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カザフスタン南東部天山山脈北麓

における後期旧石器時代遺跡の探索

国武 貞克 1・ベフィートフ・ガリムジャン 2・オスパノフ・ヨルボラート 2

要　　旨

　
カザフスタン南東部の天山山脈北麓は、中央アジアの東西を取り結ぶ地理的に重要な位置を占める。さ

らにレスの堆積が良好であるため後期旧石器時代の多層遺跡の形成には有利な環境にあるが、これまで見
つかっている多層遺跡は、カザフスタンではマイブラック遺跡の 1か所のみである。そこで 2017年および
2018年に、天山山脈北麓を 4ブロックに区分して後期旧石器時代遺跡の新規発見を目的とする踏査を行った。
その結果、東部の中国国境付近のラインベック地域と、中央部のカステック地域において、合計 8か所の旧
石器時代遺跡を発見した。そのうち少なくとも 6か所が後期旧石器時代遺跡で、さらにそのうちの 3か所が
レス堆積層中の層位的な堆積が期待できる遺跡である。とくにカステック地域で発見したクズルアウス遺跡
群により、天山山脈北麓では、標高 1,300～ 1,100mの丘陵地帯の谷の中に形成された河岸段丘の低位面と残
丘に後期旧石器時代遺跡が形成されるという立地の特徴を把握することができた。今後天山山脈北麓地域で、
この地形面を集中的に踏査し、さらに多くの多層遺跡を発見することができれば、現在判然としていない中
央アジア中央部における後期旧石器文化の特徴を把握することができると期待される。
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1．はじめに

　天山山脈の西部は、カザフスタン南東部からキルギ
ス北部において、東西約 800kmの長さにわたって横た
わる。この山脈の北麓は、ロシアのアルタイ山地北麓
に分布する中央アジア東部の遺跡群と、ウズベキスタ
ンやタジキスタンのザルフシャン山脈やトゥルケスタ
ン山脈の山麓に分布する中央アジア西部の遺跡群とを
取り結ぶ位置にあり、地理的な重要性は高い。
　天山山脈北麓の丘陵地域は、後期更新世のレス堆積
のスピードが比較的早い傾向があり、分厚く良好な堆
積が確認されている（Yun et.al 2015）。そのため、後期
旧石器時代の多層遺跡の形成には有利な環境にあると
考えられるのだが、後述するように逆にその良好な堆
積により遺跡の発見が阻まれてきた。これまでに知ら
れている後期旧石器時代の多層遺跡は、キルギスのク
ラマ遺跡（Чаргинов 2015; シャルギノフ他 2017）およ
びカザフスタンのマイブラック遺跡（Таймагамбетов и 
Ожередьев 2009）の 2か所のみである。

　そこで、この天山山脈北麓において、新たな後期旧
石器時代遺跡の発見を目的として、東西方向に広域に
わたる分布調査を実施した。カザフスタンにおいては
事例の少ない後期旧石器時代の多層遺跡を発見するこ
とにより、中央アジアの東西をつなぐ天山北麓地域に
おける後期旧石器文化の変遷を解明するための新資料
の獲得を目指した。

2．調査対象地域と調査の方法

　調査対象地域は、東からラインベック地域（図 1-a）（ア
ルマトイ州ラインベック郡）、カラケリメル地域（同 b）
（アルマトイ州エンベクシクカザフスタン郡）、カステッ
ク地域（同 c）（アルマトイ州ジャンブール郡）、シュー
川上流域（同 d）（ジャンブール州シュー郡）の 4か所
である（図 1）。天山山脈は、断続しながら東西方向に
並走する多数の支脈によって構成されるが、ラインベッ
ク地域はウズンカラ山脈の南麓及び西麓、カラケリメ
ル地域はザイリスキーアラタウ山脈の北麓、カステッ
ク地域はカステック山脈の北麓、シュー川上流域はキ
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ルギスキーアラタウ山脈の北麓にそれぞれ相当する。
　調査は、それぞれの天山支脈の山麓の丘陵地から平
原に向かって流れ出る南北方向の小河川によって開析
された谷に沿って石器の散布を探索した。レスの堆積
が分厚いため、河川や風雨で浸食されて断面が現れて
いる箇所を中心に踏査を行った。
　ラインベック地域は 2017年 8月 17日～ 18日及
び 2018年 8月 23日～ 28日に、カラケリメル地域は
2017年 8月 12日～ 13日及び 10月 30日～ 31日に、
カステック地域は 2017年 10月 28日～ 29日、11月 2
日～ 3日及び 2018年 9月 24日～ 25日に、シュー川
上流域は 2017年 9月 26日～ 27日及び 10月 10日～
11日に実施した。
　ラインベック地域とカラケリメル地域およびカス
テック地域の調査は、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アル‐ファ
ラビ記念カザフ国立大学の共同調査として行った。調
査参加者は国武貞克（奈良文化財研究所）、ベフィー
トフ・ガリムジャン（カザフ大ジオアーケオロジー
研究所）、オスパノフ・ヨルボラート（カザフ大旧石
器博物館）の 3名である。シュー川上流域の調査は、
2018年 3月に締結した「学術交流協定」に基づき、奈
良文化財研究所とカザフスタン共和国国立博物館の共

同調査として行った。調査参加者は国武貞克（奈良文
化財研究所）とタイマガンベトフ・ジャケン（カザフ
スタン共和国国立博物館）の 2名である。
　カラタウ山地（図 1-e）の旧石器時代遺跡（国武・
タイマガンベトフ 2018）とは異なり、レス堆積が分
厚いためか石器の地表面での露出が少なく遺跡の探索
は困難を極めた。その結果、カラケリメル地域（同 b）
とシュー川上流域（同 d）では石器の散布地を確認す
ることが出来なかった。そこで、遺跡の所在を確認で
きたラインベック地域（同 a）とカステック地域（同 c）
について調査概要を報告する。
　
3．ラインベック地域のシャリン川水系
　  の調査

a）地形と地質
　カザフスタン南東部のラインベック地域は、中国国
境から約 100km、キルギス国境から約 50kmに位置す
る。これまで旧石器時時代の遺跡探索は行われていな
いジャラナシュスキー平原のシャリン川水系を調査し
た（図 2）。シャリン川水系はウズンカラ山脈の南北の
山麓に水源をもち、ジャラナシュスキー平原の東部を
流れている。ウズンカラ山脈はザイリスキーアラタウ

図 1　天山山脈北麓における調査対象地域
（a：ラインベック地域【図 2 の範囲】、b：カラケリメル地域、c：カステック地域【図 8 の範囲】、d：シュー川上流域、e：カラタウ山地【〈国

武 タイマガンベトフ 2018〉にて報告済み】、f：テミルレック渓谷【図 6 の範囲】、g：シャリン渓谷【図 3 の範囲】、h：クズルアウス
川流域【図 9 の範囲】）
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山脈の東部に位置し、カザフスタンと中国新疆ウイグ
ル自治区にまたがる。長さは約 310km でカザフスタ
ンの領域は約 160km 分である。幅は西部で約 30km、
東部で約 20kmである。最高標高点は 3,653mで、東
半分は中国の領域に位置している。ウズンカラ山脈と
天山山脈の主脈であるクンゲンアラタウ山脈の間に
は、クリクタウ山地があり、これは、大カフカス帯の
残丘とされている（Горбунов и Горбунова 2013）。東西
約 3km、南北約 13kmで、最高標高点が 2,757mの小

規模な山地である。このクリクタウ山地とウズンカラ
山脈は、西南西‐東南東の方向で同一直線上に並ぶ。
ウズンカラ山脈の南麓を、シャルクディス川が西流し、
両山地の中間のケゲン集落付近でケゲン川となり、ク
リクタウ山地の北でシャリン川となる。シャリン川は
下流でイリ川と合流する。
　ウズンカラ山脈とクリクタウ山脈の基盤岩は古生代
の花崗岩であり、斜面部では基盤岩が露わになってい
る。クリクタウ山地の山麓からジャラナシュスキー平
原にかけては、新生代の堆積物で覆われている。最も
古い地層は古第三紀まで遡るが、主に中新世、新第三
期、第四紀の堆積物である。クリクタウ山地の山麓
の標高は、ジャラナシュスキー平原の中心で 1,300～
1,200mまで下る。クリクタウ山地の北から始まるシャ
リン渓谷は、幅が約 3kmで深さが約 300mの逆台形を
呈しており、第四紀後半の破砕した堆積物で充填され
ている（Веселовa и Шмарова 2016）。そのシャリン渓
谷に向かって、クリクタウ山地の山麓から短い小河川
が樹枝状に発達しており、北東方向に 4～ 8km流れて、
シャリン川に合流する。調査対象地域は、この小河川
群の源頭付近と流域である。

b）発見した遺跡
（1）シャリン 1 遺跡
　遺跡が見つかったのは、クリクタウ山地の北麓の傾

図 4　シャリン 1 遺跡近景

図 2　ラインベック地域の地形と遺跡位置
（1：シャリン 1 遺跡、2：テギステック 1 遺跡、3：テミルレッ

ク 1 遺跡、4：テミルレック 2 遺跡）

図 3　シャリン渓谷の地形と遺跡位置
（番号は図 2 と共通）
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斜地に形成された渓谷の湧水点付近である（図 3-1）。
この山麓は標高約 1,300m付近と標高 1,200m付近に、
東西方向に列状に湧水点がみられ、それぞれの湧水点
の周囲が水流で浸食されて、比高約 10mの渓谷状の地
形を形成している。このうち、標高 1,200mの湧水群
のうち最も規模の大きな湧水による渓谷の内部におい
て石器の散布を確認した。最寄りの集落であるクルト
ガイから南に約 5kmの地点である。

　遺跡は、湧水により斜面が深く広く開析されて峡谷
のような地形に形成されている（図 4）。渓谷の崖面に
は、基盤層の花崗岩は見えず、新生代の堆積物が露出
する。新生代の堆積物のうちの大部分は第四紀前半期
の堆積物で構成され、良好な断面が露出している。そ
の断面には、変成を受けた礫岩層のなかに泥岩や流紋
岩が強く珪化したノジュールが挟在しており、これを
石器石材とした剥片や石核が散布していた。

図 5　ラインベック地域採集石器 1（1：シャリン 1 遺跡、2 ～ 5：テギステック 1 遺跡）
1・5：石核　2：掻器　3：石刃　4：二次加工痕のある剥片
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　ノジュールが地表に露出する環境は、渓谷の上の平
坦面でもみられ、その周辺にも石器が散布しており、
珪化した流紋岩製の小型の石核を採取した（図 5-1）。
礫面を打面として側面を調整し、端部から小型の剥片
が剥離されている。
　この遺跡は湧水点に接した石器石材産地であり、渓
谷の崖により風を避けることもできる環境に立地して
いる。今後のより詳細な調査により、未踏査の同様の
地形にも同様の遺跡の存在が想定される。このため、
この遺跡をシャリン 1遺跡と命名した。

（2）テギステック 1 遺跡
　ウズンカラ山脈の西端を水源として北流してシャ
リン川に合流するテミルレック川は、長さ約 57km
で、ジャラナシュスキー平原では幅約 1.5kmで比高約
160mの渓谷を形成している。このテミルレック渓谷
に面した右岸の高位面で石器の散布の有無を確認した
ところ、1か所で石器の散布を確認し、近くの集落名
からテギステック 1遺跡とした（図 6-2）。
　遺跡は、渓谷の縁辺から約 100m、現在の川岸から
約 700m離れた平坦面で確認した。石器の散布密度は
低かった。図 5-2はホルンフェルスによる剥片素材の
掻器。同 3は珪化した泥岩による石刃。微細剥離が認
められる。同 4はホルンフェルスによる二次加工剥片。
5は、砂岩の扁平な大型の円礫の縁辺から大型の剥片
が剥離された石核である。

（3）テミルレック 1 遺跡
　テミルレック渓谷を開析してテミルレック川に流
入する短いガリーに沿って踏査したところ、右岸の
勾配の緩やかなガリーで、石器散布地を確認した（図
6-3）。河川の名称からテミルレック 1遺跡とした。比
高約 160mの渓谷の斜面にあるため、風を避けること
が出来る立地である。風化度合いの強い灰白色のホル
ンフェルスの大型厚手の剥片や、それを素材とする大
型の削器（図 7-1）が、ガリーの底面に多数散布して
いた。傾斜が緩やかになる箇所に濃密に遺物が散布す
る状況からみて、ガリーによって石器包含層が浸食さ
れ、石器が斜面下方に溜ったものであることが推測さ
れたが、本来の石器包含層の位置は確認できなかった。
（4）テミルレック 2遺跡
　テミルレック 1遺跡と同様に、テミルレック渓谷
の斜面を開析するガリーに立地する遺跡である（図
6-4）。テミルレック 1遺跡よりも約 6km上流の渓谷左
岸に位置する。周囲は、破砕された岩片が多量に堆積
しており、ガリーに面した尾根上の微高地上に立地す
る。それぞれ異なる尾根上で、ホルンフェルス製のル
ヴァロア尖頭器（図 7-2）と、ホルンフェルスの棒状
の亜円礫を素材とした石刃核（同 4）及び珪化した流
紋岩素材の石刃（同 3）を採取した。テミルレック 1

遺跡と類似した遺跡立地であるため、テミルレック 2
遺跡と命名した。微高地上においても岩片が多量に堆
積しており、土壌の形成はみられなかった。
　テミルレック渓谷では、渓谷斜面を開析するガリー
に沿った微高地上に遺跡が形成されていたものと考え
られ、未踏査の他の同様の地形においても遺跡の存在
が想定される。

4．カステック地域クズルアウス川流域
　  の調査

a）地形と地質
　カザフスタン南東部の天山山脈の大部分を構成する
ザイリスキーアラタウ山脈は、その西端でカステック
山脈と接続する（図 8）。東西方向に約 80kmの長さ
でのびるカステック山脈は、最高標高点が 3,273ｍの
スイトベ山で、稜線の標高は概ね 2,800ｍ～ 2,500ｍ
であり、東に隣接するザイリスキーアラタウ山脈と比
べると、標高の低い山脈である。カステック川を遡っ
たカステック峠が最も低い 2,464ｍとなり、歴史的に
キルギス側のチュー川源流域に至る交通路として利用

図 6　テミルレック渓谷の地形と遺跡位置
（番号は図 2 と共通）
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されていたとされ（Байпаковидр 2005）、川沿いに古
代中世の城郭遺跡も多く残されている。カステック山
脈の東端から北西方向にジェットィジョル山脈、キン
ディクタス山地、アイタウ山地が列状に並んで長さ約
220kmの障壁がカザフ平原に突き出す形となり、東西
方向のキルギスキーアラタウ山脈との間で、チュー渓
谷を形成する。
　カステック山脈の北麓は、北流する多数の小河川に
よって開析されている。ジェットィジョル山脈からの
小河川とともにクルトィ川を形成してイリ川に合流
し、イリ川は北流して最終的にバルハシ湖に注ぐ。
　カステック山脈からザイリスキーアラタウ山脈の基
盤には、古生代末期に形成された黒色、茶色、乳白色、
赤色の珪化した無斑晶質流紋岩の岩体が確認されてい
る（Бекжанов 2005）。第四紀の山岳氷河の周期的な発
達と浸食作用により、基盤岩に含まれる流紋岩岩体が
破砕されて河谷に堆積し、現在の小河川の礫層を形成
している（Жандаев 1972）。
　2010年にカステック川沿いの道路工事の際にレス堆
積層中から黒色の珪化石材による大型石刃が多数出土
したとの情報があったため、その地点を特定して調査

しようと試みた。しかし、その地点はキルギス国境付
近の軍管理地内で立ち入り不可能と判明したため、カ
ステック山脈の山麓を開析する小河川沿いの同様の谷
地形を踏査した。その結果、カステックから約 12km
東に位置するカラカステック集落付近のクズルアウス
川沿いで石器の散布地を 4か所確認した。「赤い口」
を意味する河川名称から各々クズルアウス 1～ 4遺跡
と命名した（図 8-1～ 4）。
　クズルアウス川は標高約 2,200ｍ付近に水源をもち、
山麓では深い河谷を形成するが、約 1,300ｍ以下では
谷が幅約 400ｍ程度に広がり、主に左岸に河岸段丘が
形成されている。また広い谷の中で複数に分流し、流
路の間で浸食を免れた残丘が列状に形成されている。
踏査の結果、遺跡が確認されたのは、低位の河岸段丘
面と残丘上であった。
　ところで後期旧石器時代前期の多層遺跡であるマイ
ブラック遺跡は、これらの地点から約 21km東のザイ
リスキーアラタウ山脈の北麓を開析するマイブラック
川の残丘上に立地する（図 8-6）。このマイブラック遺
跡や、詳細は不明であるが西に約 12km離れたカステッ
ク遺跡（同 5）とともに、クズルアウス 1～ 4遺跡（同

図 7　ラインベック地域採集石器 2（1：テミルレック 1 遺跡 ,　2 ～ 4 テミルレック 2 遺跡）
1：削器　2：ルヴァロア尖頭器　3：石刃　4：石核
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1～ 4）は天山北麓の小河川沿いに立地するレス堆積
層中の旧石器時代遺跡である。カステック山脈および
ザイリスキーアラタウ山脈の北麓の丘陵地において小
河川によって開析された同様の谷は無数にあるため、
未調査の同様の地形においても、同様の旧石器時代遺
跡の存在を想定することが出来る。

b）発見した遺跡
（1）クズルアウス 1 遺跡
　クズルアウス川の残丘上の標高 1,180ｍの地点で石
核 1点を確認した（図 9-1）。中生代黒色頁岩の亜角礫
を素材とした縦長剥片石核である。河床との比高は約
3ｍであり、低い残丘状の高まり上に広い平坦面が広
がる。クズルアウス川の河床には、黒色や小豆色の無
斑晶もしくは斑晶の少ない珪化した流紋岩および中生
代黒色頁岩が亜角礫で多数散布している。これらは、
石器石材として利用可能である。

（2）クズルアウス 2 遺跡
　クズルアウス 1遺跡の約 750ｍ上流に位置する。標
高 1,216ｍであり、クズルアウス川左岸の河岸段丘に
立地する（図 9-2）。河岸段丘は 2面確認されており、
そのうちの低位面で、川からの比高は約 3ｍである（図
10）。その段丘斜面のレス堆積層中から大型の縦長剥片
石核（図 11-4）を抜き取った。同じレベルから、縦長
剥片 2点（同 1,3）および石刃 1点（同 2）も抜き取っ
たため、この層準に石器包含層が想定された。段丘の
平坦面から約 2m下位のレベルである。石核は、平た
い亜角礫を素材とし、裏面に広い剥離で打面を作出し、
その打面から幅広の縦長剥片を右から左に向かって剥
離している。打面よりも作業面縁辺の調整が入念であ
る。同 1,3はこの石核の剥離面と類似した幅広でやや
寸詰まりの縦長剥片である。同 2は折損しているが大

型の石刃である。調整打面から同一方向に 3～ 4枚の
石刃が先行して剥離されている。頭部調整が入念に施
されている。5は小型の剥片である。1～ 5はすべて珪
化した黒色流紋岩である。6は斑晶の大きい粗粒の流
紋岩による扁平礫素材の礫器である。表裏ともに縁辺
に擦痕と刃こぼれ状の剥離面がみられる。以上からこ
の遺跡には、同一層準で黒色流紋岩による石刃石器群
が埋没している可能性を指摘できる。黒色流紋岩はす

図 8　カステック地域の地形と遺跡位置
（1：クズルアウス 1 遺跡，2：クズルアウス 2 遺跡，3：クズル

アウス 3 遺跡，4：クズルアウス 4 遺跡，5：カステック遺跡，6：
マイブラック遺跡）

図 10　クズルアウス 2 遺跡近景
（人の指し示す位置が石器採取地点）

図 9　クズルアウス川流域の地形と遺跡位置
（番号は図 8 と共通）
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ぐ前を流れるクズルアウス川の河床で採取可能である。
（3）クズルアウス 3 遺跡
　クズルアウス 2遺跡より約 1km上流に位置する（図
9-3）。この付近では、クズルアウス川が比高約 40mの
河谷を形成しており、その右岸の標高 1,460mの斜面
において剥片類の散布を確認した。本来の石器包含層
が風雨で浸食されて、斜面下部に溜ったものと考えら
れた。剥片類は、黒色流紋岩や黒色頁岩による大型厚
手の横長剥片であり、風化面もクズルアウス 2遺跡と

比べると分厚い。後期旧石器時代を遡る可能性もある
が、現時点では時期決定に決め手を欠く。

（4）クズルアウス 4 遺跡
　クズルアウス 2遺跡の正面でクズルアウス川から、
ブラック川が分流し、約 220m下流で大きく西に湾曲
する。その湾曲したブラック川に向かって東から流れ
込むガリーに面した標高 1,071mの微高地もしくは小
尾根上に立地する（図 9-4）。遺跡の立地する微高地
もしくは小尾根は、周囲の傾斜に対して相対的に平坦

図 11　カステック地域採集石器 1（1 ～ 6：クズルアウス 2 遺跡）
1・3：縦長剥片　2：石刃　4：石核　5：剥片　6：礫器
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な地形となっている。その平坦な地形に直交する道路
のカット面で黒色流紋岩製の石器の散布を多数確認し
た。図 12-1は、剥片素材の掻器である。鋸歯状の剥離
により端部に抉状の刃部が作出されている。同 2は石
刃である。背面には反対方向からの剥離面も残されて
いる。3は縦長剥片である。背面には同一方向の先行
する剥離面が残されている。4は大型の横長剥片であ
る。1～ 4の石材はすべて珪化した黒色流紋岩である。
このほかに、剥片類や小型の石核など多数の石器が採
集された。クズルアウス川流域ではこの遺跡が最も石
器の散布量が多かった。

5．まとめ

　カザフスタン南東部の天山山脈西部約 800km全体を
対象として、主に 4地域に区分して分布調査を行った。
その結果、ラインベック地域とカステック地域で合計
8か所の旧石器時代遺跡を確認した。このうち、シャ
リン 1遺跡、テギステック 1遺跡、テミルレック 2遺
跡、クズルアウス 1遺跡、同 2遺跡、同 4遺跡の少な
くとも 6遺跡は後期旧石器時代であろうと推定される。
天山山脈全体からみれば、調査地はほんの一部であり
未調査地も広く残るため決して十分な調査とは言えな
いが、後期旧石器時代遺跡の立地に関するいくつかの
パターンを把握することが出来た。
　まずひとつは、レス堆積が見られないラインベック
地域においては、山麓湧水点の周りの谷部（シャリン
1遺跡）と、深い河谷に面した小尾根上（テミルレッ
ク 2遺跡）に遺跡が立地する。周辺には同様の地形が
多数みられるため、同様の遺跡の存在が想定される。
ラインベック地域は、資料の少ない中国新疆ウイグル

自治区に接したカザフスタンの南東端に位置するた
め、この地域の後期旧石器文化を検討する上で、貴重
な遺跡になると考えられる。
　一方、レス堆積がみられるカステック地域では、天
山北麓の丘陵地を開析する小河川に沿って後期旧石器
時代遺跡を複数確認することができた。既に唯一知ら
れていた 21km東の多層遺跡であるマイブラック遺跡
と併せて、クズルアウス遺跡群の立地を検討すると以
下のような傾向が認められる。この地域の小河川は標
高 1,300～ 1,100mで川幅が広がり河岸段丘を形成して
いる。その低位段丘面に立地する遺跡（クズルアウス
2遺跡）と、広い谷で河川が分流して削り残された残
丘上に立地する遺跡（マイブラック遺跡、クズルアウ
ス 1遺跡）の 2種類の遺跡立地を指摘することが出来
る。ともに川との比高は約 3mである。現地に立ち入
れなかったがカステック遺跡もまた、地形図上ではカ
ステック川左岸に形成された河岸段丘の低位面に立地
するとみられる（図 8）。
　天山山脈北麓においてレスが分厚く堆積する地域
は、主にザイリスキーアラタウ山脈とカステック山脈
のあわせて東西 210kmの範囲に広がる。この範囲には
北麓の丘陵地に小河川が平行して無数に流れており、
クズルアウス川やマイブラック川と同様に、例外なく
小河川が深い河谷から広い谷に出る地点で河岸段丘と
残丘が形成されている。また基盤岩に黒色の珪化流紋
岩が含まれており、河床で容易に採取できる。これま
でレス堆積が分厚いため、遺跡の存在が確認できな
かったが、天山北麓地域の標高 1,300～ 1,100mの丘
陵地において、比高 3m程度の低位段丘面と残丘には、
マイブラック遺跡やクズルアウス遺跡群と同様の後期
旧石器時代の層位的に良好な遺跡が埋没している可能

図 12　カステック地域採集石器 2（1 ～ 4：クズルアウス 4 遺跡）
1：掻器　2：石刃　3・4：剥片
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性を指摘することができる。
　本調査における最大の成果は、遺跡立地に関する以
上の見通しを得たことである。この立地傾向は現在把
握し得る限りのものであるが、これまで後期旧石器時
代遺跡がほとんど見つかっていなかった天山山脈北麓
において、遺跡の立地を把握し得た意義は非常に大き
い。今後のさらなる現地踏査でこの成果を検証したい。
　
　本研究は平成 29年度および平成 30年度文部科学省
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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