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１．はじめに

　ユーラシア大陸の東端に位置する日本列島では、
38,000 年前以降に列島全体で、新人に特徴的な行動
の諸要素が発現する遺跡が急増するため、新人の地球
規模の拡散シナリオに明確に位置付けることができる
(Izuho and Kaifu 2014)。そのため、新人の東アジア
への具体的な移動ルートの全体像をつかむことは、日
本列島の後期旧石器文化の特徴や成り立ちを巨視的な
視点から評価する上で有益である。
　新人のアフリカから東アジアへの移動については、
北回りルートと南回りルートがあるが、北回りルート
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で考える場合は、アフリカから西アジアに出た後に北
上するか、東に進むかで２つの選択肢がある。北上し
て、カフカス地方に向かう場合は、カフカス山脈を越
えた後、当時の縮小したカスピ海の北岸に沿って東
へ移動し、ウラル山脈南端、アラル海北東岸を経由
し、カザフスタン中央部の砂漠を避けて、カザフスタ
ン南部のカラタウ山地に沿って南下し天山山脈北麓に
至るルートが想定される ( 図 1)。カスピ海東岸とウラ
ル山脈南端及びアラル海北東岸は前期旧石器時代から
後期旧石器時代に至る大規模な遺跡群が展開している

（Мамиров 2012）。
　東に進む場合は、イラン高原から北上してトルクメ
ニスタンおよびウズベキスタン南東部のヒンドゥーク

要　　旨

　アフリカから東アジアに至る現代人の移動を北回りルートで考える場合、中央アジアにおいては砂漠と山脈
に挟まれる地形上の制約からカザフスタン南部の天山山脈北麓の丘陵地帯が東西方向の主要移動ルートとして
想定される。とりわけその西端において北西方向に延びるカラタウ山地は、カフカス地方を経由しアラル海か
ら南下するルートとイラン高原からの北上ルートの２つのルートが合流するため、その重要性は高い。そのた
め 2017 年秋にカザフスタン南部のカラタウ山地において旧石器時代遺跡の分布調査と試掘調査を行った。そ
の結果、カラタウ山地南半部の東麓を中心に 21 か所の旧石器時代遺跡を新たに発見した。これらの時期、立地、
分布について報告し、カザフスタンにおける意義について議論する。
　中期旧石器時代のクズルアウト 1 遺跡、同 2 遺跡は稠密な石器分布が広範囲に及び、これまでカザフスタン
全体で数か所程度知られていた巨大遺跡に匹敵する規模であり、今後の中期旧石器時代の石器群類型区分に重
要な新資料を提供することになる。後期旧石器時代遺跡は 12 遺跡確認されたが、クズルアウト 3 ～ 5 遺跡で
は石刃及び石刃核がまとまって採集された。これまでの調査ではカザフスタン南部には、石刃石器群は認めら
れないことが特徴とされてきたため、これらの遺跡の発見は、現代人のこの地域における拡散と後期旧石器文
化の形成を考える上で極めて重要な位置づけが与えられる。またビリョック・バスタウ・ブラック 1 遺跡では、
試掘調査により有機質遺物を含む後期旧石器時代の遺物包含層が層位的に良好に堆積していることが確かめら
れた。カザフスタン全体で層位的な堆積のある後期旧石器時代遺跡は 4 例のみであり、稀少な事例と評価される。
中央アジアでは未だ事例の少ない現代人的行動の考古学的な証拠の発見も期待される。
　今後は、これらの遺跡を精密に発掘調査することにより、カザフスタンにおける後期旧石器文化の成立過程
を解明し、これまで空白地帯であった中央アジア中央部において、現代人の拡散過程を考古学的に直接議論し
得る新たなデータを獲得することが可能となると考えられる。

キーワード：カザフスタン　カラタウ山地　北回りルート　石刃石器群
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シ山脈の南麓を経由して、カザフスタン南部のカラタ
ウ山地南部を経由し天山山脈北麓に至るルートが想定
される。いずれの場合も、天山山脈北麓に至るまでに、
その西端で北西方向に延びる支脈のカラタウ山地を経
由することが想定される ( 図 1)。
　カザフスタンは中央部が極端な乾燥地帯なので、古
代中世のシルクルードと同様に水源の多い南部の天山
山脈北麓が、東西方向の主要な移動ルートになってい
たと考えられる。なぜならば、北部のステップ地帯で
は、完新世で土器出現以前と定義される中石器時代以
降に遺跡が現れ、新石器時代以降に増加することが分
かっているからである（Артюхова 2008）。
　天山山脈北麓から東へはそこから大きく２つのルー
トが想定される。ひとつは、カザフスタン東部のアル
タイ山地西麓に沿って北上して、アルタイ山地北麓、
バイカル湖周辺、ザバイカル地方を経由し、モンゴル
高原やシベリアに至るルート。もうひとつは、天山山
脈北麓をそのまま東へ進み、ジュンガル盆地に入り、
内蒙古を経由して、華北地方、朝鮮半島に至るルート
である。前者のルート上には多くの後期旧石器時代遺
跡が分布し、Gobel により東アジアへの拡散ルートと
して想定されている（Gobel2007,2014）。後者のルー
トは東アジアへの最短ルートで、古代中世のシルク
ロードのうち天山北路にあたる（Баипаков 2008）。
　このように、北回りルートは、カザフスタン南部を

挟んで西と東に２つずつの合計４つの大きなルートが
想定されるものの、いずれもカザフスタン南部の天山
山脈北麓を経由する点は共通する。とりわけその西端
において北西方向に延びるカラタウ山地南部について
は、カフカス地方を経由しアラル海から南下するルー
トとイラン高原からの北上ルートの２つのルートが合
流すると考えられ、その重要性は高い。新人の北回り
ルートによる東アジアへの移動を考えるにあたって
は、カザフスタン南部カラタウ山地の後期旧石器時代
遺跡の情報が不可欠である。
　以上のような問題意識に基づき、2017 年 9 月～ 10
月にカザフスタン南部のカラタウ山地において旧石器
時代遺跡の探索を行った。小稿では、カザフスタンに
おける後期旧石器文化成立プロセスを検討するにあ
たって、本調査成果が果たす意義について議論する。

２．調査対象地域

a) カラタウ山地の地質と地理
　カラタウ山地は、シルダリア川の東に沿って北西
方向に延びる全長約 380㎞の山脈で、南端で天山山
脈の西端に接続する。山地全体は、古生代と中生代の
堆積物からなり白亜紀以降に離水したとされている

（Алпысбаев 1979）。北西部は最も高い標高が 2176

図１　カラタウ山地の位置
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図２　調査経路（点線は図 3 の範囲）

図３　カラタウ山地の旧石器時代遺跡分布 ( 白：新規発見遺跡　黒：既知の遺跡 )

１：クズルアウト 1 遺跡　2：クズルアウト 2 遺跡　3：クズルアウト 3 遺跡　4：クズルアウト 4 遺跡　5：クズルアウト 5 遺跡　6：クズ
ルアウト 6 遺跡　7：クズルアウト 7 遺跡　8：クズルアウト 8 遺跡　9：クィガンコリ 3 遺跡　10：クィガンコリ 2 遺跡　11：クィガン
コリ 1 遺跡　12：クズルカナット遺跡　13：タムディ遺跡　14：ビリョック・バスタウ・ブラック 1 遺跡　15：ビリョック・バスタウ・ブ
ラック 2 遺跡　16：ケンサイ洞窟　17：タックリ遺跡　18：ソッコリ西遺跡　19：ソッコリ北遺跡　20：アクトベ遺跡　21：アッサ遺跡
　22：ボリカズガン遺跡　23：タニルカズガン遺跡　24：クズルタウ遺跡　25：ソッコリ遺跡　26：ウシュバス洞窟　27：チョーカン・
バリハノフ遺跡　28：アシサイ遺跡　29：ショクタス遺跡　30：コシュクルガン遺跡

600km
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ｍの険しい大カラタウ山地が、長さが約 210㎞の長さ
にわたり聳え立つ。これに対して南東部は、最も高い
標高が約 1100 ～ 1600 ｍのなだらかな低い山地が続
く小カラタウ山地が約 170㎞の長さで続く ( 図 2)。ほ
ぼ中央部で分水嶺の標高が約 600 ～ 800 ｍと低くな
る範囲があり、ここを現在も東西方向の交通路が通る。
　従来の調査で旧石器時代の遺跡が見つかっているの
は、この分水嶺の標高が低くなっている範囲の東西の
山麓およびそれにつづく平原であり、今回の調査でも
この範囲で新規に旧石器時代遺跡を確認した ( 図 3)。
　南東部の小カラタウ山地の内部では、北東部に所在
するウリケンアクタウ山地と南西部に所在するボラル
ダイタウ山地の 2 本の山地が並行し、その間にジュラ
紀の堆積物からなる高原状の盆地が挟まれている。南
西のボラルダイタウ山地は最も高い標高が 1610 ｍと
小カラタウ山地の中では比較的地形が険しく、その西
麓の渓谷は深く川沿いに平地が少ない。北東のウリケ
ンアクタウ山地は標高 949 ｍの低い山地で、その東麓
は低い丘陵地が続く。　　
　このように、小カラタウ山地は、北東部のウリケン
アクタウ山地の東麓において、徐々に標高が低くなり、
低い丘陵から丘陵に沿った平原に移行していく（図
3）。この範囲は、風化作用が面的にはたらく削剥作用
によって形成された準平原とされている（Алпысбаев 
1979）。
　この平原には、ウリケンアクタウ山地の東麓の沢水
により、長さ約 18㎞で深さ約 10 ｍの最大の湖ビリコ
リ湖をはじめ、アッコリ湖、ソッコリ湖が現存する。
このほかに、かつて水が溜っていた場所に塩類が析出
し堆積した現地でサリョンチャックと呼ばれる旧湖底
やその周囲の微高地の旧湖岸が、北西から南東方向に
列状に多数認められる。しかし現在は非常に乾燥した
環境であるため、水がみられる河川や湖は少ない。
　それらかつての湖の跡の周囲や、かつての小河川の
名残とみられる浅い涸れ谷沿いには、旧湖岸や旧河岸
段丘が微高地となってみられ、分布調査の主な対象と
した。

b) カラタウ山地における調査研究史
　カラタウ山地においてはじめて行われた考古学調査
は、1957 年から 1962 年のアルプスバエフによる考
古学・地質学遠征調査である（Алпысбаев 1979）。カ
ラタウ遠征調査隊が編成され、カラタウ山地南部を
中心に、詳細な分布調査および一部の遺跡の本格的
な発掘調査が行われた。この調査により、クズルタ
ウ（Кузылтау）遺跡 ( 図 3：24)、ソッコリ（Соколъ）
遺跡（同 25）、ボリカズガン（Бориказган）遺跡（同
22）、タニルカズガン（Танирказган）遺跡（同 23）、

チョーカン・バリハノフ（Ч.Валиханова）遺跡 ( 同
27)、ウシュバス（Ушбас）洞窟 ( 同 26)、アシサイ

（Ачисай）遺跡 ( 同 28)、ショクタス（Шоктас）遺跡 ( 同
29)、コシュクルガン（Кошкурган）遺跡（同 30）と
9 か所の遺跡が見つかり、この地域が旧石器時代遺跡
の集中地域であることが明らかにされた。見つかった
遺跡の多くは前期および中期旧石器時代とされたが、
このうちチョーカン・バリハノフ遺跡は、発掘調査が
行われて、レス堆積層中に中期旧石器時代から後期旧
石器時代にかけての 5 枚の文化層が累積する多層遺跡
であることが判明した（Алпысбаев 1979）。
　チョーカン・バリハノフ遺跡はその後、アル - ファ
ラビ記念カザフ国立大学のタイマガンベトフにより、
1983 年及び 1992 ～ 1993 年にも発掘調査が行わ
れ、６枚の文化層が検出されている (Таймагамбетов и 
Аубекеров 1996)。
　その後 1996 年から 2003 年にかけてロシア－カザ
フスタン共同調査が実施され、ロシア科学アカデミー
シベリア支部考古学民族学研究所のデルビアンコらと
カザフ国立大学のタイマガンベトフらにより、カザフ
スタン南部の組織的な旧石器時代遺跡調査が行われた
(Деревянко и Таймагамбетов 2003)。この時の調査では、
アルプスバエフによって明らかにされた遺跡のうち、
ショクタス遺跡、コシュクルガン遺跡、チョーカン・
バリハノフ遺跡の本格的な発掘調査が行われた。ショ
クタス遺跡およびコシュクルガン遺跡では、トラバー
チン堆積層より、小型のアシューリアン石器群が検出
され、電子スピン共鳴法により 25 ～ 50 万年前の年
代が与えられた（Деревянко и Таймагамбетов 2000）。
2002 ～ 2003 年には、チョーカン・バリハノフ遺跡
の発掘調査が行われている。
　その後、2004 ～ 2005 年及び 2012 ～ 2013 年にカ
ザフ国立大のタイマガンベトフによりチョーカン・バ
リハノフ遺跡が発掘調査されている。2013 年の調査
では、OSL 年代測定のサンプルが採取され、中期旧石
器時代とされてきた最下層の第 6 文化層の OSL 年代が
39.5 ± 3.8ka と判明し（Fizsimmons et al. 2017）、こ
の遺跡の石器群の解釈の根本的な変更が迫られている。
　ほかに近年は、ソッコリ湖周辺でカザフ国立大学の
ベクシートフにより旧石器時代遺跡の探索が行われて
いる。
　このように、この地域では、1960 年前後のアルプス
バエフによる分布調査により旧石器時代遺跡の分布が
明らかにされ、その後、ロシア科学アカデミーシベリ
ア支部考古学民族学研究所により前期旧石器時代の発
掘調査が行われ、カザフ国立大学により継続的にチョー
カン・バリハノフ遺跡の発掘調査が行われてきた。あ
らためて小カラタウ山地全体を見渡すと、旧石器時代
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遺跡の分布はアルプスバエフによる調査以来大きな変
化がないといえる。前期及び中期旧石器時代遺跡が多
く、後期旧石器時代遺跡は少ない点も特徴である。

３．調査の方法

　調査を始めるにあたり奈良文化財研究所とカザフス
タン共和国国立博物館の間で考古学調査研究交流協定
を締結し、双方による共同調査として位置づけた。現
地調査を行ったのは、奈良文化財研究所の国武および
カザフスタン共和国国立博物館のタイマガンベトフの
2 名であり、調査期間は 2017 年 9 月 23 日から 10
月 21 日までの 29 日間である。この調査は、カザフ
スタンにおける旧石器時代遺跡についての日本とカザ
フスタンによる初めての共同調査となった。
　調査対象地域は、カラタウ山地の標高が低くなだら
かになる南部とその東西の麓の丘陵地で、北西 - 南東
方向に細長い約 200㎞×約 100㎞の範囲である。この
地域では既に述べたように、1960 年前後のアルプス
バエフの調査により旧石器時代遺跡が 9 か所見つかっ
ている。これらの遺跡の分布をみると山脈上に 3 か
所、東麓に 4 か所、西麓に 2 か所立地している（図
3）。これまで見つかっている遺跡のうち、後期旧石
器時代遺跡とされているのはチョーカン・バリハノフ
遺跡とアシサイ遺跡の 2 か所であり（Таймагамбетов 
и Ожередьев 2009）、前者は発掘調査により 7 ｍのレ
ス堆積層中に文化層が 6 枚検出された多層遺跡である

（Таймагамбетов и Аубекеров 1996）。冒頭に述べたカ
ラタウ山地南部の地理的な重要性に加えて、既知の遺
跡の立地と現地形からみて、さらに多くの遺跡が存在
する可能性が考えられたため、新しい後期旧石器時代
遺跡の発見を主な目的としてこの地域を重点的に調査
することとした。
　現地調査の方法は、対象地域を車で走行し石器の散
布地を探す方法で行った。具体的に調査した地点は、
小河川や湖などの現在も水がある地形の周辺のほか
に、洞窟や岩陰、およびかつて水があったと考えられ
る旧小河川の河岸段丘や旧湖岸などの微高地及び旧湖
底を、現地踏査により探して、その地点における石器
の散布状況を確認した。
　1 か所の調査地点の範囲は、石器の分布状況を一度
に見て回れる範囲で、それほど厳密ではないが数百
メートル四方である。現地調査で走行した距離はのべ
約 4,600㎞で（図 2）、石器の散布状況を確認した調査
地点は 95 か所である。新しく 5 点以上の石器の散布
が確認された場合は遺跡として認定し、その土地の呼
称を参考にして遺跡名をつけた。5 点未満の場合は石

器散布地とし、遺跡名はつけていない。必要に応じて
試掘調査を行い、石器包含層の状態を確認した。

４．現地調査の成果

a) 発見した遺跡の帰属時期
　95 か所の調査地点のうち、新規に発見した旧石器
時代遺跡は 37 地点、石器散布地は 5 地点、既知の遺
跡は 11 地点、石器が確認されなかった地点は 42 地
点である。遺跡を新規に発見した 37 地点は石器の散
布状況から、21 遺跡に統合された。同じく既知の遺
跡の 11 地点は 9 遺跡に統合された。
　ところでこの地域で採取された石器については先行
研究により、風化の度合いで時期区分が試みられてお
り、強い風化、中程度の風化、弱い風化が、それぞれ
前期旧石器、中期旧石器、後期旧石器に対応するとし
て分類されている（Деревянко и Таймагамбетов 2003; 
Taimagambetov and Alipova 2013）。そのため事前に、
アルプスバエフによるカラタウ山地の採集資料を収蔵
するアル - ファラビ記念カザフ国立大学において資料
を実見してその特徴を把握した。実際の現地調査にお
いては、中期旧石器時代のルヴァロア石核が散布する
遺跡が 4 割以上を占めたため、その風化を中程度の基
準として認識し、それよりも風化の強いものを前期旧
石器の可能性が高い石器、それよりも風化が弱いもの
を後期旧石器の可能性が高い石器として推定した。た
だし風化の特徴で時期の推定が可能な石材は、この地
域の主要石材である黒色フリントのみであり、玉髄や
中生代珪質頁岩あるいは黒色頁岩では風化度合いによ
る時期の推定は、現状では不可能であった。
　この風化度合いと採集石器の技術的な特徴に基づ
き、新規に発見した 21 遺跡の推定される帰属時期は
以下の通りである。前期～中期旧石器時代と推定され
る遺跡が 5 遺跡、中期旧石器時代と推定される遺跡が
2 遺跡、中期～後期旧石器時代と推定される遺跡が 7
遺跡、後期旧石器時代と推定される遺跡が 5 遺跡、中
石器時代と推定される遺跡が 1 遺跡、時期不明の遺跡
が 1 遺跡である。
　前期～中期旧石器時代とは、前期旧石器と推定され
る石器と中期旧石器と推定される石器が両方散布して
いるため、前期旧石器時代から中期旧石器時代にかけ
て形成されたか、両時期の遺跡が重複していると推定
するものである。中期～後期旧石器時代も同様である。
表面採取資料のみからの推定なので、時期区分は厳密
性を欠くが、大まかな傾向を知ることはできる。
　結果として時期別にみると、前期旧石器時代が 5 遺
跡、中期旧石器時代が 14 遺跡、後期旧石器時代が 12



立地・時代 前期・中期旧石器 中期旧石器 中期・後期旧石器 後期旧石器 中石器 不明 計

旧河岸段丘 2 遺跡
（クイガンコリ 2・3）

6 遺跡
（クズルアウト 3 ～ 8） 8

河岸段丘 　　　　　　　　　 1 遺跡
（タムディ） 1

旧湖岸 1 遺跡
（クズルアウト 2）

1 遺跡
（クィガンコリ 1）

1 遺跡
（クズルカナット）　 3

湖岸 2 遺跡
（ソッコリ西・　ソッコリ北） 2

旧湖底 1 遺跡
（タックリ）

1 遺跡
（アクトべ） 2

湧水源頭 1 遺跡
（ビリョックバスタウブラック 1）

1 遺跡
（ビリョックバスタウブラック 2） 2

小丘陵 1 遺跡
( クズルアウト 1)

1 遺跡
（アッサ） 2

洞窟 1 遺跡
（ケンサイ洞窟） 1

計 5 2 7 5 1 1 21
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る 5 遺跡のうち 4 遺跡は、小河川の河岸段丘、湧水
の源頭周辺、湖岸など、現在も水のある環境に面した
微高地に立地している。結果として、中期～後期旧石
器時代とあわせて、後期旧石器時代遺跡と推定される
12 遺跡にかぎってみると、様々な立地を示すことに
なる。
　カラタウ山地南部は西麓が石灰岩地帯であるため、
洞窟や岩陰が比較的多数みられた。このうち、人が入
れる比較的規模の大きな洞窟 2 か所と岩陰 1 か所につ
いて石器の散布を確認したところ、洞窟 1 か所で、洞
内に石器と骨の散布がみられ遺跡として認定した。し
かしこの他の洞窟・岩陰は、床面に土壌が堆積してお
らず、遺跡が形成されていなかった。

c) 発見した遺跡の分布
　カラタウ山地において新規に発見した 21 遺跡につ
いて分布を検討すると、東麓には 20 遺跡が分布し、
山脈上には 1 遺跡が分布し、西麓には分布していない

（図 3）。大部分が東麓で発見されている。山脈上の 1
遺跡は、時期が不明のケンサイ（Кенсай）洞窟である。
シャヤン川上流の南北に延びる尾根の東斜面に間口 5
ｍで開口した奥行き 12 ｍの石灰岩洞窟である。洞窟
の天井の高さは 1.4 ｍだった。深さ 0.8 ｍまで試掘し
たところ、洞外からの流れ込みの土層が堆積しており、
底面に到達しなかったため、埋没前は少なくとも高さ
が 2.2 ｍ以上はあったとみられる（図 4）。
　遺跡が多く見つかった東麓を詳しく見ると、山麓
の丘陵地の緩斜面に 3 遺跡分布し（図 3：13 ～ 15）、
その北に広がる乾燥した平原に 17 遺跡が分布してい
る。標高は前者が約 550 ｍで、後者が約 500 ｍであ
る。平原の 17 遺跡のうち、とくに 12 遺跡がまとまっ
て分布している中央部が着目される（図 3：1 ～ 12）。
　カラタウ山地東麓は全体として、カラタウ山地から

遺跡、中石器時代が 1 遺跡、時期不明が 1 遺跡となり、
中期旧石器時代が 42％と最も多く、後期旧石器時代
が 36％とこれに次ぐ数となった。
　時期不明の遺跡は、洞窟遺跡である。採集した石器
の石材が黒色フリントではなかったため時期の推定が
できなかった。そこで試掘調査を行ったが、石器包含
層に到達することができず時期を特定できなかった。

b) 発見した遺跡の立地
　新規発見の 21 遺跡について、立地と推定される帰
属時代で区分して表 1 に示した。立地からみると、旧
河岸段丘が 8 遺跡と最多であり、これに旧湖岸が 3 遺
跡、湖岸、旧湖底、湧水源頭、小丘陵が 2 遺跡ずつ、
河岸段丘、洞窟が 1 遺跡ずつとつづく。
　旧河岸段丘とはかつての小河川の名残とみられる浅
い涸れ谷に沿った低い段丘であり、この微高地上に石
器の散布が認められることが多かった。中期～後期旧
石器時代と推定される遺跡の 7 遺跡のうち 6 遺跡と大
部分は、この旧河岸段丘上で発見されている。旧湖底
は旧小河川の流れが滞留して水が溜った池や湖の名残
で、乾燥により土壌分の塩類が析出して堆積し、かつ
て水が溜まっていた範囲が白色に見える範囲である。
この旧湖底では、中期旧石器時代以前の遺跡が 2 遺跡
発見されている。旧湖岸はその周囲に形成された微高
地であり、かつての湖岸とみられる地形で、ここから
は旧石器時代の全時期の遺跡が見つかっている。この
ように、旧河岸段丘と旧湖底、旧湖岸で全体の 6 割
の 13 遺跡が見つかっているため、かつて水があった
が現在は水がない川や湖に面した微高地上に、旧石器
時代遺跡が多く立地することが分かる。とくに現在の
水源からかなり離れているように見える小丘陵で見つ
かった 2 遺跡は、ともに中期旧石器時代以前である。
　一方で、帰属時期が後期旧石器時代のみと推定され

表１　新規に発見した旧石器時代遺跡の立地と時代
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流れる水が溜った大小の湖が多数分布しており、現在
は水のない旧湖の跡やそれに注いでいた旧小河川の跡
が多数認められる。12 遺跡がまとまって分布する約
30㎞×約 20㎞の範囲を航空写真でみると、全体が白
色にみえ、かつてこの範囲全体が、水が比較的多い環
境であったことが推定される。白色にみえるのは先述
の通り、水分が蒸発して土壌中の塩類が析出し堆積し
たためであり、かつて水が溜っていたことを示す。こ
の地域の地形を詳しく見ると、遺跡分布の北側で、アッ
コリ湖の南西側に沿って、標高約 533 ｍのクズルタウ
丘陵が長さ約 25㎞にわたりカラタウ山地と並行して
おり、カラタウ山地東麓の丘陵地との間に、盆地を形
成していることが分かる。この盆地に南北から水が集
まって、北西から南東方向に流路を形成するとともに
多数の湖も形成し、主にこのクズルタウ丘陵の南縁に
沿って、遺跡が多数形成されたものと考えられる。こ
の範囲では、主に涸れ谷に沿った旧河岸段丘上におい
て、多数の後期旧石器時代を発見した。これについて
は後に詳しく述べることにする。
　カラタウ山地東麓の丘陵地で発見した 3 遺跡 ( 図
3：13 ～ 15) に つ い て は、 い ず れ も 現 在 も 水 の あ
る小河川沿いの河岸段丘および湧水源頭周辺に立地
している。3 遺跡とも後期旧石器時代以降の遺跡と
考えられる。とくに湧水源頭に立地する 2 遺跡（同
14、15）のうちバスタウ・ビリョック・ブラック

（БуйрёкБастауБулак）2 遺跡（同 15）では、円錐形の
細石刃核と小型の掻器を採取し、中石器時代と特定で
きた。多数の石器の散布がみられたビリョック・バス

タウ・ブラック 1 遺跡（同 14）については、試掘調
査を行ったので、後ほど詳しく述べることとする。
　平原の北西に位置するソッコリ湖の周辺でも後期旧
石器時代の遺跡を発見した（同 18、19）。1960 年代
のアルプスバエフの踏査で既に、南岸に旧石器時代遺
跡が見つかっていたが（Алпысбаев 1979）、西岸と北
岸で新たに遺跡を確認した。特に北岸は、湖岸が 3 段
階のテラスとなっており、それぞれのテラスに石器の
散布がみられた。このうち石器の散布が特に多かった
のは、最も低いテラス面で、これは既に見つかってい
る南岸の遺跡と同じ地形面であった。なおソッコリ湖
周辺は石器の散布は多いが、南岸も含めて包含層は浸
食されて遺存していないものとみられた。低位のテラ
ス面については、完新世以降の湖の拡大などによる浸
食の影響と推定される。
　カラタウ山地南部全体からみて、東麓の平原地帯に
おける遺跡の密集分布が大変目立つ。現在は非常に乾
燥して河川や湖がほとんどみられない荒野であるが、
更新世には、理由は不明であるが現在よりは、小河川
や大小の湖沼があり、それに面した微高地で多数の遺
跡が残されたものと考えられる。

d) 前期・中期旧石器時代の特徴について
　新規に発見した 21 遺跡のうち、前期旧石器時代も
しくは中期旧石器時代と推定される遺跡は 7 遺跡であ
る。これらの遺跡は、後期旧石器時代以降の遺跡と比
べて特徴的な散布状況を示している。このうち、特に
大規模でこの時期の特徴をよく示しているクズルアウ
ト（Кызылаут）1 遺跡とクズルアウト 2 遺跡を取り上
げる。
　クズルアウト１遺跡は、東麓の平原のクズルタウ丘
陵の西端とコクタル川の支流が接する地点に立地する

（図 5）。クズルタウ丘陵の本体とは切り離されて独立
している標高約 490 ｍの小丘陵が、東西に横たわり、
樹枝状に延びる尾根のうち、東西方向に延びる尾根の
先端に立地する遺跡である。この小丘陵のなかではコ
クタル川の支流に最も近い地点に立地し、現在の川岸
からは約 320 ｍの距離がある。
　尾根斜面に多量の石核が散布しており、その分布密
度の高さは、後期旧石器時代以降の遺跡とは明らかに
異なっていた（図 6）。全体に粗密はあるので標準的
な密度の場所で、１ｍ四方の範囲に露出している石器
の数を数えると 216 点であった。最も密度の高い図 6
の範囲ではこれの 2 倍以上と推定される。
　そのような高密度の石器分布が、丘陵尾根の上部か
ら緩斜面にかけて、南北約 100 ｍ東西約 200 ｍの範
囲に広がっていることを確認したが、正確な分布範囲
はそれ以上とみられ、全体を明らかにすることは出来

図４　ケンサイ洞窟の試掘トレンチ（東から）
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なかった。
　この遺跡で特徴的なのは、地表に散布している石器
が、ほぼ石核のみであるという点である。剥片は全く
と言ってよいほど認められなかった。ルヴァロア石核
や円盤形石核が目立つことと、風化の度合いがそれら
よりも強く風化した石核も認められたことから、中期
旧石器時代以前の遺跡と考えられた。
　これらの石核が、本来土中に包含されていたものが
侵食されて露出したのか、そもそも土壌が形成されな
かったため露出しているのかは正確には分からない。
しかし、試掘してみると土中にも、地表ほどの密度で
はないが石器が包含されていたことから、前者の可能
性が考えられた。剥片がほとんど地表に見られないの
も、長年の浸食により重量の軽い石器が流されて、失
われてしまい、重量の重い石核が残されたのではない
かと考えられる。
　クズルアウト 2 遺跡は、クズルアウト 1 遺跡の約
600 ｍ南に位置する南北約 320 ｍ、東西約 900 ｍ南
北の湖の跡である（図 7）。現在も少量の水が溜るこ
とがあるようだが、調査時には完全に干上がっていた。
湖全体に塩類が析出して堆積し白色にみえる。湖底に
は最大で直径 2㎝程度の砂利も溜っていた。
　この湖の湖岸から湖底にかけて非常に多くの石器が
散布していた（図 8）。なかでも東岸の 200 ｍと南東
岸の 240 ｍの範囲にはとくに高密度に石器が散布して
いた。図８で黒色に見えるのが黒色フリント製の石核
である。この遺跡でもルヴァロア石核と円盤状石核が
目立つ点と、風化の度合いが中期旧石器とみられる石
核よりもさらに強く風化していることから中期旧石器
時代以前の遺跡とみられた。クズルアウト 1 遺跡と同
様に、散布している石器のなかに、剥片は見られずほ
とんどすべて石核である。
　東岸の散布状況をみると、現在の湖岸に沿って、湖
に向かって凸凹に石器が散布しており、石器の散布す
る場所は、そうでない場所と比べてわずかに高くなっ
ていた（図８）。これについては、次の２つの可能性
が考えられた。ひとつは、かつての湖岸線がもともと
波状に凸凹しており、湖に張り出した微高地が選択さ
れて石器製作地点が残された可能性と、もうひとつは、
本来は湖岸線全体に一様に石器が散布していたが、後
世に湖水に浸食された箇所で石器の密度が低くなり、
浸食されなかった箇所に特に濃密な石器分布が残され
た可能性である。いずれにしても、当然、数万年にわ
たる自然の作用の影響を受けていると考えられるが、
当時の湖岸に濃密に石器製作跡が残されたことは間違
いない。東岸の石器の散布が波状に黒く映っている航
空写真からも、石器分布の濃密さと遺跡の規模の大き
さが良く分かる（図 7）。

　旧湖岸あるいは旧湖底に多数の石器が散布している事
例は、タックリ（Таколъ）遺跡（図 3：17）、アクトベ

（Актобе）遺跡（同 20）、クィガンコリ（Куйганколъ）1
遺跡（同 11）でもみられた。また旧河岸段丘上におい
てかつて存在した小規模な沼の底に石器が散布していた
クィガンコリ 2（同 10）、クィガンコリ 3（同 9）も同
様である。
　このように、前期・中期旧石器時代遺跡の特徴とし
て、地表には石核ばかりが非常に高密度に散布してお
り、そのような高密度の散布が数百メートル四方に及
ぶ大規模なものもあること、また後期以降の遺跡には
見られない特徴として、旧湖底に遺跡がみつかること
が挙げられる。
　
e) 後期旧石器時代遺跡の特徴について
　新規に発見した後期旧石器時代遺跡は 12 遺跡であ
るが、このうち 6 遺跡がカラタウ山地東麓の平原地帯
でクズルタウ丘陵との間に挟まれた盆地状の地形に分
布するクズルアウト 3 ～ 8 遺跡である（図 3；3 ～ 8）。
この盆地は、中央部の最も低い部分が、かつて周囲か
ら水が集まる湖があったとみられる地形をしている。
北西から南東方向に延びる長軸約 9㎞、短軸約 1.6㎞
の範囲である。現在も一部に水が溜っているが、大部
分は白色の塩類が析出して堆積し、かつて水の溜まっ
ていた範囲を示している（図 5）。その周囲には、ここ
に流れ込んだ旧小河川の名残の涸れ谷がみられるが、
とくに北東岸は南西岸と比べて、傾斜が緩やかなため、
涸れ谷が樹枝状に発達している。クズルアウト 3 ～ 8
遺跡は、このうち、旧湖の北端に近い北東岸において、
この樹枝状の谷に沿って見つかった（図 5：3 ～ 8）。
クズルアウト 3 ～ 6 遺跡が分布している樹枝状の谷を、
航空写真を参照してつなぐと、長さ約 3㎞の同じ水系
の小河川となる。そのためクズルアウト 3 ～ 6 遺跡は
同じ旧小河川に分布して、クズルアウト 7 ～ 8 遺跡は
隣接する別の水系に分布することが分かる（図 5）。
　これらの遺跡では、散布している石器の風化の度合
いが弱く、後期旧石器時代遺跡と考えられた。また剥
片も多数散布しており、前期・中期旧石器時代遺跡と
みられるクズルアウト 1 遺跡、クズルアウト 2 遺跡と
は状況が異なっている。石器の分布密度は、クズルア
ウト 6 遺跡が最も高く、涸れ谷に面した 2 段の段丘面
のどちらの面にも、非常に稠密に分布していた（図 9）。
標準的な密度の場所で、１ｍ四方の範囲に露出してい
る石器の点数は 165 点であった。特に段丘の斜面部に
浸食により露出した石器が多量に散布しており、その
範囲は東西方向の涸れ谷に沿って長さ約 200 ｍ程度の
範囲で確認した（図 9）。今回の調査で確認した後期
旧石器時代遺跡のなかで最大規模である。クズルアウ
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図６　クズルアウト 1 遺跡の石器散布状況（西から） 図 7　クズルアウト 2 遺跡が立地する湖跡
（上が北、遺跡は東岸）

図５　クズルアウト 1 ～ 8 遺跡の分布と水系の復元（遺跡番号は図 3 と共通、点線は調査経路）

図 8　クズルアウト 2 遺跡の石器散布状況（南から） 図９　クズルアウト 6 遺跡の石器散布状況（西から）
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ト 3 遺跡は、クズルアウト 1 遺跡と同じ小丘陵の反対
側の東西方向の尾根の東端に立地し、丘陵上から斜面
にかけて多量の石器が散布する。クズルアウト 6 遺跡
に次いで規模の大きな石器製作地点である。クズルア
ウト 4 遺跡及びクズルアウト 5 遺跡はともに、旧小河
川に面した旧河岸段丘上において周囲よりもわずかに
高くなる微高地を中心に石器が散布していた。これら
の遺跡では、斜面の崩落個所や道路など土壌が浸食さ
れている箇所のみで石器が露出していたことから、土
層が堆積していることは明らかで、石器包含層が遺存
している可能性が高い。
　これらの遺跡のうち、クズルアウト 3 ～ 5 遺跡で、
石刃核を採集したことが特筆される（図 10）。これら
の遺跡で採集した石器について図 11 に示した。7 は、
右側面から正面にかけて 10㎝程度の石刃が連続的に
剥離された石刃核である。灰白色の良質なフリントの
角礫を素材とし、打面は大きな剥離により平坦に作出
され、両側面と裏面に礫面を残す。クズルアウト 4 遺
跡で採取した。4 は、半円錐形を呈する石刃核である。
正面を中心に左側面から右側面にかけて 8㎝程度の石
刃が連続的に剥離されている。灰白色の良質なフリン
トの亜角礫を素材として、打面は 2 枚の大きな剥離で
調整され、裏面に礫面を残す。クズルアウト 5 遺跡で
採取した。2 は 4㎝程度の小型の石刃が剥離された石
核で、左側縁および右側縁が剥離されており、原石の
小口面から剥離が始められている。乳白色の良質なフ
リントの亜円礫を素材とする。クズルアウト 3 遺跡で
採取した。１も同様の小型の縦長剥片石核で、2 とほ
ぼ同じ地点で採取した。3 は同じく乳白色の良質なフ
リントを素材とした、小型の石刃核の打面再生剥片で
ある。2 とほぼ同じ地点で採取した。5 は右側縁に表
裏からの調整により石錐に加工されている。6は稜付
剥片である。ともに 1 ～ 3 よりは大型の縦長剥片石核
から剥離されており、クズルアウト 3 遺跡で採取した。
　このようにクズルアウト 3 ～ 5 遺跡では、後期旧石

器時代の明確な石刃核や石刃石器が採取されたことか
ら、後期旧石器時代の良好な石器製作跡が残されてい
る可能性が高い。

f) ビリョック・バスタウ・ブラック１遺跡の試掘調査
　カラタウ山地東麓の丘陵地において、ほぼ同じ標高
に 3 か所の湧水点が、南北方向にそれぞれ約 200 ｍ
の距離を隔てて 3 か所並ぶ地点があった。「湧水が始
まる腰（のような地形）」という意味の地名の通り、
傾斜変換点から水が湧き出し、そこから小川が 3 本
流れていた ( 図 12)。航空写真をみると、現在の 3 か
所の湧水点と同じ等高線付近に、白色にみえる凹地が
数か所認められることから、過去には湧水点は複数あ
り、その地点が移動していたとも考えられる。そこで
これら 3 か所の湧水点の周辺を入念に調査したとこ
ろ、2 か所の湧水点付近で石器の散布を確認した。特
に最も北に位置する湧水 ( 図 13) では、湧水点から流
れる小川の川底において石器を 21 点採取し、黒色フ
リントや黒色頁岩による縦長剥片や削器および石錐が
認められた（図 14;3,9,11）。小川の左岸の平坦面では、
石刃や縦長剥片石核など 53 点の石器を採取した（図
14;1,2,4 ～ 8,10）。後期旧石器時代以降の遺跡の存在
が想定されたため、この湧水点の周囲一帯をビリョッ
ク・バスタウ・ブラック（БуйрёкБастауБулак）1 遺
跡と命名した。さらに、川底も含めて石器の散布は、
湧水点から約 20 ｍの範囲に限られ、石器は流水や風
で土壌が浸食されている箇所のみに散布していること
から、湧水源頭付近に石器包含層が遺存している可能
性が高いと考えた。そこで、石器包含層の有無を確認
するために、湧水点から約 10 ｍ離れた小川の左岸に
おいて試掘調査を行った（図 15）。
　小川の北岸から北方向に 30㎝の離隔をとって、小
川と直行する方向の土層断面を観察するため、南北 2
ｍ、東西 1 ｍの範囲でトレンチを設定したが、調査の
途中で南北方向を 1.1 ｍの長さに縮めて、結局 1.1㎡
の範囲を地表から約 45㎝の深さまで掘削した。土層
は 4 枚に区分され、地表から 1 層：黒褐色土が 5 ～ 6㎝、
2 層：暗灰色砂質土が 15 ～ 17㎝、3 層：茶褐色砂質
土が 10 ～ 11㎝、4 層：青灰色砂質土が 11 ～ 12㎝の
順で堆積していた。1 層は表土で、2 層は斜面上方（北
の微高地）からのレス土の再堆積土とみられ、3 層と
4 層は基盤の花崗岩の風化土である。4 層は下層ほど
硬質であり、小川に近い南ほど地下水位の影響で青灰
色が強かった。主な遺物包含層は 3 層であり、そのマ
トリクスは 4 層と同様に花崗岩が風化した粗粒の砂質
土だが、茶褐色で締まりが弱く、上下の土層との区分
は明瞭であった。また 1 層と 2 層は地表と同様に、北
から南に傾斜するが、3 層と 4 層はほぼ水平であった。

図 10　クズルアウト 4 遺跡の石刃核散布状況
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図 11　クズルアウト 3 ～ 5 遺跡の採集石器
1,2,4,7: 石核　3：打面再生剥片　5：石錐　6：稜付剥片
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図 12　ビリョック・バスタウ・ブラック 1 遺跡の
　          立地（円の範囲、上が北）

図 13　ビリョック・バスタウ・ブラック 1 遺跡の
　          全景（北西から、湧水点より）

図 14　ビリョック・バスタウ・ブラック 1 遺跡表面採取石器
1: 石核　2: 石刃　3,6,8: 削器　4: 掻器　5,7: 二次加工痕のある剥片　9 ～ 11: 石錐
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石器は 2 層下部から出土し始め、3 層に密集し、3 層
下部に特に多く、4 層からは出土しなかった。
　このトレンチの掘削により、石器 85 点、骨角片 5
点の合計 90 点の遺物を回収した。試掘調査は、土層
堆積の確認を主な目的としたため、遺物の回収精度
はやや低くなってしまった。2 層下部に 13 点、3 層
に 77 点と大部分の遺物が層厚約 11㎝の 3 層に包含
されており、3 層の遺物包含密度は比較的高く、トレ
ンチのほぼ全面から出土した。以上から、石器包含
層が、地表下 22 ～ 23㎝に良好に遺存していると評
価された。
　図 16 にトレンチから出土した石器を示した。1 と
2 は剥片製の削器である。１は左側縁の加工が 70°と
ナイフ形石器のように急角度である。2 は右側縁に刃
部が作出されている。3 は石錐である。石錐はトレン
チのすぐ南隣の小川の底や北の微高地でも採取され

（図 14；9 ～ 11）、この遺跡の特徴となる器種である。
4 ～ 16 は剥片製の削器である。縦長剥片や小型の剥
片を素材にし、様々な形態が見られる。石錐とともに
この遺跡の特徴となる器種である。17 と 18 は剥片で
ある。このように出土石器は、削器や石錐など加工具
が多い点が特徴である。骨角片は 5 点のうち、4 点が
哺乳類の四肢骨であり、打ち割られた剥片である。す
べて 3 層から出土した。残り 1 点は骨もしくは角を研
磨した痕跡がみられるため、現在調査中である。前者
の骨片 4 点は撮影及び計測した後に放射性炭素年代測
定の素材とした。
　出土石器は、風化は認められたが、小川の底から採
取した石器にみられた水磨やローリングの痕跡は認め
られなかった。隣接する小川の底面のレベルは 2 層下
部から 3 層上部に相当し、ちょうど石器が密集するレ

ベルの上端に達していた。このため当初の予想通り、
石器包含層が形成された後に、新たに出現した湧水点
により、石器包含層の一部が侵食されたものと考えら
れた。おそらく遺跡が形成された時期には湧水点はこ
の石器包含層の範囲よりも標高の低い地点にあり、時
期は不明であるが包含層が形成された後に、湧水点の
位置が斜面上方に移動し、かつて形成された石器包含
層が侵食されて、小川の底面に石器が露出したと考え
られる。また、この湧水点と石器包含層の北および西
に比高約 2 ｍの低い微高地があり、北と西からの風が
遮られたことにより、風による侵食をまぬかれたとと
もに、その微高地からの再堆積土が 2 層の暗灰色砂質
土を形成して、3 層の石器包含層をパックし、良好な
保存状態が保たれたと考えられる。
　調査範囲が狭いので、遺物が斜面上方から再堆積し
た可能性を否定はできないが、その場合の移動距離は
最大で 3 ｍ程度となる。その可能性も考慮して調査当
初は、トレンチを南北方向に 2 ｍ設定し微高地の斜面
まで掘削範囲に含めていた。しかし、目的とした石器
包含層の存在を確かめることが出来たことと、地表は
傾斜するにもかかわらず石器包含層はほぼ水平である
こと、また遺物の包含密度が高く、かつ 3 層にほぼ収
まり垂直方向にあまり拡散していないなど、石器包含
層の遺存状態が予想以上に良好であったこと、またそ
のように良好な石器包含層が遺存している事例はカザ
フスタンでは稀少であることを考慮して、今後の精密
な調査に備えるため掘削範囲を縮小した。
　このようにビリョック・バスタウ・ブラック 1 遺跡
では、後期旧石器時代と推定される石器包含層が層位
的に良好に堆積していることを、試掘調査によって確
かめることができた。

５．新規発見遺跡のカザフスタンにお
ける意義

　今回の調査で得られた主な成果をまとめると、中期
旧石器時代以前の巨大遺跡の発見、後期旧石器時代の
石刃生産遺跡の確認、後期旧石器時代の遺物包含層の
層位的な検出の 3 点が挙げられる。これら 3 点の成果
について、カザフスタンにおける意義を検討したい。
　中期旧石器時代以前の遺跡のうちクズルアウト 1 遺
跡とクズルアウト 2 遺跡は、高密度な石核の散布が
数百ｍ四方に広がる特に巨大な遺跡であった。カザフ
スタンの中期旧石器時代以前の同規模の遺跡は、西
部のカスピ海東岸のシャクパカタ（Шакпаката）遺
跡（Мамиров 2012）、 北 西 部 の ウ ラ ル 山 脈 南 端 の
ム ゴ リ ジ ャ ー レ（Мугоджаръ） 遺 跡（Деревянко et 

図 15　ビリョック・バスタウ・ブラック 1 遺跡の
　          試掘トレンチ（南東から）
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図 16　ビリョック・バスタウ・ブラック 1 遺跡試掘トレンチ出土石器
1,2, 4 ～ 16: 削器　3: 石錐　17,18: 剥片
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al. 2001）、南部のカラタウ山地のクズルタウ遺跡
（Деревянко и Таймагамбетов 2003）、東部のバルハシ
湖北岸のセミズブグ（Семизбугу）遺跡（Деревянко и 
Таймагамбетов 1993）が知られている。カザフスタン
全土でも数少ないなかで、今回の調査において、これ
ら著名な巨大遺跡に匹敵する規模の遺跡を新たに追加
することが出来た。中期旧石器時代の石器群の類型研
究では、これら巨大遺跡における石核組成のデータが
基礎になっているため（Артюхова 2013）、カザフス
タン南部において新規に多量のデータが追加されるこ
とになりその意義は大きい。今回の調査ではその存在
を明らかにし得た点にとどまるが、今後は、クズルア
ウト 1、2 遺跡ともに単位面積当たりの石核組成の調
査など基礎データを取得する必要がある。クズルアウ
ト 2 遺跡では湖岸の試掘調査による堆積状況の確認も
必要となる。
　カザフスタンにおける後期旧石器時代の石刃生産に
ついては、カザフスタン東部の特徴として理解されて
きた。アルタイ山地西麓のシュルビンカ（Шулъбинка）
遺跡は、大型の石刃やそれを素材にした削器などを
特 徴 的 に 組 成 す る（Таймагамбетов 1987; Петрин и 
Таймагамбетов 2000）。バ ル ハシ 湖 北 岸 のセミズ ブ
グ 遺 跡（Артюхова et al. 2001） で は、 典 型 的 な 円
錐形の中型の石刃核が多数採集されおり、東部の石
刃石器群の代表として理解されている（Артюхова и 
Мамиров 2014）。これらは、アルタイ山地北麓のカ
ラボム遺跡との直接的な影響関係が指摘されている

（Таймагамбетов и Ожередьев 2009）。2016 年には、ア
ルタイ山地南麓においてウシュブラック（Ушблак）1
遺跡がロシア科学アカデミーシベリア支部考古学民族
学研究所によって発見され、この遺跡でも北麓の遺跡
群と類似する後期旧石器時代初頭に位置付けられる石
刃石器群が報告されている（Shunkov et al. 2017）。こ
のように、カザフスタンにおける石刃生産技術は、東
部のアルタイ山地周辺で発達したというのが現在の理
解である（Таймагамбетов и Ожередьев 2009）。
　これに対して、カザフスタン南部においては、こ
れまでのカラタウ山地の採集資料及び発掘資料を基
に、石刃生産は認められない点が特徴とされている

（Таймагамбетов и Ожередьев 2009）。
　ところが、今回の踏査において、クズルアウト 3 ～
5 遺跡において、大型や中型の石刃核や円錐形の石刃
核などを採取したことから、これらの遺跡で、石刃生
産が行われていた可能性がある。そのため、カザフス
タンにおける後期旧石器時代における石刃生産技術の
発生について極めて重要な問題提起となり得る遺跡と
評価される。
　またクズルアウト 3 ～ 5 遺跡では、道路や斜面崩落

など地表の土壌が侵食されている箇所において石器が
濃密に分布し、それ以外の場所では石器が地表にほと
んど散布していないため、石器包含層が遺存している
可能性を先に指摘した。今後は、試掘調査により、ま
ずは後期旧石器時代の石器包含層の有無とその範囲を
把握する必要がある。そして発掘調査により、石刃生
産に関わる資料を把握して、その年代を特定すること
が課題となる。これによりカザフスタンの後期旧石器
時代における石刃生産技術の発生と発展について、新
しい仮説を提示することが可能となるであろう。
　カザフスタンでは東部のアルタイ山麓や南部の天
山山脈北麓を除くと厳しい乾燥気候であるため、土
壌が形成されにくく、土層の堆積が進みにくい。ま
た、形成された土壌も浸食作用により堆積が進みにく
い（Сала и Деом 2016）。そのため後期旧石器時代遺
跡が層位的に検出されることは非常に稀である。カラ
タウ山地のチョーカン・バリハノフ遺跡、天山山脈北
麓のマイブラック（Майбулак）遺跡、東部のアルタイ
山地西麓のシュルビンカ遺跡と（Артюхова и Мамиров 
2014）、最近発見された同南麓のウシュブラック 1 遺
跡の 4 例が知られているに過ぎない。そのなかで、今
回の調査で発見したビリョック・バスタウ・ブラック
1 遺跡では、微地形の影響から遺物密度の高い石器包
含層が、層位的に堆積していることが試掘調査により
判明した。
　またこの遺跡では、上に挙げた他の 4 遺跡と異なり、
骨角片の遺存状態が良好であった。これは高い地下水
位の影響が考えられる。今後は、今回の試掘箇所の周
囲を本格的に発掘調査することにより、カザフスタン
では事例のない後期旧石器時代の骨角器など有機質遺
物の発見も期待できる。良好な遺物包含層が残る稀少
な遺跡であるため、これまでのカザフスタンの後期旧
石器時代遺跡にはない新しいデータが得られる可能性
がある。今後の発掘調査に備えたい。

６．結論

　カザフスタン南部のカラタウ山地は、1960 年代か
ら旧石器時代遺跡の集中地域として知られていたが、
今回の調査によりあらためて 21 遺跡を新しく発見す
るとともに、とくにその東麓に重要な遺跡が数多く立
地することが明らかになった。中期旧石器時代以前の
新しい巨大遺跡であるクズルアウト 1 遺跡、クズルア
ウト 2 遺跡を確認し得たことにより、すでに知られて
いる同規模のクズルタウ遺跡とあわせて、カザフスタ
ンの中期旧石器時代を代表する遺跡群を構成するとい
える。今後、遺跡群全体として相互の関係を分析する
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ことにより、中期旧石器時代の居住行動パターンの検
討へと進むことが出来るであろう。
　また、新人のアジアへの拡散過程において必ず通過
したと考えられるカラタウ山地で、後期旧石器時代遺
跡を 12 遺跡新たに発見したことの意義は非常に大き
い。現在はカザフスタンにおける後期旧石器時代文化
の発生について定まった見解はまだ提示されていない
ため、今回発見した 12 遺跡は従来から知られている
多層遺跡のチョーカン・バリハノフ遺跡とあわせて、
この重要な地域における後期旧石器文化の発生と展開
を検討するための、貴重な素材となる。
　特に後期旧石器時代の石刃生産地点の可能性が高い
クズルアウト 3 ～ 5 遺跡の発見は、新人の拡散と後期
旧石器文化の発生の観点から極めて重要な成果であっ
た。後期旧石器時代初頭から石刃石器群がみられる東
部のアルタイ山地に対して、どのような位置づけが与
えられるのか、遺跡形成年代ととともに非常に重要な
課題である。さらに、これまで南部において石刃生産
技術が認められない根拠とされてきたチョーカン・バ
リハノフ遺跡（Таймагамбетов и Ожередьев 2009）の
既存発掘資料の再検討は必須となる。
　またビリョック・バスタウ・ブラック 1 遺跡では、
有機質遺物も遺存状態が良好であり、多数の石器が層
位的な堆積を示す遺物包含層が検出された。中央アジ
アでは未だ事例の少ない新人的行動の考古学的な証拠
の発見が期待される。
　このようにカザフスタン南部のカラタウ山地におけ
る旧石器時代の遺跡探索により、カザフスタンの後期
旧石器文化の成立過程を解明することが出来る新しい
後期旧石器時代遺跡を発見することが出来た。今後は、
これらの遺跡において精密な発掘調査を行い、中央ア
ジアにおける新人の拡散過程を、考古学的に直接議論
し得る新たなデータを獲得したいと考えている。

本研究は平成 29 年度日本学術振興会科学研究費補助
金新学術領域公募研究「カザフスタンにおける後期旧
石器文化形成プロセスの研究」（研究代表：国武貞克、
課題番号 17H05133）の成果の一部である。
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General Archaeological Survey for Paleolithic Sites in Karatau Mountains in Southern Kazakhstan

Sadakatsu KUNITAKE
Zhaken K.TAIMAGAMBETOV

　
　In the arguments about the dispersal of modern humans from Africa to the East Asia by the northern dispersal model, 
the hilly areas of the Tian Shan north foot in southern Kazakhstan are assumed as a main movement route of the east 
and west direction in the Central Asia because of the limitation on the topography caught in desert and the mountain 
range. The southern part of Karatau Mountains extending to the northwest direction in the west end is important area 
among others because two routes from the Caucasus and the northern part of Iranian Plateau join there. Considering 
this geographical importance, we conducted general surveys and prospecting excavations in Karatau Mountains in the 
south of Kazakhstan in Autumn of 2017. In this investigation 21 paleolithic sites were discovered in the southern part 
of Karatau Mountains. Kuzulaut 1,2 belonging to the Middle Paleolithic age are huge sites. They will provide new data 
for the Middle Paleolithic studies in the Central Asia. 12 sites belonging to the Upper Paleolithic age were discovered. 
Among them, in Kuzulaut 3-5 many blade tools and cores for blade production are discovered. In the south of 
Kazakhstan blade industries belonging to the Upper Paleolithic age had not been known so far. It is extremely important 
regarding the formation of the Upper Paleolithic culture as the dispersal in this area of modern humans. In Biryok 
Bastau Bulak 1 stratified layers contained the Upper Paleolithic material were recognized. As in Kazakhstan stratified 
Paleolithic sites are not so many, this site is very important to shed new light on the modern human behavior. In future 
the Upper Paleolithic culture formation process in Kazakhstan will be much clearer by excavations of these new sites. 
In the central part of Central Asia, new data which can discuss the dispersal process of modern humans directly by the 
archeological data from these sites.

　
　Key Words: Kazakhstan, Karatau Mountains, Northern dispersal model, Blade industries
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