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1．本研究の目的
東アジアへの新人の移動ルートを北回りで想定すると、ウズベキスタンのオビ–ラフマット洞

窟からロシアのアルタイ山地北麓の遺跡群まで直線で結ばれて、その間のカザフスタンの後期旧
石器時代遺跡は、あまり参照されてこなかった。直線はカザフ中央部の乾燥地帯を横断している
ことが多く、現実の遺跡分布や地形が考慮されることは少ない。これまでに蓄積されてきたカザ
フスタンの後期旧石器時代の情報が十分に活用されていない現状がある。
カザフスタンは中央部が極端な乾燥地帯なので、更新世においても古代中世のシルクルード

と同様に、湧水が多い天山山脈北麓が東西方向の主要な移動ルートであったと考えられる。
そこでイラン高原から北上して天山山脈北麓に至るルートを検討すると、パミール高原を回

避して、ヒンドゥークシ山脈の南麓及び西麓を回り込み東へ向かうと考えられ、その場合は、シ
ルダリア川に沿って北西方向に延びている長さ350kmのカラタウ山地が立ちはだかる（図1）。
カラタウ山地は天山山脈の西端に接続しているので、これを東へ越えなくては、天山山脈北麓に
は到達しない。ところでカラタウ山地の最高標高点は2176ｍであるが、中央部で標高800～600
ｍとなだらかになる範囲があるため、北西方向に延びるカラタウ山地を越えて東に進むにはこ
の範囲を越えることが最も合理的であり、現在も東西方向の交通路が通っている。
また、カフカス地域から東へ向かう場合は、カスピ海北部からウラル山脈南端、およびアラル

海北東部を経由し、カザフ中央部の乾燥地帯を避けて、シルダリア川に沿って南下し、やはりカ
ラタウ山地に至ったことが想定される。同様にカラタウ山地を東へ越える必要があり、そのルー

図1 野外調査の位置（１：ケゲン渓谷、２：マイブラック遺跡、３：クズルアウス2遺跡、４：図2の範囲）

カザフスタン南部における後期旧石器時代遺跡の調査
奈良文化財研究所　国武貞克
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トは必然的に、中央部のなだらかな範囲に限定される。
つまり、北回りルートを具体的な地形に沿って検討すると、イラン高原からの北上ルートもカ

フカス地域からのルートも、ともにカラタウ山地を経由して、天山山脈北麓に至ることが想定さ
れる。
このようにカザフスタン南部のカラタウ山地および天山山脈北麓は、現生人類の東アジアへ

の移動を考えるうえで欠かすことのできない重要な地域であることから、本研究では、この地域
における考古学的な情報収集と、新たな資料の獲得を目的としている。

2．調査の方法
カザフスタン後期旧石器時代の全体像を把握するための調査の方法として、既存資料の収集把

握と新規資料の獲得の2つに分かれる。前者は、文献資料の収集と収蔵資料の調査、後者は野外調
査で、具体的には分布調査及び試掘調査と発掘調査である。今年度は、文献資料調査、収蔵資料
調査、分布調査及び試掘調査を行った。それぞれの調査の概要を以下に述べる。

3．既存資料の調査
a）文献資料調査
日本国内やインターネットで入手できないカザフスタンの旧石器時代についてのロシア語及

びカザフ語文献を、アル・ファラビ記念カザフ国立大学歴史学民族学部、同大学カザフスタン旧
石器博物館、マルグラン記念考古学研究所にて2017年8月に調査した。
刊行図書や学術雑誌論文、機関研究紀要の他、各種会議のプロシーディングや未刊行の調査報

告など合計121点を入手した。現在、分類整理中である。

b）収蔵資料調査
カザフスタン国内の既存の主要な旧石器資料は、大部分がカザフ国立大学に収蔵されている

ため、これを2017年8月と11月に調査した。2013年に収蔵庫がそれ以前の場所から引っ越しし
ていたため、まずは収蔵庫内の収蔵資料の配置地図を作製した。
調査対象とした遺跡は、後期旧石器時代とその直前に編年されている合計9遺跡の資料であ

る。後期旧石器時代の代表であるチョーカン・バリハノフ遺跡の1992年発掘資料のほか、1950
年代のアルプスバエフによる南部の採集資料のうち後の研究で後期旧石器時代に編年されてい
るウシュブラック遺跡、ウズンブラック遺跡、及び中期旧石器時代終末とされるカザフスタン中
央部のウーギシュタウ遺跡などである。具体的には全点を観察して写真撮影を行い、主要な石器
116点を抽出して実測図を作成した。

4．野外調査
a）カザフスタン旧石器時代遺跡の調査の歴史
カザフスタンの旧石器時代遺跡の調査は1950年代のハッサン・アルプスバエフのカザフス

タン全域にわたる分布調査に始まり、現在に至るまで60年以上の蓄積がある。1970年代までは
カザフスタン共和国科学アカデミーや国立地質学研究所が主要な調査を行い、1980年代以降は
カザフ国立大学と国立考古学研究所が主要な調査を行ってきた。国際共同調査は1991年の独立
以降に始まる。1996年から2003年にかけてロシアとの共同調査が実施され、ロシア科学アカデ
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ミーシベリア支部考古学・民族学研究所とアル・ファラビ記念カザフ国立大学により、カザフ
スタン全域を対象とした主要な遺跡の発掘調査がなされた（Деревянко и Таймагамбетов 2003）。
2004年以降は、カザフ国立大学による後期旧石器時代のチョーカン・バリハノフ遺跡の発掘

調査（Таймагамбетов и Ожерельев 2009）において、チュービンゲン大学（ドイツ）やコロンビア
大学（アメリカ）が、年代測定等の分析調査など共同で行うなど国際的な共同研究が進められた。
日本とは同じくカザフ国立大学が、2010年から奈良文化財研究所と共同で、これまで調査され
てきた後期旧石器出土資料の考古学的な分析および再評価を目的とする共同調査研究を開始し、
現在まで断続的に継続している。
2015年に首都アスタナにカザフスタン共和国国立博物館が新しく開館した後は、国際共同調

査が一層充実し、新たな段階を迎えている。
野外調査としては、2015年から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

が、カザフスタン東部における後期旧石器時代遺跡の探索と発掘調査を行っている。この調査
では、中国国境付近で、後期旧石器時代初頭とみられるウシュブラック遺跡が発見され、発掘調
査が継続中である（Shunkov�et�al.�2017）。2016年からは、チュービンゲン大学が、天山山脈北
麓に所在する後期旧石器時代のマイブラック遺跡の発掘調査を行っている（Fizsimmons�et�al.�
2017）。
そして日本からは、2017年からパレオオアジア文化史学プロジェクトのA01班公募研究とし

て、奈良文化財研究所が、カザフスタン南部における新たな後期旧石器時代遺跡の探索と発掘
調査を開始した。野外調査は、天山山脈北麓の東部および西部とカラタウ山地の3つに区分して
行った。前2者の天山山脈北麓の調査を、カザフ国立大学と奈良文化財研究所の共同調査として
2017年8月と11月に実施し、カラタウ山地の調査を、カザフスタン共和国国立博物館と奈良文化
財研究所の共同調査として2017年9月～10月に実施した。

b）天山山脈北麓東部
天山山脈北麓は東部で東西方向に多数の支脈が走るがそのうち標高3452ｍを最高標高点とす

るウズンカラ山脈の麓のケゲン渓谷の中流右岸において、2017年8月に分布調査を行った（図1：
1）。南部の大都市アルマトイから東へ190km、中国国境から西へ約90kmで、今回調査地では最
も東に位置し、標高約2000ｍである。この地域ではこれまで旧石器時代遺跡の分布調査はなさ
れていない。
旧石器時代とみられる遺跡は3か所で確認した。テギスティック1遺跡では石刃を採取し、テ

ミルレック2遺跡では石刃石核を採取したため、これらは後期旧石器時代遺跡とみられる（写真
1）。またテミルレック2では、石刃石核とは別の地点でルヴァロア尖頭器も採取した。後期旧石
器時代とみられるこれら2遺跡は、ケゲン川の形成した河岸段丘面上に立地するものの、土壌の
堆積が薄く、包含層が遺存している可能性は低いとみられた。それ以外の1遺跡（テミルレック1
遺跡）では、多数の石核や大型剥片素材の削器を採取し、風化から旧石器時代とみられるものの
時期は特定できなかった。
カザフ平原の中国国境付近は、標高が比較的高くなるものの、東西方向の細長い盆地状の地形

が複雑に組み合わさり、様々な地形がみられることから、良好な堆積のみられる地形を選んでさ
らなる探索が必要となる。
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c）天山山脈北麓西部
アルマトイから西へ約50kmの位置に後期旧石器時代の多層遺跡マイブラック遺跡が所在す

る（図1：2）。この遺跡は、2003年からカザフ国立大学が3次にわたる発掘調査を行っていて、3
枚の文化層が層位的に検出されている（Таймагамбетов и Ожерельев 2009）。カザフ大トレンチ
の続きを2016年からチュービンゲン大学が発掘調査を行っているが、同様の成果が得られてい
る。
この遺跡は、沢沿いの低位のレス段丘面上にあり、類似する地形は北麓一帯に広くみられるた

め、同様の遺跡が他にも立地している可能性は高いと考え、水系の異なる河川沿いの低位段丘面
を中心に、新たな遺跡の探索を試みた。
しかし予想に反して新しい遺跡をなかなか発見できなかったが、調査最終日にようやくマイ

ブラック遺跡から約21km南西でキルギス国境から約20km北で、新しい後期旧石器時代とみら
れる遺跡を1か所発見することができた（図1：3）。地名からクズルアウス2遺跡と名付けたこの
遺跡は、マイブラック遺跡と同様に、河床面から比高約3ｍの小河川沿いの低位段丘面上に立地
する（写真2）。レス堆積層中から大型の縦長剥片石核を引き抜くことができ、周囲から縦長剥片
2点を採取した。石材はマイブラック遺跡と同様の良質な黒色流紋岩であり、この山麓の基盤に
含まれる石材である。後期旧石器時代遺跡の可能性が高く、また石器を採取したレベルがかなり
近接していることから、レス堆積中に層位的に保存されている可能性が高いとみられた。しかし、
発見できたのが調査最終日であり試掘調査ができなかったため、堆積状況の確認は課題として
残った。

d）カラタウ山地
冒頭に述べたように、天山山脈西端からアラル低地まで北西方向にのびるカラタウ山地は、中

央部で標高が800～600ｍと低くなる範囲があり、東西方向の移動ルートと想定される。この範
囲を中心にカラタウ山地南半部の約200km×約100kmの範囲を調査した（図1：4）。
現地調査の結果、カラタウ山地の東麓を中心に新規に21遺跡を発見した（図2）。カラタウ

写真1 テミルレック2遺跡（人の位置が石刃石核採集地点）
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山地の採集石器は典型的な黒色フリントの場合は、風化の度合いが、強、中、弱の3段階が認
められ、これらがそれぞれ前期、中期、後期旧石器に対応するとされている（Таймагамбетов и 

Аубекеров 1996）。事前にカザフ国立大学でアルプスバエフの採集資料を実見して特徴をつか
むとともに、また実際の調査においては、ルヴァロア石核が散布する遺跡が全体の4割程度あっ
たため、その風化度合いを中程度の基準として時期区分の参考とした。結果として、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％と最多で、後期旧石器時代が36％とこれに次ぐ数
となった（前期～中期、中期～後期に形成された遺跡は重複してカウント）。
次に、後期旧石器時代とみられる12遺跡についてみてみると、半数の6遺跡がカラタウ山地の

東麓の平原地帯において、樹枝状に発達したかつての小河川の名残の谷筋に沿って立地するク
ズルアウト3～8遺跡（図2：3～8）である。この小河川は、いまは同じく痕跡のみが認められる
長さ9kmで幅1.6kmのかつての湖に注ぎ込んでいた。遺跡は、かつての小河川に面した旧河岸段
丘上に立地し、多数の石器が散布していた。このうち、クズルアウト3～5遺跡（図2：3～5）で石
刃石核を採集した。特にクズルアウト4遺跡（図2：4）では長さ10cmの石刃が連続的に剥離され
た石刃石核が採取され、クズルアウト5遺跡（図2：5）では、長さ8cm程度の石刃が連続的に剥
離された半円錐形の石刃石核が採取された。他に石刃や石刃素材の削器も採取された。クズルア
ウト遺跡群は、後期旧石器時代の石刃製作遺跡であることは確実である。
このほかに、カラタウ山地東麓の丘陵地において、湧水点とそこから始まる小川の川底に石器

が散布する地点を発見した。ビリョック・バスタウ・ブラック1遺跡と名付けたこの遺跡では、
川底の石器分布は湧水点から約40ｍ程度の範囲に限られ、石器は川底のほかに、風で土壌が浸
食されている範囲のみに散布することから、石器包含層が遺存している可能性が高いと考えら
れた。採集した石器は長さ約9cmの石刃及び縦長剥片を剥離した石核、剥片素材の各種の削器、

写真2 クズルアウト2遺跡
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石錐などである。
そこで石器包含層の有無を確認するため

に試掘調査を行い、湧水点から約10ｍ離れ
た小川の左岸において1.1m2の範囲を地表か
ら45cmの深さまで掘削した（写真3）。その
結果、地表から20～23cmのレベルから、石
器85点と骨角片5点を含む厚さ10～11cmの
土層が検出され、その下層は基盤岩の風化土
で遺物が含まれていなかった。出土した石器
は、採集石器と同様に、縦長剥片石核、剥片
素材の削器や石錐が特徴的に含まれていた。
小川の川底のレベルはこの遺物包含層の上
部に達しており、包含層を侵食して石器が露

図2

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：クズラウト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　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：アチサイ遺跡　29：ショクタ
ス遺跡　30：コシュクルガン遺跡

写真3 ビリョック・バスタウ・ブラック1遺跡の 
試掘トレンチ
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出したものと考えられた。このため、ビリョック・バスタウ・ブラック1遺跡はカザフスタン
では希少な石器包含層が良好に遺存する遺跡であることが判明した。

5．まとめと課題
後期旧石器時代遺跡を天山山脈北麓で3遺跡、カラタウ山地において12遺跡の合計15遺跡を

新たに発見した（表1）。特質すべき成果としては天山山脈北麓西部のレス堆積層中に包含される
クズルアウス2遺跡を発見したこと、カラタウ山地において、石刃製作地点とみられる大規模な
クズルアウト遺跡群を発見したこと、そしてカザフスタンでは希少な石器包含層が層位的に良
好に堆積するビリョック・バスタウ・ブラック1遺跡を発見したことの3点が挙げられる。
今後の調査課題としては、クズルアウス2遺跡では多層遺跡の可能性を追求すること、クズル

アウト遺跡群では試掘調査により石器包含層の存否や分布を確認すること、ビリョック・バス
タウ・ブラック1遺跡では、有機質遺物が遺存することから精密な発掘調査を行い、骨角器や装
身具など現代人的行動に関わる遺物の検出を目指すことなどが挙げられる。
来年度以降は、これらの遺跡の発掘調査を通じて、カザフスタンにおける後期旧石器時代の編

年的な枠組みの構築に資するデータを獲得すると同時に、中央アジア中央部における新人の活
動を議論するための新しい資料の獲得を目指したい。

引用文献
Алпысбаев, Х. А. (1979) Памятники нижнего палеолита южного Казахстана. Алма-ата: НАУКА Казахской 

ССР.

Деревянко, А. П. и Ж. К. Таймагамбетов (2003) Исследования российско-казахстанской экспедиции в 

казахстане. Российская академия наук сибирское отделение Институт Археологии и Етнографии 

Новосибирск.

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 新⽯器 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
（テミルレック2）

３遺跡
（タムディ・クズラ
ウス2・テギスティッ

ク1）

1遺跡
（テミルレック1） 5

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）

1遺跡
（ソルブラック） 4

湖岸
2遺跡

（ソッコリ⻄⾼台・
北⾼台）

2

旧湖底 1遺跡
（タックリ）

1遺跡
（アクトべ） 2

源頭湧⽔
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 8 7 1 1 2 26

表1 新規に発見した遺跡の立地と時期（黒字はカラタウ山地、青字は天山山脈北麓の遺跡）



50 51

Fitzsimmons, K. E., R. P. Iovita, T. Sprafke, M. Glantz, S. Talamo, K. Horton, T. Beeton, A. Alipova, G. Bekseitov, Y. 

Ospanov, J. -M. Deom, R. Sala, and Zh. Taimagambetov (2017) A chronological framework connecting the early 

Upper Palaeolithic across the Central Asian piedmont. Journal of Human Evolution 113: 107-126.

Shunkov, M., A. Anoikin, Z. Taimagambetov, K. Pavlenok, V. Kharevich, M. Kozlikin, and G. Pavlenok (2017) 

Ushbulak-1: new Initial Upper Palaeolithic evidence from Central Asia.  Antiquity 91 (360): 1–7.

Таймагамбетов, Ж. К. и Д. В. Ожередьев (2009) Позднепалеолитические памятники казахстана. Казахский 

национальный университет имени Аль-Фараби Алматы.

Taimagambetov, Z. K. and S. B. Alipova (2013) Paleolithic of Eurasia by the example of the Lower Paleolithic site in 

Southern Kazakhstan Kyzyltau. Middle-East Journal of Scientific Research 13(5): 686-692.



112

文部科学省科学研究費補助金（新学術領域）2016－2020
「パレオアジア文化史学―アジア新人文化形成プロセスの総合的研究」（領域番号1802）
研究計画A01班

「アジアにおけるホモ・サピエンス定着プロセスの地理的編年的枠組み構築」
2017年度研究報告

2018年3月31日発行

編集・発行
A01班研究代表者　西秋良宏
〒113-0033　東京都文京区本郷7-3-1
東京大学総合研究博物館
TEL（03）5841-2485（パレオアジア文化史学事務局）
FAX（03）5841-24851
E-mail:�paleoasiaproject@gmail.com
領域ホームページ：http://www.paleoasia.jp

印刷・製本
秋田活版印刷株式会社
〒011-0901　秋田県秋田市寺内字三千刈110-1
TEL（018）888-3500
FAX（018）888-3505

©PaleoAsia�Project�2018
ISBN�978-4-909148-09-4






