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カザフスタン後期旧石器時代研究

の現状と展望

     国 武　貞 克　1

  

1．はじめに

　ユーラシアの中央部を広域に占めるカザフスタン
は、西はカスピ海を介してカフカス地域に、東はアル
タイ山地を介して南シベリアに、南は天山山脈を介し
てウズベキスタンに接している。そしてその中央部の
西半はアラル－カスピ海を中心とする広大な低地が広
がり、東半は中央高地とそれをとりまく広大なカザフ
平原が広がっている。ユーラシアの東西と南北を地理
的につなぐばかりでなく、その領域の内部において多
様な地域文化が形成されたと考えられる先史考古学上

の重要なフィールドである。
　とくに、ユーラシア旧石器研究にあっては、現在の
調査研究の最先端地域であるロシアのアルタイ山地北
麓地域を中心とする中央アジア東部地域と、20 世紀前
半から多くの重要な研究成果が蓄積されてきたウズベ
キスタンおよびタジキスタンのパミール高原西麓地域
を中心とする中央アジア西部地域の中間に位置してい
る。このため、カザフスタンは、中央アジア東部にみ
られる南シベリアから北アジア一帯に共通して理解さ
れる旧石器文化と、西アジアとの関係で理解されてき
た中央アジア西部の旧石器文化の関係性を説明し、両
者をつなぐ役割が期待される。これは、とりもなおさ
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要　　旨

　
ユーラシア中央部を広域にしめるカザフスタンは、ユーラシアの南北と東西をつなぐ地理的な位置にあり

重要なフィールドでありながら、旧石器時代研究の全体像がよく知られていないため、ユーラシア旧石器研
究において活用されているとは言い難い。カザフスタン旧石器研究は 60 年余りの蓄積があり、前期旧石器時
代から後期旧石器時代に至る多くの遺跡が調査されてきた。本稿では、カザフスタンにおける 60 年に及ぶ旧
石器時代の調査研究史を概観したうえで、後期旧石器時代の資料蓄積状況と研究の現状を可能な限り詳細に
検討した。
　カザフスタンの後期旧石器時代遺跡は、標高 1,000m 程度の丘陵地に立地することが多く、東部のアルタ
イ山地西南麓、中央部の中央高地周辺、南部の天山山脈北麓に多く分布している。このため、東部、中央部、
南部に分けて、各地域の後期旧石器時代遺跡の資料蓄積状況を把握し、地域間でその特徴を比較した。
　その結果、東部のアルタイ山地西南麓はロシアのアルタイ山地北麓と同一の後期旧石器文化が発展してい
る可能性が高く、その範囲は、中央部のバルハシ湖北岸にまで及んでいた可能性が高いこと、中央高地周辺
の後期旧石器文化は、石刃石器群が発達するものの、地域編年を構築するには未だ困難な状況であることな
どが判明した。
　その一方で、南部の天山山脈北麓は、カザフスタンで唯一レスの分厚い堆積層中に後期旧石器時代の多層
遺跡が発見されており、現段階で主に後期旧石器時代前期（EUP 期）の資料蓄積が進みつつあることを確認
した。これに加えて、石器石材の共通性や地形の連続性などからみて、カザフスタンにおいて地域編年を構
築できる可能性が最も高い地域であると推定された。そのため現在、カザフスタン南部における EUP 石器群
の成立を究明することが当面の課題であると考えられる。その成果はロシアアルタイ山地北麓を中心とする
中央アジア東部と、ウズベキスタンを中心とする中央アジア西部の関係を解明し、ユーラシア旧石器を一体
として理解するために重要な手がかりになると展望される。

キーワード ： カザフスタン、旧石器時代、多層遺跡、天山山脈北麓、地域編年
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ず、カザフスタン旧石器研究が、ユーラシア全体の旧
石器文化を一体として語るために不可欠な役割を担っ
ているといえるであろう。
　新人のユーラシア拡散研究においてカザフスタン
は、パミール高原西麓に進出した新人が、カザフスタ
ン南部において、カラタウ山地を越えて天山山脈北麓
地域を通過して、中国新疆のジュンガル盆地やロシア
アルタイ山地北麓へと拡散する過程で必ず通過したメ
インルートと考えられる。
　このような地理的な重要性ばかりでなく、カザフス
タンの領域においては、礫器文化および前期アシュール
文化に代表される前期旧石器時代から、各種のムスティ
エ文化に代表される中期旧石器時代、そして後期旧石
器時代に至る多くの旧石器時代遺跡が残されたことが
判明している。その事実がこれまでの充実した調査研
究によって明らかにされており、その成果は今後のユー
ラシア旧石器研究において不可欠となるであろう。
　たとえば、新人の拡散が一度でなく複数回あった可
能性が想定される場合、アルタイ山地の西に接し、パ
ミール高原の北に接するカザフスタンの領域において、
中期旧石器時代から後期旧石器時代に至る多くの資料
が得られていることは、その仮説を検証するために新
たな視点が得られる可能性が高いといえるだろう。
　小稿では、1957 年に始まり現在に至るまでのちょう
ど 60 年余りにわたるカザフスタンにおける本格的な
調査研究史を整理したうえで、後期旧石器時代の資料
蓄積の状況と研究の現状を仔細に把握する。それらを
踏まえて今後のユーラシア旧石器研究の発展のために
不可欠であるカザフスタン後期旧石器研究の進むべき

方向性を展望したい。

2．カザフスタン旧石器時代調査研究史

　カザフスタンにおける本格的な旧石器時代遺跡調査
は、1950 年代のアルピィスパエフ（Алпысбаев.Х.А）
のカザフスタン南部におけるカラタウ（Каратау）山
地の旧石器時代遺跡調査に始まる。表 1 に 1950 年代
から現在に至るカザフスタンにおける旧石器時代遺跡
の調査研究史の概要を示した。アルピィスパエフによ
るカラタウ調査は、主にカザフスタンの領域における
前期旧石器の存否に関心が置かれていたが、カラタウ
山地南部の小カラタウの範囲においておよそ 20 年近
く継続された考古学地質学調査により、クズルタウ

（Кызылтау）遺跡、ボリカズガン（Ворыказган）遺跡、
タニルカズガン（Танирказган）遺跡など多くの重要な
遺跡が発見された。これらの遺跡の多くは、前期旧石
器時代から中期旧石器時代を中心として、一部に後期
旧石器時代を含むものであった。1958 年から 1962 年
には、カラタウ山地のレス堆積層中で 1958 年に発見
されたカザフスタン最大の多層遺跡チョーカン・バリ
ハノフ（стаянка им. Ч.Валиханова）遺跡の発掘調査が
実施された。これらを踏まえて、アルピィスパエフは
前期旧石器時代から中期旧石器時代を経て後期旧石器
時代に至るカザフスタン旧石器時代の変遷について、
基本的な枠組みを構築した。
　1960 年代から 70 年代には地質学者でもあったメ
ドーエフ（Медоев А.Г.）により、カザフスタン全土
で踏査が行われ多くの重要な遺跡が発見された。と

表 1　カザフスタンにおける旧石器時代遺跡調査研究史（後期旧石器時代遺跡は太字斜体）
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くに 1966 ～ 1969 年には、カスピ海のマングィシュ
ラク（Мангышлак）湾に面した東岸のトゥルカルガ
ン（Тупкараган）半島で、マングィシュラク地方北部
のシャフパガタ渓谷における巨大遺跡、シャフパガタ

（Шахбагата）遺跡の初めての本格的な踏査が行われた。
この分布調査により、前期旧石器時代から後期旧石器
時代にいたる膨大な資料が回収されて、この地域の旧
石器文化が初めて把握された。メドーエフは、このと
きの調査成果を踏まえて、カスピ海東岸を中心とした
カザフスタン西部を対象として、以下の文化変遷を提
唱している。古い時期から順に、前期旧石器時代の「プ
ロト・ルヴァロワ－アシュール文化」、同じく前期旧
石器時代の前期アシュール文化である「ルヴァロワ－
アシュールⅠ文化」、中期旧石器時代の「ルヴァロワ
－アシュールⅡ文化」、後期旧石器時代の「シャフパ
ガタⅠ文化」、完新世で土器出現以前の「シャフパガ
タⅡ文化」である（Медоев 1982）。
　メドーエフは他にウラル山脈南端のムゴジャールィ

（Мугоджры） 遺 跡、 バ ル ハ シ 湖 北 岸 の セ ミ ズ ブ グ
（Семизбугу）遺跡、バルハシ（Балхашь）湖南岸のハ
ンタウ（Хантау）遺跡など、いずれもカザフスタンを
代表する巨大遺跡群を踏査した。これらの調査成果は
カザフスタン旧石器研究史においても特筆すべき成果
であったいえる。メドーエフは以上の調査成果をもと
にして、広大なカザフスタンの地域間に認められる様
相の違いに着目し、中期旧石器時代から後期旧石器時
代に至る地域伝統（文化）を設定した。その視点は石
材環境や地質学的な遺跡立地の特徴を考慮しつつ、イ
ンダストリーの技術型式学的な検討に基づいたもので
あった。現在のカザフスタンにおける旧石器研究は、
このメドーエフの枠組みの範囲内で展開されていると
いっても過言ではない（Артюхова 2008）。
　1980 年代には、タイマガンベトフ（Таймагамбетов 
Ж.К.）によりカザフスタン全土で新たな旧石器時代遺
跡が発見され調査された。1980 年代半ばにはカスピ
海東岸において、オネジェク（Онежек）1 ～ 7 遺跡が
発見された（Таймагамбетов 1987）。この石器群はシャ
フパガタ遺跡に類似するものであった。ウラル山脈南
端では、ジャルパック風化丘陵に所在するジャルパッ
ク（Жалпак）遺跡（Аубекеров 1992）において分布調
査がなされ、後期旧石器時代から新石器時代までの新
資料が得られた。カザフスタン中央部では、1984 年に
オーギスタウ（Огизтау）遺跡が発見され、ルヴァロ
ワ平行剥離による石刃が多く認められる石器群が表面
採取されており注目される（Таймагамбетов 1989）。ま
た、アルタイ山地西麓においては、1981 年にシュルビ
ンカ（Шульбинка）遺跡が発見された。1983 年まで行
われた発掘調査により後期旧石器時代の石刃石器群が

検出され、カザフスタン東部とロシアのアルタイ山地
北麓の遺跡群との関係が初めて確認された。
　カザフスタン旧石器研究にとって大きな画期となっ
たのは、1990 年代に実施されたロシア－カザフスタ
ン共同遠征調査である。デレヴャンコ（Деревянко 
А.П.）とタイマガンベトフにより組織された共同調査
隊により、アルピィスパエフやメドーエフが発見した
カザフスタン全土の主要な旧石器時代遺跡の現地踏査
と発掘調査が実施された。調査されたのは、カスピ海
東岸ではシャフパガタ遺跡、ウラル山脈南端ではム
ゴジャールィ遺跡、アラル海北岸ではアラル（Арал）
遺跡、カラタウ山地ではクズルタウ遺跡、コシュク
ルガン（Кошкурган）遺跡（Волошин 1989, Артюхова 
1994）、バルハシ湖北岸ではセミズブグ遺跡、サヤッ
ク（Саяк）遺跡、東部のアルタイ山地南麓ではザイサ
ン（Зайсан）湖周辺のブフタルマ（Бхтарма）遺跡である。
　これらの調査については、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から成果報告書が刊行
され（Деревянко и др. 1993, 1999, 2000, 2001, 2003など）、
カザフスタン旧石器研究の基礎資料として活用されて
いる。
　2000 年代は、タイマガンベトフにより、天山山脈北
麓に立地するマイブラック（Майбулак）遺跡の発掘調
査が実施された。チョーカン・バリハノフ遺跡以来の
本格的なレス堆積層中の後期旧石器時代の多層遺跡で
あった。またアルテュフォーバ（Артюхова О.А.）に
よりカザフスタン中央部において、数多くの中期旧石
器時代遺跡及び少数の後期旧石器時代遺跡が踏査され
一部は発掘調査が実施され、サリーアルカ（Сарырка）
地域と呼ばれる広大なカザフ平原東部における旧
石器文化が体系的に明らかにされた（Артюхова and 
Мамиров 2014）。
　2010 年 代 は、 ア ル テ ュ フ ォ ー バ と マ ミ ロ フ

（Мамиров.Т.Б.）により、カザフスタン中央部や西部
及び北西部において、中期旧石器時代から後期旧石器
時代にかけての遺跡探索と発掘調査が継続的に行われ
ている（Мамиров 2010a; Артюхова 2013; Мамиров and 
Артюхова 2017）。現在も、後期旧石器時代終末期とみ
られるウリケン・ジェスディ（Улкен Жезды）遺跡の
発掘調査を継続している。
　2015 年以降は、外国調査隊が新たな後期旧石器時代
の多層遺跡を求めて、本格的に分布調査と発掘調査を
実施している。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のシュニコフ（Шуньков 
М.В.）らがアルタイ山地南麓のザイサン湖周辺で分
布調査を実施し、中国国境付近で後期旧石器時代初頭

（IUP 期）のウシュブラック（Ушбулак）1 遺跡を発見
し、発掘調査を継続している。2016 年からは、ドイ
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ツのチュービンゲン大学のイオヴィータらが、カラタ
ウ山地西麓及び中国国境のジュンガルスキーアラタウ

（Джунгарский Алатау）山脈北麓で分布調査を継続し
ている。2017 年からは、奈良文化財研究所の国武が、
カラタウ山地東麓と天山山脈を構成するカステック

（Кастек）山脈北麓で分布調査を実施し、多くの後期
旧石器時代遺跡を発見するとともに、天山山脈北麓で
発見した EUP 期の多層遺跡クズルアウス（Кызылауз）
2 遺跡の発掘調査を継続している。
　
3．後期旧石器時代遺跡の特徴と立地

　カザフスタンにおける旧石器時代の遺跡立地をみる
と、各時代非常に特徴的な分布を示している（図 1）。
前期旧石器時代は、カスピ海東岸のシャフパガタ遺跡
やウラル山脈南端のムゴジャールィ遺跡、カラタウ山
地のクズルタウ遺跡など、特定の地域に巨大な遺跡群
を形成する。遺跡の数は少ないが、規模は後の時期と
比べて格段に大きい。そしてこれらはすべてメドーエ

フの分類でいう露出タイプの遺跡である。続いて中期
旧石器時代遺跡の分布をみると、北部を除くカザフス
タン全土に分布しており、平野にも山地にも立地する
ことから地形を選ばずに満遍なく分布しているように
みえる。これらもほぼすべて露出タイプの遺跡である。
　これに対して、後期旧石器時代の遺跡はカザフスタ
ンの東半部に偏って分布している。具体的には、アル
タイ山地の西麓から南麓、バルハシ湖の北部に広がる
中央高地の周辺、天山山脈北麓からカラタウ山地であ
る。つまり後期の遺跡は平野に立地する遺跡が少なく、
標高 1,000m 付近の丘陵地に立地する傾向を指摘する
ことが出来る。そのため、カザフスタン全体のなかで、
山岳地形が広がるカザフスタンの東半部に分布が偏
り、アラル海とカスピ海の低地が広がる西半部には後
期の遺跡が少ないのである。そして後期になると、数
は少ないが堆積層に包含される遺跡も認められる。
　このように、カザフスタンの旧石器時代の遺跡分布
を検討すると、後期旧石器時代と中期旧石器時代の遺
跡分布は対照的な傾向がみてとれる。そのためカザフ

図 1　中央アジア主要旧石器時代遺跡分布（▲前期 , △中期 , ●後期 , 時期区分は便宜的）
1: イェシキタウ , 2: ラードニック 1-3, 3: シャルカル 1-4, 4: オネジェク 1-7, クマカペ , 5: シャフパガタ , サリタッシュ , 6: ウゼン , 7: ムゴ
ジャーリィ , 8: アケスペ 2b, 9: アラル , 10: タスツベク 1･2･12, 11: アラリスク 1-3, 12: アックィル , 13: アイテケビ 1-6, 14: ウリケン・ジェ
ズディ , 15: コシュクルガンⅠ - Ⅱ , 16: ショクタスⅠ - Ⅲ , 17: アチサイ , 18: チョーカン・バリハノフ , 19: ウシュバス洞窟 , ジャナタス

3, 20: ソルコリ 1-2, シャハンタイ 1, ウシュブラック 1-6, ウズィンブラック 2, クィズルアウト 3-5, 21: ビリョックバスタウ・ブラック 1,
マイトベ , 22: ボリカズガン , 23: タニルカズカン , アッコリ , 24: クィズィルタウ , ケメルⅠ - Ⅲ , 25: クズルアウス 2, 26: マイブラック , 
27: ラハット , 28: アクトガイⅠ - Ⅳ , 29: テミルリック 1, 30: ムズベリ 1-2, 31: クィズィルジャル 3, 32: オーギスタウ , 33: ブルマ , 34: ハ
ンタウ , 35: セミズブグ , 36: サヤック , 37: カイナル , 38: クズルカイナル , トゥランガ , 39: チンギス 1, 40: バットパック 6・7・8・12, 
41: アングリソル 2, 42: エキバストゥス , 43: クダイコリ , 44: カラゾール , 45: シュルビンカ , 46: チャラ 1, 47: ピシィエラ , 48: カナイ , 
49: ザイサン 1-3, コズィバイ , 50: スビンチャツカ , 51: ブフタルマ 1-5, 52: ウシュブラック 1,（以上カザフスタン）, 53: ストラッシュナ
ヤ洞窟 , 54: アヌイ 1-3, 55: デニソワ洞窟（以上ロシア）, 56: クラマ ,57: ユータッシュ・サイ , 58: セリ・ウングル（以上キルギス）, 59:
オビ・ラフマート洞窟 , 60: クリブラック , 61: サマルカンド（以上ウズベキスタン）
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スタンにおける後期旧石器時代遺跡は、以下の 3 つの
地域に区分して検討する必要がある。それは東部（ア
ルタイ山地西麓と南麓）、中央部（中央高地周辺）か
ら西部、南部（天山山脈北麓からカラタウ山地）である。
以下では、この 3 区分に従って、それぞれ地域別に現
在までの後期旧石器時代の資料蓄積の状況と課題につ
いて検討してみる。

4．カザフスタン東部の資料蓄積状況と
　  課題

（１）1950 年代の調査：カザフスタン東部考古学遠
　　   征調査
　カザフスタン東部は、アルタイ山地西麓及び南麓の
丘陵地形が広がる地域であり、西麓でロシアと、南麓
で中国と国境を接する。
　1940 年 代 終 わ り か ら 50 年 代 に か け て、 カ ザ フ
ス タ ン 東 部 考 古 学 遠 征 調 査 隊（ チ ェ リ コ フ【С.С. 
Черников】、リグディロン【Э.Р. Рыгдылон】、ゴフマ
ン【И.И. Гохман】、 ク ラ イ ロ ヴ ァ【А.А. Крылова】）
よる調査により、考古遺物と骨が豊富に包含される
層位的に堆積する後期旧石器時代遺跡のピシィエラ

（Пещера）洞窟が見つかった（Черников 1951; Гохман 
1957）。発掘調査が実施され層位的な包含状態が確認
され、豊富な遺物が検出されている（Черников 1957）。
しかし、その洞窟の層位的な堆積は現在、イルティッ
シュ川における多数のダム建設に伴う水位上昇で失わ
れている。
　また 1955 年にクライロヴァによって、ナリムスキー

（Нарымского）山地山麓で発見されたスビンチャツカ
（Свинчатка）遺跡は、シベリアの後期旧石器文化との
関連が指摘されていた（Крылпва 1959, 1961）。この資
料の大部分にあたる 216 点を再分析したオジャレリエ
フ（Д.В. Ожерельев）によると、石刃製掻器が主体の
石器群で、刃部の角度の高い掻器もあり、鋸歯縁石器
や尖頭器も組成するという点から、シベリアの後期旧
石器文化の一部として評価されるとあらためて指摘さ
れている（Таймагамбетов and Ожерельев 2009）。

（２）1980 年代の調査：シュルビンカ遺跡の発掘調査
　1981 ～ 1983 年には、シュルビンカ遺跡がタイマ
ガンベトフにより調査された（Таймагамбетов 1987）。
シュルビンカ遺跡は、アルタイ山地の南麓を水源とし
てその西麓を北西方向に流れる大河川イルティッシュ

（Ириитышь）川とその支流のシュルビンカ川の合流点
の標高 35 ～ 40m の段丘崖上に立地する。電源開発に
伴う遺跡探索によって 1981 年に発見され、発掘調査
された遺跡のひとつであり、現在はダムの底に水没し

て現存しない。
　この遺跡を 1981 ～ 1983 年に発掘したタイマガンベ
トフは、同じ 1983 年にカラタウ山地のチョーカン・
バリハノフ遺跡において、アルピィスパエフ以来初め
てとなる発掘調査を再開し、その翌年にはカスピ海東
岸において、オネジェク遺跡群を発見している。同時
期にカザフスタン中央部で、ルヴァロワ石刃が卓越す
るオーギシュタウ遺跡を発見するなど、カザフスタン
全土で精力的に調査研究を開始した。つまりこの調査
は、1980 年代から現在までカザフスタン旧石器研究を
第一線で牽引してきたタイマガンベトフが、初めて実
施した本格的な旧石器時代遺跡の発掘調査であった。
　3 年間の発掘調査とその周辺の地表散布地から 5,000
点以上の石器が発見された。石器はレスに由来する
ローム層中に平均して厚さ 60cm の深さまで包含され
ていた。遺跡では、3 枚の文化層が認められた。遺跡
の層位は次の通りである 1）。芝根の多く含む腐植土層
が最も厚い箇所は 60cm 程度で、遺物包含層である 2）。
明るい黄色のローム層で砂も含み、最も厚い箇所は
40cm 程度で、上下の層理面は不明瞭。遺物包含層で
ある 3）。黄色い粗粒の砂で最も厚い箇所は 15cm 程度
で、基盤層の上に堆積し、遺物包含層である。
　主たる石器石材はシュルビンカ川で採取可能な黒色
や灰色等の中生代珪質頁岩の亜円礫で、ほかに玉髄、
ジャスパーも利用され、少数石材として水晶がみられ
る。水晶は遺跡から 80km 離れて産出するとされてい
る。地表に散布していた石器は細石刃核を含むことか
ら、中石器時代かおそらく新石器時代初期にも遺跡が
形成されたと考えられている。石器は地表に多く散布
しており、その散布個所を発掘したところ、第 1 層か
ら第 3 層まで石器が包含されていた。
　第 1 層出土石器は 333 点で、古期完新世の石器群と
されている。剥片剥離技術の特徴は、石核から判断す
ると、小口面剥離、プリズム形に近い石核、少量だが
ルヴァロワ的な剥離技術が認められた。二次加工石器
は、削器（23 点）、搔器（9 点）、楔形石器（5 点）、石
錐（3 点）、二次加工石刃（9 点）などである。
　第 2 層出土石器は 741 点で、後期旧石器時代の石器
群（図 2）とされている。剥片剥離技術の特徴は、次
のような石核分類から推定できる。ルヴァロワ的石核

（6 点）、ルヴァロワ平行剥離による石刃核（7 点）、お
よび円錐形石刃核の断片（1 点）、小口面石核（5 点）
である。二次加工石器（全 240 点）の組成は、削器の
破片（29 点）、搔器（68 点）、二次加工石器（36 点）、
彫器（5 点）、鋸歯縁石器（7 点）である。
　この層位では、真っ黒に焼けた礫が充填する明確な
土坑が見つかっており、それに伴って焼骨と炭化物も発
見された。また、埋葬人骨を発見したが明確な土坑は確



36 

カザフスタン後期旧石器時代研究の現状と展望

25 26

27

28

29

30

31

32

33

0 ５㎝

41 2 3

5

6 7 8 9
10

11

12
13 14 15

16 17 18 19

20

21 22 23 24

図 2　シュルビンカ遺跡後期旧石器文化複合（Таймагамбетов 1987）
1 ～ 8・14：削器，9・11：石刃，12：細部調整のある石刃，10・13・15 ～ 20：掻器，21・22：彫器，23：削器，
24 ～ 26：楔形石器，27：偶発剥離のある剥片，28 ～ 33：石核
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認できなかったと報告されている。そして人骨の遺存状
態が非常に悪かったため、回収しなかったとされてい
る。たとえ遺存状態が悪い細片でも回収されていれば、
現在貴重な資料となり得たところだがやや残念である。
これまでのところカザフスタンでは更新世に属する可
能性のある人骨の報告例はこの 1 件のみである。
　石器群は 10cm を超えるやや大型の石刃製削器や石
刃製掻器が卓越する。その組成から、発掘当初から後
期旧石器時代初頭の段階に位置付けられると考えられ
ていて、現在でもアルタイ山地の後期旧石器時代のう
ち、カルギンスキー（Каргинскый）氷期に残されたい
わゆるカラボムプラスト（段階）のカラ - ボム（Кара-
Бом）遺跡やカラ - テシュ（Кара-Тенеш）遺跡との密接
な関係が読み取れると評価されている（Таймагамбетов 
and Ожерельев 2009）。
　第 3 層出土石器は 1,778 点で、中期旧石器時代のム
スティエ文化に属すると考えられている。この文化層
では 2 か所の小さな土坑が見つかっている。剥片剥離
技術は、石刃および剥片生産のためのルヴァロワ技法、
小口面剥離などである。製品類は、全点で 382 点であり、
石刃とその破片（93 点）、削器（72 点）、搔器（41 点）、
楔形石器（20 点）、ナイフ状石器（10 点）、彫器（4 点）
などである。この石器群は、アルタイのウスチ－カラ
コル遺跡やウスチ－カンスカヤ洞窟のムステリアンの
石器群と多くの共通性が認められるとされている。こ
の類似は、この石器群が、ジリアン（Зырянскый）氷
期終末からカルギンスキー氷期初頭の時期、絶対年代
では 7 ～ 5 万年前に残されたためと評価されている。
　以上から発掘調査の所見としては、層位的な出土状
況と技術的な検討に基づき 3 つの異なる時期の石器群
が検出されたとされている。それはムスティエ文化石
器群（ルヴァロワ石核、削器、尖頭器）、後期旧石器
文化石器群（石刃核、削器、二次加工石刃、楔形石器、
彫器、石錐）、完新世石器群（小口面石核、小型搔器、
細石核、細石刃）の 3 者である。シュルビンカ遺跡は、
現在のところ、カザフスタンの層位的な後期旧石器時
代遺跡のなかで、最も十分に研究された遺跡であるこ
とは確かである。
　発掘調査では、出土位置と層位を記録しながら層位
的な検出に努めて、層位別に遺物が取り上げられてい
る。しかしながら平均して 60cm の厚さを 3 枚に分層し
た全層位から石器が出土し、層位別に取り上げ報告さ
れたものの、その層位別単位が、時間的な一括性を表
さないことは明らかだといえるだろう。これらの出土
資料を層位別に詳細に検討したところ、混在している
と評価すべきであり、3 つの石器群の抽出は多分に型式
学的手法によるところが大きかったといえるだろう。
　大河川と小河川の合流点の高台という地勢上の利点

からか、中期旧石器時代から完新世まで長期にわたり、
繰り返し利用されたためと考えられる。この利用頻度に
対して、レスに由来するとされるローム層堆積の速度が
緩慢であったため、結果的に異なる時期の遺物が、混在
して各層から出土することになったのかもしれない。
　しかし、タイマガンベトフらは、型式学的に認定が
可能なムスティエ文化石器群の各器種を抽出し、これ
が上層ほど減少することに着目して、概ね層序にした
がって石器群が変遷する可能性を見出した。その単位
はムスティエ複合、後期旧石器複合、古期完新世（細
石器）の 3 つである。この資料操作は、カザフスタン
では例のない中期旧石器の包含層出土事例ではあるも
のの、良好な堆積に恵まれない遺跡発掘資料を最大限
に活用する点において、十分に慎重で信頼に足りる方
法であった。その意味でこの遺跡はカザフスタンにお
いて、初めて中期旧石器、後期旧石器、完新世初頭を
層位的に識別し得たと評価することができる。
　またその反対に、中期旧石器と後期旧石器が分かち
難く混在して出土している事実に意味があり、その様
相こそがタイマガンベトフらが指摘したアルタイの
IUP 期石器群との共通性を示すものであるという考え
方も成り立つ。その場合は、2・3 層は同一時期の石器
群ということになる。
　さて後期旧石器時代については、周縁加工や尖頭形
の石刃製削器の存在が目立つ（図 2：1 ～ 5）。これらは、
アルタイ山地から東方には一般的ではあるが、カザフ
スタンの他の地域の採集資料では現在のところまず目
にしない器種である。これらが、他の地域でも一般的
であるか否かが今後興味深い課題である。タイマガン
ベトフらは中央アジア東部（アルタイ）と西部（ウズ
ベキスタン）を両極とすると、この遺跡に両者をつな
ぐ中間に位置する意義を見出したが、おそらくそうで
はなくて、この遺跡によってカザフスタン東部にアル
タイそのものの文化が及んでいたことが明らかになっ
た。とするならば、現在の研究認識ではその中間は、
カザフスタン南部のカラタウ山地から天山北麓になる
と考えられる。この遺跡が IUP 期に限定せず、EUP 期
も含めてアルタイの様相を反映しているならば、中央
アジア西部及びそれとの中間の天山北麓における IUP
期から EUP 期の様相はいかなるものか、これが現在の
中央アジアにおける後期旧石器時代の研究課題となる。

（３）1990 年代の調査：第 1 回ロシア－カザフスタ
　　   ン共同遠征調査
　1998 年から 2001 年のロシア－カザフスタン共同調
査によるカザフスタン東部の遠征調査が実施された。
ザイサン湖の湖岸においてザイサン（Зайсан）1 ～ 3
遺跡を調査し、ブフタルミンスク（Бухтарминск）に
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おいてブフタルマ（Бухтарма）1 ～ 5 遺跡を調査し、
イルティッシュ川中流付近ではシュルビンカ 1 遺跡
を調査し、そのやや南方の山岳地帯のチャルスキー

（Чарскый）地方ではチャラ（Чара）1 遺跡を調査し、
イルティッシュ川の北方でアルタイ山中のレーニンゴ
ルスク盆地ではレーニンゴルスク（Лениногорск）1・2
遺跡を調査した（Деревянко и др. 2003）。遺物からは中
期及び後期旧石器時代の遺跡である。特に後期旧石器
時代については、ルヴァロワ的な石核と石刃核（半円
錐形と小口面型）が認められ、製品については、削器、
搔器、石核、二次加工石刃などが認められた。地表で
採集された石器は弱い風化が認められたとされている。

（４）2015 年以降の調査：第 2 回ロシア－カザフス
　　  タン共同遠征調査
　2015 年から、ロシア科学アカデミーシベリア支部考
古学民族学研究所とカザフスタン共和国国立博物館が
カザフスタン東部において共同で調査を行っており、
現在まで継続している。イルティッシュ川上流域のザ
イサン湖周辺が対象地とされ、上に述べた 1990 年代
の共同調査の続きとも言える。相違点は、今回の調
査の目的を明確に後期旧石器時代の多層遺跡の探索に
絞っている点にある（Шуньков и др. 2016）。
　共同調査初年の主な成果は、ブフタルミンスク貯水
池の東岸に立地するクルチム（Курчум）遺跡（第 1・
2 地点）の発見である（Шуньков и др. 2015）。異なる
時期の遺物が採集されており、小口面剥離の石核や石
刃剥離のための縦長の石核がルヴァロワ的な形態の石
核や中期旧石器や後期旧石器の様々なタイプの二次加
工石器とともに採集された。2015 年の調査の最終段階
には層位的な堆積の良好なウシュブラック（Ушбулак）
1 遺跡が発見された。
　2016 年には試掘調査が行われ、6 枚の文化層が確認
された。試掘の結果、第 1 層は完新世、第 2 ～ 4 層が
後期旧石器時代、第 6・7 層が後期旧石器時代初頭と
されている（Шуньков и др. 2016）。2017 年にもウシュ
ブラック遺跡においてロシア－カザフスタン共同調査
が継続され、2 か所の発掘調査が行われた（Анойкин 
и др. 2017）。湧水点から流れ出る小川の左岸に 3 か所
のトレンチが設定された。左岸の傾斜を断ち割る第 2
トレンチは、川沿いの低位面の第 1 トレンチとつなげ
られ、出土した合計点数は水洗による微細遺物も含め
ると 7,709 点となった。石器群の内容は、扁平な両設
打面の石核からの大型厚手の石刃生産である。これに
加えて、小口面石核や両設打面石核も認められた。二
次加工石器の組成は、削器や掻器、彫器、二次加工石
刃などであった。石器群は後期旧石器時代初頭に帰属
する。ロシアの核物理学研究所で 6 層下部の堆積物

の放射性炭素年代測定を行ったところ未較正年代で
41,110±302 14C yr BP で、較正年代は 45,249-44,012 cal 
yr BPである（Shunkov et al. 2017）。調査者たちは、ウシュ
ブラック 1 遺跡の 5.2 ～ 7 層の剥片剥離技術や二次加
工石器組成が、カラ - ボム遺跡などの南シベリアの遺
跡やモンゴル北部のトルボル（Толбор）4 遺跡にみら
れる後期旧石器時代初頭（IUP 期）の層位的な石器群
との共通性を指摘している。
　低位面の第 1 トレンチでは、現在の地表から 3、4m
の深さの 1 ～ 3 層までで検出されており、発掘調査は
完了していない。出土遺物からこのトレンチの 1 層は
完新世で、2・3 層が後期旧石器時代終末期とされてい
る。小型中型の石刃がこの石器群の特徴で、調査者に
よりシベリア南部、アルタイ山地北麓の後期旧石器時
代終末期に位置付けられている。今後もしばらく発掘
調査が継続される予定である。

（５）カザフスタン東部における資料蓄積状況
　このように、カザフスタン東部は、イルティッシュ
川上流域のアルタイ山地南麓のザイサン湖周辺で、
1950 年代から資料蓄積が進んでいた。この地域で発掘
調査され内容が最も明らかにされた遺跡はシュルビン
カ遺跡である。近年は、層位的堆積のある後期旧石器
時代遺跡の発見を目的とした第 2 回ロシア－カザフス
タン共同遠征調査により、クルチム遺跡など新たな遺
跡の発見が相次いでいる。現在までのところ、明確な
多層遺跡は、既に消滅したシュルビンカ遺跡と、2015
年に発見され発掘調査が継続されているウシュブラッ
ク 1 遺跡の 2 遺跡のみである。しかし今後は、上述し
たロシア - カザフスタン共同調査以外にも、ザイリス
キ－アラタウ山脈北麓で後期の多層遺跡を目的とした
ドイツ－カザフスタン共同調査も実施されているた
め、多層遺跡の発見が続く可能性があり、成果が期待
される。表 2 にカザフスタン東部における後期旧石器
時代遺跡の一覧を示した。
　東部の石器石材は黒色や暗灰色の中生代珪質頁岩が
主体であり、イルティッシュ川流域水系の河床で採取
可能とされる。ウシュブラック 1 遺跡はその岩体に近
接して形成された遺跡である。またとくにザイサン湖
周辺では、カナイ遺跡やスビチャツカ遺跡などの中期
旧石器時代遺跡が、後期旧石器時代遺跡と近接して見
つかっている点が特徴である。しかし、中期旧石器時
代から後期旧石器時代まで連続して層位的に堆積して
いる遺跡は、シュルビンカ遺跡にその可能性があるこ
とを除けば、他に報告されていない。
　また、この地域はアルタイ山地北麓と同様に洞窟の
多い地形である。洞窟遺跡としては 1950 年代に発見
されたピシィエラ遺跡が知られており、動物骨を豊富
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に伴って考古遺物が層位的に出土したとされている
が、現在は多数のダム建設に起因したイルティッシュ
川の水位上昇により包含層が完全に失われている。し
かし今後は、現地踏査により後期旧石器時代の新たな
洞窟遺跡が発見される可能性もあるだろう。
　このように東部は、中期旧石器時代から、IUP 期、
EUP 期の遺跡が発見されている。後期旧石器文化につ
いては、カザフスタンの領域のアルタイ山地の西麓及
び南麓は、ロシアの領域のアルタイ山地北麓の遺跡群
と一体で発展した可能性が想定されている。

5．カザフスタン中央部および西部

（１）1960 年代の中央部の発掘調査
　カザフスタン中央部は東部を流れる大河川イル
ティッシュ川の南西でバルハシ湖の北に広がる中央高
地を中心とする地域である。カザフスタン西部は、広
大な低地が広がるアラル－カスピ地域とウラル山脈南
端のなだらかな丘陵地を含む地域である。
　カザフスタン中央部では、1960 年代にクラプチュッ
ク（М.Н.Клапчук）により、バットパック（Батпак）7
遺跡が発掘調査された（Клапчук 1964）。バットパック
7 遺跡の遺物は、地表下 1.2m ～ 5.6m の深さに包含され、
層位的な堆積をもつ可能性が指摘されている。石器群
はマンモスなどの動物骨とともに見つかった。なかで
も断面が三角形と台形となる大型の 2 点の石刃、削器、
暗灰色の凝灰岩製の尖頭器などが注目される。類似す
る石器はシベリアの後期旧石器遺跡にみられると評価
されている（Клапчук 1969：с. pp.129-131）。

（２）1980 年代の中央部の発掘調査

　
アングリソル（Ангренсор 2）遺跡は、カザフスタン

北東部のイルティッシュ川下流左岸で、エキバストゥ
ス（Экибастуз）山の南、アングリソル湖の北岸に所
在する低い丘陵の南斜面に立地する。1960 年代にクラ
プチュックにより最初の発掘調査が実施された。この
遺跡では、ジャスパーが目立ち、石核（円盤形、円錐形、
多方向の打面をもつ石核）、バルブが目立つ幅広剥片、
ルヴァロワ的な石器、石錐、搔器、尖頭器の破片など
が見つかっている。その内容はシベリアの後期旧石器
時代遺跡と類似すると評価されている。
　ヴォロシン（В.С. Волошин）は、クラプチュックが
調査を行ったバットパック 7 遺跡とアングリソル 2 遺
跡の発掘調査を実施し、両遺跡から豊富な遺物を層位
的に検出している。そしてヴォロシンは、継続的な
発掘調査と層位に基づく編年を試みている（Волошин 
1990）。

（３）1990 年代の西部の調査：ロシア－カザフスタ
　　  ン共同遠征調査
　1998 ～ 1999 年には、ロシア－カザフ共同考古学遠
征調査が行われ、アラル沿岸部ではアラル 4・6・7 遺
跡が、カスピ海東岸のマングィシュラク地域では、マ
ングィシュラク 1 ～ 7・9・14 遺跡、ウゼン（Узень）
11・12・15a・16 ～ 21・23・25 遺 跡 が 調 査 さ れ た

（Артюхова и др. 2003）。1999 ～ 2001 年には、ムゴジャー
ルィ山地が調査された。これらの資料のうち、わずか
に風化している石器群と風化していない石器群が、後
期旧石器時代に該当すると評価されている （Деревянко 

表 2　カザフスタンにおける後期旧石器時代遺跡一覧

Пещера 47 1950 Гохман 1957
Шульбинка 45 1981 3 Таймагамбетов 1987
Ушбулак1 52 2016 6 Шуньков и др. 2016
Свинчатка 50 1955 Крылпва 1959
Зайсан1-3 49 1998
Бухтарма1-5 51 1998
Чара1 46 1998
Лениногорск 47 1998
Курчум 48 2015 Шуньков и др. 2015
Батпак7 40 1960's Клапчук 1969
Ангренсор2 41 1960's Волошин 1990
Ешкитау 1 2002 2 Артюхова  и др. 2005
Улкен Жезды 14 2012 1  2018
Шахбагата 5 1979 Деревянко и др. 1999
Узень 6 1998 Деревянко и др. 2001
Мутоджары 7 1999 Деревянко и др. 2001
Семизбугу 35 1992 Деревянко и др. 1993
Саяк 36 1992 Артюхова и др. 2014
Аральск1 11 1979 Аубекеров 1992
Акеспе2b 8 1984 Артюхова и др. 2003
Айтеке1-12 13 2002 Мамиров 2010
Ч.Валиханова 18 1958 6 Алпысбаев 1979
Майбулак 26 2004 3 Таймагамбетов и др. 2009
Рахат 27 2010 2 Мамиров 2010
БуйрёкБастау Булак1 21 2017  2018
Кызылауз2 25 2018  2019
Кызылтау 24 1998 Деревянко и др.2003
Узынбулак2 20 1958
Сорколь 20 1958
Ушбулак 20 1958
Ушбас 19 1958
Жанатас 19 1973
Майтоб 21 1973
Шахантай I 20 1994 Бексеитов 2002
Кызылаут3-5 20 2017  2018
Темирлик1 29 2017  2019

Алпысбаев 1979

Деревянко и др. 2003
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и др.1999; Гладышев и др.2003; Абдыканова 2007）。
　ほかに、バルハシ湖北岸の中央高地の南縁辺部にお
いて、セミズブグ遺跡、サヤック遺跡の調査が行われ
た。これらもメドーエフにより 1960 年代に調査され
ていた大規模な露出遺跡である。これら両遺跡におい
ても同様に包含層が堆積しないため、石器の風化の度
合いで時期が推定されており、中程度の風化のものが
中期旧石器時代、僅かに風化するものが後期旧石器時
代と区分されている（Деревянко и др. 1993）。後期旧
石器時代と推定されている石器群についてみると、円
錐形、半円錐の石刃核、楔形で小口面型の石刃核が特
徴となる石刃石器群である（図 3）。しかし、メドー
エフが指摘したように、カスピ海東岸のシャフパガタ
遺跡や中央部のクダイコリ遺跡のような整った石刃核
を多く残す石器群とは異なっており、石刃核の調整技
術や形態に斉一性はみられないようである。メドーエ
フは、この特徴からアジア的と評価して、シベリアや
モンゴルの後期旧石器文化との共通性を指摘していた

（Медоев 1982）。この時のロシア共同調査による採集
資料を観察すると、セミズブグ遺跡およびサヤック遺

跡ともに同様の特徴を読み取ることが出来る。類似す
る特徴をもつ石器群はカザフスタンにおいては現在の
ところ認められていない。モンゴルとの関係というよ
りも、アルタイ山麓の一体となって発展した後期旧石
器文化の範囲が、イルティッシュ川を越えてバルハシ
湖北岸まで及んでいた可能性を考慮しておきたい。

（４）2000 年代の調査：イェシュキタウ遺跡の発掘調査
　2001 ～ 2003 年と 2005 年にはアルテュフォーバによ
り、カザフスタン北西部のロシア国境付近で、ラード
ニック（Родник）1 ～ 3 遺跡、シャルカル（Шалкар）
1 ～ 4 遺跡の分布調査とイェシュキタウ（Ешкитау）
遺跡の発掘調査が行われた。このうちアルテュフォー
バ が マ ミ ロ フ と と も に 2002 ～ 2003 年 と 2005 年 に
実施した大規模な石器製作遺跡であるイェシュキタ
ウ遺跡の発掘調査について詳細が報告されている

（Артюхова and Мамиров 2005）。2002 ～ 2003 年の発掘
調査では、丘陵の東斜面のテラス状の箇所にトレンチ
1 を 16m 四方で設定し、深さ 35 ～ 45cm まで掘削し
た。遺物は、石灰岩片や石英状砂岩の破片が混じる粘

図 3　セミズブグ遺跡第 4 地点後期旧石器資料（Артюхова и др. 2001）
1・3：石刃核未製品，2・4：石刃核
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土層中に包含されていた。遺物は石核や石核未製品、
剥片剥離にともなう剥片砕片が大部分であった。製品
類はごくわずかの比率であり、削器、木葉形両面調整
尖頭器、略三角形の尖頭器、鋸歯縁石器、彫器などが
代表的な器種である。石材は、明灰色の多様な石質の
石英状砂岩で、近くの川で採取可能である（Артюхова 
and Бексеитов 2002）。2005 年には、イェシュキタウ山
の東斜面の小川の左側に幅 1m で長さ 10m のトレンチ
を設定し、深さは平均して 85 ～ 90cm、最も深い箇所
で 1.5m まで掘削した。出土石器は、鋸歯縁石器（125
点）が 29.3％、多様な形態の削器（125 点）が 15％、
二次加工剥片が 13.1％、両面体石器が 6.1％、尖頭器
が 8％、彫器が 4.5％、削器が 3.8％、石錐が 2.6％、二
次加工石刃が 3.3％、叩き石 2.6％、ナイフ状石器 1.8％
などである。この発掘調査により、地表下 1 ～ 1.5m
の石英砂層中に石器石材に利用された石英状砂岩が包
含されていることが確認されている。地形によりこの
原石包含層が侵食されて、原石が地表に露出している
場所で石器製作が行われたと推定されている。様々な
石質の石材が多量に剥離されていたのは、原石を選ん
で石質を確かめていたためと推定されており、原石の
一次剥離が盛んに行われ、石核の成形が行われたと指
摘されている。ルヴァロワ石刃石核および円錐形石核
からの石刃剥離が優勢であり、石核は両設打面と単設
打面が認められる。石器製作ばかりでなく当時の人々
がこの場所に居住した痕跡も認められる。それは、製
品の中に、数は少ないが鋸歯縁石器や様々な形態の削
器類が認められることから推定出来るとされている。
　この石器群の時期変遷については少なくとも 2 時期
が想定されている。第 1 段階は、前期もしくは中期旧
石器時代（ムスティエ文化）で、地表から 40 ～ 45cm
の深さに包含され風化面が認められる。第 2 段階は後
期旧石器時代である。石器は、地表から 10 ～ 15cm の
深さに包含され、風化面は認められない。しかし化学
的に損傷している箇所がまれに認められる。そして地
表で採集された石器はそれに後続する時期が想定され
ている。明らかに水源の近くに運ばれて打ち割られて
いる。それらは砕けているものあり、ダメージが多く
見受けられる。技術形態学的な検討からは、これらの
石器はムスティエから後期旧石器までの時期の石器と
みられるが、とくに後期旧石器が多いとされている。
　イシュキタウ遺跡は、カザフスタン北西部の平原と
いう稀な立地を示す遺跡であるうえに、石器群の内容
から中期旧石器時代から後期旧石器時代の層位的な遺
跡の可能性があり、その意味でも他に例のない貴重な
事例である。科学的な年代測定分析など追加の調査が
期待される。

（５）2010 年代の調査：ウリケン・ジェスディ遺跡
　　  の発掘調査
　西部ではほかに、アルテュフォーバは 1980 年代か
ら続けているアラル海北岸の踏査において（Артюхова 
1986）、アラルスク（Аральск）1・2 遺跡やアケスペ

（Акеспе）2b 遺跡の分布調査が実施され、円錐形の石
核から石刃や剥片が剥離される技術とともに削器や掻
器の石器群が確認されている。アイテケビ（Айтеке 
би）1 ～ 12 遺跡では、同様に円錐形の石核から剥離さ
れる技術とともに、削器や鋸歯縁石器、両面加工石器、
石錐、背潰し石器などの石器群が確認されており、後
期旧石器時代に属する可能性がある。円錐形石刃核の
形態からみると、カスピ海東岸のシャフパガタ遺跡の
後期旧石器時代の石刃核と類似しているようである。
カザフスタン中央部では、アルテュフォーバとマミロ
フにより、ウリケン・ジェスディ遺跡の発掘調査が
2012 年から実施されており、概要が報告されている（マ
ミロフ 2018）。
　ウリケン・ジェスディ遺跡は、大ジェスディ川と小
ジェスディ川が合流点の段丘上に立地する。春の増水
期にこの段丘の土層断面が侵食され、動物骨や石器が
露出したことから遺跡の存在が知られるようになっ
た。2014 年の発掘調査では、動物骨を含む地表下 1.1m
のレス堆積層から、0.2×0.3m の範囲で 6 ～ 8cm の厚さ
で 146 点の石器が水平に集中する石器密集部が検出さ
れた。その集中度の高さからデポと推定されている。
その石材は珪化した石鹸石や石英、砂岩、玉髄製であ
り、35％にあたる 51 点が製品類であった。製品類は、
単刃凸状削器 3 点、複刃尖状削器 2 点、複刃尖状削器
2 点、複刃凹凸削器 2 点、角状削器 1 点、尖状（直角）
削器 2 点、完形の両面加工石器 2 点、その他のタイプ
の削器 6 点、石錐 1 点、背部加工あるナイフ 1 点、自
然面による背部のナイフ 2 点、鋸歯縁石器 3 点、剥片
の端部に分厚い加工を施した石器 15 点、二次加工石
刃 2 点、二次加工剥片 10 点（破損品もしくは未成品
も含む）である。このうち、10cm 程度の中型の石槍
と推定される両面加工石器と 5cm 程度の小型の石槍、
および中型の石刃、そして細石刃核が着目される。そ
の組成から後期旧石器時代終末期と推定されるが、そ
の類例はカザフスタンでは知られていない。
　2016 年の発掘調査により、石器デポや動物骨の包
含層から 35cm 程度上位で、調査区全体において焼
土層が斜めに傾斜しているのが土層断面で観察され
た。（株）加速器分析研究所（日本）でこの焼土層の
木炭の年代測定分析を行ったところ、（IAAA-171432 
）5414-5324 cal yr BP （48.0%）; （IAAA-171433） 5420 
-5321 cal yr BP（62.2%）; （IAAA-171434） 5410-5325 cal 
yr BP （45.1%）の結果が得られた。石器包含層が完新
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世中頃の地層に覆われていたことが分かったが、石器
包含層の年代は判明していない。発掘調査は継続され
る予定であり、石器包含層の科学的な年代測定分析が
期待される。

（６）カザフスタン中央部および西部の資料蓄積状況
　カザフスタン西部の後期旧石器時代遺跡は、カスピ
海東岸のシャフパガタ遺跡やアラル海北岸、ウラル山
脈南端のムゴジャールィ遺跡の風化の弱い石器群が想
定されているが、これらはすべて露出タイプの遺跡で
ある。石刃核の石核調整技術や形態からカスピ海東岸
のシャフパガタ遺跡とアラル海北岸の遺跡の共通性が
指摘されている。これに対して、唯一の堆積遺跡はイ
シュキタウ遺跡であるが、石器群の内容の位置づけに
ついては評価が定まっていない。西部の石器石材は、
灰白色で不透明もしくは半透明の石英状砂岩で共通し
ている。
　カザフスタン中央部の後期旧石器時代遺跡は、バル
ハシ湖北岸と中央高地の北部の 2 つの地域に分かれて
分布している。表 2 にカザフスタン中央部及び西部に
おける後期旧石器時代遺跡の一覧を示した。バルハシ
湖北岸のセミズブグ遺跡とサヤック遺跡では、円錐形
や半円錐形、楔形の石刃核と石刃が多数採集されてお
り、他の地域にみられない石刃生産に特化した石器群
である（Артюхова 1992）。これらの資料をもとにメドー
エフにより設定されたサヤック文化は、シベリアやモ
ンゴルの後期旧石器文化の影響が指摘されたことを踏
まえると（Медоев 1982）、アルタイ山地と共通する文
化がイルティッシュ川を越えてバルハシ湖北岸にまで
波及していたと考えられるかもしれない。一方で、中
央高地の北部には、バットパック 7 遺跡やアングリソ
ル 2 遺跡、エキバストゥス遺跡、クダイコリ遺跡が層
位的に堆積した遺跡として発掘調査されている。オ
ジャレリエフは、バットパック 7 遺跡以外は、後期旧
石器時代後半期以降に想定している（Таймагамбетов 
and Ожередьев 2009）。このうち、クダイコリ遺跡は
20cm を超える巨大な石刃と石刃核を特徴とする特異
な石器群であり、カザフスタン国内には他に例がない。
ウリケン・ジェスディ遺跡は、シベリア以東との石器
組成の類似から後期旧石器時代終末と想定している
が、この石器群もカザフスタン国内に例がない。中央
部の石器石材は遺跡によって大きく異なる。
　このように、やや広い範囲に分布する中央部の後期
旧石器時代遺跡では、それぞれ石刃石器群が卓越する
点は共通するが、その技術的な特徴はお互いに大きく
異なっている。そのためこれらは、後期旧石器時代の
様々な時期に帰属すると考えられる上に、それぞれカ
ザフスタン国内に例のない石器群が多く、地域編年を

構築することが現在ではやや難しい状況にある。

6．カザフスタン南部の資料蓄積状況と
　  課題

（１）アルピィスパエフによるカラタウ調査
a）カラタウ旧石器調査隊の創設
　カザフスタン南部は天山山脈北麓の丘陵地とその西
端から北西方向に延びるカラタウ山地を含む地域であ
る。
　 ロ シ ア 革 命 以 前 に は カ ラ タ ウ 山 地 で、 新 石 器
と 考 え ら れ る 石 器 の 採 集 が 行 わ れ た こ と が あ る

（Симонов 1906）。その後も愛好家によって石器の採
集が続けられていた。1938 年には、オクラドニコフ

（А.П.Окладников）により、ムスティエ文化の人類遺
跡の探索が行われた。本格的な調査研究は 1950 年代
後半から始まった。1956 年には地質学者のセドフ（Н.В. 
Седов）とヤルマク（Г.А. Ярмак）により、カラタウ山
地南半部の小カラタウの南西で、小型の円錐形の石核、
円錐形石核から剥離された石刃製の石器、石錐、削器
が採集され、旧石器時代遺跡の存在が知られるように
なった（Ярмак 1957）。この発見が契機となり、1957
年にカザフ・ソビエト社会主義共和国科学アカデミー
チョーカン・バリハノフ記念歴史学考古学民族学研究
所（Академия Наук Казахской ССР Институт Истории, 
Археологии и Этнографии им. Ч. Ч. Валиханова）によっ
て、カザフスタン南部のカラタウ山地の旧石器時代遺
跡を対象とした本格的な遠征調査を行う「カラタウ旧
石 器 調 査 隊（Каратауский Палеолитический Отряд）」
が組織された。その調査隊を約 20 年間指揮したのが
アルピィスパエフである。この調査によりカラタウ山
地東麓で前期及び中期旧石器時代の大規模遺跡が多数
発見されたのだが、以下に主な後期旧石器時代遺跡の
調査について述べることにする。
b）ウズィンブラック遺跡とウシュブラック遺跡
　1958 年には、チュラクタウ（Чулактау）から 35km
北で、ウズィンブラック（Узынбулак）2 遺跡が発見さ
れた。石器は、黒色及び灰黒色の珪質砂岩とピンク色
から白色の玉髄で製作されていて、小規模な丘の上に
散布していた。この遺跡の石器組成は、器種に多様性
がみられるとともに、後期旧石器時代の石器群ではあ
るが、中期旧石器時代の様相も併せもつ点が特徴であ
る。主な器種は、円錐形の石核、削器、刃部の角度の
高い掻器、削器とナイフの複合石器などである。石器
製作技術をみるとフリント製石器には、ルヴァロワ技
法による石刃剥離や剥片剥離も確認され、これらが円
錐形石核からの石刃生産技術と共存する。この技術組
成からみて、この石器群を後期旧石器時代初頭に位置
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付ける見解も示されている（Алпысбаев 1960, 1962）。
　同じく 1958 年には、バイカダム（Байкадам）の約
25km 東に位置するソルコリ湖の南岸の第 2 段丘面上
で、ソルコリ（Сорколь）遺跡が発見された。石核は
円錐形であり、二次加工が施された石刃や削器、掻器
が採集された。石器の表面の風化面の厚さは様々であ
り、石器石材は白色不透明や灰黒色のフリントであり、
遺跡から南西に 10 ～ 15km の範囲で採取が可能である。
　ウシュブラック（Ушбулак）1 ～ 6 遺跡は、この地
域の中心都市であるカラタウ（Каратау）から 36km 北
西の湧水群に接して立地している。ウシュブラック 1
遺跡と同 2 遺跡では、数十点の円錐形の石核と数百点
の二次加工の施された石刃製ナイフを含む石器群が散
布していたとされ、資料が採集された。
　ウシュブラック 3b 遺跡では、細長い円錐形の石核、
掻器、4 点の石錐を含む良質の黒色フリントによる石
器製作址が確認されている。またウシュブラック 4 遺
跡、同 5 遺跡では、15 点のフリント製の石刃、円錐形
石核、剥片が採集されている。それらの石器の内容か
らウシュブラック 1 ～ 6 遺跡は後期旧石器時代と考え
られるが、後期の中でもどの時期に帰属するのかその
位置付けは大変興味深い。
c）ウシュバス洞窟
　同じ 1958 年には、後期旧石器時代の洞窟遺跡であ
るウシュバス（Ушбас）洞窟も初めて調査されている。
洞窟の底面まで発掘調査が行われた結果、黒色フリン
トで製作された剥片と彫器が出土した。石器の他に、
ケサイ、バイソン、サイガ、キツネ、ダッタンギツ
ネの骨片も出土した（Алпысбаев and Костенко 1966）。
1968 年には、ヴォルコヴィム（Б.А.Волковым）により
再び発掘調査がなされて、岩盤まで全層位掘削された。
その結果、旧石器時代の包含層を含む 3 面の生活面を
検出したものの、石器は出土しなかったとされている。
ただしこの発掘により、10 本の刻みのあるシルト岩製
の岩片が発見され、旧石器時代人の認知能力を示す遺
物として注目されている（Григорьев and Волков 1998）。
現在のところ、カザフスタンにおける動産芸術と呼べ
る可能性のある資料報告はこの一例のみである。
d）カラタウ山地のその他の遺跡
　1973 年には、アルピィスパエフによりアリスタン
ディー集落の 800m 南東の小さな丘の上に位置する
ジャナタス（Жанатас）3 遺跡で、円錐形の石核が採集
された。その石核のほかには長大な石刃、半円形の刃
部が作出された掻器、剥片などもともに採集されてい
る。よく似た遺物は、タラズ（Тараз）から 50km 西の
旧マイトベ（Майтоб）国営農場の周辺でも採集されて
いる。遺物は大部分が黒色フリントで製作されていて、
一部は赤色からピンク色の玉髄も利用されている。黒

色フリントや赤色系の玉髄は、小カラタウ北東の山麓
で採取可能な石材である。ジャナタス 3 遺跡とマイト
ベ遺跡は、次に述べるチョーカン・バリハノフ遺跡と
良く類似する内容であるため、後期旧石器時代に帰属
すると考えられている（Алпысбаев 1978）。

（２）チョーカン・バリハノフ遺跡の発掘調査
　カラスー（Карасу）遺跡は、アルピィスパエフによ
り 1958 年に発見された。シムケントの 143km 北に位
置し、アリスタンディー（Арыстанды）の 2km 南西に
位置する（Алпысбаев 1960）。露出タイプの遺跡が多
いカザフスタンにおいて、累積する文化層の数が他に
比して突出して多いことから後に、旧王族の名に因ん
でチョーカン・バリハノフ遺跡と改名された遺跡であ
る（Таймагамбетов 1990）。
　発見から 60 年経過した今日においても、この遺跡
はその名に相応しくカザフスタン最大の重層遺跡とし
て他を圧倒する存在である。主稜線の標高が 2,000m
を超えるカラタウ山地は、中央部でその標高が 600m
程度まで低くなる箇所があり、現在東西方向の交通路
が通っている。中央アジア西部まで到達した新人がパ
ミール高原西麓から天山山脈北麓に沿って東方へ拡散
するためには、天山山脈西端から北西に延びてゆく手
を阻むカラタウ山地を越える必要があったはずであ
る。その場合この中央部の鞍部が最有力の地点となる
が、チョーカン・バリハノフ遺跡はその鞍部に立地す
る。シルダリア川水系のアリスタンディー川の第 3 段
丘面に立地し、川との比高は約 10m である。対岸の第
1 段丘面に大型の玉髄原石が豊富に包含され、原産地
遺跡と評価できる。
　この遺跡の発掘調査は 1958 年から 1960 年と 1962
年にアルピィスパエフにより実施された。この発掘調
査により、5 枚の文化層が検出され、最上位の文化層
が後期旧石器時代とされた（Алпысбаев 1976）。5 枚
の文化層から検出された石器は 5,764 点である。製品
は 269 点で組成率は 4.7％である。その後、1983 年と
1990 ～ 1993 年、1996・1997 年にタイマガンベトフ
により発掘調査が行われた。そして 1993 年の発掘調
査によりそれまで最下層であった第 5 文化層の下層か
ら、新しく第 6 文化層が発見された（Таймагамбетов 
1995）。2002 ～ 2004 年には、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レヴャンコらに
よって発掘調査が行われて、第 1 文化層から第 6 文化
層まで検出された。
　アルピィスパエフは円盤状に剥離された石核やル
ヴァロワ的な剥離を示す石核から、中期旧石器時代
の様相を読み取り、第 2 ～ 5 文化層までが中期旧石
器時代であり、第 1 文化層のみが後期旧石器時代と
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考えた（Алпысбаев 1979）。タイマガンベトフは最上
位の第 1 文化層を後期旧石器時代に、それより下位
の第 2 ～ 6 文化層はムスティエ後期に帰属させてい
る（Таймагамбетов 1990）。第 1 文化層については、そ
の後の 2008 年のタイマガンベトフによる発掘調査で
採取された炭化物の放射性炭素年代が 24,800±1100 14C 
yr BP と判明したことでその推定が裏付けられた。そ
してタイマガンベトフとオジャレリエフは、第 1 ～
6 文化層に大きな技術的な差異はなく、質の悪い玉
髄の剥片剥離に基づく掻器石器群と評価した。そし
て、上層ほど中期的な様相が減少するとし中期旧石器
時代終末から後期旧石器時代初頭に位置づけている

（Таймагамбетов and Ожерельев 2009）。
　しかしこの石器群は節理の多い玉髄により技術的に
見づらいが、基本的には石刃生産を意図した石器群で
あると理解できる（図 4）。アルピィスパエフやタイマ
ガンベトフにより、中期旧石器的な様相とされた円盤
状に剥片剥離された石核は、第 1 ～ 5 文化層まで認め
られるが、これらの石核は、小口面から石刃を剥離す
るための石刃核の未製品と指摘できるものも多い（同：
12）。またそのような背面と下端部に稜が作出された
小口面型の楔形石刃核も、第 3、第 4 文化層では確認

されている。製品類は、そのような石核から生産され
た石刃や縦長剥片を素材とした掻器が多く、これも第
1 ～ 5 文化層まで共通する様相である。
　その後、ドイツのチュービンゲン大学が 2013 ～
2014 年に小規模な発掘調査を実施したがその際に、
2004 年のロシア隊のトレンチから OSL 年代分析試料
を連続的に採取した。その結果が 2017 年に公表され
たが（Fitzsimmons et al. 2017）、第 1 文化層が 21.8±2.3 
ka、22.0±2.0 ka、 第 2 文 化 層 が 34.2±3.6 ka、32.3±3.1 
ka、第 3 文化層が 35.1±3.7 ka、36.3±3.2 ka、第 4 文化
層が 36.3±3.6 ka、40.9±3.5 ka、第 5 文化層が 37.1±3.5 
ka、37.4±3.2 ka、 第 6 文 化 層 が 38.7±3.0 ka、39.5±3.8 
ka であった。結局、第 2 ～ 6 文化層はおよそ 32 ～ 40 
ka BP であり、EUP 期であったということになる。
　つまりこの遺跡は、EUP 期を通じて玉髄原産地に立
地した石刃石器群と評価できる。これを受けて筆者は、
中央アジア西部で未だ不詳な後期旧石器時代初頭（IUP
期）の石器群を求めて、2018 年から第 6 文化層より下
層の文化層を目指して発掘調査を開始したのである。

（３）ロシア－カザフスタン共同遠征調査
　カザフスタン南部では、1994 ～ 1998 年に、ロシ
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図 4　チョーカン・バリハノフ遺跡第 2 文化層（国武他 2012）
1 ～ 5：掻器，6：両面加工石器，7 ～ 10：石刃，11・12：石核
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ア－カザフスタン共同遠征調査が実施された。この
ときにシャハンタイ（Шахантай）1 遺跡とソルコリ

（Сорколь）1・2 遺跡の調査が実施された。これらの遺
跡の採集資料はベフィートフ（Г.Т. Бексеитов）とイス
カコフ（Г.Т.Искаков）によって詳細に分析されている

（Бексеитов 2007）。
　シャハンタイ 1 遺跡は、カラタウ山地の東麓の平原
のアッコリ湖から南西に約 2.5km に位置している。石
器はクィズルショキィ（Кызылшокы）山の西斜面の洪
積台地の斜面上に散布しており、2,538 点採集された。
石核をみると、ルヴァロア平行剥離による石核、ルヴァ
ロワ剥片石核や、小型の円錐形の石核など確認される。
二次加工石器は、削器、掻器、ナイフ状石器、鋸歯縁
石器、両面加工石器、石錐などである。剥片が多いが、
石刃も 35 点認められる。
　ソルコリ 1 遺跡はサウダケント（Саудакент）から
東に約 25km、ソルコリ湖から南に約 1.5km の位置に
所在する。石器は、大きな盆地状の地形に散布してお
り、634 点が採集された。石核の特徴をみると、半円
錐形の石核が 11 点、円錐形の石核が 36 点、求心剥離
石核が 3 点、小型の円錐形の石核が 4 点、小口面型が
64 点などである。二次加工石器は、彫器、削器、二次
加工石刃、二次加工剥片、鋸歯縁石器、両面加工石器、
スクレブロなどである。
　ソルコリ 2 遺跡は、ソルコリ 1 遺跡の近くで小規模
な湧水に接して立地している。石器は、大きな盆地の
第一段丘面に散布していた。1km2 に 955 点の石器が散
布していた。石器石材は玉髄とフリントである。石核
は、ルヴァロワ的な石核、求心剥離石核、半円錐形の
石核、小口面石核などである。二次加工石器は、削器、
両面加工石器、石錐、二次加工石刃、二次加工剥片な
どである。
　ベフィートフらは中央アジアの中石器や新石器イン
ダストリーも含めて広く比較したところ、シャハンタ
イ 1 遺跡とソルコリ 1、同 2 遺跡はウズベキスタンの
サマルカンド遺跡の後期旧石器に関係があり、後期旧
石器時代ではあるが初頭や前期ではないという結論を
得ている。表面採集資料であるため年代測定は出来な
いが、30 ～ 15 ka BP くらいの時期ではないかと推定
されている（Бексеитов 2007）。さらなる調査研究が必
要な石器群である。
　このほかに、カラタウ山地の前期から中期旧石器時
代を中心とする大規模な露出タイプの遺跡であるクズ
ルタウ遺跡の採集品のうち、風化の弱い一群は後期旧
石器時代と推定されている（Цыбанков 2004）。それは
円錐形の石核から剥離する技術をもち、ルヴァロワ的
な形態をもたない剥片が剥離され、削器類で構成され
る石器群である。

（４）マイブラック遺跡の発掘調査
　2000 年代の南部での主な調査は、タイマガンベト
フによるマイブラック遺跡の発掘調査である。マイブ
ラック遺跡は、天山山脈の中央を占めるザイリスキー
アラタウ（Заилийскый Алатау）山脈の北麓に位置する。
山麓では無数の小河川が平行して北流するが、そのう
ちのひとつのマイブラック川が、山麓の渓谷斜面から
カザフ平原に流れ出る地点で 3 ～ 4 本の支流に分流し
ており、その流路間に形成された低い独立丘陵上に立
地する。マイブラック川には黒色あるいは小豆色の斑
晶の少ない珪化流紋岩の亜角礫がみられ、遺跡ではこ
れらが石器の主要石材として利用されている。
　カザフスタンでは、レス堆積層中の多層遺跡は、
1958 年に発見されたチョーカン・バリハノフ遺跡以来
知られていなかったが、この遺跡はそれ以降初めて発
見された層位的な遺跡であった。また大きな空白域で
あった天山山脈北麓で初めてとなる待望の後期の遺跡
でもあった。
　タイマガンベトフに指揮されたカザフ大による 2004
年からの 3 次にわたる発掘調査により、約 6.6m のレ
スの堆積層中から 3 枚の文化層が検出された（図 5）。
第 1 文化層は地表下 0.7 ～ 2.1m の深さから 77 点の石
器が出土し、小石刃核と小石刃などが検出された。第
2 文化層は地表下 3.5 ～ 4.8m の深さから 930 点の石
器が出土し、石刃と小石刃などが検出された。第 3 文
化層は地表下 5.2 ～ 6.6m の深さから 1,029 点の石器
が出土し、小石刃核と小石刃などが検出された。さら
に第 2 文化層では焼礫を伴う炉跡、第 3 文化層は地床
炉が検出されている。石器製作は剥片生産と小石刃生
産が主体である。これらに第 2、第 3 文化層からはル
ヴァロワ的な剥離を示す石核が検出されている。また
第 1 ～ 3 文化層を通じて、流紋岩の大型剥片や礫片を
用いた大型の削器が伴う点もこの遺跡の特徴といえる

（Таймагамбетов･Ожерельев 2009）。またカザフスタン
の旧石器時代遺跡としては初めて放射性炭素年代測定
を行い、第 3 文化層で 34,970±665 14C yr BP、第 1 文化
層で 24,330±190 14C yr BP の非較正年代値が得られて
いる（Ожерельев 2007）。
　カザフ大のトレンチを、ドイツのチュービンゲン大
学が引き継いで、2015・2016 年に発掘調査を実施し
たところ、同じ成果が得られている。このときに OSL
年代測定を実施しており、第 1 文化層と第 2 文化層の
間層が 25.7±2.6 ka、第 2 文化層下半部が 31.0±3.0 ka、
33.0±2.9 ka、第 3 文化層下半部が 35.8±3.5 ka、37.2±3.1 
ka の年代値が得られている。また、第 3 文化層の炉
跡採取の炭化物の放射性炭素年代測定では、40,870-
38,820 cal yr BP が 得 ら れ て い る（Fitzsimmons et al. 
2017）。第 2、第 3 文化層は EUP 期に帰属することが
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分かる。小石刃が主体となることを考慮することで、
中央アジア西部を中心に想定されている EUP 期の小
石刃インダストリーであるクリブラキアンの範疇で、
現在理解されている。
　そうであるならば小石刃生産ばかりかといえばそう
でもなくて、第 2 文化層は小石刃よりも石刃が目立つ。
剥片生産が主体で石刃生産は主体的ではないが、31-33 
ka BP とされる第 2 文化層において、明確な石刃が数
点と半円錐形の石刃核が出土している点は注目して良
い。中央アジア西部のクリブラキアンを検討すると、
石刃石器群の位置づけは未だ定まっていない。つまり
この文化層では石刃と小石刃の両方の技術が共存して
いることに注意すべきである。そして両者が共存する
石器群は、同時期のアルタイもふくめてユーラシア北
部に普遍的である。
　第 3 文化層は、小石刃と小石刃核が中心であるが、
ドイツ隊の年代測定によれば、3 万 5 千年前を超える
年代値が得られている。クルブラキアンで想定されて
いる掻器のような小石刃核から小石刃を生産するイン
ダストリーが、3 万 5 千年前を超えてどこまで遡るの

かについては、中央アジアの EUP 期の開始時期と直
結するため、極めて重要な問題を提起する。
　このようにマイブラック遺跡は、従来空白域であっ
た天山北麓に所在する貴重な後期旧石器時代の多層遺
跡であるばかりでなく、中央アジア西部の EUP 石器
群の構造と起源の問題に迫り得る視点を提供している
と評価され、今後さらなる検討が必要である。

（５）近年発見された天山山脈北麓のその他の遺跡
　カザフスタン南東部では、ほかにザイリスキーアラ
タウ山脈の低い山麓の縁に堆積した分厚いレスの地層
からラハット（Рахат）遺跡が発見された（Мамиров 
2010b）。予備的な断面清掃により、地表から 11.5m と
12m の深さの 2 枚の文化層が確認された。石器集中ば
かりでなく、焼土や炭化物、灰や骨の微細破片などが
堆積した焚火の跡も確認された。石器は少量ではあっ
たが、珪化流紋岩による大型の縦長剥片やその石核な
どが検出された。現在この断面から OSL 年代分析試
料を連続採取し、産業技術総合研究所で年代測定分析
を行っている。
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図 5　マイブラック遺跡第 1 ～ 3 文化層（Таймагамбетов･Ожерельев 2009）
1 ～ 3・19 ～ 20：掻器，4：抉入石器，17・21：削器，5・6・10・11・28：小石刃核，7 ～ 9・26・27：小石刃，13：石刃核，
14 ～ 16・22 ～ 25：石刃
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　マイブラック遺跡から南西に約 40km のカステック
山脈の北麓の小河川カステック川の低段丘面上にカス
テック遺跡が所在する。この遺跡は 2010 年以前に、
道路工事中に黒色の石材による大型の石刃が多数出土
したとされている。黒色の石材とは、天山山脈北麓の
河川で採取可能な無斑晶質の珪化流紋岩であろうと考
えられる。
　天山山脈を構成するカステック山脈は、カステック
川の河谷を上り詰めたカステック峠で、主稜線の標高
が 2,400m 程度まで低くなり、歴史的に天山山脈を越
える重要なルートとなっていた。カステック峠を南に
越えてキルギス側に入ると、都城遺跡など古代の重要
遺跡が多く立地するチュー渓谷の最上流域に至る。そ
してカザフスタン側のカステック河谷には古代中世の
砦の遺跡が多数立地する。2017 年に現地踏査と発掘
を試みたが軍管理地内にあり立ち入り許可が得られな
かった。古代から現在まで重要な交通路として重視さ
れた地域であり、そのような土地に大型石刃が多量に
出土した遺跡が立地していたということである。カス
テック遺跡の詳細は不明であるが、類似する地形条件
で同様の遺跡が立地する可能性はある。

（６）日本－カザフスタン共同遠征調査
　2017 年からカラタウ山地において新たな後期旧石
器時代遺跡の探索を目的として、国武とタイマガンベ
トフによる日本－カザフスタン共同遠征調査が実施さ
れた。1950 年代のアルピィスパエフによる調査範囲
と 1990 年代のロシア－カザフスタン共同調査による
調査範囲を避けて、分布調査が実施された。これによ
り、多くの前期・中期旧石器時代遺跡と併せて 12 か
所の後期旧石器時代遺跡が新たに発見された。とく
にカラタウから約 20km 北東に位置するクズルアウト

（Кызылаут）3 ～ 5 遺跡において、灰白色フリント製
の円錐形、円筒形の石刃核を含む石器が散布する後期
旧石器時代遺跡群を発見した（国武他 2018）。これら
はかつての小河川の段丘面上に立地していた。小カラ
タウ山地周辺においては、未踏査の地域が残されてい
るため、今後もこのような大規模な後期旧石器時代遺
跡群が新たに発見されることもあり得るだろう。
　またカラタウから約 20km 南西に位置するビリョッ
クバスタウ・ブラック（Буйрёк Бастау Булак）1 遺跡
では後期旧石器時代前期と推定される良好な包含層が
形成されていることを確認した。また天山山脈北麓に
おいても、レス堆積に包含される良好な層位的な堆積
遺跡であるクズルアウス 2 遺跡が新たに発見されてお
り（国武他 2019）、今後の発掘調査成果が期待されて
いる。

（７）カザフスタン南部の資料蓄積状況
　後期旧石器時代についてみれば、カザフスタン南部
は、既存の資料が最も充実しているといえる。表 2 に
カザフスタン南部における後期旧石器時代遺跡の一覧
を示した。カラタウ山地のアルピィスパエフによる
1950 年代から 1970 年代の採集資料が膨大に蓄積され、
未だにほとんど整理分析されていない。また、カザフ
スタンではこの南部のみに、レスの分厚い堆積が確認
されている。レス堆積層中の多層遺跡としては、これ
までにチョーカン・バリハノフ遺跡、マイブラック遺
跡、クズルアウス 2 遺跡、ラハット遺跡の 4 遺跡が見
つかっている。石器石材は、カラタウ山地は黒色フリ
ントおよび白色～赤色の玉髄であり、天山山脈北麓で
は黒色もしくは小豆色の斑晶の少ない珪化流紋岩であ
る。遺跡はこれまで石器石材が豊富な地域で見つかっ
ており、規模の大小はあるがほぼすべて原産地遺跡の
性質を備えている。これまでに年代測定分析が行われ
た遺跡はチョーカン・バリハノフ遺跡とマイブラック
遺跡の 2 遺跡のみであり、現在、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、ラハット遺跡
の試料を日本に持ち帰り、放射性炭素年代測定分析と
OSL 年代測定分析を実施しているところである。現在
までの知見によればこれら多層遺跡は、すべて後期旧
石器時代のみであり中期旧石器時代から連続している
例は確認されていない。そもそも中期旧石器時代で石
器包含層が形成されている遺跡は南部では確認されて
いない。そしてレス堆積層から発掘された遺跡につい
ては、年代測定分析結果や出土石器から判断すると、
EUP 期が多い。そのためこの地域の EUP 期については、
石器群の詳細を検討するための条件が整いつつある。
　その一方で、カラタウ山地東麓の露出タイプの遺跡
のうち、中型から小型の円錐形石刃核が採集されてい
るシャハンタイ 1 遺跡やソルコリ遺跡 1・2、ウズィ
ンブラック遺跡などについては、オジャレリエフやベ
フィシートフらにより編年上 MUP 期以降に位置付け
られているが、それを層位的に示す遺跡はこれまで見
つかっていない。唯一マイブラック遺跡の第 1 文化層
が、MUP ～ LUP 期の小型石刃石器群となる可能性が
あるものの年代データが欠落している。
　つまり、MUP 期、LUP 期については層位的に検討
できる遺跡が見つかっていない。また IUP 期について
もまだ確かなデータは得られていない。このようにカ
ザフスタン南部は、EUP 期を中心に層位的なデータが
得られつつあるが、その他の時期については既存資料
では検討が難しい。しかし将来レス堆積層中の多層遺
跡が新しく見つかることにより、検討が可能となる条
件が整う可能性はあるだろう。



48 

カザフスタン後期旧石器時代研究の現状と展望

7．カザフスタン後期旧石器時代調査研
　  究の展望

　メドーエフは、同じ遺跡で採集した中期旧石器から
読み取れる石器製作技術の影響を強く受けて、それを
継承して後期旧石器時代の石器群が形成されたという
前提に基づき、3 つの地域で後期旧石器文化を定義し
ている。それは、カスピ海東岸のシャクパガタ 1 文化、
イルティッシュ川下流域のクダイコリ 1・2 文化、バ
ルハシ湖北岸のサヤック文化である。これらの 3 つの
文化について、中期旧石器時代以前から続く文化伝統
を踏まえて、その延長上で後期旧石器時代の各文化が、
技術的視点に基づき詳細に記載されている（Медоев 
1970, 1982）。
　採集資料に基づく分析結果ではあるが、カザフスタ
ン全土を広域に分布踏査して、カスピ海東岸、ウラル
山脈南端、バルハシ湖北岸でカザフスタンを代表する
巨大遺跡を発見して比較研究を行ったメドーエフの議
論には説得力があるうえに、その視点の空間的な広さ
と時間的な深さは参考にすべきである。各地の通時的
な地域伝統は、地域編年が構築されたのちに究明すべ
きテーマかもしれないが、研究史の初期段階において、
先を見通した分析視点が示されたことは評価できるで
あろう。後期旧石器文化の担い手が中期旧石器時代か
ら連続したか否かは別にして、あるいはたとえ担い手
が異なっていたとしていたとしても、石材環境や遺跡
立地環境に機制されて、それを共有する地域内部にお
いて中期と後期で発揮される石器製作技術が類似した
ことはあり得たことであろう。そしてその通時的な技
術的連続性は、地域単位で広域に比較すると大きな違
いが認められることもあり得るだろう。そのためこの
メドーエフの指摘から得られる教訓は、広大なカザフ
スタンにおいて編年を検討するためには、地域伝統が
同一となる地理的範囲を適切に選択しなくてはならな
いという点である。
　そのうえ地域編年を構築するにあたって、前項まで
概観してきた各地域に共通する課題は、後期旧石器時
代の多層遺跡が各地で僅少であるために、多層遺跡の
発掘調査に基づく確かな層位データが十分ではない点
である。それと同時に、確かな年代測定分析に基づく
年代データが未だ十分とはいえない。表 3 に 2018 年
までに公表されているカザフスタンにおける旧石器時
代遺跡の年代測定値の一覧を示した。このように、以
上のデータの欠如は、これまでの既存資料から地域編
年を構築するうえで大きな妨げとなっている。
　また後期旧石器時代を通じて、いかなる技術的な要
素あるいは器種組成の変化に着目して石器群の変遷を
把握すべきであるかという点も現在のところ不明であ

る。既に述べたように、現在のところ後期旧石器時代
後半期に石刃が小型化する傾向が想定されている程度
であり、この地域の石器群の変遷の鍵となる視点がま
だ把握されていない。
　以上の 2 点はいずれも、後期旧石器研究を進めるう
えで不可欠な情報であり、そのため、さらにいっそう
の現地調査に基づく新資料の獲得が必要となるのであ
る。
　このように現在何より推進すべき課題は、適切な地
域を設定したうえでの地域編年の構築であるといえ
る。どの地域でもそれが必要とされているが、とくに
中央アジア旧石器研究全体に対して大きな貢献が期待
される地域は、カザフスタン南部であろう。すでにカ
ザフスタン東部は、シュルビンカ遺跡やウシュブラッ
ク 1 遺跡の発掘調査成果により、ロシアのアルタイ山
地の後期旧石器文化と一体で発展していたことが判明
しつつある。それを踏まえると、長く課題となってい
るアルタイ地域とウズベキスタンを中心とする中央ア
ジア西部との関係を解明するために、その中間に位置
するカラタウ山地から天山山脈北麓における後期旧石
器文化の成立と変遷が非常に重要となる。
　カラタウ山地から天山山脈北麓にかけての地域は、
パミール高原西麓に到達した新人がユーラシア東方に
さらに拡散するために、砂漠と山脈に挟まれる中央ア
ジア西部の地勢上、必ず通過しなくてはならない地域
であったと考えられる。中央アジアにおける新人拡散
のメインルートに想定される以上は、後期旧石器時代
初頭からこの地域に遺跡が残され、後期旧石器時代を
通じて地域的な文化が形成されたことが推定されるの
である。そのため共通する石器石材環境や地形的な連
続性を考慮すれば、メドーエフが想定した地域伝統の
枠内で、地域編年を構築するための地理的な枠組みを、
適切に設定できるのではないかと考えられる。
　そして、カザフスタン南部はカザフスタンで唯一レ
スが分厚く堆積する地域であるため、編年構築に不可
欠な多層遺跡が形成されやすい環境にある。そのため
地域編年構築の実現可能性が現在のところカザフスタ
ンにおいて最も高い地域ということになる。現在知ら
れているレス堆積層中の多層遺跡は 4 遺跡のみなので、
集中的な現地踏査により可能な限り新規にその地点を
増やしていき、発掘調査を実施する必要がある。
　前項でみたようにこの地域の多層遺跡は、現在のと
ころ EUP 期の文化層が多いようである。今後新しく
発見される遺跡も含めて可能な限りすべての石器群
に、放射性炭素年代測定と OSL 年代測定分析を通じ
て絶対年代を付与し、この地域内部で石器群の時間的
な序列を検討しなくてはならない。それを踏まえて当
面はまず、この地域の EUP 期の編年を明らかにする
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とともに EUP 石器群の構造解明を目標としたい。EUP
石器群の構造解明のためには、クリブラキアンとして
理解されている中央アジア西部の同時期の石器群との
比較と評価が不可欠となるであろう。
　そして EUP 期の編年と石器群の構造を明らかにした
うえで、カザフスタン南部地域の IUP 石器群がいかな
るものか、現地調査を通じて新規資料を獲得しながら
検討していきたい。それを踏まえて、将来はアルタイ
地域の IUP 石器群との比較を通じて、アルタイ IUP 石
器群の相対化を試みたい。アルタイ地域における IUP 
石器群出現の評価は、ユーラシア旧石器研究における
核心的課題である。これまで見てきたように大きな蓄
積があり、今後もさらなる新資料の蓄積が期待される

カザフスタン旧石器研究は、この課題に対して大きな
役割を果たすことが可能であると確信している。
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500±75 ka EPR Аубекероб 2000
430±20 ka EPR Аубекероб 2000
320±90 ka EPR Аубекероб 2000
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250±75 ka EPR Аубекероб 2000
40±12 ka EPR Аубекероб 2000
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487±20 ka ESR Аубекероб 2000
470±35 ka ESR Аубекероб 2000
427±48 ka ESR Аубекероб 2000
178±5 ka ESR Аубекероб 2000
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Current Issues and Prospects of Upper Paleolithic Studies in Kazakhstan

Sadakatsu KUNITAKE

     Paleolithic sites in the modern territory of the Republic of Kazakhstan are not so much known to the world and 
are not utilized in Paleolithic studies of Eurasia although the geographical position of Kazakhstan in Eurasia is very 
important. Paleolithic studies in Kazakhstan has been continued for over sixty years, through those studies, many sites 
belonging to Lower to Upper Paleolithic age have been revealed. In this paper, the history of Paleolithic studies in 
Kazakhstan is reviewed and a few present issues of Upper Paleolithic studies are discussed. It was assumed that the 
development of the culture of Upper Paleolithic age in the eastern Kazakhstan was influenced by the culture of the 
northern Altai mountains. In Central Asia, the relationship between the culture of the eastern parts of Central Asia (around 
Altai mountains of the modern Russian territory) and that of the western parts of Central Asia (around Uzbekistan) 
is a very important issue. To establish farther understanding of this issue, Upper Paleolithic culture in the southern 
Kazakhstan, especially at the northern foot of the Tian Shan mountains, have to be revealed. Because some multi-
stratified sites of Upper Paleolithic age have already been revealed in this area, it appears that cultural materials of the 
Early Upper Paleolithic age have been accumulated in the last ten years. We will have to discover new multi-stratified 
sites by conducting fieldwork and constructing the chronology of the Upper Paleolithic age in the southern Kazakhstan 
through scientific dating analyses.

Key Words: Kazakhstan, Paleolithic age, Multi-stratified sites, the northern foot of the Tian Shan mountains, the 
                       regional chronology
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