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1.遺跡発見の経緯

天山山脈は中国西部からカザフスタン南部にかけて全長およそ 1300kmの長さで横たわるが、こ

のうちカザフスタンの領域に位置する天山山脈西部は、およそ 800km分である。この範囲の北麓の

丘陵地帯は、ロシアのアルタイ山地北麓の遺跡群と、タジキスタン及びウズベキスタンのザルフシ

ャン山脈南麓 。西麓に展開する中央アジア西部の遺跡群とを取り結ぶ回廊状の領域をなしてお り、

地理的な重要性は非常に高い。ところが、これまでに見つかっている後期旧石器時代遺跡はキルギ

スのクラマ遺跡 (ЧT「ИHoB 2015)と カザフスタンのマイブラック遺跡 (TaЙMaraM6emB И

OЖepeДЬeB 2009)の 2か所のみであり、中央アジア中央部の後期旧石器文化の実態が不明瞭な状

態にある。この地域は、後期更新世のレス堆積の速度が速い傾向にあるため (Ym etal.2015)、

多層遺跡の形成には有利な環境にあるが、その分遺跡の発見が難 しい地域である。その点、広域に

わたる削剥作用により石器が露出し遺跡の発見が容易であるが、多層遺跡が形成されにくいカラタ

ウ山地東麓とは様相が異なる(国武ほか 2018)。

そこで、2017年 と2018年に、天山山脈西部の北麓全体を4ブロックに区分 して、後期旧石器時

代遺跡をターゲットとした分布調査を行った (国武ほか 投稿中)。 調査は 2011年 2月 に締結 した
「学術交流協力協定」に基づき、奈良文化財研究所とカザフ国立大学の共同調査 として実施 した。

この広域踏査の結果発見した後期旧石器時代遺跡のひとつがクズルアウス2遺跡である。クズルア

ウス川流域の 2回 目の踏査を実施 した 2017年 11月 3日 に、レス堆積層中から大型の縦長剥片石核

を引き抜いた。さらに同一層準から縦長剥片と石刃を採取したため、層位的に良好な堆積をもつ後

期旧石器時代遺跡の存在を把握 した。

2.遺跡立地と地形

天山山脈は東西に並走する多くの山脈で構成されるが、クズルアウス2遺跡は、このうち天山山

脈中央部に位置するカステック山脈の北麓の丘陵地に位置している (図 1)。 山腹に水源をもつクズ

ルアウス川の河谷が、傾斜が緩やかになる標高 1,300m付近で幅 400m程度に広がり、左岸に 2面

からなる河岸段丘を形成している。遺跡は標高 1,216mの低位段丘面に立地し、クズルアウス川と

の比高は約 3mである(図 2)。 クズルアウス川の河床では、石器石材に適した珪化した無斑品質流

紋岩の大型亜角礫を容易に採取することができる。また高位の段丘面によリカザフ平原側の北と、

カステック山脈側の南および西の風が遮られる地形である。良質な石材が得られて、風をよけられ

る小河川沿いの微高地に立地する遺跡 といえる。

3.第 1次発掘調査の概要

2018年 9月 に、第 1次発掘調査を実施 した。発掘調査の実施主体は奈良文化財研究所であり国

武が調査を担当し、近隣集落から4名 の労働者を雇用 して発掘調査 を行った。カザフ国立大学か ら

は、現地での調整及び出土品整理の作業場所提供について協力を得た。他にサ トナエバ記念国立地

学研究所からは、調査地周辺の地形調査 と、花粉分析について協力を得ている。

石核を引き抜いた段丘斜面を中心にして、低位段丘面上の平坦面か ら川岸までの 8mの長 さにお

いて 2m幅の トレンチを設定した。台地平坦面から約 3mの深 さまで掘削したところで、基盤の礫

層に到達 した。その間の 3mの レス堆積は安定 した層序で大きな攪乱は見られなかった。その 3m



のレスの安定堆積層のうち、地表から 1.1～2.5mの深さの間で、現段階の認識では4枚の文化層

を検出した (図 3)。 遺物量が多かったため、厚さ約 3 cmずつ草刈鎌で慎重に削って、遺物を平面

検出しては、写真と図面の記録を作成するという方法を繰 り返して慎重に掘削を進めた。出土遺物

の点数は 920点以上で、遺物密度は高い。包含層掘削中の発掘排土はすべて水洗して多くの小型遺

物を回収したため、全体点数は確定していない。遺物は、川から遠い台地平坦面に多く集中してお

り、 トレンチは分布の中心を捉えていたとみられるが、その濃密な分布はさらに台地側の調査区外

に続いていると推定された。

遺物の種類は、石器のほか、焼礫、動物骨、赤色オーカー、陸生貝類、炭化物片である。さら

に、第 2文化層から第 3文化層にかけて地床炉が 5基、出土レベルと平面位置を違えて検出された

(図 4,5)。 第 2文化層では地床炉の直上と炉に近接 した範囲には遺物が少ない一方で、炉の周辺

では石器製作跡や赤色オーカーの集積区域などが、濃密な遺物密度で検出されたことから、炉を中

心とした周辺の活動痕跡が良好に保存されていると考えられる。

出土石器の技術的な特徴は、第 2・ 第 3文化層については長さ 10 cm前後の中型の石刃石器群であ

る (図 6,7)。 フラットタイプの中型石刃核 (図 8)や、半プリズム形の石刃核およびその打面再生剥

片などが多数の石刃とともに出上した。それに対して、小石刃 bladeletと それを剥離したとみられる

船底形の小型小口面石核は、極く少量みられるのみである(図 9)。 器種組成は未検討であるが、現段

階では石刃製掻器が卓越するようにみえる。石材は黒色もしくは赤茶色の斑晶の少ない珪化流紋岩

が最も多く、次に中生代の黒色頁岩が多い。これはクズルアウス川の珪化石材の組成と類似する。

第 2文化層と第 3文化層の炉から採取した炭化物の放射性炭素分析では、30～ 33ka calBPの 年代

が得られており、後期旧石器時代前期 (EUP期)の後半の石器群であることを示している。

4.まとめ

垂直分布と平面分布を未だ検討しておらず文化層区分が今後変わることもあり得るため、現段階

では立ち入った検討はできない。しかし、EUP期の石刃石器群を中央アジアで初めて層位的に検出

したことは、重要な成果である。この時期の中央アジアではクルブラキアンに代表される小石刃

bl“eldが卓越する石器群が想定されている (Kolobova et」.2013)。 今後は、クズルアウス 2遺跡

を基軸に据えて、中央アジアのEUP石器群を根本的に再検討する必要があるだろう。

これに加えて、カザフスタンでは僅かに 4例 日となった後期旧石器時代の多層遺跡であるととも

に、明確な炉と赤色オーカーを多数伴い、炉周辺の様々な活動痕跡が良く保存されているなど、中

央アジアでも例の少ない内容豊富な重要遺跡であると評価できる。中央アジアの後期旧石器文化を

検討する上で欠かすことのできない新たな遺跡を発見したといえるだろう。出土資料の詳細な分析

を開始するとともに、調査区を拡張してさらなる新資料を獲得していきたい。

本発表は平成 29・ 30年度文部科学省科学研究費補助金新学体齢買域公募研究「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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図 1 遺跡の位置 (星印)

図 2遺跡遠景 (右下の矢印がトレンチ位置)

Biryokbastau Bulak:1

:′    1    `ヘ
Kvzv:aus―z′′

拿

Russi.:

l{*zaktrstan

Chiria
/

.1.Tianshan Mountal■ s ‐

.・
 ■1.. ..‐ 、    Ky19yz    _,lf 

・

●
●

●

↓



図１ 遺跡の位置（星印）

図2 遺跡遠景（右下の矢印がトレンチ位置）



図3 土層断面 (ス ケールは3m)

図6 石刃 (第 2文化層 )

図4 1号炉跡 (第 2文化層)

図5 2号炉跡 (第 2文化層)

図7 石刃 (第 3文化層 )

図8 石刃核 (第2文化層)

図9 小石刃 と石核 (第 2文化層 )
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図4 1号炉跡（第2文化層）

図5 2号炉跡（第2文化層）図3 土層断面（スケールは３ｍ）

図6 石刃（第2文化層）

図7 石刃（第3文化層）

図8 石刃核（第2文化層）

図9 小石刃と石核（第2文化層）
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