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第 ４ 章 
基 本 方 針 

 

 

第１節 整備テーマの設定 

 市街化が進む調布市にとって，史跡下布田遺跡の保存と活用は，布田崖線縁辺に残された自

然環境の保全と切り離すことはできず，一体的な取組が不可欠である。したがって，下布田遺

跡が史跡公園として整備されることで，縄文時代に思いをはせると同時に，自然豊かなふるさ

と調布の地域資源としても理解が広がり，市民をはじめ多くの人が関わりを持ちつつ次世代へ

と受け継いでいくことを目標に，整備テーマを設定する。 

 

【整備テーマ】 

みんなで育む・感じる・発見する縄文のふるさと 

 

【 主 旨 】 

●育 む ～大切に守り伝えていく郷土の遺跡 

 縄文時代の遺跡と貴重な自然環境を守り，次世代へと継承していくために，下布田遺跡をみ

んなで育む意識を醸成する。多くの人が親しみや慈しみの意識を持って公園を利用することで，

何度も訪れたくなる，居心地の良い公園づくりを目指す。 
 

●感じる ～縄文人の暮らしに思いをはせる空間 

 縄文時代とは何か，下布田遺跡ではどんな暮らしがあったのかを伝達できる歴史学習の場を

つくる。布田崖線縁辺の自然環境と長年の調査研究成果を見学できる環境を整え，あるいは縄

文時代の暮らしや技術を体感できる活動を通して，下布田にいた縄文人の生活と精神世界に思

いをはせる機会を提供する。 
 

●発見する ～縄文から未来を見つめる「温故知新」の場 

 ２,８００年前の縄文時代に思いをはせる空間が，現在の地域社会や暮らしを考える温故知

新の場となるよう，創意工夫による活動を呼びかける。縄文時代の歴史学習，緑豊かな自然環

境学習にとどまらず，多様な学びや体験活動，調布の文化や魅力の発進，交流を深めるイベン

トなど，来園者の多様な学びと発見につながる史跡公園を目指す。 
 

●縄文のふるさと ～みんなでつくる史跡公園 

 縄文時代という日本における歴史の基層部分を，あたかも「ふるさと」のように学び・感じ

取るといった意味を込めて，誰もが心安らぎ，何度も訪れたくなる，くつろぎのある公園づく

りを目指す。  
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第２節 基本方針 
 

１．史跡の確実な保存 

 指定地に埋蔵された縄文時代の遺構・遺物・包含層に対し，必要な箇所に盛土を行い保護層

を確保すること，あわせて保存に悪影響を及ぼす樹木等の要素を排除することで，史跡を確実

に保存する。 

 なお，整備工事着手前には調査を行い，遺構が確認された場合は適切な保護を図る。 

 

２．縄文時代の生活技術と精神世界を表現する 

 縄文時代晩期とは，縄文から弥生に移行する社会の変換期であり，祭祀や呪術が盛行し，植

物利用や食物加工技術の高度化等により社会構造が発達した。そうした時代の特徴を知り，こ

の地で生活した縄文人の知恵と技術を学び・体感することで，縄文時代のくらしと精神世界を

伝える。 

 そのため，方形配石遺構や石棒集積遺構等の縄文時代晩期の遺構は，現地で復元や表示等の

表現をしたうえで解説を補足する。これまで出土した多種多様な遺物は，展示や解説を行うと

ともに，この地で製作されたと考えられる石鏃などの道具は体験学習に活用し，実際に再現し

たり使ってみたりする。 

 また，縄文時代晩期の植生と整合する既存樹木は活かしつつ，当時の樹種や草花の生育環境

に近づけていく。 

 

３．自然環境を活かした憩いの空間 

 都心郊外の住宅地の中にある貴重な緑地として，布田崖線の地形や自然環境を活かした憩い

の空間をつくる。便利で情報豊かな現代の暮らしから離れて，のびのびと自然に触れる体験を

重視した活動に取り組む。 

 沿道に面した敷地際は極力開放し，崖線を眺めて，ウォーキングや自然散策にも利用しやす

い，日常的に親しまれる住宅地の中のオープンスペースとして整備する。 

 

４．来園者の利便性向上と体験型活動の充実 

 下布田遺跡の見学に必要な案内・解説施設等は，計画地の要所に配置してスムースな誘導を

図る。あわせて，下布田遺跡の調査研究成果の紹介，遺物展示を行い，体験学習や市民活動の

拠点としての役割も担うガイダンス施設を設置することで，史跡公園で行う様々な活動を支え，

来園者の利便性の向上を図る。 

 

５．市民参加による管理運営体制づくり 

 下布田遺跡を公園として利用するだけではなく，運営・管理にも市民の積極的な参加を促し

ていく。このため，計画段階から市民意見を取り入れ，史跡公園の整備内容に反映するととも

に，市民参加による整備の実施も検討する。さらには，学校連携，地域自治会及び史跡ボラン

ティアなど，市民や各種団体が参加する，協働による管理運営体制を構築する。 
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第 ５ 章 
整 備 基 本 計 画 

 

 

第１節 整備ゾーニングの設定 

 整備ゾーニングは，保存活用計画における整備地区区分を活かし，立川段丘上のⅠ地区を「遺
跡体験ゾーン」，崖線と段丘下の低地部からなるⅡ地区を「⾃然ふれあいゾーン」，郷土博物館

分室を含む史跡指定地の西に隣接するⅢ地区を「ガイダンスゾーン」に設定する。 

 このうち，遺跡体験ゾーンについては，中央に未公有化の土地があることから，開園時の対

応として高位面は保護盛土と植栽を主とした整備による暫定公開とする。 

 

 

保存活⽤計画に⽰した整備地区区分と基本的な⽅向性 

Ⅰ 地 区（重要遺構が検出された区域） 
特異な墓制と祭祀空間という集落構成のあり⽅が感じられるような整備。 

Ⅱ 地 区 
集落の⽴地環境や，縄⽂時代の植⽣や⾃然環境を体験できるような整備。 

Ⅲ 地 区 
史跡の維持管理や活⽤事業の拠点となるガイダンス施設，駐⾞場，便益施設等を設ける。

 

保存活⽤計画の 
整備地区区分 

整備ゾーニングの考え⽅

短期整備（公有化完了まで） 中期整備（公有化完了後）

I 地 区 

遺跡体験ゾーン（低位⾯）
空間体験を通じた歴史学習の場として
公開する。 
⽅形配⽯遺構や⽯棒集積遺構を復元展
⽰し，遺物集中域を平⾯的に表⽰する。

遺跡体験ゾーン（低位⾯・⾼位⾯）
空間体験を通じた歴史学習の場として
公開し，市⺠が憩えるオープンスペー
ス，あるいはイベント開催等，多⽬的に
活⽤する。 
 
⾼位⾯の墓域の復元展⽰，遺物集中域
の平⾯表⽰を⾏う。低位⾯と⾼位⾯の
連続した広がりを表現する。 

交流広場ゾーン（⾼位⾯）
市⺠が憩えるオープンスペース，イベン
ト等の多⽬的広場として活⽤できるよ
う整備（保護層確保と修景植栽）

Ⅱ 地 区 
⾃然ふれあいゾーン 
良好な樹林環境を維持管理しながら，利
⽤を図るゾーン  

⾃然ふれあいゾーン 
左記の状況に加えて，⽔場利⽤の調査成
果を説明板等で補⾜する。 

Ⅲ 地 区 
ガイダンスゾーン  
史跡の維持管理や活⽤事業の拠点となる，ガイダンス施設を設置する史跡公園の
導⼊部  
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図３０ 整備ゾーニング（短期整備：公有化完了まで） 

 

 
図３１ 整備ゾーニング（中期整備：公有化完了後）  
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１．遺跡体験ゾーン（※暫定公開の交流広場ゾーンを含む） 

主要遺構の復元展示や遺物集中域の広がりを表現し，空間体験を通じた歴史学習の場として

公開する。段丘上の広い空間を活かし，市民の憩いの場としてのオープンスペース，縄文まつ

りのイベント等の開催など，多目的な広場としての利用を図る。 

 遺跡体験ゾーンにおいては，低位面には縄文時代の特徴を備えた方形配石遺構や石棒集積遺

構，高位面には弥生時代の始まりを思わせる合口土器棺墓があり，両者の復元や表示をするこ

とで縄文から弥生への移行期の遺跡であることを表現する。 

 ただし，遺物集中域の広がりは，生産緑地の範囲にも連続している可能性があり，今後調査

が必要である。このため，公有化完了までの対応としては，高位面の遺構の表現は行わず，保

護層の確保と修景植栽による整備にとどめることとし，多目的広場として活用する。 

 

【整備内容】 

・地下に埋蔵している主要遺構や遺物集中域の上に生育する樹木，ゾーン内に存在する外来種

は伐採する。また遺構保護層の薄い地点については，盛土を行う。 

・縄文時代晩期の地形を検討し，当時の起伏に近い環境を広い草地として再現した中で，縄文

晩期の墓制と祭祀の姿を表す方形配石遺構と合口土器棺を復元展示，石棒集積遺構は復元あ

るいは掘方を窪地として表現する。   

・遺跡体験ゾーンの中央部は，縄文晩期の遺物集中域に該当し，確認された石器剥片や土器等

の日常生活に由来する遺物から当時の生活空間と考えられており，この遺物集中域の平面表

示を兼ねた広場を設定する。 

・高位面（交流広場ゾーン）においては，南側に望む山並み（多摩丘陵）が展望できる位置に，

ベンチ等を配置した眺望地点を設ける。 

・史跡公園と住宅地との境界部分は，遺構の保存に影響のない場所を選んで，住宅が目立たな

いよう修景植栽を配置する。なお，遺跡体験ゾーン内にある樹木のうち，ヤマザクラやモミ

ジ等の落葉広葉樹で樹形の整った樹木は，修景植栽として植え替えを検討する。 

・北側の市道は史跡指定地に含まれるが，住宅地の出入口として，あるいは生産緑地に通じる

道として利用されていることから，管理用車両の通行可能な通路として整備する。 

・既存の史跡標柱と説明板は撤去し，位置を変えて更新する。 

 

 

２．自然ふれあいゾーン 

住宅地に囲まれた中にある貴重な自然環境を保全し体感しながら，下布田遺跡の縄文人の植

物利用や生活環境を学ぶ場として活用する。このため，既存の遺跡調査会建物は撤去する。ま

た，縄文植物園を新たに設ける。 

樹林や縄文植物園の維持管理や活用は，市民団体や学校教育との連携を図って取組むものと

する。 
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【整備内容】 

・現況の地形を活かし，地形造成は基本的に行わない。 

・現存する植生に含まれる外来種や縄文時代に存在しない樹木は排除する。併せて，管理され

ず密集しすぎた樹木の除間伐を行い，樹林の健全な育成を図る。 

・自然ふれあいゾーンの北西部・北東部に縄文植物園を設けて，花粉分析等で判明した縄文時

代の植物や体験学習に使用する植物を栽培する。 

・東側に新たに入口を設け，低地部を散策できる園路を設定する。 

・道路に面して指定地を囲むフェンスは，圧迫感を与えないよう低い柵に変更する。 

・伐採で生じた木材等は，斜面の木道などに活用する。 

・低地部で判明している縄文時代の湧水地点には，将来的には説明板を設置する。 

 

 

３．ガイダンスゾーン 

 史跡公園の管理機能を備えて，来園者の利便性向上を図るための，管理・活用施設，便益施

設を設置するゾーンとする。下布田遺跡の情報提供や体験活動を行い，史跡公園の見学起点，

活動拠点となるガイダンス施設を整備する。 

 

【整備内容】 

・史跡公園の導入部として，市道と史跡をつなぐエントランスとしての正面性を整える。 

・ 寄駅やバス停からのアプローチは，徒歩や自転車での来訪を基本とし，自転車用の駐輪場

を設置する。駐車場は管理者及び身障者対応に限定して設ける。 

・郷土博物館分室を建て替えて，ガイダンス施設を新設する。ガイダンス施設は，下布田遺跡

の解説展示を行い，現地見学に必要な情報を提供するほか，体験学習室，便所，休憩スペー

ス，管理室等を備えたものとする。 

・崖線に残る緑を保全し，敷地内の緑化修景に努める。 
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図３２ 史跡下布田遺跡整備計画平面図  
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第２節 遺構保存計画 

１．樹根による悪影響の排除 

 主要遺構や縄文晩期遺物集中域は，遺跡体験ゾーンの低位面と高位面に広がっており，その

直上に生育する樹木は，樹根による悪影響を排除するために伐採する。 

 自然ふれあいゾーン内は，低地部の樹木が遺構に絡む状況が確認された場合は，これらを伐

採する。 

 

２．保護盛土（保護層の確保） 

 地下に保存されている遺構保護のため，盛土を十分確保する。 

 

①遺跡体験ゾーン 

 遺跡体験ゾーンのうち低位面（方形配石遺構，石棒集積遺構及び両遺構周辺の遺物集中域の

範囲）は，現状において，おおむね地表面から約８０～９０㎝の深さで縄文時代晩期の遺物包

含層（Ⅱｂ層）や遺構面に到達するため，遺構保護層は現状で確保されている。このため，遺

構保護のための新たな盛土は行わない。 

高位面については，一部に４０㎝ほどしかない薄い地点があるため，縄文時代晩期の遺物包

含層まで８０㎝以上の保護盛土厚を確保することを基本に，必要な箇所に保護盛土を行うもの

とする。 

 

②自然ふれあいゾーン 

 Ⅱ地区（自然ふれあいゾーン）の低地部において，これまで確認された遺物包含層は，現地

表面から約１５０cm 下層にあり，遺構保護の厚さは十分確保できていることから現状維持とす

る。 

 

 

  

  



第５章 整備基本計画 

63 

第３節 動線計画 

１．アクセスの方法 

 史跡公園には大規模な駐車場が確保できないことから，公共交通機関の利用を推奨し， 寄

りの駅及びバス停からの適切な誘導を行う。 

 このため，「調布市公共サイン整備ガイドライン」に基づき，調布市が進める近隣の公共サイ

ン（案内・誘導サイン）の設置・更新にあわせて，下布田遺跡への適切なルート表示を進めて

いく。 

 

①公共交通機関 

・鉄道利用者に対しては，京王線の調布駅及び布田駅からの案内・誘導を行う。鉄道利用者は，

遠方の市民か市外在住者が想定され，下布田遺跡を初めて訪れる場合でも容易にたどりつく

ルートを推奨する。 
 

 

図３４ 調布駅・布田駅から史跡公園へのアクセスルート（〇は誘導サインの設置箇所） 

布田駅から，布田南通りを南下，椿地蔵前
交差点で品川道りに右折して調布駅からの
ルートに合流。 
または，布田南通りを直進し，布田６丁目
交差点を右に入るルートで史跡公園東側の
入口に誘導する。 

調布駅中央口から市道南２９を南下し 
品川通りを左折。品川通りを東に進ん
で，市道１２３－３６に右折するルート 

調布駅 

布田駅 

下布田遺跡

停留所
品川通り上布田

停留所 
椿地蔵前 
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・駅前に設置されている総合案内板に下布田遺跡の位置を表示する。併せて駅構内にリーフレ

ット等の配置を検討する。 

・路線バスの利用者に対しては，京王・小田急バスの「品川通り上布田」バス停からメインエ

ントランスへの誘導・案内を行う。 

 

②シェアサイクルの導入 

・調布市で，現在電動アシスト自転車のシェアサイクル事業（実証実験）を進めていることか

ら，史跡公園にもシェアサイクルステーション(専用駐輪スペース)の設置を検討する。 

 

③その他 

・一般の自家用車に対しては，原則として近隣の民間有料駐車場の利用を推奨する。 

・ガイダンスゾーンの敷地形状や土地利用規制等から大型バス駐車場の設置は難しいが，小中

学校の課外活動利用を促すためは，大型バス駐車場の確保が求められるため，近隣用地確保

の是非も含めて大型バス駐車場設置について検討を行う。 

 

２．導入部の設定 

①主導入部 （ガイダンスゾーン） 

・ガイダンスゾーンが接する西側の市道に，史跡公園へのメインの導入部を設定する。 

 

②副導入部 （北・南東・南西の３か所を設定する。） 

・低地部からのアクセス改善を図るため，南東側に新たな入口を設ける。さらに，南側の市道

との間のフェンスを撤去（あるいは車止めを兼ねた低い柵）して，公園内を歩けるように園

路を設ける。 

・北側市道からのアクセスは，史跡公園への入口を現在よりも西側の位置に変更する。指定地

内の生産緑地に通じる市道は現状維持とする。 

・南の市道に面した入口は，現状の位置のまま使う。 

 

３．史跡公園内園路 

史跡公園内は各ゾーンを見学しながら円滑に移動できるよう，園路を設定する。 

 遺跡体験ゾーン（交流広場ゾーン含む）は，主要見学地点へと誘導する園路にふさわしい，

縄文時代の雰囲気になじませるよう土系舗装等を用いることとする。ただし，北側市道に関し

ては，管理車両が通行可能な強度を持たせた仕様（脱色アスファルト等）を検討する。 

 自然ふれあいゾーンでは，既存の踏み分け道を活かして，東西につなげる園路を設定する。

縄文時代の雰囲気及び現状の環境を活かすため，未舗装あるいはウッドチップや土系舗装とい

った自然系舗装材を使用する。 
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図３３ 動線計画図 

 

 

   

 

  

ウッドチップ舗装園路 
（史跡平出遺跡：長野県塩尻市） 

土系舗装による園路
（史跡飛山城：栃木県宇都宮市）

脱色 舗装園路
（都史跡本町田遺跡：東京都町田市）
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第４節 地形造成 

１．地形復元検討 

 縄文時代晩期集落は埋没谷地形を志向したと考えられていることから，布田崖線縁辺に立地

する下布田遺跡の特徴を整備に反映するために，地形復元の検討を行った。 

 

①検討の方法 

 指定地内の各調査地点から，特に立川段丘上の高位面・低位面を中心に，各層の標高を抽出

し，図上に示した。抽出した標高は，①現況地盤面，②保護すべき縄文時代晩期の遺構・遺物

包含層（Ⅱｂ層），③原初的な地形を知るためのローム漸移層である。  

 

②検討結果 

【Ⅱｂ層の深さ】 

立川段丘上の高位面では，浅い地点では地盤面から４０㎝，深い地点では８０㎝下層で検出

された。高位面は古墳が造営されていたことから，墳丘部に該当する範囲はⅡb 層が保存され

ているものの，墳丘周囲に該当する範囲は削られてⅡb 層の残存状況が良くない傾向がある。 

Ⅱｂ層は，低位面では，浅い地点では地盤面から４０㎝ほど下層で，深い地点では１２０㎝

ほど下層から検出された。各面でばらつきはあるものの，平均して８０～９０㎝ほど下層から

検出されており，現状において，保護すべき遺構・遺物包含層は多くの地点で確保されている

ことが分かった。 

【高位面と低位面の標高差】 

高位面と低位面における標高差について，現況地盤面，Ⅱｂ層，ローム漸移層の各層位ごと

に比較した結果は以下の通りである。 

現況地盤面 ：標高差が大きい地点は２００㎝，小さい地点は１５０㎝ 

Ⅱｂ層   ：標高差が大きい地点は１４０㎝，小さい地点は１１０㎝※ 

ローム漸移層：標高差が大きい地点は２７０㎝，小さい地点は１４０㎝ 

 ローム漸移層は 大で２７０㎝と高低差が大きく，原初的な地形は起伏に富んでいたことが

わかる。その上層に形成された，現況地盤面とⅡｂ層の高低差は変化が少なく，縄文時代晩期

における地形（高低差）は現況地形とそれほど相違がないことが分かった。 

※高位面のⅡｂ層の上面は削られている可能性がある。 
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２．地形造成の考え方  

①遺跡体験ゾーン 

遺跡体験ゾーンは，縄文時代晩期の理解につながるよう，地形復元の検討成果を可能な限り

地形造成に活かす方針とする。将来的に低位面と高位面が連続する段丘上の広がりを表現する。 

 したがって，遺跡体験ゾーンにおいては，低位面における地表地盤高から晩期包含層（Ⅱｂ

層）の平均的な厚さ８０㎝を保護盛土の目安とし，縄文晩期の地形の起伏にそった整備高を設

定する。部分的に保護層の薄い地点や厚く堆積している地点があり，地形復元の検討に基づき

これらの微地形の調整を図る。周辺部との擦り付けなどを含めた，細部の調整は基本設計で検

討する。 

 

 

図３５ 地形復元検討図 
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図３６ 遺跡体験ゾーン地形復元断面模式図（概念図） 
 

②自然ふれあいゾーン 

 自然ふれあいゾーンは，低地面の遺構保護の厚さが十分確保できていることから，現況の地

形保全を前提とし，崖線斜面および低地面の地形造成は行わない。 

 

③ガイダンスゾーン 

 ガイダンスゾーンは，崖線の緑地を含むため，自然ふれあいゾーンと同様に地形造成は行わ

ない。 

 

 

 

  



第５章 整備基本計画 

69 

第５節 遺構の表現 

 縄文時代晩期の主要遺構は，埋設遺物（石棒・埋設土器等）を取り上げたのち埋め戻してあ

り，同じ位置の地表面にて遺構を表現する。 

 遺跡体験ゾーンにおいて確認された縄文晩期の遺構のうち，墓制と祭祀の特徴と変遷を表す

方形配石遺構・石棒集積遺構・合口土器棺墓を整備対象とし，それぞれの形状や保存状況に合

わせて適切な表現方法を選択する。 

 

１．復元展示（方形配石遺構） 

 方形配石遺構は，埋め戻した遺構の地表面において，同質・同形状の石材を用いて再現する。 

 方形配石遺構は，平成３０年度の再発掘調査の際に三次元測量を行っており，その計測デー

タに基づき忠実に復元する。ただし，昭和５６年度の調査記録と比較して配石列の一部につい

て破壊が認められたことから，その範囲については，破壊前の資料を参考に配石の再現に努める。 

 なお，方形配石遺構の復元展示の周囲には，立入りを抑制する柵の設置も併せて検討する。 

 

 

図３７ 方形配石遺構全体図（平成３０年度調査範囲は黒，昭和５６年度の調査範囲を赤で表示） 
 

赤く表示した礫は滅失
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復元展示の整備例（同質・同形状の石材を用いる事例） 
 

    
 環状積石遺構の復元（都史跡田端環状積石遺構）  配石遺構の復元（史跡高ケ坂石器遺跡 稲荷山遺跡） 

 

 

２．復元展示（石棒集積遺構） 

 石棒集積遺構も方形配石遺構と同様に，埋め戻した遺構の地表面において，同質・同形状の

石材や土器片を再現する。ただし，出土遺物の多くが所在不明であることが判明したことから，

復元に向けた作業は，調査時の写真・図面を手がかりとし，大型石棒をはじめ石製品・土器・

礫等の遺物形状と配置について復元検討する。 

 今後の精査の結果，原資料の少なさから復元困難

と結論付けた場合，土系舗装等により遺構の窪み

（掘方）を表現する。 

 遺跡の表現と併せて，石棒集積遺構から取り上げ

た大型石棒，石器，土器，礫等の紹介は，出土地点

の近くに発掘当時の写真を陶板に焼き付けて配置

する。 

  

 

３．遺構複製展示（合口土器棺墓） 

 合口土器棺墓は，埋め戻した遺構の地表面におい

て，棺に利用された土器の複製を製作し，埋設され

た状況を再現する。 

 ただし，合口土器棺墓の表現は，高位面にあるた

め将来計画とし，生産緑地部分の公有化完了後，速

やかに整備する。今後の高位面の調査で同様の墓跡

が確認された場合は，それらを合わせて表現方法を

検討する。 

 

甕棺墓の整備例 
（特別史跡吉野ケ里遺跡） 

昭和５６年発掘調査当時の写真 


