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1．本研究の目的と方法
カザフスタンはユーラシア大陸の中央に位置しており、東西方向にはカフカス地方と中国西

部を、南北方向には西アジアとロシアアルタイを取り結ぶ重要な地理的な位置をしめる。ところ
が、これまでに確認されている後期旧石器時代の多層遺跡は3遺跡のみと非常に少なく、後期旧
石器文化の成立と変遷の実態がつかめていない。層位的に安定した堆積に包含された一括性の
高い石器群の把握が何よりも必要であり、多層遺跡により石器群の通時的な変遷をつかむ必要
がある。とくに南部の天山山脈北麓は、レス堆積のスピードが比較的早く、多層遺跡の形成には
有利な環境にある。このため、本研究ではカザフスタン南部において後期旧石器時代の多層遺跡
を新しく発見した上で発掘調査を実施して、層位的に良好な堆積から一括性のある石器群を新
しく獲得することを目指している。特に後期旧石器時代初頭から前期にかけての時期の石器群
をターゲットとしており、新規資料を獲得して、編年を構築することにより、カザフスタンにお
ける後期旧石器文化の成立過程を究明することを目的としている。

2．2018年度に新しく発見した後期旧石器時代遺跡
以上の目的のもとに、2017年度にはカザフスタン南部のカラタウ山地と天山山脈北麓におい

て踏査を行い後期旧石器時代遺跡の探索を行った。その結果、カラタウ山地で21遺跡、天山山脈
北麓で4遺跡の合計25か所の旧石器時代遺跡を発見した。このうち後期旧石器時代遺跡と考えら
れたのは、カラタウ山地で12遺跡、天山山脈北麓で3遺跡の合計15遺跡であった（国武2018）。

カザフスタンにおける後期旧石器時代遺跡の発掘調査概要
奈良文化財研究所　国武貞克

図1 2018年度分布調査対象地域及び発掘調査遺跡の位置（a：ラインベック地域，b：カステック地域，１：
チョーカン・バリハノフ遺跡，2：ビリョックバスタウ・ブラック1遺跡，3：クズルアウス2遺跡）
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この分布調査の結果を評価すると、カラタウ山地で多数の遺跡を発見し得たのに対して、天山
山脈北麓では、成果が少なかった。これは、カラタウ山地では広域にわたる削剥作用により石器
の露出が進み、遺跡の発見が容易であるのに対して、天山山脈北麓はレスの堆積が良好であるこ
とに起因して、地表での石器の露出が非常に少なく遺跡の発見が困難なためであった。このため、
2018年度に天山山脈北麓の2地域で再び補足の踏査を行った。2017年度の調査で成果が十分に
上がらなかった東部の中国国境付近のラインベック地域（図1,a）のシャリン川水系と、2017年
度の調査で良好な遺跡を発見したカステック山脈北麓（図1,b）のクズルアウス川の流域である。
ラインベック地域を8月に、クズルアウス川流域を9月に、分布調査を行った結果、新しく合計4
か所の旧石器時代遺跡を発見した。このうち、少なくとも3遺跡が後期旧石器時代遺跡と考えら
れた（表1）。

以上の2か年の分布調査により、カザフスタン南部において合計29か所の旧石器時代遺跡を新
たに発見し、このうちカラタウ山地で12遺跡、天山山脈北麓で6遺跡の合計18か所の後期旧石器
時代遺跡を新しく発見することができた。

3．発掘調査候補の遺跡
以上の2か年にわたる踏査で発見した18か所の後期旧石器時代遺跡のうち、層位的な堆積が期

待できる遺跡は、カラタウ山地で4遺跡（クズルアウト3遺跡,同4遺跡、同5遺跡とビリョックバ
スタウ・ブラック1遺跡）、天山山脈北麓で3か所（クズルアウス遺跡1遺跡,同2遺跡,同4遺跡）で
ある。これに1958年に発見されて、レス堆積層中から6枚の文化層が検出されているカラタウ山
地のチョーカン・バリハノフ遺跡も加えると、8か所の遺跡が発掘調査候補となる。

2018年度はこれら8か所の層位的な堆積が期待できる後期旧石器時代遺跡のなかから、チョー
カン・バリハノフ遺跡、ビリョックバスタウ・ブラック1遺跡、クズルアウス2遺跡の3遺跡を選
んで発掘調査を実施した（図1）。以下にそれぞれの概要を示す。

4．チョーカン・バリハノフ遺跡の発掘調査概要
この遺跡は、カラタウ山地の山中に位置し、アリスタンディー川の右岸の標高504ｍの段丘上

　立地・時代 中期旧石器 中期・後期旧石器 後期旧石器 不明 計

河岸段丘
1遺跡

（クズルアウス2） 1

河谷
1遺跡

（クズルアウス3）
1遺跡

（テミルレック2）
1遺跡

（テギステック1）
1遺跡

（テミルレック1）
4

小尾根
1遺跡

（クズルアウス4） 1

残丘
1遺跡

（クズルアウス1） 1

湧水源頭
1遺跡

（シャリン1） 1

計 1 1 5 1 8

表1 天山山脈北麓で新規に発見した遺跡の立地と時期
（黒字はカステック地域、青字はラインベック地域の遺跡。下線が2018年度に発見した遺跡）
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に立地する（図1,1）。1958年から2015年にかけてカザフスタン国内外の多くの機関により発掘
調査が行われて、これまで6枚の文化層が検出されていた（Таймагамбетов и Ожередьев 2009）。
最近、ドイツ隊によるOSL分析により、このうち最下層の第6文化層の年代が、長石のルミネッ
センス年代で39.5ka±3.8ka BP、石英のルミネッセンス年代で38.7ka±3.0ka BPと判明してい
た（Fitzsimmons 2017）。およそ40kaBPに近いこの文化層の年代は、現在までのところ、カザフ
スタン南部では後期旧石器時代としては最古となる。このため、この第6文化層を調査すること
により、これまで不明瞭であったカザフスタン南部における後期旧石器時代初頭に近い年代の
石器組成が明らかになると考えた。そしてさらに第6文化層よりも下層の文化層の有無も確認す
ることを目的とした。

2018年7月に幅2m、長さ25mのトレンチで、台地の上から台地の下の河原までを断ち割る
発掘調査を実施したところ、これまでに確認されている文化層のうち第2文化層から第6文化
層までに相当する文化層を検出することが出来た。さらに第6文化層よりも下位の層準から、3
枚の文化層を確認することができた（図2）。最下層の第9文化層は、地表から9.2mの深さで、
これまでの最下層である第6文化層よりも約2.6m下位である。ドイツ隊によるOSL分析結果

（Fitzsimmons ibid）を参照すると第2文化層は30.3ka±2.8kaBPであり、第2〜第6文化層は後
期旧石器時代前期（EUP期）に相当するとみられる。これに対して、新しく検出した第7 〜 9文化
層は、およそ40kaBPとされる第6文化層を遡ることが層位的に確認されることから、後期旧石器
時代初頭に近い年代石器群の可能性がある。第9文化層は、小口面から先細りする石刃を剥離し
た石核と石刃が検出された。これまで明確になっていないカザフスタン南部におけるIUP石器群
を明らかにするうえで、今回新たに検出したこの第9文化層はカギになると考えられる。

第9文化層まではレスの風成堆積とみられたが、その15〜20cm下位から、厚さ1〜3cmの薄

図2 チョーカン・バリハノフ遺跡の2018年発掘調査トレンチと検出文化層の層準
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い粘土層がラミナ状に堆積しており水成堆積とみられ、1.1m下位で湧水が多くなり掘削を停止
した。このため第9文化層はアリスタンディー川の離水直後に形成されたと考えられる。第5〜9
文化層にかけてOSL年代分析試料を採取し、現在分析中である。

5．ビリョックバスタウ・ブラック1遺跡の発掘調査概要
ビリョックバスタウ・ブラック1遺跡は、カラタウ山地の東麓斜面の標高475mに位置する。

山麓の傾斜が緩やかになる傾斜変換点において、大型の湧水点が等高線にそって列状に並んで
おり、そのうちのひとつの湧水点の周囲に立地する。2017年10月に発見し、湧水点から約10m
下流の左岸で試掘調査を実施したところ、地表下22〜23cmに、層厚約11cmの良好な石器包含
層が確認されていた（国武ほか2018）。そこで、2018年7月に、この試掘トレンチを中心に、川に
沿って5m、川に直交して6m分拡張して第1次発掘調査を実施したところ、2枚の文化層を確認
した。上層の第1文化層は、地表下約20cmに、層厚約10cmの砂層に包含されていた（図2）。多数
の剥片素材の小型の削器及び掻器とともに、円柱形の細石刃核を出土した。細石刃核の形態から
中石器時代以降と推定される。さらに第1文化層が包含される砂層をすべて掘り上げると、基盤
岩が露出した。そして基盤岩が窪んでいる箇所には、粘土層が5〜20cmの厚さで堆積しており、
この粘土層にも石器が包含されていた。下層の第2文化層としたこの粘土層からは、第1文化層
とは異なり、中型の石刃や縦長剥片、及びそれを素材とした削器や掻器などが出土した。さらに
重要なことには、小型石刃bladeletを剥離した小石刃核が出土し、その形態から、後期旧石器時
代前期とみられた。2017年10月に試掘した箇所では基盤岩が高くなっており、下層文化層が包
含される粘土層は2cm程度の厚さしか堆積していなかった。また、川から離れて、標高が高くな
ると上下の文化層ともに石器点数が減少することも分かった。そのため、この遺跡は後期旧石器
時代前期と中石器時代以降の2時期にわたって、湧水点の周囲に形成されたことが判明した。

図3 ビリョックバスタウ・ブラック1遺跡の第1文化層出土状況
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6．クズルアウス2遺跡の発掘調査概要
クズルアウス2遺跡は、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1,3）。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。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晶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
の段丘面により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。2017
年11月に発見し、2018年4月に試掘調査を実施し、2018年9月に第1次発掘調査を実施した。

発掘調査では、低位段丘面の平坦面の縁辺から川岸までの8mの長さにおいて2m幅のトレン
チを設定した。その結果、3mのレスの安定堆積層のうち、現段階の認識では4枚の文化層を検出
した（図4）。遺物は、川から遠い台地平坦面に多く集中しており、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。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10cm前後の中型
の石刃石器群である。フラットタイプの
中型石刃核や、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
とともに出土した。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。器種は石刃製掻器が卓
越する。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。

7．まとめ
2018年度は、カザフスタン南部におい

て層位的な堆積が認められる3遺跡の発掘
調査を実施した。その結果、3遺跡で合計
14枚の文化層を検出することが出来た。
とりわけ3遺跡のすべてにおいて、後期旧
石器時代前期（EUP期）の良好な文化層を 図4 クズルアウス2遺跡の2018年発掘調査トレンチと

検出文化層の層準
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層位的に検出することができた。本研究では、中央アジアにおける後期旧石器時代の編年構築を
目的としているが、そのための良好な資料が得られたと評価できる。3遺跡で採取したOSL年代
試料の分析結果を踏まえて、今後編年構築を試みたい。

その際に、クズルアウス2遺跡において、中央アジアにおいて初めて、EUP期の石刃石器群を
層位的に検出し得た点は非常に大きな問題提起となる。後期旧石器時代前期（EUP期）後半に
は、中央アジアでは小石刃bladeletが主体となるクルブラキアンが盛行する時期とされている

（Kolobova et al. 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。

またこの遺跡では、4枚の文化層が3mのレスの安定した堆積層から検出され、レベルの異なる
5基の炉を中心にして石刃生産や赤色オーカーの使用など、炉周辺の活動痕跡が良好に遺存して
いた。中央アジアにおける現代人的行動の検討には欠かせない遺跡となるであろう。

カザフスタンにおける2か年にわたる野外調査により、カザフスタン南部の後期旧石器時代初
頭から前期にかけての編年構築に資するオリジナルな資料を、新しく手にすることが出来たと
評価できる。
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