文時代晩期と考えられる泥炭層から試料採取を行った。この泥炭層か

らは木材等も出土している。これらの出土木材，土壌の中から検出された種実や花粉を分析し

て樹種を特定し，縄文時代晩期の下布田遺跡における植物利用の解明を進めている。 

 

  


