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1．はじめに
ユーラシアにおける現生人類の北回りの拡散ルートを検討する上で、その大部分を占める中

央アジアにおける後期旧石器時代初頭（IUP期）の様相解明は不可欠である。しかし、中央アジア
東部のアルタイ地域を除くと確かな年代をもつIUP石器群は知られていない。中央アジア西部の
天山－パミール地域における後期旧石器時代初頭（IUP期）の様相は分かっておらず、この時期
に明確に帰属する石器群はいまだ知られていないのである。中央アジア西部のIUP石器群がアル
タイ地域と同じであるのか異なるかは、ユーラシアにおける後期旧石器文化の成立の評価にか
かわる大きな課題である。
そこで、この地域を大きく天山山脈とパミール高原西麓地域に分けて、両地域でIUP期の石器

群を把握することが本研究課題の目的である。本研究課題は2019年度と2020年度の2か年であ
るから短期間で新しい成果を出すために、これまでの中央アジア西部における野外調査と収蔵
資料調査により判明しているもっともその可能性の高い遺跡において発掘調査を実施してその
石器組成を明らかし、確かな条件のもとで年代測定試料を採取して年代測定分析を実施する。そ
れによりオリジナル資料を新たに取得し、この地域におけるIUP期の様相についての見通しを得
ること目指している。

2．発掘調査遺跡の抽出
2017年及び2018年に実施したカザフスタンにおける旧石器時代遺跡調査の結果から、①この

地域の後期旧石器時代遺跡は天山山脈北麓から、トゥルケスタン山脈北麓、ザラフシャン山脈南
麓、パミール高原西麓にかけての標高1000m以上の山麓に立地していること、②カザフスタン
南部のカラタウ山地から天山山脈北麓のラインでは、後期旧石器時代前期（EUP期）の多層遺跡
が多く見つかりつつあること、③一方で、後期旧石器時代初頭の年代値が得られている確実な例
は未だ見つかっていないが、出土層位や石器組成からその可能性のある遺跡がいくつか存在す
ることを確認した。
そこでこの地域でIUP期に帰属する可能性があり発掘調査の対象となり得る遺跡の抽出を

行った。まずカザフスタンでは、2018年に実施した発掘調査で、OSL年代測定で40kaBPとされ
る地層の下層から文化層を検出したカラタウ山地のチョーカン・バリハノフ遺跡を対象とした
（図1）。

そして、パミール地域で発掘候補の遺跡を検討するために、2019年6月に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において、V.A.ラノフにより約60年間にわたり調査
された約20万点に及ぶタジキスタン旧石器コレクションの資料調査を実施した。とくにザラフ
シャン山脈南麓のアフガン－タジク盆地北縁と、トゥルケスタン山脈北麓のフェルガナ盆地南
縁の中期旧石器時代及び後期旧石器時代の資料を詳細に調査した。その結果、道路工事による不
時発見とその後の試掘調査で大型石刃とルヴァロワ尖頭器が組成することが分かっていたフッ
ジ遺跡をその候補とした（図1）。
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3．チョーカン・バリハノフ遺跡の発掘調査
遺跡は、天山山脈西端から北西方向に約280km延びる支脈であるカラタウ山地のほぼ中央

で、約2,000mを超す主稜線の標高が約600mまで低くなる鞍部に立地している。カラタウ山中
を源流としてシルダリア川に注ぐアリスタンディー川の第3河岸段丘面に立地する開地遺跡で
ある。1959年にアルピィスパエフが発見し、今日まで多数の発掘調査が実施されており、上層
から数えて第1〜6文化層まで確認されている(Таймагамбетов and Ожередьев 2009）。従来石器
群の技術的な様相から、第1文化層が後期旧石器時代で、第2〜6文化層が中期旧石器時代とさ
れていたが、チュービンゲン大学によるOSL年代測定分析により、最下層の第6文化層の年代が
39.5ka±3.8ka/41.0ka±3.9kaと判明して、全文化層が後期旧石器時代に属することが判明した
（Fizsimmons�et�al. �2017）。このため、筆者はおよそ4万年前と判明したこの第6文化層より下層
の文化層を追求することで、これまでカザフスタン南部で確認されていない後期旧石器時代初
頭石器群を明らかにできるものと考えて、2018年からカザフスタン共和国国立博物館と共同で、
日本－カザフスタン共同遠征調査としてこの遺跡の発掘調査を行っている。
この遺跡では、1960年前後のアルピィスパエフによる発掘地点と、1990年以降2015年までの

タイマガンベトフやロシア隊、他の外国隊による発掘地点の2つの地点が50mほどの距離を隔て
て隣接している。筆者は2017年までに実施したアル―ファラビ記念カザフ国立大学に収蔵され
ている過去の発掘出土資料の調査から、出土点数や製品類の内容からみて、アルピィスパエフが
1959年に発掘調査を実施した地点が遺跡の中心であると考えていたため、56年ぶりにアルピィ
スパエフの調査地点を発掘調査地点に選択した（図2）。
2018年7月に台地の上からアリスタンディー川に至る比高約10mを断ち割り、第6文化層が包

含されていた層準よりも下層の文化層の検出を主な目的とした発掘調査を実施した。すでに概略
を報告しているように、2018年のこの発掘調査により第2文化層から第9文化層まで検出し、目
的とした第6文化層の下層で第7〜9文化層と3枚の文化層を新しく検出することができた（国武�

図1 中央アジア西部の主要旧石器時代遺跡の分布と発掘調査遺跡の位置
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2019）。そこで2019年には、第7〜9文化層の内容を詳しく知るために、第5文化層から下層を拡
張しつつ、第9文化層の下位まで垂直に掘り下げて、新たに検出した下層の各文化層の石器組成
を明らかにすることを目的とした発掘調査を実施した。台地から河原面に達する深さ11mのト
レンチを台地方向に押し込む形で、第5文化層以下を発掘調査したところ、第6〜9文化層のすべ
てで2018年に検出した石器分布の続きを検出した。さらに、第8文化層では長さ15㎝以上の石刃
が剥離された大型の小口面型の石刃核などを含む石核の集中を検出し、第9文化層では新たに石
刃核を中心とした石器集中部を検出した（図3）。第9文化層で新たに検出した石刃核は、平面的
な平行剥離が特徴で第8文化層とは異なり中期旧石器的な技術にみえる。ただし2018年には同じ
第9文化層で長さ10㎝程度の小口面石核と尖頭形石刃が出土しており、資料の全貌が明らかでな
い現段階では安易な評価は避けたい。そしてさらに注目すべきは、第9文化層より下層で、長軸
45㎝の大型の地床炉と20㎝程度の小型の地床炉を検出した。これにより新たに第10文化層の存
在を把握することが出来たのである（図3）。2020年は、第10文化層の面をより西（図2の左）に拡
張して、第8〜10文化層の資料をさらに獲得していきたいと考えている。これにより後期旧石器
時代初頭の石器群が明らかになるのだろうか。現在、第6〜10文化層の層準から採取したOSL年
代分析と、第10文化層の1号炉跡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。さらに文化層の土層堆積構造を調べるために、土層の切取試料を採取し軟X線撮像分析を進
めている。これらの分析結果と併せて、2020年の発掘調査終了後に暫定的な結論を得たい。

4．フッジ遺跡の発掘調査
フッジ遺跡は、タジキスタン南部のタジク－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
轄地シャハ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

図2 チョーカン・バリハノフ遺跡の発掘調査区と発掘深度
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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っ
た（Окладников�1958）。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（Ранов and 

Амосова 1984）。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。
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「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。
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、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範囲を発掘調査区として設定した。
掘削方法は、石器包含層に至るまでは、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㎝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。
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
ツのシェーファーによるホナコⅢ遺跡の発掘調査以来の2か国目となった。
地表から約3.1mは無遺物層で、地表下約3.1mから約6.4mの深さまで遺物の出土がみられた。

約5㎝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

図4 チョーカン・バリハノフ遺跡
2019年発掘調査検出文化層

図3 チョーカン・バリハノフ遺跡
2019年発掘調査第9文化層石器集中検出状況
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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。遺物を包含しない地表下約3.1m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土が、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。
第1文化層は地表下約3.1m〜約4.0m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1,000点出土し、焼けていない骨は出土しな
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点出土し、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6.0m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5）。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

図5 フッジ遺跡2019年発掘調査土層断面と第3文化層遺物出土状況
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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6.1m〜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文化層と異なり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。
出土石器は第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、剥片素材の小口面石刃石核や、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。石刃が多く出土したが、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土した。

5．まとめ
中央アジア西部で現在IUP期の可能性があるとみられた2遺跡の発掘調査を実施した。カザフ

スタンのチョーカン・バリハノフ遺跡では、ねらい通り第8文化層と第9文化層から石刃生産技
術をよく理解できる良好な石核と石器製作跡を検出した。さらに第9文化層の下層に第10文化層
を新たに確認し、この遺跡では初めて地床炉を検出した。
タジキスタンのフッジ遺跡では、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、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、動物骨も豊富に出土したことから、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（IUP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。
本研究計画においては1年目であるが、研究の目的である中央アジア西部の後期旧石器時代初

頭の可能性のある遺跡の発掘調査を実施して、従来にはない新しい成果を得ることが出来た。最
終年度である2020年は、カザフスタンのチョーカン・バリハノフ遺跡の発掘調査を継続すると
ともに、タジキスタンのフッジ遺跡の出土資料の分析と年代分析を進めて、帰属時期についての
見通しを得たい。そして可能であればさらにもう1か所、当該期の資料が出土する可能性のある
遺跡の発掘調査を実施する予定である。
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