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タジキスタン中期旧石器時代研究

の現状と展望

  国 武　貞 克 1

  

1．はじめに

　タジキスタンは、中央アジア西部で旧石器時代研究
が最も進展している地域である。良好なレス堆積によ
り他地域を圧倒する良質な重層遺跡に恵まれており、
前期旧石器時代から中石器時代に至る 30 万点とされ
る膨大な石器資料が収集されている。筆者は中央アジ
ア西部における後期旧石器時代初頭石器群を探る目的
で、天山－パミール地域の収蔵資料調査と野外調査を
続けている。タジキスタンでは 2010 年から収蔵資料
調査を行っており ( 国武 2019)、2019 年から野外調査
を開始した（国武他 2020）。このため本稿では、タジ

キスタンの研究史を総括してこれまでの研究蓄積を整
理分析することにより現状と課題を明確化し、今後の
調査研究の方向性を模索することを目的としている。
　タジキスタンは中央アジア西部の南半部に位置す
る。南はアムダリヤ川を挟んでアフガニスタンと、西
はギッサール山地を介してウズベキスタンと、東はパ
ミール高原を介して中国新疆と接している。北はキル
ギス及びウズベキスタンとともにフェルガナ盆地を複
雑な国境線で三分する。南アジアのアフガニスタンと
はアフガン－タジク盆地を共有する同じ地形区分にあ
り、パキスタンとはパミール南部のワハーン回廊を介
して接している。中央アジア西部に区分されるが、南
アジアに地理的に近い。中央部にザラフシャン山脈と
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要　　旨

　
中央アジア西部における中期から後期旧石器時代への移行を探るため、タジキスタンにおける中期旧石器

時代の研究史を整理分析して現状と課題を検討した。タジキスタンは、V. A. ラノフの主導のもと中央アジア
で最も豊富な研究蓄積がある。特筆すべきは 70 年代後半から層厚 100 m を超すレスの大露頭遺跡が調査さ
れるようになり、レス－古土壌堆積サイクルを利用して前期－中期旧石器編年が構築された点である。礫器
が卓越する前期旧石器時代のカラタウ文化から、断絶的に中期旧石器時代のムスティエ文化に変化する。ム
スティエ文化は石器組成と製作技術から「アシュール－ムスティエ様相」、「ルヴァロワ－ムスティエ様相」、

「典型ムスティエ様相」、「ソアン型ムスティエ様相」、「後期アシュール伝統のムスティエ様相」の 5 類型に区
分される。そしてこれらの様相はレス－古土壌堆積サイクルに基づく編年から、前期、発達期、終末期の変
遷が想定されている。前期ムスティエ文化ではホナコⅢ遺跡第 2 古土壌帯の発掘により約 20 万年前の海洋酸
素同位体ステージ 7 に既に石刃石器群が成立したことが判明している。そして、発達期ムスティエ文化では
同 5 に比定される第 1 古土壌帯を経て、終末期ムスティエ文化に至るまで、中期旧石器時代の全時期を通じ
て石刃石器群が発達した。中期旧石器時代を通じて石刃石器群が一貫して続く様相は中央アジア周辺地域と
比較すると特異な様相にみえるが、中期旧石器時代前半に石刃石器群が卓越した中東との類似点を指摘でき、
新人の初期拡散モデルとの関連を今後検討すべきであろう。第 1・2 古土壌帯の正確な年代測定が喫緊の課題
である。終末期ムスティエ文化とされるフッジ遺跡は、中期と後期の石刃生産技術が共存するため、後期旧
石器時代初頭石器群の可能性があり、筆者らは 2019 年に発掘調査を実施した。石刃生産技術からみると中期
から後期への連続的な変化を読み取ることが出来る。このような考古現象と新人の後期拡散モデルとを如何
に折り合いをつけるか、あるいはつかないかの検討が重要な課題となり、これはオビ・ラフマート洞窟やロ
シアアルタイ山麓の諸遺跡と共通する問題である。

キーワード ： ムスティエ文化、レス－古土壌堆積サイクル、石刃石器群、フッジ遺跡、後期旧石器時代初頭
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トゥルケスタン山脈が東西方向に横たわり、北部の
フェルガナ盆地と南部のアフガン－タジク盆地に国土
が二分される（図 1）。さらに東半部はパミール高原が
広がり、これら 3 地域が人類の居住可能地域となる。
　タジキスタンにおける旧石器時代遺跡の調査研究
は、A. P. オクラドニコフ（А. П. Окладников）による
1953 年から 1959 年の集中的な踏査により本格的に開
始され、1950 年代後半以降は 2006 年までのおよそ半
世紀の間、V. A. ラノフ（В. А. Ранов）により強力に推
進された。フェルガナ盆地およびアフガン－タジク盆

地が西に開き、南北と東が大山脈に囲まれる地形的特
性により、トルクメニスタンとウズベキスタンに広が
るカラクム砂漠から偏西風で運ばれた砂塵が、東に抜
けることができずにレスとして分厚く堆積する環境下
にあるため、中央アジアでは珍しく多層遺跡が豊富に
確認されている。このため、ラノフは当初から地質学
者と協働して、多くの研究成果を上げてきた。約 95
万年前に遡る中央アジア最古のクリダラ遺跡をはじ
め、100 m 以上の分厚いレス堆積層にはレス－古土壌
の堆積サイクルが確認され、中期～後期更新世の気候

図 1　天山－パミール地域南部主要旧石器時代遺跡分布
（１：フッジ、2：マフムルド、3：セミガンチ、4：アク ･ ジャル、5：カラ ･ ブラ、6：ハルサンギ、クルテギン、7：オグジ ･ キチク
洞窟、8：ゴフィラバード、9：ホナコ、10：ドスティ、11：ジャル ･ クタン、12：カイラク ･ クムィ、13：ハルクシュ、14：オジュク、
15：トゥトブラック、16：シュグノウ、17：クラケスティ、18：ムズダリク、19：プリ・アリチュル、20：シャヘムベット、21：アク
ジルガ、22：アリチュル、23：クヒピヨス、24：カラタウ、25：カラマイダン、26：ダライ ･ カロン、27：クリダラ、28：オビマゾール、
ラフティ【以上タジキスタン】、29：セリ ･ ウングル、30：ユタッシュ・サイ、31：クラマ【以上キルギス】、32：テシク ･ タシュ洞窟、
33：アンギラク洞窟、34：サマルカンド、35：パシャット、36：クリブラック、37：オビ ･ ラフマート洞窟【以上ウズベキスタン】）
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変動に対応した旧石器文化の変遷を詳細に追求するこ
とができる魅力的なフィールドである。
　1950 年代から始まる 70 年間の調査研究の結果、中
期旧石器時代の遺跡が 12 遺跡と最も多く発見されて
いる。その一方で、後期旧石器時代の遺跡は、詳細が
不明なパミール高原の遺跡を除くと僅かに 4 遺跡のみ
である。中期旧石器文化を究明することは、前期旧石
器文化を評価し後期旧石器文化の特徴を規定すること
にもつながる。後にみるようにタジキスタンの中期旧
石器文化は石刃石器群が特異的に発達しており、後期
旧石器文化との区分は不明瞭である。これは石器組成
が判明している後期旧石器時代遺跡が僅少であること
にも起因している。
　この点から、中期－後期旧石器文化の移行を解明す
るため、後期旧石器時代初頭石器群を探求するにあ
たっても、中期旧石器文化の実態解明は不可欠な課題
である。石刃を基盤とする中期旧石器文化が広がるタ
ジキスタンでは、後期旧石器文化はどのように発生す
るのか。中期以来の伝統に基づいた地域的な発展過程
がトレースされるのか、外来的もしくは侵入的に成立
するのだろうか。アルタイ山麓やオビ・ラフマート洞
窟など中央アジア全体に共通するこの課題に対しては
層位的な堆積が例外的に良好なタジキスタンこそが有
望なフィールドである。このため本稿ではタジキスタ
ン中期旧石器文化に焦点を絞りこれまでの研究成果を
総括し、後期旧石器時代初頭石器群の探求に向けた課
題整理と新たな展開を模索するものである。

2．タジキスタンの地理及び旧石器時代
　  遺跡の立地

　タジキスタン共和国は東西 700 km、南北 350 km で、
中央アジア西部の南半部に位置し、山岳地帯に立地し
その国土の 93 ％が山地で構成される。中央アジア西
部においては、パミール高原西麓から天山山脈の西麓
に至る標高 1,000 m 以上の山麓に多くの旧石器時代遺
跡が分布するが、タジキスタンはそのなかで最も重要
な位置を占めている。タジキスタンでは 95 万年前か
ら 5 千年前までの石器時代の遺跡はおよそ 350 か所知
られ、発見された遺物はおよそ 30 万点とされている。
ラノフにより詳細が研究され、旧石器時代（95 万～
1.2 万年前）、中石器時代（1 万 2 千～ 8 千年前）、新石
器時代（8 千～ 5 千年前）に区分される。そして旧石
器時代は、前期旧石器時代（95 万～ 20 万年前）、中期
旧石器時代（20 万～ 3.5 万年前）、後期旧石器時代（3.5
万～ 1.2 万年前）に区分されている（Ранов1998: с64）。
　このうち中期旧石器時代遺跡は数多く知られており、
遺跡のタイプは、開地の層位堆積遺跡、洞窟遺跡、地

表露出遺跡、レス - 古土壌堆積に包含される遺跡などが
認められる。タジキスタンにおける旧石器時代遺跡は、
ほぼ全域で見つかっているが、とくに北部のフェルガ
ナ盆地南麓と南部のアフガン－タジク盆地の北縁の山
麓、及びパミール高原の西麓に集中している（図 1）。
　北部のフェルガナ盆地の領域では、シルダリア川の
氾濫原の段丘上や山地内の渓谷沿いに立地している。
フェルガナ盆地は巨視的にみれば天山山脈の支脈の間
に形成された盆地であるが、タジキスタンの領域に位
置する南縁をみると、東はフェルガナ山脈に南はトゥ
ルケスタン山脈に囲まれ、その山麓には丘陵地形が発
達しており、この丘陵地に旧石器時代遺跡が立地する。
　一方、南部において旧石器時代遺跡が最も多い地域
は、タジキスタンの南西部のアムダリヤ川右岸のタジク
盆地に発達する丘陵状の尾根上である。タジク盆地は、
北をザラフシャン山脈に、東を西パミールに、南をアム
ダリヤ川に、西をギッサール山地に囲まれる。タジキス
タンの中央部を東西方向に走るザラフシャン山脈はパ
ミール高原の北に接して、パミール高原から西方向に
約 500 km の長さで横たわる大山脈である。その南麓は、
南のアフガン－タジク盆地に向かって南北方向に約 150 
km 程度の尾根が平走しており、その間の河谷を多数の
河川が開析して河岸段丘を形成しており、これらの河
川はアフガニスタン国境において合流しアムダリヤ川
を形成する。このように形成された河岸段丘上に偏西
風に運ばれてきたカラクム砂漠の砂塵がレスとなって
分厚く堆積する。タジク盆地に南北に延びるザラフシャ
ン山脈南麓の尾根には、世界的にみて最も古い中国黄
土高原と並ぶ約 180 万年前からのレスの堆積が確認さ
れている。盆地中央部の山地の標高は海抜 1,500 ～ 2,000 
m であり、北東部は 3,000 ～ 3,500 m である。
　タジキスタン東部の標高 4,000 ～ 4,200 m のパミー
ル高原上においては、中石器時代と新石器時代の遺跡
が数多く発見されている。旧石器時代遺跡は現在のと
ころ後期に属する遺跡が 6 か所見つかっているが実態
は良く分かっていない。
　このようにタジキスタンの地理は、北部のフェルガ
ナ盆地、南部のアフガン－タジク盆地、東部のパミー
ル高原の 3 区分され、このうち北部のフェルガナ盆地
南縁と南部のタジク盆地に旧石器時代遺跡が数多く立
地している。

3．タジキスタンにおける旧石器時代
　  遺跡の年代決定

　タジキスタンにおける旧石器時代遺跡の年代決定
は、風成レス堆積層の極端なまでの分厚さや、洞窟堆
積の複雑さなど多くの困難がある。研究の初期段階に
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あたる 1960 年代までは、中央アジアに共通する 4 段
階の段丘編年（Q1 ～ Q4）から相対的に遺跡の年代が
決定されていた（表 1）。中期旧石器時代は Q2 段階末
から Q3 段階の大部分とされ、1970 年代になるとこの
段丘編年はさらに細分されて、中期旧石器時代の段丘
は Q2-2 段階から Q3-1 段階とされた。後に述べるラ
ノフによる発達期ムスティエ文化は、中央アジア共
通段丘編年ではタシケント期終末からゴラッドナス
テップ期に相当させている（Ранов･Несмеянов 1973: 
с140,153）。1960 年代までのこの状況はタジキスタン
に限らず、カザフスタンやウズベキスタンなど他の中
央アジア地域と同様であった。
　1970 年代の初めになると、タジキスタンでは分厚い
レス堆積の断面から石器が発見されるようになり、「レ
ス堆積遺跡」として注目されるようになった（Ранов 
1989: c137, Ranov･Schafer 2000: p20; Ranov 2001）。海抜

2,500 m の山麓や山間部においてもレス堆積はみられ、
最も高い標高で 3,000 m の地点にもレス堆積が確認され
ている（Додонов 2002: с67,70）。渓谷の流域では、レス
堆積は、風成堆積のみならず水成堆積や二次堆積に変
わっていく。タジキスタン南部のタジク盆地の尾根や段
丘では、完全な風成堆積レスの断面は約 100 ～ 200 m も
の厚さにもなる。その土層断面を観察すると、黄褐色の
レスの堆積層の中に、厚さ 3 ～ 6 m の赤褐色の帯をいく
つかのレベルで観察することができる。これらが古土壌
帯であり、相対的に温暖で湿潤な人類にとって望ましい
好適な気候の時期に堆積したと考えられている。
　レスと古土壌の堆積サイクルは、大気循環によって
形成されたと考えられており、中央アジアにおいては、
古土壌帯は北大西洋からの湿潤な大気が供給される偏
西風が強い時期によりよく発達するとされる。その一
方でレス層は偏西風が弱まり、シベリア－モンゴル北

表 1　タジキスタン南部のレス－古土壌堆積サイクルと旧石器遺跡及び段丘編年の対比
(Несмеянов 1972:c38; Ранов･Несмеянов 1973:с4; Додонов 2002:с139; Ранов 1998:с46･51; Ранов･Каримова 2005:с182 を統合修正して作成 )
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30-70m

ゴラッドナステップ
コンプレックス

Q3
段階

10 m 弱く発達した
古土壌、レス

地
質
時
代

中央アジア共通
段丘編年

完新世
アムダリア

コンプレックス
沖積段丘

5-20m
シルダリア

コンプレックス
Q4
段階

中
期
更
新
世

チ
バ
ニ
ア
ン

ブ
リ
ュ
ン
ヌ
正
磁
極
期

タジク盆地における完全な
風成のレス堆積層中の遺跡
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極風が強まる時期によく形成されるとされ、レス堆積
が進む時期は、大陸性の寒冷で乾燥した気候と考えら
れている（там же.: с218）。中央アジア西部のカラクム
砂漠から微細な砂塵が、偏西風によりアフガン－タジ
ク盆地や、フェルガナ盆地に向かって運搬されること
によりレス堆積が形成される。
　これらの盆地は西に開き、北と南、東は大山脈によ
り閉じられているため、西方から運ばれてきた砂塵は
東へ抜け出ることができず、結果として、盆地の山麓
や渓谷に堆積し、レス堆積がよく発達した地域となっ
た。中央アジアでは砂塵の堆積によるレス堆積の速度
は、年間 0.04 mm から 0.68 mm であったとされてい
る（Finaev 1995: p.22）。そして約 13 万年前以降の後期
更新世のタジキスタン南部におけるレス堆積の平均速
度は、年間 0.16 mm であったとされている（Додонов 
2002: табл15）。レス堆積層の間に挟まる古土壌帯は、
通常 2 ～ 3 単位に細分される層がみえる。これらは温
暖化や寒冷化などの気候の変化と対応した土壌化の程
度の違いとみられている。レスの堆積断面に挟まる古
土壌帯の枚数は、オビマゾール (Обимазар) 遺跡は 7 枚、
ホナコ (Хонако) Ⅰ遺跡は 10 枚、ホナコⅡ遺跡は 22 枚、
ホナコⅢ遺跡は 4 枚、ドスティ (Дусти) 遺跡とゴフィ
ラバード (Гофилабад) 遺跡は 1 枚で、最も多いのはカ
ラマイダン (Карамайдан) 遺跡の 43 枚である。そうし
たレス－古土壌の分厚い堆積断面がみられる地点のう
ち、これまで約 40 地点で石器の出土が確認されている。
　タジキスタン南部では 1970 年代後半から 1990 年代
にかけて、ラノフ及び協働した A. E. ドドノフ（А. Е. 
Додонов）や S. A. ラウーヒン (С. А. Лаухин)、J. シェー
ファー (J. Schäfer) などの地質学者らにより、層序堆
積、岩相、古土壌、古地磁気、古植物学、理化学的な
年代測定などの様々な研究が行われた。最も主眼がお
かれたのが、レス－古土壌堆積サイクルに基づく前期
から中期旧石器時代の編年構築であった。その大前提
として課題となったのが、どの古土壌帯がどの温暖期
に相当するのかという堆積サイクルと気候サイクルの
照合であった。1970 年代はレス－古土壌堆積サイクル
とアルプス氷河による気候変動サイクルが照合させて
いた。その照合の前提として、表土の腐植土層を除い
て地表から見て最初の古土壌帯である第 1 古土壌帯が、
最終間氷期であるリス－ヴュルム間氷期に相当すると
された。その後、タジキスタンでは 1990 年代のシェー
ファーとの共同調査により、レス－古土壌堆積サイク
ルを海洋酸素同位体ステージと照合させる研究が進
められた（Shackleton･Opdyke 1973: p39; Bassinot et al. 
1994）。これにおいてもやはり第 1 古土壌帯が海洋酸
素同位体ステージ 5 に相当するものと仮定された。こ
の研究の利点は、レス－古土壌堆積サイクルと気候サ

イクルの照合に大きな誤りがなければ、各層準の年代
を海洋酸素同位体ステージで既に判明している年代か
ら援用することができ、これまでの段丘編年とは比較
にならない精度で石器包含層の年代が判明する点であ
る。このため、1990 年代後半には、レス－古土壌堆積
サイクルと気候サイクルの照合の是非を検討するため
に、様々な物理化学的な方法による年代測定分析が実
施された。その方法は主に熱ルミネッセンス（TL）法、
赤色熱ルミネッセンス（RTL）法、赤外光ルミネッセ
ンス（IRSL）法、古地磁気法が活用された。
　年代測定分析は、中期旧石器時代の主要な包含層で
ある第 1 古土壌帯と第 2 古土壌帯で数多く実施されて
いる（表 2）。第 1 古土壌帯では、遺跡外の露頭である
がタジキスタンでは初めて TL 年代が V. N. シェレコプ
ル（В. Н. Шерекоплр）によって測定され、21±4 ka BP
とされている。ダライ・カロン (Дараи-Калон) 遺跡で
は TL 年代が連続的に測定され、68.9±9.3 ka BP から
119±15 ka BP の年代が得られている。カラマイダン遺
跡では、IRSL 法により 34.74±7 ka BP と 85±11 ka BP
の年代値が得られている（Singhvi et al. 1999: р225）。
ドスティ遺跡の第 1 古土壌帯よりも上位のレス層上面
では、RTL 法により 71.5±15.6 ka BP、ホナコⅢ遺跡で
は、古土壌帯の中のレス層で 40±10 ka BP の年代値が
得られている（Лаухин и др. 2004: с42,43,47）。海洋酸
素同位体ステージ 5 に相当するとすれば、第 1 古土壌
帯は 127-71 ka BP に相当するのであるが、測定分析に
よる年代値ではこの年代幅に収まるものもあれば収ま
らないものもみられる。
　第 2 古土壌帯では、TL 法によりチャシュマニガル
(Чашманигар) 遺跡で 40±6 ka BP、カイルバク (Кайрубак)
遺跡で 100±15 ka BP、カラタウ (Каратау) 遺跡で 130±15 
ka BP、グリ・カンダス (Гули-Кандос) 遺跡で第 2 古土
壌帯より下層の第 2 レス層で 80±15 ka BP の年代が得
られている。RTL 法ではホナコⅢ遺跡で 50±12 ka BP

（там же.: с44）が得られている。海洋酸素同位体ステー
ジ 7 に相当すると仮定されているため、第 2 古土壌帯
は 242-186 ka に相当するはずであるが、測定分析では
それよりも新しい年代値が得られているようである。
　このように、現在のところ年代測定分析結果は、海
洋酸素同位体ステージから想定される年代に当てはま
るものとそうでないものの両者がみられ、現在確定し
ているとは言い難い状況にあるといえる。結局、レス
－古土壌堆積サイクルと気候サイクルの照合は、1970
年代以来、第 1 古土壌帯を最終間氷期に相当させる前
提が、現在のところ科学的な根拠をもたずに継続して
いるのが現状とせざるを得ない。
　しかしながらこのような直接的な年代測定分析が難
航した一方で、中国の黄土高原の中期～後期更新世の
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堆積層序とタジキスタンの第 11 古土壌帯以上のレス
－古土壌堆積の関係が、堆積層序学的に類似する点を
指摘した劉東生の研究がある（刘 1999）。これによれ
ば、中国の黄土高原のレス－古土壌堆積は、第 32 古
土壌帯まで年代値が得られているためそれを参照する
と、第 1 古土壌帯の年代値が酸素同位体ステージ 5 に
相当し、それ以下も黄土高原のレス－古土壌堆積層の
年代は酸素同位体ステージから推定される年代値に大
きな齟齬はないとされる。そのため、堆積層序学的に
黄土高原とタジキスタン南部のレス堆積が、同じレス
－古土壌堆積サイクルで説明できるのであれば、タジ
キスタンの第 1 古土壌帯を酸素同位体ステージ 5 に比
定させることに問題はないことになる。今後は、タジ
キスタン南部のレス－古土壌堆積サイクルをより有効
な方法により年代測定分析を実施し、これまでの前提
を検証する必要があるだろう。

4．タジキスタンの旧石器時代研究史

　タジキスタンにおける石器時代の研究前史は、地元
の歴史家の V. R. チェイリトゥカ（В. Р. Чейлытко）と
V. D. サロチンスカヴァ（В. Д. Солочинского）により
1930 年代に始まる。ただし小規模な調査旅行や石器の
僅かな採集などにとどまるものであった。1940 年代に
は、ドシャンベ近郊の洞窟を S. N. ザミャーティン（С. 
Н. Замятин）と M. Z. パニチキナ（М. З. Паничкина）
により、パミール高原が A. N. ベルンシャタン（A. 

Н. Бернштам） に よ り 調 査 さ れ た（Ранов 1953: c21; 
Бернштам 1949: с55）。これら 1940 年代の石器時代研
究前史には、1948 年に南部で踏査を実施したオクラ
ドニコフも登場するが、タジキスタンにおける本格的
な旧石器時代遺跡の調査研究は、オクラドニコフによ
る 1953 年から 1959 年の間の集中的な踏査から始まる
といえる。オクラドニコフのタジキスタンにおける初
期の重要な調査は、1953 年の南部におけるフッジ遺跡
の発見と、1954 年の北部におけるカイラク・クムィ
(Кайрак-Кумы) 遺跡の発見である。このうち後者のカ
イラク・クムィ遺跡では、1956 年にラノフとともにム
スティエ文化と関連する 31 地点で試掘調査を実施し
た（Литвинский и др. 1962: c7-8）。2006 年に亡くなる
までのちょうど半世紀もの間タジキスタン旧石器研究
を主導したラノフのタジキスタンにおける最初の発掘
調査は、このカイラク・クムィ遺跡の調査であった。
1957 年から 1959 年には、ラノフはショル・クリ（Ш
ор-Куль）付近を調査してバッシュ（Вахш）川下流域
において、ムスティエ文化のカラ・ブラ（Кара-Бура）
遺跡とアク・ジャル (Ак-Джар) 遺跡の発掘調査を実施
し、またパミール高原東部において旧石器を採集した

（Ранов 1959: c21）。
　1960 年以降はタジキスタンにおける旧石器時代研究
はラノフが主導した。他に南部において А. H. ユスポ
フ（А. Х. Юсупов) と A. G. アマソヴァ (А. Г. Амосова)
ら、北部において V. A. ジュコフ (В. А. Жуков) と N. A. 
マスカレンコ（Н. А. Москаленко）らが新たな遺跡を

表 2　タジキスタンにおける旧石器時代遺跡の年代測定値

遺跡名 層位 年代値（BP） 分析方法 文献
46.75-46.80 m(2号) 42,110±1,870 放射性炭素年代測定 Ранов и др. 2014
46.1-46.75 m(3号) 35,930±650 放射性炭素年代測定（AMS法） Ранов и др. 2014
46.8-47.0 m(3号) 37,210±700 放射性炭素年代測定（AMS法） Ранов и др. 2014
47.0-47.0 m(3号) 37,850±760 放射性炭素年代測定 Ранов и др. 2014
45.8 m(3号） 38,900±700 放射性炭素年代測定 Ранов и др. 2014
48.95 m(4号) 37,190±760 放射性炭素年代測定（AMS法） Ранов и др. 2014

－ 178±44 ka～109±26 ka 熱ルミネッセンス法 Лаухин и др. 2004
－ 13,050±230 放射性炭素年代測定 Лаухин и др. 2004
－ 38,380±380 放射性炭素年代測定 Лаухин и др. 2004
－ 15,700±500 放射性炭素年代測定 Ранов1998
－ <30,000 放射性炭素年代測定 Ранов1998

ホナコⅢ遺跡 第0レス層 26±6 ka 赤色熱ルミネッセンス法 Лаухин и др. 2004
ホナコⅢ遺跡 第1古土壌帯上面 36±9 ka 赤色熱ルミネッセンス法 Лаухин и др. 2004
遺跡外露頭 21±4 ka 熱ルミネッセンス法 Лаухин и др. 2004
ホナコⅢ遺跡 34-32 ka(デネカンプ亜間氷期) 古地磁気法 Лаухин и др. 2004
ホナコⅢ遺跡 40±10 ka 赤色熱ルミネッセンス法 Лаухин и др. 2004

ダライ・カロン遺跡 68.9±9.3 ka～34.74±7 ka 熱ルミネッセンス法 Додонов и др. 1999
ドスティ遺跡 71.5±15.6 ka 赤色熱ルミネッセンス法 Лаухин и др. 2004

カラマイダン遺跡 85±11 ka, 34.74±7 ka 赤外光ルミネッセンス法 Singhvi et al. 1999
シャマニガル遺跡 40±6 ka 熱ルミネッセンス法 Лаухин и др. 2004
ホナコⅢ遺跡 50±12 ka 赤色熱ルミネッセンス法 Лаухин и др. 2004
カイルバク遺跡 100±15 ka 熱ルミネッセンス法 Лаухин и др. 2004
カラタウ遺跡 130±15 ka 熱ルミネッセンス法 Лаухин и др. 2004

グリ・カンドス遺跡 第2レス層 80±15 ka 熱ルミネッセンス法 Лаухин и др. 2004

フッジ遺跡

オグジ・キチク遺跡

第1古土壌帯

第2古土壌帯
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発見し踏査している。ラノフは、A. A. ラザレンコ（А. 
А. Лазаренко）、ドドノフ、S. A. ネスミャノフ（С. А. 
Несмеянов）、ラウーヒンら地質学者と密接に協力して、
レス堆積層中の層位的な旧石器時代遺跡の研究を推進
した。
　1960 年から 1990 年の間に、タジキスタン南部にお
いてラノフはジュコフ、アマソヴァ、V. V. ラディロフ
スキー (В. В. Радилиловский) らとともに、ムスティエ
文化の遺跡としてセミガンチ（Семиганч）遺跡、フッ
ジ（Худжи）遺跡、オグジ・キチク（Огзи-Кичик）洞
窟、レス堆積層中のホナコ遺跡及びドスティ遺跡、バ
リジュアン (Бальджуан) 貯水池周辺、そして後期旧石
器時代のシュグノウ（Шугноу）遺跡を調査した。また
前期旧石器時代の遺跡として、レス堆積層中のクリダ
ラ（Кульдара）遺跡、カラタウ遺跡、カラマイダン遺跡、
ラフティ（Лахути）遺跡、オビマゾール遺跡、ズリフィ

（Зульфи）遺跡を調査した。またユスポフは中期旧石
器時代の遺跡であるクムテピン（Кумтепин）岩陰にお
いて発掘調査を実施した。同時にヤヴァン（Яван）渓
谷における水力発電開発に伴う遺跡踏査などを行って
いる。ジュコフは、サギル・アフン（Сагыр-Ахун）台
地およびシュグノウ遺跡近傍のダシュタコ（Даштако）
台地において遺跡の分布調査を実施した。
　タジキスタン北部において 1960 年代に調査された
ムスティエ文化の遺跡としては、シャフリスタン・サ
イ（Шахристан･сай）川による盆地でラノフにより調
査されたジャル・クタン（Джар-Кутан）遺跡が挙げら
れる。この川の対岸では、ジュコフによりグルクダラ

（Гургдара）遺跡が発見されている。同じ地域において、
マスカレンコにより、ニジョンサイ（Ниджонсай）遺
跡で石器が採集された。
　1970 年代及び 1980 年代には、V. S. ソロビエフ（В. 
С. Соловьев）によりシルケント（Ширкент）川の渓谷
において、ハルクシュ（Харкуш）1 遺跡が発見され
た。またラディロフスキーによりバルゾフ（Варзоб）
渓谷においてオジュク（Оджук）遺跡が発見されてい
る。両遺跡ではともにタジキスタンでは稀な後期旧石
器時代の文化層が検出された。B. I. マルシャク (Б. И. 
Маршак) と B. I. ラスポパフ (В. И. Распопов) によりペ
ンジケント地方のマルギダル（Маргидар）運河におい
てムスティエ文化の石器が発見されている。
　タジキスタンが独立した 1991 年以後は、レス堆積
層中の遺跡の調査研究が国際的な調査隊により再開さ
れた。1993・1994 年には、ラノフがシェーファーと
ともに、ホバリング (Ховалинг) 地方とファイザバード

（Файзабад）地方で多くのレスの大露頭の調査を行った。
1995 ～ 2002 年には、ラノフとシェーファーに加えて
T. U. フジャゲルディエフ（Т. У. Худжагелдиев）も加わ

り、レス堆積層中の古土壌帯に埋没している遺跡、具
体的にはホナコⅢ遺跡、オビマゾール遺跡、ドスティ
遺跡の発掘調査が実施された。1997 年には、ドシャン
ベ近郊においてフッジ遺跡の試掘調査が実施された。
それ以降は小規模な試掘調査が行われたことはあった
が、しばらく発掘調査は実施されなかった。2017 年に
は、ムミナバード（Муминабад）地方においてレス堆
積の断面において、フジャゲルディエフにより第 1 古
土壌帯に由来すると推定される遺物が数点採集されて
いる。そして 2019 年には国武とフジャゲルディエフに
より、フッジ遺跡の中心部が初めて本格的に発掘調査
された。タジキスタンでは 1997 年のフッジ遺跡の試掘
以来 22 年ぶりとなった旧石器時代の発掘調査であった
が、それが研究史の最初期に発見されたフッジ遺跡か
ら再開されたのである。この点からもユーラシア旧石
器研究におけるフッジ遺跡の重要性が伺われる。
　以上のようにタジキスタンにおける中期旧石器時代
の調査研究は 1950 年代から本格的に始まり現在に至
るまで 70 年間に及ぶ大きな蓄積がみられた。今後の
研究を展望するためにこの蓄積を、野外調査を軸に概
観するならば以下の 4 期に区分することができるであ
ろう（表 3）。
　まず第 1 期は 1950 年代から 1970 年代前半までの 25
年間である。タジキスタンの全領域で旧石器時代遺跡
の探索と調査が進められた時期である。1953 年から
1959 年までのオクラドニコフによる踏査と、1960 年
代から 1970 年代前半のラノフによる調査の 2 段階に
細分することができる。この時期には、フッジ遺跡、
ジャル・クタン遺跡、オグジ・キチク洞窟、カラ・ブ
ラ遺跡、アク・ジャル遺跡、セミガンチ遺跡などタジ
キスタンを代表する重要遺跡が発見され、分布調査が
中心であったが、オグジ・キチク洞窟やカラ・ブラ遺
跡では本格的な発掘調査が実施されている。後期旧石
器時代ではあるが、シュグノウ遺跡の発掘調査もこの
時期に実施された。
　第 2 期は 1970 年代後半から 1990 年代前半までの 20
年間である。南部のクリャープ地方やホバリング地方
で、完全な風成によるレス堆積の大露頭において、重
層遺跡が発見され調査された時期である。1975 年の
ドドノフによるホナコⅢ遺跡の発見がその嚆矢となっ
た。この時期ラノフは、ドドノフら地質学者と協働し
て、南部を中心に 100 か所以上のレスの大露頭の調査
を実施し、40 か所程度で石器の出土を確認している。
このうち、前期旧石器時代の重層遺跡としてクリダラ
遺跡、オビマゾール遺跡、カラマイダン遺跡、カラタ
ウ遺跡が、中期旧石器時代としてホナコⅠ - Ⅲ遺跡、
ドスティ遺跡において発掘調査が実施された。
　第 3 期は 1990 年代後半から 2000 年代前半までの 10
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表 3　タジキスタンにおける旧石器時代遺跡調査研究史

区分 調査年 遺跡名 時代 調査者 内容

1953年 フッジ遺跡 中期 オクラドニコフ 発見

1954年 カイラク･クムィ遺跡 中期 オクラドニコフ 発見

1956年 カイラク･クムィ遺跡 中期 オクラドニコフ・ラノフ 発掘

1957年 カラ･ブラ遺跡 中期 オクラドニコフ・ラノフ 発見

1957年 アク･ジャル遺跡 中期 オクラドニコフ・ラノフ 発見

1959年 カラ･ブラ遺跡 中期 オクラドニコフ・ラノフ 発掘

1959年 アク･ジャル遺跡 中期 オクラドニコフ・ラノフ 発掘

1961年 カイラク･クムィ遺跡 中期 ラノフ・ネスミャノフ 発掘

1961年 ジャル･クタン遺跡 中期 ラノフ 発見

1962－1963年 ジャル･クタン遺跡 中期 ラノフ 試掘

1964年 マルギダル遺跡 中期 ラスポポヴァ 発見

1964年 カラ･ブラ遺跡 中期 ラノフ 発掘

1968年 シュグノウ遺跡 後期 ラノフ・ニコノフ 発見

1969－1970年 シュグノウ遺跡 後期 ラノフ 発掘

1971年 オグジ・キチク洞窟 中期 ラノフ 発掘

1972年 セミガンチ遺跡 中期 ラノフ・ネスミャノフ 発見

1973年 カラタウ遺跡 前期 ラノフ 発見

1973,1975年 オグジ・キチク洞窟 中期 ラノフ 発掘

1974,1975年 カラタウ遺跡 前期 ラノフ 発掘

1975年 ホナコⅢ遺跡 前期・中期 ドドノフ 発見

1976年 ホナコⅢ遺跡 前期・中期 ラノフ 発掘

1976年 クメテピン岩陰 中期 ユスポフ 発見

1976年 ラフティ遺跡 前期 ラノフ 発見

1977－1979年 ラフティ遺跡 前期 ラノフ 発掘

1977年 オグジ・キチク洞窟 中期 ラノフ 発掘

1978年 フッジ遺跡 中期 ラノフ 試掘

1981年 クリダラ遺跡 前期 ラノフ 発見

1981－1986年 カラタウ遺跡 前期 ラノフ 発掘

1982年 ニジョニサイ遺跡 中期 マスカレンコ 発見

1982年 ハルクシュ1遺跡 中期・後期 ラディリロスキー 発見

1982年 グルマサイ遺跡 中期 ラディリロスキー 発見

1982－1984年 クリダラ遺跡 前期 ラノフ 発掘

1983年 オビマゾール遺跡 前期 ラノフ 発見

1984年 オビマゾール遺跡 前期 ラノフ 発掘

1983年 グルクダラ遺跡 中期 ジュコフ 発見

1984年 ドスティ遺跡 中期 ラノフ 発見

1995－1996年 オビマゾール遺跡 前期 ラノフ・シェーファー 発掘

1996年 ホナコⅢ遺跡 前期・中期 ラノフ・シェーファー 発掘

1997年 フッジ遺跡 中期 ラノフ 試掘

1997年 ホナコⅢ遺跡 前期・中期 ラノフ・ラウーヒン 発掘

1998年 オビマゾール遺跡 前期 ラノフ・シェーファー 発掘

1998年 ホナコⅢ遺跡 前期・中期 ラノフ・シェーファー 発掘

2000年 ホナコⅢ遺跡 前期・中期 ラノフ・シェーファー 発掘

2000－2001年 ドスティ遺跡 中期 ラノフ・フジャゲルディデフ 発掘

2002年 オビマゾール遺跡 前期 ラノフ・シェーファー 発掘

2003年 フッジ遺跡 中期 ラノフ 試掘

2006年 －

2010年 －

2017年 シュグノウ遺跡 後期 コラロヴァ他 報告書刊行

2017年 ゴフィラバード遺跡 中期 フジャゲルディエフ 発見

2019年 ホナコⅢ遺跡 前期・中期 クリバシャプキン他 年代測定

2019年 フッジ遺跡 中期 国武・フジャゲルディデフ 発掘

第
1
期

第
2
期

第
3
期

第
4
期

ラノフ死去

日本外務省　石器収蔵庫整備
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年間である。引き続き、レス堆積層中の遺跡の調査が
実施されるとともに、フッジ遺跡では 1997 年に組織
的な試掘調査がはじめて実施された。ラノフは、シェー
ファーとラウーヒンら地質学者と協働して、レス堆積
層中の遺跡において理化学的な方法による堆積層の年
代測定を盛んに実施し、多くの年代値が蓄積された。
2006 年のラノフの死去によりこの時期が終焉するとと
もに、以後 10 年以上にわたって、タジキスタンにお
いては旧石器時代の野外調査は実施されなくなった。
　第 4 期は 2000 年代後半から 2010 年代の 15 年間で
ある。ラノフの死去後、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クリバシャプキンとコラ
ロヴァにより断続的ながら 10 年に及ぶ収蔵品の調査
研究が行われるとともに、2010 年には日本外務省に
よりタジキスタン科学アカデミー歴史学考古学民族学
研究所の石器収蔵庫の整備が実施され、筆者らによる
収蔵品の調査及び整理が行われた。これらを踏まえて
2019 年にクリバシャプキンらによるホナコⅢ遺跡の露
頭断面調査と、筆者らによるフッジ遺跡の本格的な発
掘調査が実施された。
　タジキスタンの 70 年に及ぶ中期旧石器時代の野外調
査はこのように 1 ～ 4 期の積み重ねに分けられる。第
1 期が新規探索、第 2・3 期が風成レス堆積の大露頭の
調査、第 4 期が転換期と評価できるであろう。このよ
うな画期を認めることができる一方で、各段階に共通
して現在につながる調査研究視点も 3 点認められる。
　まず 1 点目の調査研究視点は、新規遺跡の探索であ
る。第 1 期および第 2 期は全面的にこの視点から調査
が進められてきたのであるが、第 4 期にはフジャゲル
ディエフによりゴフィラバード遺跡が発見され、採集
された両面加工石器をめぐって既に述べたような新し
い文化区分の提案がなされている。1970 年代以前と比
べると新しい成果は減ってきているが現在に続く重要
な調査研究視点である。
　2 点目の研究視点は、第 2 期から続くレス堆積層中
の重層遺跡を対象とした堆積層の年代解明と前期－中
期旧石器時代の編年網の構築である。第 2 期にはレス
の大露頭に観察されるレス－古土壌堆積サイクルを、
アルプス氷河の編年に対比させて、最上層の暗色帯で
ある第 1 古土壌帯をリス－ヴュルム間氷期に相当させ
ていた。第 3 期になると、ラノフはシェーファーとの
共同研究により、古土壌帯とその細分層を海洋酸素同
位体ステージの温暖期の各段階に相当させて、各層に
包含される石器群に推定年代を援用した。ただし前段
階と同様に、第 1 古土壌帯が最終間氷期に相当するも
のとして、海洋酸素同位体ステージ 5 に対応させた。
第 3 期の後半にはその対応関係を証明するために、第 1・
第 2 古土壌帯の絶対年代が、TL 法や RTL 法、古地磁

気法により測定された。ところがそれらの年代測定値
は、海洋酸素同位体ステージから推定される年代に概
ね合致する年代よりも新しい年代値の方が多くみられ、
その対応関係には現在も問題を残しているといえるだ
ろう。第 4 期の 2019 年に、ロシアのクリバシャプキン
らがホナコⅢ遺跡で詳細かつ大規模な光ルミネッセン
ス（OSL）法による年代測定分析調査を開始したのは、
この 2 点目の研究視点を継承したものである。
　3 点目の研究視点は、第 1 期からつづくムスティエ
文化終末期の年代と石器組成を追求する視点である。
これは結果的にみると、フッジ遺跡を対象として展開
されてきたといえる。第 1 期の 1953 年にオクラドニ
コフにより遺跡の存在が把握され、第 2 期の 1978 年
に道路工事の不時発見により多量の遺物が露出したこ
とで、高密度な遺物包含層の存在が知られて試掘調査
が実施され、第 3 期の 1997 年に組織的な試掘調査が
実施されて、石刃石器群が様々な深さで埋没している
ことが確かめられた。2 度の試掘調査で得られた資料
から、ラノフにより中期旧石器と後期旧石器の双方の
石刃生産技術が注意されて、ムスティエ文化の終末段
階に相当する可能性が考慮されていた。実際に、これ
ら試掘資料の石器や石核組成を慎重に検討すると、第
3 期と同時期にロシアアルタイで多くの成果が挙げら
れた後期旧石器時代初頭の石器群と類似する傾向を読
み取ることも可能である。このため、ムスティエ文化
終末期というよりも、後期旧石器時代初頭に該当する
可能性を追求するために第 4 期の 2019 年に国武とフ
ジャゲルディエフにより初めて本格的な発掘調査が実
施されたのである。

5．タジキスタン旧石器時代の概要

5―1．前期旧石器時代
　前期旧石器時代の遺跡は、一般的にレスの露頭にお
いて発掘されている。タジキスタンおよび中央アジア
において現在のところ最古の遺跡は、パミール高原西
麓のホバリング地方のクリダラ遺跡であり、ラノフに
より比高約 120 m のレスの断面における第 11 及び 12
古土壌層で発掘された。石器は石核と剥片砕片の他に、
製品類としてスクレブラ、削器、両面加工石器の破片
などが出土した。この最古の年代の石器群は礫器石器
群であることが分かっている。石材は流紋岩、石英、
砂岩などである（Ранов и др.1987: c74-75）。海洋酸素
同位体ステージ 25 に相当すると考えられており 95 ～
88 万年前と推定されている（Додонов 2002: c127）。こ
のようにクリダラ遺跡の出土資料は、中央アジアにす
でにおよそ 100 万年前には人類がいたことを示してい
る（Ранов 1988: c53）。
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　その他のレス堆積の前期旧石器時代遺跡としては、
カラタウ遺跡、オビマゾール遺跡、カラマイダン遺跡

（第 6 古土壌帯、659-621 ka BP）、ラフティ遺跡（第 5
古土壌帯、568-528 ka BP）、ホナコ遺跡（第 4 古土壌
帯、427-364 ka BP）がある。これ以外に、ホナコ遺跡
の第 9 古土壌帯（787-760 ka BP）、第 8 古土壌帯（760-
741 ka BP）、第 7 古土壌帯（724-712 ka BP）、第 3 古土
壌帯（334-301 ka BP）で石器が単独で発見されている

（там же.: c56,60; Додонов 2002: с106）。これら風成レス
堆積層中の遺跡は、出土点数が少なく規模が小さいた
め、拠点遺跡ではなく狩猟民が遊動している際に水辺
や台地周辺に残した一時的なキャンプサイトであろう
と推定されている。ラノフはタジキスタンの前期旧石
器文化について、礫器石器群に代表されるカラタウ文
化の進化的な発展を想定しており、前期末には、ルヴァ
ロワ技法の萌芽が看取されると評価している（Ранов 
1998: c60-61）。風成レス堆積層中以外の前期旧石器時
代遺跡として、コイキタウ山地山麓でバッシュ川の渓
谷から比高 200 ～ 250 m の台地上において、クルガン
トベ近くのクヒピヨス（Кухипиёз）遺跡が発見されて
いる（там же: c63）。またタジキスタン北部では、ホッ
ジャ地方のバクルガン・サイ付近でチョッパーが採集
されている（Окладников 1966: c22）。またアシュール
型ハンドアックスの可能性のある石器が唯一カイラク・
クムィ遺跡だけで採取されている（Ранов 1965: c9）。

5―2．中期旧石器時代
　中央アジアにおける中期旧石器時代はムスティエ
文化の範疇で理解されているが、タジキスタンにお
いても同様である。タジキスタンにおける中期旧石
器時代遺跡には、開地遺跡（カラ・ブラ遺跡、アク・
ジャル遺跡、フッジ遺跡、カイラク・クムィ遺跡、
ジャル・クタン遺跡、セミガンチ遺跡、チェピボル
(Чепивол) 遺跡、シュグノウ遺跡下層）、洞窟遺跡（オ
グジ・キチク洞窟、クメテピン岩陰）、風成レス堆積
層中の遺跡（ホナコⅢ遺跡、ドスティ遺跡、ゴフィラ
バード遺跡）、遺物単独遺跡（Ранов1987: c59-65; 1988: 
c21-30,67; Ранов･Юсунов 1983: с11; Худжагелдиев и 
др.2019: c265）の 3 種類に区分される。詳細は、次項
にて述べることとする。

5―3．後期旧石器時代
　タジキスタンではこの時代は、シュグノウ遺跡、オ
ジュク遺跡、ハルクシュ遺跡と、タジキスタン北部
のマギアン (Магиан) 川の高位段丘面にあるヌレク
(Нурек) 貯水池周辺やパミール高原東部の数地点の遺
跡がある（Ранов 1973: c42, 1998: c82）。石刃や小石刃
生産が技術的な特徴である。

6．タジキスタン中期旧石器文化の変遷

6―1．中期旧石器文化の類別
　以下では、タジキスタンの中期旧石器時代の石器群
を対象にその類別と時期的な変遷について、ラノフの
所見を基本にしつつ近年の成果を加えて概観したい。
1960 年代から 1970 年代にはモヴィウスラインに関連
付けた研究関心がみられた。前期旧石器時代のタジキ
スタンの領域では礫器石器群で特徴づけられるカラタ
ウ文化が広がるため、モヴィウスラインの東側と共通
する様相が見出された。その一方で中期旧石器文化に
ついてラノフは、オクラドニコフの考え方を整理して、
タジキスタンの領域を、ユーラシアの 3 大地域 ― 西
アジア、シベリア ― モンゴル、東アジアを結びつけ
る役割を見出していた（Ранов 1965: с4）。そしてタジ
キスタンの中期旧石器文化は、中央アジア全体に共通
する石器製作技術や型式学的な特徴から、A －西アジ
ア的、B －シベリア的及び東アジア的の 2 グループに
区分された。
　A グループの特徴はルヴァロワ－ムスティエ様相で
ある。初期の段階には、カイラク・クムィ遺跡のア
シュール－ムスティエ様相の伝統がみられ、その後ル
ヴァロワ－ムスティエ様相の特徴が明確化し、ルヴァ
ロワ的な製品類と石刃生産技術の出現などに特徴付け
られる。ホナコⅢ遺跡やドスティ遺跡、フッジ遺跡、
ジャル・クタン遺跡などが挙げられる。
　B グループの特徴は、礫器を特徴的に組成する。前
期旧石器時代のみならず、中期旧石器時代の遺跡でも
チョッパーやチョッピングトゥールなどの礫器が主体
となる石器群が知られており、カラ・ブラ遺跡やアク・
ジャル遺跡が代表として挙げられる（там же.: с97-104）。
　1970 年代から 1980 年代にかけて、ラノフは F. ボル
ドの型式統計学的な方法を用いて、タジキスタンの中
期旧石器時代の遺跡を対象にルヴァロワ指数や石刃指
数を求めた結果、中央アジアは以下の 4 つの様相に区
分した。まずグループ A は 3 つの様相に区分された。
ルヴァロワ様相（ジャル・クタン遺跡）、ルヴァロワ
－ムスティエ様相（カイラク・クムィ遺跡、フッジ遺
跡、ホナコⅢ遺跡）、ムスティエ様相（セミガンチ遺
跡、オグジ・キチク洞窟）である。グループ B はソア
ン型ムスティエ様相（カラ・ブラ遺跡、アク・ジャル
遺跡）である。グループ B には、この他にウズベキス
タンの鋸歯縁ムスティエ様相が挙げられている（クリ
ブラック遺跡、ボズスー遺跡）。のちに A グループの
最初の 2 つはルヴァロワ－ムスティエ様相に統一され
た（Ранов･Несмеянов 1973: с23; Ранов 1998: с81）。 こ
れらに加えて、最近ゴフィラバード（Гофилабад）遺
跡で両面加工石器が採集されたため、後期アシュール
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伝統のムスティエ様相の存在が想定されている。これ
を傍証するものとして、中央アジアにはキルギスのセ
リ・ウングル (Сель-унгур) 遺跡にみられるような両面
加工をもったセリ・ウングル中期旧石器文化の伝統が
存在したとする指摘もなされているが（Худжагелдиев 
и др. 2019: с265, 273）、事例が少なく不明な点が多い。

6―2．中期旧石器文化の変遷
　タジキスタンの中期旧石器時代の石器は当初オクラ
ドニコフにより、石器群間及び前期旧石器時代石器群
の石器製作技術の比較から 3 時期の変遷が想定された。
前期ムスティエ文化期、発達期ムスティエ文化期、後
期ムスティエ文化期である。その後ラノフは発達期と
後期を区分することは困難と考えて、ムスティエ文化
期について次の編年観を提示した。前期（アシュール
－ムスティエ様相）、発達期（後期）そして終末期で
ある（Ранов 1965: с100; Ранов･Несмеянов 1973: с134）。
以下では、ラノフの後者の 3 期変遷に沿って、その特
徴と代表的な遺跡を概観する（表 4）。
6―2―1．前期ムスティエ文化
　中期旧石器時代の最も古い段階の石器群としては、
カイラク・クムィ遺跡の石器群のうち、古い様相を示
すアシュール－ムスティエ様相であり (Любин 1972)、
この前期ムスティエ文化に帰属するもので、オクラド
ニコフもラノフ同様にムスティエ文化最初期に位置付
けた（Окладников 1958: с11; 1966: с11; Ранов 1965: с18）。
層位的にみて中期旧石器時代最古段階といえる確かな
例としては、ホナコⅢ遺跡第 2 古土壌帯の石器群が挙
げられる。第 2 古土壌帯は海洋酸素同位体ステージ 7
と想定されており、それが正しければ 242-186kaBP の
年代となる。石器群は中央アジアのルヴァロワ－ムス
ティエ様相であり、石刃生産にその特徴がみられる。
剥片剥離技術は、長狭な剥片を獲得することを目指し
ており、入念な打面調整と背面剥離構成からみてルヴァ
ロワ技法の延長上にあるとみなされている。
　ラノフは、ともにレス堆積層中の遺跡である前期旧
石器時代のオビマゾール遺跡と中期旧石器時代のホナ
コⅢ遺跡とを比較したうえで、石刃が卓越するムス
ティエ文化は第 2 古土壌帯で出現した事実ともに、こ
の文化は礫器石器群で特徴付けられるカラタウ山地の
在地の前期旧石器文化から発達したものではないと考
えた。そしてタジキスタンにおけるムスティエ文化の
出現が、中東からイランを経由してアフガニスタンと
タジキスタンへネアンデルタールが到達したことと関
連すると考えた（Ранов 1998: с69）。
　前期ムスティエ文化における次の段階は、ホナコⅢ
遺跡の第 2 古土壌帯より上層で第 1 古土壌帯より下層
の第 1 レス層から出土した石器群である。ここで、後

期旧石器時代に類似した石刃生産戦略が出現してい
る。この層は海洋酸素同位体ステージ 6.3 か 6.5 に相
当するものと考えられており、それが正しければ 150-
130 ka BP に相当する。ルヴァロワ技法に基づく長狭
な石刃生産の様相からみて、レバントの中期旧石器時
代前期のタブーン D タイプ石器群や、215-180 ka BP
の年代値が得られているハイオニム洞窟下層との共通
性が指摘されている（Мегнин･Бар-Йозеф 2005: с166-
167）。ホナコⅢ遺跡の第 2 古土壌帯とその上層の第 1
レス層から出土した石器群は、中東の中期旧石器時代
前期の石器群と類似するとされ編年上同一の段階と推
定されているが、もしこれが確かなら新人の初期拡散
の議論に大きな一石を投じることになる。石刃生産技
術の詳細な比較分析と第 2 古土壌帯の確かな年代測定
値が不可欠である。
・カイラク・クムィ遺跡
　この遺跡はオクラドニコフにより 1954 年に発見さ
れ、ホジャンド (Худжанд) とカニバダム (Канибадам)
間の 70 km の範囲のシルダリア川の両岸で多くの遺物
が採集された (Литвинский и др. 1962: с29-88)。1956 年
にラノフとオクラドニコフにより、1961 年にラノフと
ネスミャノフにより合計 31 か所でトレンチ調査を実
施した。このうち 7 か所が右岸のホッジェ・ヤゴニン
(Ходжа-Ягонин) 段丘面で、24 か所が左岸のナウカッ
ト (Наукат) 段丘面であった。段丘の年代はタシケント
期に相当し、川からの比高は 30 ～ 60 m と 70 ～ 120 m
であり、旧石器時代の遺物は段丘面上によくまとまっ
て分布していた（Ранов 1973: c50）。
　石器は全体で 1,040 点採集され、石器石材は流紋岩
が最も多く利用されていた。石器群の内容は、石核 94
点、石刃 213 点、剥片 218 点、製品類が 78 点、その他
が 431 点である（図 2：1 ～ 17）。石刃指数は 56 であ
る。5 ～ 10 cm の石核は求心剥離のものが多くみられた。
製品類としては尖頭器があげられ、ルヴァロワ的な対
称形のものが主体を占める。他に削器が 11 種類みられ、
これらは石刃を素材としている。また求心剥離石核と
ともに部分的ながら石刃剥離が行われた石核もみられ
る。製品類はムスティエ的というよりもルヴァロワ的
な様相が強い。ルヴァロワ的な薄手の石刃が多くみら
れ、ルヴァロワ技法特有のシャポー・ド・ジャンダル
ム打面を有しているものが多い（図 2：8）。オクラド
ニコフによれば、この遺跡の旧石器は 2 つのグループ
に分かれるとしている。古相のアシュール文化と新相
のルヴァロワ－ムスティエ様相である。ラノフは全体
としてムスティエ文化の古い段階に帰属するとし、様
相としてはルヴァロワ－ムスティエ様相に区分してい
る。
・ホナコⅢ遺跡第 2古土壌帯・第 1レス層
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表 4　タジキスタンにおける中期旧石器文化編年と主要遺跡

文化編年 文化類別 地域 分布図 遺跡名 包含層 遺跡種別 調査者 調査年 製品類
年代
測定

アシュール-
ムスティエ様相

フェルガナ
盆地

12 カイラク・クムィ
（Кайрак-Кумы） 表採

開地
（段丘表採）

オクラドニコフ、
ラノフ・ネスミャノフ

1954‐1956、
1961

尖頭器、石刃、
削器

ルヴァロワ-
ムスティエ様相

アフガン-
タジク盆地

9 ホナコ
  (Хонако)III 第2古土壌帯

開地
（レス堆積）

ラノフ・シェーファー 1996-2000 石刃 〇

アフガン-
タジク盆地

9 ホナコ
  (Хонако)III 第1古土壌帯

開地
（レス堆積）

ラノフ・シェーファー 1996-2000 石刃 〇

アフガン-
タジク盆地

10 ドスティ
(Дусти） 第1古土壌帯

開地
（レス堆積）

ラノフ・
フジャゲルディエフ

2000-2001 尖頭器、石刃、
削器

〇

7 オグジ･キチク
（Огзи-Кичик)

洞窟内
再堆積

洞窟 ラノフ  尖頭器、削器 〇

3 セミガンチ
（Огзи-Кичик） 再堆積

開地
（レス再堆積）

ラノフ、
ネスミャノフ

1972 削器、石刃

5 カラ・ブラ
（Кара-Бура） 第1古土壌帯

開地
（レス堆積）

ラノフ
1957、1959、

1964
礫器、尖頭器、

削器

4 アク･ジャル
(Ак-Джар) 第1古土壌帯

開地
（レス堆積）

ラノフ 1959 礫器、削器

フェルガナ
盆地

- ニジョニサイ
(Ниджонисай) 表採

開地
（レス再堆積）

マスカレンコ 1982 削器、礫器

後期アシュール伝統
のムスティエ様相

アフガン-
タジク盆地

8 ゴフィラバード
（Гофилабад）

表採
（第１古土壌帯

由来？）

開地
（レス堆積）

フジャゲリディエフ、
国武

2017、2019 両面加工石器、
石刃核、礫器

アフガン-
タジク盆地

1 フッジ（Худжи） レス由来
ローム層

開地
（レス再堆積）

オクラドニコフ、
ラノフ、

フジャゲリディエフ、
国武

1953、1978、
1997、2019 尖頭器、石刃 〇

11 ジャル・クタン
(Джар-Кутан)

表採
（レス由来ロー

ム層）

開地
（レス再堆積）

ラノフ 1961‐1963 石刃

6 クムテピン
(Кумтепин) 表採 岩陰 ユスポフ 1976 削器、石刃

13 ハルクシュ
(Харкуш)1 表採

開地
（レス再堆積）

ラディリロスキー・
ノヴィコフ

1982 石刃

- グルマサイ
(Гурумсай) 表採

開地
（レス再堆積）

ラディリロスキー・
ノヴィコフ

1982 削器、石刃

- グルクダラ
(Гургдара) 表採

開地
（レス再堆積）

ジュコフ 1983 尖頭器、削器、
石刃

- マルギダル
(Маргидар) 表採

開地
（レス再堆積）

ラスポポヴァ・
マルシャク

1964 尖頭器、石刃

前期
ムスティエ文化

発達期
ムスティエ文化

ルヴァロワ-
ムスティエ様相

典型（山岳）
ムスティエ様相

アフガン-
タジク盆地

ソアン型
ムスティエ様相

アフガン-
タジク盆地

終末期
ムスティエ文化

ルヴァロワ-
ムスティエ様相

不明
ルヴァロワ-

ムスティエ様相

アフガン-
タジク盆地

フェルガナ
盆地

フェルガナ
盆地
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　タジキスタン南部におけるホバリング (Ховалинг) 地
方クギテック (Кугитек) 山地の西斜面に立地するレス－
古土壌堆積の断面である。1975 年に地質学者のドドノ
フによって発見され、ラノフにより 1976 年から 2002
年まで現地調査が行われた。土層断面は、ホナコ川の
左岸側に 3 つに湾曲する形状をなしている。崖の全長
は 2,5 km で、標高は海抜 1,850 ～ 1,900 m、川からの比
高は 180 ～ 200 m である。3 つに湾曲する崖面のうち
中央に位置するホナコⅢ遺跡では、4 枚の古土壌帯で
人類の居住の痕跡が確認され、現在に至るまで断続的
に調査研究がすすめられている。ホナコⅢ遺跡の上位
2 枚の古土壌帯は中期旧石器時代に所属すると考えら
れている（Schäfer et al. 1998; Ранов･Шефер 2000）。
　古花粉データによれば、ホナコⅢ遺跡の第 2 古土壌
帯では森林性の花粉が多く検出されている。マツ属や
広葉樹ではカシなどが目立ち、これに乾燥条件に適合
する草本も含まれるため、やや乾燥した森林性の植生
が想定されている。その上層の第 1 古土壌帯ではマツ、
ナッツ、カバノキの花粉が草本花粉とともに検出され
ており、第 2 古土壌帯よりも温暖で湿潤な気候が想定
されている。
　ホナコⅢ遺跡の第 2 古土壌帯では、ドイツ－タジク
共同遠征調査（1995 年、1996 年、1998 年、2000 年：

ラノフとシェーファー）及びロシア－タジク遠征共同
調査（1997 年：ラノフとラウーヒン）によって発掘調
査が行われた。発掘調査は、厚さ 6 m の第 2 古土壌帯
のうちの細分層位である 2a 層、2b 層、2c 層のそれぞ
れで実施された（Schäfer･Ranov 1998: fig. 10; Ранов и 
др. 2003: рис. 2; Сосин и др.2015: с63）。
　一次剥離技術はルヴァロワ技法、求心剥離技術、単
打面石核である。単打面小口面石核や、小石刃が剥離
された分厚い剥片素材の石核も組成する。石刃素材の
製品類も組成する。製品類は、削器、収斂型削器、二
次加工石刃、掻器、ナイフ、尖頭器、鋸歯縁石器であ
る（図 2：20 ～ 29）（Худжагелдиев 2012: с114-115）。石
核は、石刃核 31 点、ルヴァロワ石核 14 点と、ファセッ
ト石核 9 点、そして石器原石も出土した。石材は、長
石流紋岩、珪質岩、石英岩、石灰岩、珪化粘板岩である。
4 か所の地床炉が検出され、タジキスタンで現在のと
ころ最古の炉である。ラノフは、この石器群を中央ア
ジアのルヴァロワ－ムスティエ様相のうちの石刃が発
達する変異として捉え、後期旧石器的な石器を組成し
ないことから、ホナコⅢ遺跡の第 2 古土壌帯は中央ア
ジアの他の中期旧石器時代遺跡よりも古い様相である
と考えた (Ранов и др. 2003: с20,35,41)。第 2 古土壌帯
は海洋酸素同位体ステージ 7 と想定されており、これ

図2　前期ムスティエ文化【1～17：カイラク･クムィ遺跡 (Литвинский и др. 1962)、18～19：ホナコⅢ遺跡第1レス層 (Ранов 
и др. 2003)、20～ 29：ホナコⅢ遺跡第 2古土壌帯 (Ранов и др. 2003)】（1～ 5、18～ 19：石核、7･10･13･21～ 23、27：石刃、
6･11･20：尖頭器、8･12･14～ 17･29：削器、9：リマス、24～ 26：抉入石器、28：石核調整剥片）
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が正しければ年代は 242-186 ka BP となる。それゆえに、
タジキスタンの中期旧石器時代の石器群は海洋酸素同
位体ステージ 7 には、中東や西ヨーロッパと同様に石
刃石器群が存在していた可能性が指摘されるのである

（Bar-Yosef 1995; Roebroeks et al. 1993）。
　第 1 古土壌帯と第 2 土壌帯の間の第 1 レス層では、
第 2 古土壌帯上面から 2 m 上位で、角柱形の石刃核が
出土している（図 2：18 ～ 19）。ほかに幅の狭い小石
刃もみられる。石核形態から後期旧石器時代的な石刃
生産技術であるが、後期旧石器的な製品は組成してい
ない。海洋酸素同位体ステージ 6.3-6.5 と想定されてお
り、これが正しければ年代は 150-130 ka BP となる。
6―2―2．発達期ムスティエ文化
　石器製作技術と石器組成からみて、ムスティエ文化
が最も発達した時期と評価される。発達期ムスティエ
文化は、前後 2 段階に分けて考えられている。前半期
は剥片及びムスティエ型の石刃を素材とした製品類の
存在によって特徴付けられるが、石刃は多くはない。
そして、たとえば小口面剥離などのムステリアンの最
終段階で後に開発される新しい技術が出現しており、
一部は後期旧石器時代に一般化する。ホナコⅢ遺跡と
ドスティ遺跡の第 1 古土壌帯の石器群がこの段階の代
表である。この層準は海洋酸素同位体ステージ 5 に想
定されており、それが正しければ年代は 127-71 ka BP
となる。それらは、ルヴァロワ技法の技術伝統もみら
れると同時に、平面剥離型の石核および角柱形の石核
の組み合わせによって特徴付けられている。並行剥離
による石刃の割合が増加しており、石刃の二次加工の
技術に進展がみられる。硬質ハンマーを使用した結果
と考えられるやや破損したエッジも特徴とされる。背
面の稜線が平行とならず、比較的多様な形態の石刃や
剥片が目立つようになる。いくつかのタイプの小口面
剥離型石核が現れるが、目を引くのは石刃素材の石核
から剥離された小石刃もみられるようになる点であ
る。さらに、中期旧石器時代の製品類に加えて、後期
旧石器的な製品類が登場する。彫器、基部加工尖頭器、
背付きナイフなどは、中期旧石器時代ではまずみられ
ないが、後期旧石器時代の特徴的な器種である。同時
に、ホナコⅢ遺跡とドスティ遺跡ではチョッパーなど
礫器が組成する。これは、前期旧石時代にみられた在
地のカラタウ文化の伝統が、この時期まで続いていた
ことを示す。
　ゴフィラバード遺跡の第 1 古土壌帯の石器群は、後
期アシュール伝統のムスティエ様相の範疇で理解され
る両面加工石器を組成する。このような文化伝統が存
在する可能性を示すが、両面加工石器とその未成品は、
この遺跡の石器群のなかで 1 例ずつしか組成しないた
め、この石器群の文化を決定づける診断的要素にはな

らない現状もある。また、タジキスタンでは、前期旧
石器時代のアシュール文化の石器群がまだ発見されて
いないため、タジキスタンの内部で後期アシュール文
化伝統のムスティエ様相の遺伝的基盤を見出すことは
現在のところ困難である。　
　発達期ムスティエ文化の後半期は、第 1 黒色帯の上
層の第 0 レス層の石器群であり酸素同位体ステージ 4
が想定され、それが正しければ年代は 70-45 ka BP と
なる。並行剥離による石刃の比率が増加し、剥片剥離
技術と典型的な製品製作との対応関係が多様となり、
ラノフによって定義されたムスティエ様相の 3 区分つ
まり、ルヴァロワ－ムスティエ様相・典型（山岳）ム
スティエ様相・ソアン型ムスティエ様相の 3 様相が明
確となる時期である。ただし、この発達期ムスティエ
文化の前後 2 時期区分は、明確な層位的変遷に裏付け
られているわけではなく、石器群の様相からの想定が
大きいとみられる。
6―2―2―1．ルヴァロア－ムスティエ様相
　ルヴァロア－ムスティエ様相は、前期にはカイラク・
クムィ遺跡にみられたように、円盤状石核と石刃生産
の卓越が特徴であった。しかし、発達期になるとこの
文化様相ではジャル・クタン遺跡にみられるように、
主に角柱形および亜角柱形石核、彫器状石核や剥片を
素材として片面の縁辺に小さな打面を作り出し、反対
側の面で小型の目的剥片が剥離される技術的特徴で定
義されるファセット石核、高い石刃指数、石器の大型
化、ムスティエ的な形態よりもルヴァロワ的な形態の
製品の方が多くなる点などの特徴が挙げられ、変化が
みられる。
・ホナコⅢ遺跡第 1古土壌帯　
　ホナコⅢ遺跡の第 1 古土壌帯は、第 2 古土壌帯より
も 7 ～ 8 m 上位に堆積しており、現地表から 7 ～ 10 m
の深さにある。発掘調査は、1996 年、1998 年、2000
年に第 2 古土壌帯の発掘調査と並行して実施された。
1996 年の発掘調査では、土壌学者の P. M. ソーシン（П. 
М. Сосин）により、層厚 2.9 m の茶褐色を帯びた黄
灰色層と記載された（Сосин и др. 2015: с62）。シェー
ファーは第 1 古土壌帯を 1a 層、1b 層、1c 層に細分し
た（Schäfer･Ranov 1997: p31; Ранов･Шефер 2000）。 出
土遺物は少ない。石核は出土せず、石刃と剥片が 1 点
ずつ、円礫素材のチョッパーが 1 点であった。この
石器群は、石刃生産が卓越した中期旧石器時代のム
スティエ文化に帰属するとされている（Лаухин и др. 
2004: с40）。石器石材は、石英質砂岩、ドレライト、
流紋岩などである。
　ところで、ホナコ遺跡の第 1 古土壌帯の年代は、海
洋酸素同位体ステージ 5 に比定されているため、127-
71kaBP の年代が想定されるのであるが、実際にはそ
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れよりも新しい年代測定値が多い（表 2）。これについ
ては、レス堆積は海洋堆積物と異なり連続的で継続的
でもないためであり、また地域によって堆積速度や堆
積が進む時期が異なることが原因とされている。その
ため、第 1 古土壌帯のなかで海洋酸素同位体ステージ
4 や同 3 に形成された層もあるのかもしれないとされ
ている（Поспелова и др. 2005: с36; Laukhin et al. 2002: 
p3）。いずれにしてもより信頼性の高い方法での年代
測定分析が不可欠であろう。
・ドスティ遺跡
　ドスティ遺跡は、ホバリング地方でホナコⅢ遺跡
の 18 km 北に位置し、オビマゾール川とキジルスー
(Кизил-су) 川の合流点付近の段丘面上に立地する。
1984 年にラノフにより試掘調査が実施されて、31 点
の遺物が出土した（Ранов･Амосова 1993: с172）。第 1
古土壌帯は露頭の上部に明確に確認でき、海抜 2,217 
m である。発掘調査は、丘の頂上から 10 m 程度の地
点で 2000・2001 年に実施された。 (Ранов и др. 2001: 
с199)。発掘調査面積は 110 ㎡で、第 1 古土壌帯から
229 点の石器が出土した（図 3：1 ～ 14）。石核は 7 点
出土し、石刃は 15 ％、石刃状剥片は 5 ％、剥片は 18 
％であった。製品類は、鋸歯縁石器、削器、掻器状石器、
ナイフ、裁断型ナイフ、ルヴァロワ型尖頭器、ファセッ
ト石器（図 3：7）、鋸歯縁礫器などである。石器組成
はルヴァロワ－ムスティエ様相の特徴をもつ。石器石
材は、変成岩、珪化粘板岩、石英岩、砂岩、珪化岩で

ある（там же.: c199）。石器が出土した第 1 古土壌帯の
年代は、RTL 法で 71.5±15.6 ka BP の年代値が得られて
おり、珍しくも海洋酸素同位体ステージ 5 の 127-71 ka 
BP の年代幅に大体収まっている。
6―2―2―2．典型（山岳）ムスティエ様相
　典型（山岳）ムスティエ様相はセミガンチ遺跡、オ
グジ・キチク洞窟にみられるように、古典的な形態の
石刃を数多く組成する点が特徴である。これは特にル
ヴァロワ技法の高度な発達を示すとされている。この
石器群では、例えば、削器、尖頭器、ナイフ、鋸歯縁
石器などムスティエ文化に典型的な製品類を組成する
が、併せて掻器など後期旧石器的な製品類もみられる
のが特徴とされている。
・オグジ・キチク洞窟
　この遺跡はダンゴラ (Дангара) の北東 17 km に位置
するシャルシャル (Шар-Шар) 集落の近郊に位置する
洞窟遺跡で、1969 年に地元の歴史学者 G. ヨルババエ
フ（Г. Ёрбабаев）により発見され、ラノフにより 1971
年、1973 年、1975 年、1977 年に発掘調査された。グ
ルシンドン山地 (Гулизинд) の山麓の峠に立地し、海
抜 1,200 m である。流域一帯は石灰岩地帯でカルスト
地形が広がり、洞窟が多くみられ、この洞窟と川の比
高は約 11 m である。合計 200 ㎡で発掘調査が行われ、
水成堆積によるローム質の堆積物に覆われていた。文
化層の厚さは約 6 m であり、約 10,000 点の石器と多
量の動物骨が出土した（Ранов･Несмеянов 1973: с79; 

図 3　発達期ムスティエ文化（1）【1～ 14：ドスティ遺跡（Ранов и др.2001）、15～ 32：オグジ ･ キチク洞窟
（Ранов 1998）、33～ 45：カラ ･ ブラ遺跡（Ранов 1998）】（1～ 6：石刃、6：彫器状石核、7：ファセット石核、8～
9･23･27･38：尖頭器、10･28･44：抉入石器、11･13･15～ 22･24～ 26･29～ 32･37･39～ 43･45：削器、12：ナイフ、
14･33･34：礫器、35～ 36：ルヴァロワ石核）
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Ранов･Амосова 1983: с7）。
　石器石材はフリント、珪化石灰岩、石英岩、長石流
紋岩などである。石器群の内容としては、石核調整の
剥離と石刃や剥片の剥離がみられるが、大部分は石刃
や剥片を素材とした製品類の二次加工が非常に多く行
われたようである（図 3：15 ～ 32）。石核は求心剥離
石核が一般的であり、両側面剥離もしばしばみられる。
製品類としては、収斂型削器や尖頭器、削器、リマス、
ナイフ、彫器、鋸歯縁石器などがみられる。削器は刃
部の形態が様々であり、直線状のもの、湾曲したもの
や二側縁以上の刃部が複合したものなどがみられた。
尖頭器の多くは先端部が鈍く、大型石刃製のものも少
量みられた。シャテルペロニアン型の尖頭器に類似す
るものも 1 点みられた。オグジ・キチク洞窟の製品類は、
中央アジアのムスティエ文化の他の石器群と比べて、
刃部形態の多様性と二次加工の度合い大きいといえ
る。ルヴァロワ技術の発達の度合いが高い「山岳」ム
スティエ様相と指摘されている（Ранов1987: c59-60）。
炉も検出され、それとともに 12,000 点以上もの多量
の カ メ（Testudio horsfieldi） の 甲 羅 の 破 片 も 出 土 し
た。それ以外に 15,000 点以上の動物骨が出土し、この
うち 600 点で同定が可能であった。シャリポフ（Ш. 
Шарипов）によれば、17 種の哺乳類、2 種の爬虫類、
鳥類が認められた。これらは、ヤギもしくはヒツジ
(Capra auf Ovis)、 ケ サ イ (Coelodonta antiquitatis)、 ウ
マ (Equus caballus)、シカ (Cervus elaphus)、ロバ (Equus 
hydruntinus)、 ヤ マ ア ラ シ (Histrix sp.) な ど で あ る
(Ранов･Амосова 1983: p7; Ранов 1998: p72）。
　炭化物による放射性年代測定では、全て 40kaBP よ
りも新しい年代となったが、TL 法により 5 試料が分
析され、178±44 ka BP から 109±26 ka BP の間の年代値
が得られた（表 2）。このため TL 年代値と花粉分析の
結果を評価し、遺跡の形成時期はリス－ヴュルム間氷
期とされている（Лаухин и др. 2004: p54-55）。
6―2―2―3．ソアン型ムスティエ様相
　ソアン型ムスティエ様相は、ムスティエ文化の要素

（尖頭器、削器）と礫器（チョッパー、チョッピングトゥー
ル）という 2 つの異なる石器群の組み合わせが特徴と
なっている。ラノフは、この礫器石器群をタジキスタ
ン南部において前期旧石器時代から新石器時代まで広
く利用された在地的な文化伝統と考えた。確かにカラ・
ブラ遺跡やアク ･ ジャル遺跡の礫器そのものは前期旧
石器時代のカラタウ文化のそれとほとんど見分けがつ
かない。これに石刃や尖頭器なども含む剥片石器群が
少量伴っており非常に特徴的な石器群である。在地的
な礫器石器群の継起的な表出であり、石材や生業資源
利用に関する通時的な共通性が背景にあるのだろうか。
この礫器伝統では、非ルヴァロワ、非調整剥離、石刃

の不在が特徴とされている（Ранов 1965: с56）。ラノフ
はソアン型という名称ではあるが、この礫器伝統はイ
ンド北西部から伝わったものではなく、カラタウ山地
の前期旧石器時代から続く在地の伝統であり、ヴュル
ム期前半期（70-40 ka BP）に帰属する石器群と評価し
ている。そしてムスティエ技術の要素がみられること
から、この地域にやって来たネアンデルタール人が残
した石器群と考えている（Ранов 1998: p69-70）。
・カラ・ブラ遺跡
　カラ・ブラ遺跡は、クルガントベ (Курган-Тюбе) か
ら約 37 km 南西のジリクリ (Джиликуль) 集落の近郊で、
バッシュ川の左岸に立地する。オクラドニコフとラノ
フにより 1957 年に発見され、1959 年と 1964 年に詳細
な調査が実施された（Ранов･Несмеянов 1973: c73-74; 
Ранов 1998: c69-70)。石器は、9 か所の高地で発見さ
れた。最も高い地点は川から 50 m 以上の比高がある。
遺物が見つかった段丘は更新世後期のドシャンベ期に
帰属する。旧石器時代の遺物は段丘に沿って 2.5 km の
範囲にわたって散布していた。
　これまでに約 8,000 点が採集されており、石器石材
は現在も川にみられる流紋岩、珪質砂岩、変成岩の河
川礫である。石器群の特徴としては、典型的なムスティ
エ石核と剥片石器及び礫石器の組み合わせとなってい
る点である。オクラドニコフとラノフにより、遺物が
最も沢山採集された第 6 地点の残丘上において東西 2
か所のトレンチを設定して発掘調査が実施された。石
器は、地表下 2 m のレス由来のローム層が主体で礫と
粘土がレンズ状に挟まる層準から検出された。西トレ
ンチでは、遺物包含層が礫層の上面に形成されていた。
包含層の厚さは 0.4 ～ 1 m であった（Ранов･Несмеянов 
1973: c73-75; Худжагелдиев 2004: c185)。この出土状況
からオクラドニコフは、人々は礫層の上に居住し、洪
水が来たら他の場所へ移動し、その後再び礫層に戻っ
てきたと考えた（Ранов･Несмеянов 1973: p53-54)。石
核を観察すると、円礫を素材として求心剥離が行われ
た円盤形石核が多くみられる（図 3：33 ～ 45）。石刃
は少量みられるが、剥片が大部分を占めている。尖頭
器と削器が、167 点の製品類の中で最も高い比率を占
めている。シャテルペロニアン型のナイフもみられる。
礫石器としては 30 点のチョッパーと 167 点のチョッ
ピングトゥールがみられる。
6―2―2―4．後期アシュール文化伝統のムスティエ様相
・ゴフィラバード遺跡
　タジキスタン南部のムミナバード (Муминабад) の北
西 4.5 km に位置するゴフィラバード集落の南西近郊
に位置している。ヤクスー (Яхсу) 川の支流の小河川
オビシュル (Обишур) 川に沿って比高約 30 m の崖面が
形成されている（Худжагелдиев 2018）。現地表から 10
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～ 12 m の深さで第 1 古土壌帯が観察される。2017 年
にフジャゲルディエフにより崖下で石器が採集された

（Худжагелдиев и др. 2019: c265）。これに加えて国武と
フジャゲルディエフの 2019 年の踏査により追加の資料
が得られた。これらの採集資料は、石器に付着してい
た土壌からみて、第 1 古土壌帯から崩落したものと考
えられる。採集された石器はシルト岩製の両面加工石
器、両設打面石核、礫器、礫器の未製品である（図 4）。
両面加工石器はアシュール文化のものとは異なり、分
厚い剥片を素材とし側縁を中心に周縁に二次加工を施
して、刃縁部が作出されている。厚みは薄く左右非対
称形の平面形態は、東ヨーロッパのミコク文化と類似
する点にフジャゲルリディエフらは着目している（там 
же.: c273）。両設打面石核からは、小型の石刃が剥離さ
れている。発掘資料ではないため由来する層位は推定
にとどまるが、もし第 1 古土壌帯であるならば、海洋
酸素同位体ステージ 5 で 127-71 ka BP の年代となる。
　以上みてきたようなタジキスタンにおける発達期
ムスティエ文化の多様性は、近隣グループの接触や
古生態条件の変更、新しい自然景観状況への適応に関
連して生じたもので、石器群の技術的類型的な変化
と新しい製品の出現、または特定のタイプの製品の増
加となって表れたものと考えられている。また、なに
よりもタジキスタンの中期旧石器時代のこの段階にお
いてもなお、前期ムスティエ文化から引き続き石刃生
産が継続していることから、この地域内での技術進化
もみることができる。この状況は、同じく中期旧石器
時代に石刃石器群が継続的に進化したレバントの様相

（Kuhn 2003: p66）との類似が指摘される。
6―2―3．終末期ムスティエ文化
　タジキスタンで 45-35 ka BP と推定されている石器群
は、ムスティエ文化期の石器製作技術が継続している
点が特徴となる。ルヴァロワ技法が安定して継続して
いる一方で、この時期の石器素材の生産技術が、平面
的な剥離方法を基本としながらも、立体剥離型もしく
は体積分割的な剥離方法の比率が高まっている点が特
徴であり、この点で過渡的と評価される特徴を有して
いる。標準化された石刃と小石刃を取得するための新
しい技術の探求は続き、その結果、船底型の小口面石
核と彫器状石核が前段階よりも洗練されて、ファセッ
ト石核が積極的に利用されるようになり、後期旧石器
時代の技術的特徴といえる亜円錐形石核が利用され始
めた。製品類は石刃を素材とするものが主体を占める
ようになり、後期旧石器時代に特徴的な石刃製掻器、
高型掻器などが目立つようになる。これに加えて稀に
両面加工石器が伴う状況もみられる。このような特徴
は、フッジ遺跡に認められ、中期旧石器時代から後期
旧石器時代への移行期に関連した石器群と考えられる。

・フッジ遺跡
　フッジ (Худжи) 遺跡は、ドシャンベの西約 40 km
で、シャハリナフ（Шахринав）郡のフッジボロ集落
の北西部でギッサール (Гиссар) 山地の南麓に位置し
ている。遺跡は 100 m 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、海抜
1,095 m に立地している。この遺跡は 1953 年にオク
ラドニコフにより丘の斜面で石器が初めて採集されて
遺跡の存在が知られた（Окладников 1958: с36）。その
後 1978 年に道路工事による不時発見により多量の石
器が露出し、ラノフにより遺物の回収と補足的な試掘
調査が行われ、1997 年にはラノフにより道路の西側
の土層断面において 6 か所のトレンチが設定されて組
織的な試掘調査が実施された (Лаухин и др. 1999: с341; 
Ранов･Худжагелдиев 2006: с139, 2014: с273)。その間に
小規模な試掘調査と土層断面から石器の採取が 1984
年（ラノフ）(Ранов･Амосова 1984: с172)、1996 年（シェー
ファーとフジャゲルディエフ）、2003 年（ラノフとフ
ジャゲルディエフ）により行われている。そして 2019
年には、国武とフジャフェルリデフにより、日本－タ
ジク共同遠征調査として初めての本格的な発掘調査が
実施された。1997 年の 2 号試掘坑と 3 号試掘坑の間に
おいて約 27 ㎡の範囲が尾根地表から 6.5 m の深さまで
発掘調査され、約 4,000 点の石器が 4 枚以上の文化層
に分かれて層位的に検出された（国武他 2020）。
　1978 年と 1997 年の試掘調査で得られている年代
データは放射性炭素年代測定により 42-37 ka BP であ
る（Ранов и др. 2002: с5）（表 2）。2019 年の発掘調査で
は複数の面で地床炉とそれに伴う大型の炭化材を検出
したため、現在多数の試料について放射性炭素年代測
定を実施している。石器石材は珪質岩、シルト岩、珪

図 4　発達期ムスティエ文化（2）【ゴフィラバード遺跡

（Худжагелдиев и др. 2017、 筆者原図）】（1：両面加工石器、

2：石核、3：礫器）
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化粘板岩、流紋岩、細粒砂岩などである。1997 年試掘
資料の石刃指数は 30 以上であった。石器の大半は剥片
と砕片が占めている。剥片剥離はルヴァロワ技法によ
る扁平もしくは角柱形の石核からの石刃剥離が顕著で
ある。これに加えて、小口面石核や亜角柱形石核、船
底形石核から石刃や小石刃が剥離されている。これは
後期旧石器時代的な技術である。ほかに、石刃を素材
として小石刃が剥離されたいわゆる彫器状石核（図 5：
17）や、分厚い剥片を素材にしたファセット石核（図 5：
18）もみられる。
　石器組成の特徴としては石刃や石刃石器の多さで
あろう（図 5：1 ～ 16）。製品類は二次加工石刃や、
ナイフ、鋸歯縁石器などがみられる。ほかに、尖
頭器、尖頭形削器、厚型削器、タヤック型尖頭器、
両面加工石器の可能性のあるものなどもみられる

（Ранов･Худжагелдиев 2014: с300）。類似した石器製作
技術と石器組成は、ルヴァロワ技法による石刃剥離技
術と後期旧石器的な角柱形の石刃核からの石刃剥離技
術の両方が共存するとされるアルタイ山地の後期旧石
器時代初頭石器群（Дервянко･Кривошапкин и др. 2005: 
с466）にみられるかもしれない。
　1978 年には 4,500 点以上の動物骨が回収され、ヤギ
もしくはヒツジ、シカ、クマ、ウシ、オオカミ、エル
クなどが同定された。動物相は、寒冷で湿潤な気候を

示している。これは古花粉データとも矛盾しない。古
花粉データでは、湖や湿地の近くの植生を示しており、
このうち森林性の花粉が顕著とされている。樹木花粉
はマツとシナノキが多くを占めている。下層ほど樹木
の花粉が多く、上層ほど少なくなる傾向がみられた。
これは寒冷化と乾燥化が進展したためと考えられてい
る（Ранов･Амосова 1984: с44; Пахомов и др. 1982: с99）。
　ラノフはフッジ遺跡を文化様相としてはルヴァロ
ワ－ムスティエ様相に区分した（Ранов･Лаухин 2000: 
с54）。そして中央アジアの終末期ムスティエ文化期の
石器群が、中東やアルタイの同時期の石器群と類似す
る点を根拠に、中東から中央アジアを経由してアルタ
イ、南シベリア、モンゴルに向かったリレーのレース
のような移住モデルを提案した（там же.: c 59）。
　終末期ムスティエ文化のフッジ遺跡に後続するの
は、タジキスタンでは後期旧石器時代のシュグノウ遺
跡 3 層 4 層の石器群である。この間に獲得した石刃生
産技術が、同じくシュグノウ遺跡 1・2 層の石器群に
みられるような小石刃生産技術の基礎となったことは
疑いないことである。このように後期旧石器時代前期

（EUP 期）になると、標準化された石刃生産技術と石
刃素材の製品類が石器組成の主体を占めるようになる
が、その技術は終末期ムスティエ文化にまで連続的に
辿ることも可能であるようにみえる。

7．タジキスタン中期旧石器文化の編年
　  的枠組みと研究課題

　これまでの研究蓄積をまとめると、タジキスタンの
中期旧石器文化は、総体としてムスティエ文化として
とらえられ、その存続期間は 242-35 ka BP とされてい
る。その前段階の前期旧石器時代は、タジキスタン南
部に在地的に発展した礫器石器群を特徴とするカラタ
ウ文化が中期更新世の約 95 万年前にまで遡り、海洋
酸素同位体ステージ 7 の約 20 万年前まで続くとされ
ている。カラタウ文化の遺跡としては、中央アジアで
最古の年代をもつクリダラ遺跡をはじめとしてアフガ
ン－タジク盆地のレス堆積層中の遺跡が挙げられる。
そして、カラタウ文化からムスティエ文化への移行は、
連続的な発展というよりも断絶的な側面が評価されて
おり、ムスティエ文化の出現をネアンデルタールの中
央アジアへの到来の表れとして評価されている。その
一方でカラタウ文化に起源をもつ礫器石器群は、在地
的な石器群として新石器時代まで断続的に継続した可
能性も想定されている。
　さて中期旧石器文化の内容については、ラノフの最
終的な見解とフジャゲルディエフらが付け加えた最近
の所見をあわせると、「アシュール－ムスティエ様相」、

図 5　終末期ムスティエ文化【フッジ遺跡（Ранов и др. 

2003）】（1～ 12：ルヴァロワ尖頭器、13～ 16：石刃、

17：彫器状石核、18：ルヴァロワ石核、19～ 20：石刃核）
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「ルヴァロワ－ムスティエ様相」、「典型（山岳）ムスティ
エ様相」、「ソアン型ムスティエ様相」、「後期アシュー
ル文化伝統のムスティエ様相」の 5 類型に区分されて
いる。文化伝統の想定が適切か否かは別にしても、こ
の 5 類別はタジキスタンの中期旧石器時代石器群を大
局的に区分する視点としては妥当であるようにみえる。
　このうち、アシュール－ムスティエ様相は、前期ム
スティエ文化にのみみられ、発達期ムスティエ文化で
は、それを除いた 4 者がその後半期に至って特徴を明
確化し、終末期ムスティエ文化では、ルヴァロワ－ム
スティエ様相のみみられるという変遷が想定されてい
る。さらに石刃を比較的多く組成するルヴァロワ－ア
シュール文化が前期ムスティエ文化から終末期ムス
ティエ文化まで一貫して継続して発展したとされてい
る。そして層位的にみて、ルヴァロワ－ムスティエ様
相の最古段階に位置づけられるホナコⅢ遺跡第 2 古土
壌帯は、中央アジアに広く分布するルヴァロワ－ムス
ティエ様相のうち石刃が発達する変異体としてラノフ
により評価されている。ホナコⅢ遺跡の第 2 古土壌帯
は海洋酸素同位体ステージ 7 に相当すると考えられて
いるため、これが正しければタジキスタン南部では石
刃石器群が約 20 万年前から発達しており、これが海
洋酸素同位体ステージ 5 に相当する第 1 古土壌帯を経
て、ムスティエ文化の最終段階とみなされているフッ
ジ遺跡に至るまで、中期旧石器時代を通じて石刃石器
群が卓越する様相が想定されることになる。これこそ
がタジキスタン中期旧石器文化の最大の特徴であると
いえるだろう。
　中期旧石器時代を通じて石刃石器群が発展し継続す
る様相は、ウズベキスタンやカザフスタン、キルギス
などの周辺地域と比べて特異な様相にみえる。そして
中期旧石器時代前期において石刃石器群が発達した状
況は、中東の編年とよく一致している。このため今
後は、第 1 及び第 2 古土壌帯の年代測定がカギとな
り、現状で想定されている中期旧石器時代を通じた石
刃石器群の継続的な発展の可否が評価されることにな
るだろう。というのは表 2 に示したたように、TL 法
や RTL 法、古地磁気法など様々に異なる方法で測定さ
れたこれまでの年代値は、必ずしも海洋酸素同位体ス
テージから想定される年代と合致していないものも、
多く認められるためである。これは 1990 年代に実施
された測定分析の技術上の問題に起因するのか、そも
そも古土壌帯と海洋酸素同位体ステージから想定され
る温暖期の対応関係に修正の余地があるのかのどちら
かであろう。もし後者であれば、タジキスタンの前期・
中期旧石器編年は、全面的な改定が余儀なくされるこ
とになる。
　一方、ムスティエ文化の下限年代は確実にはおさえ

られないものの、フッジ遺跡が終末期に相当する可能
性が考慮されている。フッジ遺跡は、中期旧石器時代
と後期旧石器時代の両方の石刃生産技術がみられるこ
とや、後期旧石器的な製品類を組成しない点などから、
ムスティエ文化の終末段階と想定されている。そして
後期旧石器時代には、立体剥離型の石核から剥離され
た石刃を素材にした掻器などを特徴とする石刃石器群
が成立するとされる。このようなルヴァロワ技法など
中期的な技術に加えて立体剥離型の石刃核の多用や大
型石刃を素材とした彫器状石核の存在などを根拠とし
て中期旧石器時代から後期旧石器時代への移行期石器
群と評価とする視点自体がロシアアルタイからの類推
であるため、現状のデータでは未だ確かな議論は不可
能であろう。フッジ遺跡における確かな層位データに
基づく年代測定値と技術的特徴に関する詳細な統計情
報が不可欠である。
　ラノフは、中期旧石器時代終末期に中東、中央アジ
ア、アルタイで石器群が類似することは、新人の第 2
次拡散に関連すると考えていた。しかしその一方で、
終末期ムスティエ文化は後続する後期旧石器時代石器
群の技術的な基礎が形成された時期であるとして、後
期旧石器時代石器群は地域的な石器伝統がそのまま発
展して形成されたものと評価している。つまり終末期
ムスティエ文化としたフッジ遺跡から EUP 期のシュ
グノウ遺跡への石刃生産技術にみられる地域伝統のス
ムーズな移行と文化的な連続性が強調されている。確
かに考古学的な現象としてそのような解釈は可能であ
ろう。しかし現代のユーラシア旧石器研究の問題関心
は、ここに示されたように一見矛盾するように見える
ユーラシアを横断する新人の第 2 次拡散モデルと、中
期から後期への石刃生産技術の連続的にみえる移行現
象とが、どのように折り合うのか、あるいは折り合わ
ないのかについての説明と考える。これは中期から後
期への移行についての中央アジア全体に関わる本質的
な問題であり、層位的なデータが豊富なタジキスタン
でより顕在化しているといえる。
　アシュール文化伝統のムスティエ様相は、ゴフィラ
バード遺跡で採集された左右非対称形の両面加工石器
から提起された文化である。その形態と調整加工技術
からロシアアルタイと同様に東欧のミコク文化の影響
を考慮する論点と、タジキスタンでは未確認の後期ア
シュール文化伝統の存在を想定する論点の両方が論じ
られており、この様相区分は後者の論点に帰属する。
ただし他に類例がなくかつ表採品 1 点であるため、本
当に第 1 古土壌帯に由来するのかという点も含めて、
現時点では確かな議論は難しい。
　以上のようにタジキスタンにおいてはムスティエ文
化の 5 様相が提起されているが、このうち多数をしめ
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る石刃の発達したルヴァロワ－ムスティエ様相の時期
的な変遷と技術構造の解明が、タジキスタン中期旧石
器文化を評価する上で肝要となるであろう。

8．タジキスタン中期旧石器時代研究史
　  からみた今後の展望

　70 年にわたる 4 時期に区分されたタジキスタンにお
ける中期旧石器時代研究の蓄積であるが（表 3）、第 4
章にみたように 3 点の研究視点が通時的に継承されて
きた。そしてこれまでの蓄積を貫くこれら 3 点の研究
視点は、現在のタジキスタンにおける中期旧石器時代
研究において引き継がれており、現在のところ以下の
ように進行している。
　1 点目は、新規に発見されたゴフィラバード遺跡を
素材として、前期旧石器時代末期にタジキスタンにお
いて未確認である後期アシュール文化伝統の存在を予
測する視点である。そしてこれと両立するのかどうか
筆者には不明であるが、ロシアアルタイと同様に中期
旧石器時代末期に東欧のミコク文化の影響を検討する
議論である。これは 2018 年からフジャゲルディエフ
らにより進められている。今後、ゴフィラバード遺跡
の発掘調査を通じて、ミコク文化に特徴的な左右非対
称形の両面加工石器がさらに探索されるとともに、既
に発掘調査されている前期・中期旧石器時代の石器群
を精査して、後期アシュール文化伝統の有無が再検討
されることになるであろう。ラノフにより前期旧石器
文化は礫器石器群からなるカラタウ文化で一括され、
ムスティエ文化はネアンデルタールの中央アジア到来
の表れであり西方からの外来的な文化とされてきた。
その一方で同じくラノフにより、カラタウ文化の末期
にはルヴァロワ技法の萌芽がみられるため、前者から
後者への発展的な様相も考慮されている。この点から、
フジャゲルディエフが着目する通り、現在はタジキス
タンでは認識されていない後期アシュール文化の存在
について議論の余地があるのかもしれない。南アジア
に接する地理的位置を考慮するとモヴィウスラインの
境界付近にあることは確かである。
　2 点目はレス大露頭の堆積層の理化学的な年代測定
分析と、前期－中期旧石器時代の編年研究である。こ
れはクリバシャプキンらにより 2019 年から始められ
たところである。近年は測定精度が高まり有効性が高
まった OSL 法により、ホナコⅢ遺跡のレスの断面に
おいて、詳細かつ大規模な年代測定分析が実施されて
いる。ホナコⅢ遺跡においてレス－古土壌帯の各層の
確かな年代値が得られたならば、前期から中期旧石器
時代の各石器群の編年精度が飛躍的に高まることは間
違いない。タジキスタンにおいて石刃石器群が海洋酸

素同位体ステージ 7 から始まるとされる根拠は、同遺
跡第 2 古土壌帯の出土事例が唯一の根拠となっている。
完全な風成レスの大露頭における第 1 及び第 2 古土壌
帯の絶対年代の解明は、第 3 期以来タジキスタン旧石
器研究における最も大きな関心事であった。
　そして 3 点目は後期旧石器時代初頭石器群の追求で
ある。これは、フッジ遺跡を素材として筆者らが 2019
年に着手したところである。2019 年の発掘調査では、
地床炉から多数の大型の炭化材が採取されたため、現
在これらについて放射性炭素年代測定分析を実施して
いるところである。また OSL 法や TL 法による年代測
定も予定しており、既に分析試料を採取済みである。
これらの異なる分析方法を組み合わせることにより、
大型石刃と尖頭器からなるこの遺跡の年代が判明する
であろう。もし当初の見込み通り後期旧石器時代初頭
石器群となる場合は、レバント及びアルタイとの異同
を詳細に明らかにする必要があるだろう。また予想に
反して中期旧石器時代の石刃石器群となる場合は、2
点目の視点であるホナコⅢ遺跡の第 2 古土壌帯から始
まる石刃石器群の変遷のなかに位置付けなくてはなら
ないであろう。海洋酸素同位体ステージ 7 に始まり中
期旧石器時代を通じて石刃石器群が発達するやや特異
な様相を、中央アジア西部を超えてユーラシアレベル
で評価しなくてはならなくなるであろう。いずれの場
合でも、中期旧石器時代初頭とされる第 2 古土壌帯か
ら第 1 古土壌帯を経て、後期旧石器時代前期に至る石
刃生産技術の変遷を詳しく検討する必要があり、その
資料は後期旧石器時代初頭を除くと既に概ね揃ってい
る。フッジ遺跡 2019 年発掘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。
　以上のようにタジキスタン中期旧石器文化の研究
は、2019 年以降再び新たな前進を始めているといえる。
今後は、タジキスタン旧石器資料が新しい視点でユー
ラシア旧石器研究に位置付けられて、その評価を左右
するカギとなるであろう。そしてこれまでの蓄積に依
拠しつつ新たな視座に立ってタジキスタン旧石器資料
でしか解決できない課題を究明することは、中央アジ
アのみならずユーラシア旧石器研究にとって非常に大
きな知見を得ることになるであろう。　　　　　　　
　　　　　　
　本研究は、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－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）の成果の一部である。
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Current Issues and Prospects of Middle Paleolithic Studies in Tajikistan

Sadakatsu KUNITAKE

     In Tajikistan, research led by V. A.Ranov since the 1950’s has accumulated the richest Paleolithic records in 
Central Asia. As a result of excavations at Paleolithic sites with more than 100 m thick loess-paleosol depositions, a 
chronological framework of Lower and Middle Paleolithic assemblages was constructed in the 1970’s. The Mousterian 
of the Middle Paleolithic period in Tajikistan is divided into five facies which are assumed to have developed over 
three periods: the early, developed and terminal stages according to Ranov. In the early Mousterian, it became clear that 
blade industries had appeared from MIS 7 about 200 ka as a result of excavations of the second paleosol deposition at 
Honako-3 site. This blade industry developed through the first paleosol deposition that is assumed to have been formed 
in MIS 5 and continued to the terminal Mousterian for the entire span of the Middle Paleolithic. This chrono-cultural 
pattern is comparable to that of the Levant. It should be considered in relation to the early diffusion model of Homo 
sapiens. Accurate dating of the first and second paleosol deposits of Honako sites by appropriate scientific methods is 
an urgent issue at present. Hudzhi site, which Ranov evaluated as the terminal Mousterian, is assumed to represent the 
Initial Upper Paleolithic industry because of the coexistence of the Mousterian and Upper Paleolithic blade production 
techniques. This site was excavated in October–November 2019 by the Japan-Tajikistan expedition. In Tajikistan, 
transition from the Middle to Upper Paleolithic period is assumed to have been continuous and smooth, as indicated 
by the analysis of the blade production techniques. To evaluate the seemingly inconsistent relationship between this 
archeological phenomenon and the late diffusion model of Homo sapiens is the important issue that also applies to Obi-
Rakhmat and contemporary sites in Altai. 

Key Words: The Musterian, Loess-paleosol deposition, Blade industry, Hudzhi site, The Initial Upper Paleolithic age
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