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タジキスタン南部ザラフシヤン山脈南麓のフッジ遺跡発掘調査速報

国武貞克 1・ フジャゲ リデイエフ トウーラ 2.佐藤宏之 3

(1:奈良文化財研究所,2:タ ジキスタン共和国科学アカデミー歴史学考古学民族学研究所,3:東京大学)

1.  は じめに

中央アジア西部における後期旧石器時代初頭 (IUP期)の様相は不明である。唯一その候補に挙げら

れてきたウズベキスタンのオビーラフマー ト洞窟は、近年新たに実施 された洞窟堆積物の炭酸カルシウ
ムのウランシリーズ年代測定分析により最上層が約 9万 8千年前 と報告され全層が中期旧石器時代の可

能性が指摘されてお り (Asmerom.Y,Polyよ V」 ,Wagncr.J.D.M,Patche■P.J2018 Hommn cxpmsion into Central Asia

during the last interglacial助 ″′力α〃P″″,a′αクルレ
`ο

Z`″″s494:148‐ 152)、 従来の前提が揺 らぎつつある。発表者
は、カザフスタン、キルギス、タジキスタンのこれまでの発掘及び採集資料を調査 して、その可能性の

ある遺跡を探 してきたが、十分な層位差をもって一括性が担保された出土状況で、かつ石器群の技術的

な内容が中期旧石器時代から後期旧石器時代への移行を示す資料は、いまだ確認できていない。そこ

で、既存資料からIuP期 に該当する可能性がある遺跡を候補に挙げ、これらのうち層位的な堆積が期待
できる遺跡を対象として、一括性の担保された良好な考古資料を獲得することを目的とした本格的な発

掘調査を企画 した。2019年度はそのなかでも有望な遺跡 と考えるタジキスタン南部のフッジ遺跡につい

て発掘調査を実施 したため、本発表ではその概要を報告する。

2. フッジ遺跡の調査略史

フッジ遺跡は、タジキスタン南部のタジクーアフガン盆地の北縁 をなすザラフシャン山脈南麓のギッ

サール山地の南斜面に位置 している (図 1)。 ドシャンベから西に約 40kmで、共和国直轄地シャノ`リ

ナフ郡のフッジボロ集落の北西部に位置 している。ウズベキスタンの著名な中期旧石器時代の洞窟遺跡
であるテシク・タシュ洞窟は、フッジ遺跡から約 90km西の同じくギッサール山地の山麓に立地する。
フッジ遺跡はその約 100m北 の岩山の岩の裂け目から湧出する大規模な湧水から流れ出る小川の右岸を

南北方向に走る尾根の海抜 1,095mの 東斜面に立地 している。

フッジ遺跡は 1953年 に A.P.オ クラドニコフにより石器が採集されて、その存在が知られるようにな
つた。 1978年 に道路工事により多量の遺物が露出して、V.A.ラ ノフにより遺物回収 と補足的な発掘調査
が実施 された。1997年 には、ラノフにより組織的な試掘調査が実施 された。その後 2003年 にもラノフ

により補足的な試掘調査が行われている。タジキスタンにおける旧石器時代遺跡の野外調査はこの 2003

年の試掘調査が最後であつた。2019年に発表者らが実施 した発掘調査は、フッジ遺跡ではじめて実施さ

れた本格的な発掘調査 となった。

3 発掘調査の方法

2019年 6月 に奈良文化財研究所 とタジキスタン共和国科学アカデ ミー歴史学考古学民族学研究所 との

間で「学術交流についての合意書」を締結 した。この合意書に基づき、中央アジア更新世人類遺跡日本

調査団 (団長 :佐藤宏之)と 同研究所 との間で、「タジキスタン共和国における石器時代遺跡の共同調
査と学術研究についての協定書」を締結 した。この協定書に基づき、日本―タジキスタン共同遠征調査
として、2019年 10月 から 11月 にフッジ遺跡の発掘調査を実施 した。調査期間は、2019年 10月 13日 か

ら 11月 4日 の23日 間である。発掘調査の参加者は、 日本側から国武、タジク側からフジャグリディエ

フ他 2名 の合計 4名 である。近隣のフッジボロ集落から8名、 ドシャンベから 1名 の合計 9名 の作業員
を雇用 した。



発掘調査の地点は 1997年 のラノフによる試掘成果を参照 して選定した。この試掘調査により遺物分

布密度が最も高かったため遺跡の中心部 とみなされた 1997年 2号試掘坑 と同 3号試掘坑の間の 9mの範

囲において、3mの幅で合計 27ピの範囲を発掘調査区として設定した。

掘削方法は、石器包合層に至るまでは、スコップで垂直方向に少しずつ掘 り下げ、石器包含層に至る

と草刈鎌で水平方向に少しずつ削 りながら遺物を検出し、平面位置と標高を記録しながら、層位別に取

り上げた。石器包含層では、記録と検出の都合から概ね 5 cm前後の厚さを一度の掘削単位 (検出面)と
した。その結果、総計 27面の取 り上げとなった。石器包含層の発掘廃土はすべて水洗 し、微細遺物の

回収に努めた。
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4.発掘調査成果の概要

タジキスタンでは、2003年のフッジ遺跡の試掘調査以降に実施された初めての旧石器時代遺跡の発掘

調査 となった。また外国隊による旧石器時代遺跡の発掘調査 としては、2000年のドイツのシェーフアー

によるホナコIII遺跡の発掘調査以来の 2か国目となった。

地表から約 3.lmは 無遺物層で、地表下約 3.lmか ら約 6.4mの 深さまで遺物の出上がみられた。約 5 cm

程度の層厚を一度の掘削単位 として遺物を検出し、連続 して遺物が出土 している間は一連の文化層 とし

て認識し、無遺物の掘削単位を挟むとそれ以下を次の文化層 として認識 した。その結果、約 4,000点 の

遺物が 4枚の文化層に区分されて取 り上げられた。ただし文化層区分については発掘調査終了時点の暫

定的な所見であ り、今後の整理分析により変更することもあり得る。包含されている土壌は、再堆積の

レスである。遺物を包合 しない地表下約 3.lmま では、斜面上方から流されてきた様々な大きさの礫が

ガリー状に堆積 し、その隙間を砂粒が混 じるレスが堆積 していた。それ以下は、砂粒をあまり含まない

レスがローム化 した堆積上が、北西から南東に向かう傾斜を保って安定 して堆積していた (図 2)。

第 1文化層は地表下約 3.lm～約 4.Omの 間で、それ以下 と比べて北西―南東方向の傾きが約 4度 と大

きかった。 しかし地床炉が面的に検出され、その周辺に遺物がまとまって出土するため、遺物分布は概

ね原位置を保っているようにみえた。地床炉は合計 8基が 6面に分かれて検出された。第 1文化層では

石器及び焼礫、炭化物が合計約 1,ooO点出土 し、焼けていない骨は出上 しなかった。

第 2文化層は、地表下約 4.3m～約 5.2mの間で、第 1文化層 と比べて、分布密度が低 く、地床炉は検

出されなかった。おそらく、調査区外に分布の中心があ り、その周辺部が調査区内において検出された

と考えられた。第 2文化層では石器及び焼礫、炭化物で約 500点出上 し、焼けていない骨は出土 しなか

った。

第 3文化層は、地表下約 5。3m～約 6.Omの間で、約 2,500点 の遺物が出土 し、最も濃密な分布を示 した

(図 2)。 北西―南東方向に傾斜 していたが、約 2度であ り第 1、 第 2文化層よりも傾 きは小さかった。

3基の地床炉が 2面に分かれてレベルを違えて検出され、遺物分布は原位置を保っているようにみえ

た。遺物は、調査区外の西に濃密な分布が続 くと思われるが、川に面 した東側では分布は途切れていた

ため、分布の境界を検出したものと考えられる。

石器、焼礫、炭化物のほかに、動物骨 も多数出土した。大型哺乳類の四肢骨や下顎骨がみられ、人為

的に破砕されているものも多 く認められた。骨は新鮮で遺存状態は非常に良好であった。これは第 3文

化層のレベルが地下水位に近いため上層に比べて包含層に水分が多 く含まれていたためではないかと考

えられる。

第 4文化層は、地表下約 6.lm～約 6.4mの間で、石器、炭化物が約 20点出土し、最も散漫な分布を示

した。地床炉は検出されず、焼けていない骨は出土 しなかった。第 4文化層を包含する土壌は、第 1～ 3



文化層 と異なリグライ化 して脱色 してお り、包含層堆積後に地下もしくは東に面する川からの水の影響

を受けたと推定された。

5.出土石器の概要

出土石器について、ここでは発掘調査終了時点で気が付いた点のみ述べる。誤認があるかもしれない

ため、今後整理分析をすすめて詳細を明らかにしていく過程で、より正確な所見へと変更 していく予定

である。

第 1文化層から第 3文化層まで、石刃とルヴァロワ尖頭器が目立つ器種である。石刃は先細 りする形

態が多い。打面調整はあまり認められず、頭部調整が顕著であるようにみえる。石刃の大きさは下層ほ

ど大型で部厚い傾向があるようにみえる。石核は、第 1文化層から第 3文化層まで、ルヴァロワ石核、
ルヴァロワ石刃石核、求心剥離石核など、中期旧石器的な技術が主体である。ただし、現在のところル

ヴァロワ尖頭器石核は認められないようである。第 3文化層ではこれらに加えて、角錐形の石刃核、剥

片素材の小日面石刃石核や、石刃素材の小石刃石核など後期旧石器的な技術を示す石核 も少量みられ

た。石刃が多く出上 したが、石刃を素材とした製品としては、尖頭形の削器が第 3文化層で少量認めら

れたのみで石刃製掻器は認められなかった。第 4文化層では鋸歯縁形石器が出上 した。

6。 まとめ

本遺跡の発掘調査では、石刃生産 とルヴァロワ尖頭器を特徴 とする約 4,000点 の石器群を、十分な層

位差をもつて 4枚の文化層に区分 して層位的に検出することができた。特に第 1文化層 と第 3文化層で

は合計 11基の地床炉を検出してお り、資料の一括性が担保 される出土状況であった。第 3文化層は最も

濃密に検出され、動物骨も豊富に出上 したことから、分析がすすめば狩猟対象獣や周辺環境が判明する

可能性が高い。現在、各地床炉から採取した炭化物試料の放射性炭素年代測定分析を進めている。さら

に OSL年代測定分析及び、焼礫を利用した熱ル ミネッセンス法による年代測定分析も予定 している。本

資料の帰属時期については、後期旧石器時代初頭 (ILP期 )と なるのか、中期旧石器時代の石刃石器群
となるのか、複数の方法による年代測定分析結果 と出土資料の詳細な考古学的な分析を踏まえて結論を

導きたいと考えている。前者であれば、中央アジアでは初めての確実な IUP期の資料 とな り、後者であ

れば近東地域のタブーンDタ イプ石器群との関係が浮上 し、新人の北回 リルー トにおける初期拡散の議

論に大きな一石を投じることになる。いずれにしても中央アジアでは、中期旧石器時代から後期旧石器

時代にかけての時期で、これほどまとまった内容と点数の資料は他に例がない。とくに開地遺跡のシン

プルで分厚いレス堆積中に包含された一括性の高い出土状況は明快で説得力が高い。本発掘調査資料の

評価がユーラシア旧石器研究に与える影響は計 り知れない。

本遺跡の発掘調査は令和元年度科学研究費補助金新学術領域公募研究「中央アジアにおける後期旧石

器時代初頭 (IUP)石器群の探求」 (研究代表 :国武貞克 課題番号 19H04527)及 び令和元年度科学研

究費補助金基盤研究 (B)「 中央アジア天山一パ ミール地域における後期旧石器文化成立過程の研究」

(研究代表 :国武貞克 課題番号 19H01354)に よりすべての経費を賄った。
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図 1 中央アジア西部の主要旧石器時代遺跡の分布とフッジ遺跡の位置

図2 フッジ遺跡 2019年発掘調査西壁土層断面と第 3文化層出土状況
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図 1　中央アジア西部の主要旧石器時代遺跡の分布とフッジ遺跡の位置

図 2　フッジ遺跡 2019 年発掘調査西壁土層断面と第 3文化層出土状況
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