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要　　旨

　
後期旧石器時代前期（40-30 ka BP）における中央アジア西部とカザフスタン南部の関係を探るため、一括

性の高い資料を発掘調査により獲得して小石刃核を徹底的に比較分析し、技術形態学的な異同を評価する研
究を実施した。対象遺跡は筆者らが 2017 年に発見したビリョックバスタウ・ブラック 1 遺跡とし、2018 年
と 2019 年に発掘調査を実施した。発掘調査により粗砂層と粘質土層に包含されている上下 2 枚の文化層を層
位的に検出した。粗砂層に包含される上層文化層は円柱形の細石刃核と小型の掻器削器類が特徴であり、中
石器時代の所産と推定される。粘質土層に包含される下層文化層は、小石刃核と 7 cm 程度の中型石刃が剥
離された石刃核、及び中型石刃を素材とした掻器削器類が特徴であった。ともに水成堆積層のため石器組成
は不完全であるが攪乱のない堆積層からの検出であるため一括性のある資料という評価は可能である。そこ
で下層文化層から出土した小石刃核とその類似品の 8 点について、ウズベキスタンやタジキスタンの資料で
定義されたクリブラック文化の小石刃核と詳細に比較検討を行った。その結果、本遺跡下層文化層の小石刃
核から剥離された小石刃の形態は、中央アジアの他の遺跡と統計的に有意な差が認められないため、類似し
た形態と評価された。さらに小石刃核を、素材の用い方と石核形態の組み合わせから 3 大別 6 区分に分類し、
本遺跡下層文化層と中央アジアの他の事例を検討したところ、両者で技術形態学的な特徴がよく共通するこ
とが確認された。とりわけ共通点の多いタジキスタンのシュグノウ遺跡の年代値を参照すると、本遺跡下層
文化層は 33-31 ka BP となり EUP 期後半期の所産と考えられる。中央アジア西部の当該期は、タジキスタン
やウズベキスタンの類例から小石刃生産で特徴づけられるクリブラック文化の範疇で理解されているがカザ
フスタンでは不明瞭であった。本遺跡下層文化層によりカザフスタン南部の EUP 期において、少なくとも中
央アジア西部南半部と同様の技術により小石刃生産が行われたことが判明した。今後中央アジア西部の当該
期の石器群の構造を検討する上で重要な資料となるだろう。

キーワード：カザフスタン、発掘調査、層位的堆積、後期旧石器時代前期、小石刃核

1．はじめに

　ユーラシアの後期旧石器文化を検討する上で、カザ
フスタンの位置づけは重要である。この地域は、現
在ユーラシア旧石器の調査研究の最先端地域であるア
ルタイ山麓を中心とする中央アジア東部と、調査研究
の蓄積の多いウズベキスタンとタジキスタンを中心と
する中央アジア西部を取り結ぶ地理的な位置関係にあ
る。そして天山山脈北麓からカラタウ山地東麓の山麓
地域は、カザフスタンの南部に位置し、地理的には
天山山脈西麓を通じてウズベキスタンにつながるた
め、中央アジア西部の様相がこの中間領域にどのよう

に展開するのか検証するには非常に好都合な地域であ
る（図 1）。これに加えてレス堆積が良好であり、多
層遺跡が形成されやすい環境にあることも判明してい
る（Yun et al. 2015）。それにもかかわらず、これまで
に発掘調査により層位的な堆積が判明している後期旧
石器時代遺跡は 2 遺跡と少なく、その内容がよく解明
されているとは言い難い。筆者はカザフスタン南部の
後期旧石器文化について時期別に評価して、中央アジ
ア東部と西部の関係を解明することを中期的な目的と
した現地調査を進めている。とりわけ、中央アジア
西部に小石刃生産が特殊に発達した独自の文化内容

（Kolobova et al. 2014）が提案されている後期旧石器時
代前期（EUP 期、40-30 ka BP）を対象として、資料実
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態に基づく正確な評価と再構築を、当面の目標に設定
している。小稿では、以上の問題意識に基づきカザフ
スタン南部において EUP 期の一括性の高い石器群を
獲得して、既に知られている中央アジア西部南半部の
資料との比較を行い、カザフスタン南部と中央アジア
西部南半部との関係を検討していきたい。

2．分析方法

　分析資料を獲得するため、まず筆者らの踏査と採集
資料により EUP 期の可能性を指摘した新発見遺跡であ
るビリョックバスタウ・ブラック（Буйрёкбастау･Булак）

1 遺跡（国武 ･ タイマガンベトフ 2018）の発掘調査を
実施した。その出土資料のうち小石刃核を分析対象素
材として、剥離された小石刃の大きさや形態が中央ア
ジア西部の遺跡出土資料と類似するのか異なる形態な
のかについて、一元配置による分散分析を用いて統計
的に検討する。次に、小石刃の生産技術を比較するた
めに、本遺跡出土資料を中心にして、中央アジア西部
の資料も含めた小石刃核の類型区分を行い、両者の技
術形態学的な異同を検討する。以上をあわせてカザフ
スタン南部における EUP 期の小石刃生産の様相を明
らかにする。

図 1　中央アジア西部における EUP 期の遺跡分布とビリョックバスタウ・ブラック 1 遺跡の位置
【1：ビリョックバスタウ・ブラック 1 遺跡、 2：マイブラック遺跡、3：クズルアウス 2 遺跡（以上カザフスタン）、4：クラマ遺跡（キ

ルギス）、5：チョーカン・バリハノフ遺跡（カザフスタン）、6：ドデカトゥム 2 遺跡、7：クリブラック遺跡、8：サマルカンド遺跡（以

上ウズベキスタン）、9：シュグノウ遺跡（タジキスタン）、a：アルマトイ、b：ビシュケク、t：タシケント、d：ドシャンベ】
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3．資料

3―1．発掘調査の背景
　カザフスタンにおける後期旧石器時代遺跡は 50 箇所
以上知られているが、その多くは遺物が地表に露出す
るタイプの遺跡であり、発掘調査により文化層が層位
的に検出された例は 9 遺跡程度である（国武 2019a）。
一括性のある資料とその層位的な変遷についてのデー
タが少ないことは、後期旧石器時代の編年研究を推進
するうえで大きな障害となっている。このため層位的
な堆積をもつ後期旧石器時代遺跡の発見を目的として、
2017 年 10 月にカザフスタン南部カラタウ山地の山麓
において分布調査を実施したところ、東麓の丘陵地に
おいて新しくビリョックバスタウ・ブラック 1 遺跡を
発見した（国武・タイマガンベトフ 2018）。2017 年 11
月に試掘調査を実施した結果、地表下 23 cm に石器包
含層を確認したため、本研究の対象資料を得ることを
目的として 2018 年 7 月と 2019 年 7 月に発掘調査を実
施した。本章ではまず調査成果の概要を報告し、帰属
時期の検討を行う。

3―2．ビ リ ョ ッ ク バ ス タ ウ・ ブ ラ ッ ク 1 遺 跡 の
　　　周辺地形と立地
　本遺跡は、カラタウ山地東麓が丘陵地から平坦面に
変わる傾斜変換点に位置している。標高 465 ｍ、北緯
43°06′36.24″、東経 70°34′03.70″ である。「湧水が始ま
る腰（のような地形）」を意味する地名から名付けた
本遺跡の名前のとおり、丘陵地から続くやや急な傾斜
が緩やかになる箇所で、規模の大きな湧水がみられ、
そこから流出する小川の底面及びその周辺に石器が散
布していた。2017 年 10 月に実施したこの地域の分布
踏査では、大型の湧水はこの他にも 2 か所確認してお
り、同様の立地の遺跡として他にビリョックバスタウ・
ブラック 2 遺跡を発見している。本遺跡では、かつて
の湧水及び小川の跡地とみられ現在は水が無い凹地の
周辺でも石器の散布を確認しているが、2017 年 11 月
に試掘調査を実施したところ、そのような場所では石
器包含層を確認できなかった。
　本遺跡の地形は、湧水とそこから流出する小川及び
その両岸の平坦地からなる低位面と、それを取り巻く
馬蹄形の高位面の 2 つの地形面から構成される。両者
の高低差は約 2 m である。2018 年と 2019 年に発掘調
査を実施したのは、小川の両岸の平坦地であり低位面
にあたる。2019 年には高位面の発掘調査にも着手した
が、継続調査が必要であることがわかったため、こち
らは調査終了時に機会を改めて報告することとする。
本章で報告の対象とするのはこの低位面の発掘調査成
果である。

3―3．発掘調査の方法
　発掘調査は 2017 年 3 月に締結した学術調査研究交
流協定に基づき奈良文化財研究所とカザフスタン共和
国国立博物館との共同調査として実施した。調査期間
は、2018 年 7 月 23 日から 29 日、および 2019 年 7 月
23 日から 28 日である。調査参加者は国武とタイマガ
ンベトフの 2 名であり、近隣のタムディ村から 4 名の
作業員を雇用した。
　低位面の調査区は 2 か所設定した（図 2）。湧水点か
ら約 10 m 程度下流において、2018 年に左岸を、2019
年に右岸を対象とした。左岸の 2018 年の調査区は、
2017 年の試掘区を含めてそれを起点に流路方向に 5 ｍ、
川と直交方向には 5.3 m で、調査面積は 12.3 ㎡である。
右岸の 2019 年の調査区は流路方向に 5 ｍ、川と直交
方向に 4 ｍで、調査面積は 12 ㎡である。合計で 24.3 ㎡
であるが、高位面に取り囲まれた小川沿いの平坦面の
主要な部分を対象としたことになる。調査区は 1 m グ
リッドを設定して層位別に草刈鎌で掘削し、出土遺物
は位置と高さを記録しながら層位別に取上げた。発掘
排土の水洗選別は行わなかった。

3―4．基本層序
　基本層序は大きく 4 層に区分された（図 3）。1 層：黒
褐色土（層厚約 5 ～ 10 cm）、2 層：再堆積のレス土（層
厚約 5 ～ 10 cm）、3 層：暗褐色粗砂（層厚約 10 ～ 15 cm）、
2019 年調査区では黄褐色粗砂、4 層：暗褐色粘質土（層
厚約 5 ～ 30 cm）である。これらは地表下約 40 ～ 50 cm
の灰白色の流紋岩からなる基盤岩の上に堆積してい
た。2 層は砂粒を多含するレス土で、高位面から再堆
積したとみられる。3 層及び 4 層は水成堆積とみられ、
その境界は直線的であることから、3 層が強い水流に
より 4 層を削平して堆積したものと推定される。基盤

図 2　ビリョックバスタウ・ブラック 1 遺跡の発掘調査区
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岩は東西方向に亀裂が多数入っており、その亀裂の間
にも 4 層が堆積していた。また基盤岩直上の窪みには、
部分的に基盤岩風化土（4’ 層）が堆積している箇所も
みられた。
　遺物は、3 層と 4 層及び 4’ 層から出土した。3 層は
両調査区ともほぼ均質な層厚で堆積していたが、4 層
は川の近くほど厚く堆積していた。基盤岩は、左岸の
2018 年調査区では川に近い範囲のみにみられ、右岸の
2019 年調査区では調査区全面にみられた。

3―5．文化層と出土遺物
　出土層位と垂直分布からみて上下 2 枚の文化層に区
分された（図 4）。上層文化層は石器 361 点、骨 43 点、
焼礫 2 点、オーカー 2 点の合計 408 点で（表 1）、下層

文化層は石器 105 点、骨 6 点、水晶 1 点の合計 112 点
である（表 2）。上下文化層あわせて総計 520 点であ
る。2018 年調査区南西隅の 2017 年試掘区では上層文
化層の大部分と下層文化層の一部を発掘しており石器
85 点、骨 5 点の合計 90 点が出土していた。これを合
わせると総計 610 点である。
a）上層文化層
・分布
　3 層の暗褐色粗砂層もしくは黄褐色粗砂層から出土
した石器群である。平面分布は両調査区ともに川に近
い範囲に濃密に分布している（図 4･5）。現在の小川と
同じ範囲が、かつてもこの低位面で最も低かった可能
性があるとすれば、これらの遺物は 3 層の粗砂層を堆
積させた水流により流されて、低位面の窪みに堆積し
たと考えられる。
・出土石器
　2018 年、2019 年調査区ともに上層文化層の方が下
層よりも遺物量が多かった。図 6 では 4 のみ右岸の
2019 年調査区からの出土で、それ以外は 2018 年調査
区からの出土である。円柱形の細石刃核が出土し、小
型の掻器削器類が多いのが特徴である。製品率は 59％
であり一般的にみても非常に高い。このうち削器が 91
点、掻器が 61 点と突出して多い（表 1）。図 6 に上層
文化層から出土した主な石器を示した。
1　細石刃核。白色フリントの分厚い剥片を素材とし
ている。打面が右側面側から打面再生されている。打
面再生の前に、正面と左側面から細石刃が剥離されて

図 3　基本層序と文化層（2018 年調査区南壁土層堆積）

図 4　文化層別平面分布図と断面図
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いる。打面再生の後に、右側面から打面が調整され、
右側面と裏面で細石刃が剥離されている。ほぼ全周に
わたって細石刃が剥離されている。裏面にみえる広い
剥離面は素材剥片の主要剥離面である。
2　細石刃核。黒色フリントの礫片を素材としている。
上下に全周から調整が施された打面が設定されている
が、細石刃は上設打面から剥離されている。細石刃が
剥離された作業面は、正面から右側面にかけて全体の
三分の一円周程度に及んでいる。左側面は節理に沿っ
た分割面で右側面には礫面を残している。
3　石核。黒色フリントのやや分厚い剥片を素材として
いる。折面を打面として、小口面において小型の剥片
を 2 枚剥離している。下端部からも剥離が認められる。
4　掻器。黒色フリントの剥片を素材としている。両
面に平坦な剥離が施されているが、下端部は平行する
剥離により、やや角度のある刃部が作出されている。
5　掻器。黒色頁岩の石刃を素材としている。下端部
から右側縁下半部にかけて、急角度でやや鋸歯状の剥
離により刃部を作出している。風化が著しい。
6　掻器。黒色フリントの分厚い剥片を素材としてい
る。打面部も含めて全周に二次加工を施されている。
刃部は右側縁を除くと、基本的に素材の裏面側に作出
されている。　
7　削器。黒色頁岩の縦長剥片を素材としている。左
側縁の表面側にやや平坦な角度で二次加工を施し刃部
が作出されている。風化が著しい。

8　削器。黒色フリント製の縦長剥片を素材としてい
る。左側縁にやや大きな剥離を施し、鋸歯状の刃部が
作出されている。稜線や縁辺が鋭く磨滅は認められず
風化の度合いも低い。
9　削器。黒色フリント製の分厚い縦長剥片を素材と
している。右側縁の裏面側に二次加工を施し、ノッチ
状の刃部が作出されている。
10　削器。黒色フリント製の縦長剥片を素材としてい
る。右側縁は表面側に、左側縁は裏面側に刃部が作出
されている。
11　削器。黒色フリント製の分厚い不定形な剥片を素
材としている。主に左側縁に刃部が作出されている。
右側縁は、一枚の大きな剥離により凹形になった縁辺

図 5　上層文化層の検出状況（2018 年調査区）

表 1　上層文化層の石材別器種組成表

尖頭器 掻器 削器 ノッチ 石錐 彫器 楔形石器微細剥離痕
のある剥片

両面体
石器

二次加工
剥片 剥片 細石刃核 石核 礫器 礫片 その他 総計

2018年調査区
黒色頁岩 9 15 5 5 31 10 75
フリント 3 24 44 1 2 1 1 9 1 18 37 2 11 1 155
石英岩 2 1 1 4
チャート 1 1
砂岩 3 3
ホルンフェルス 1 1 1 3
玉髄 1 1
オーカー 2 2
小計 3 33 61 1 2 1 1 14 1 24 74 2 22 2 1 2 244
2019年調査区
黒色頁岩 12 13 1 1 17 12 56
フリント 15 16 2 1 7 8 3 52
石英岩 5 5
チャート 1 1 1 3
ホルンフェルス 1 1
玉髄 2 2
小計 28 30 3 1 1 8 32 16 119
総計 3 61 91 1 5 1 2 15 1 32 106 2 38 2 1 2 363

表 2　下層文化層の石材別器種組成表

尖頭器 掻器 削器 石錐 二次加工
剥片

微細剥離痕
のある剥片 剥片 小石刃核 石核 叩石 礫器 その他 総計

2018年調査区
黒色頁岩 1 2 2 2 18 2 8 35
フリント 7 13 1 1 4 5 1 32
玉髄 1 1 2
ホルンフェルス 1 1
水晶 1 1
小計 1 9 16 2 2 1 22 2 13 1 1 71

2019年調査区
黒色頁岩 1 1 1 2 1 8 14
フリント 2 4 3 4 1 4 1 19
チャート 1 1 2
小計 3 6 4 6 2 13 1 35

総計 1 12 22 2 6 1 28 4 26 2 1 106
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図 6　上層文化層出土石器
（1・2：細石刃核、3・22：石核、4 ～ 6・16：掻器、7 ～ 14・19・20：削器、15：二次加工剥片、17・21：剥片、18：石錐）
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に微細な剥離がみられるため、ノッチとして利用され
たと考えられる。先端部は、表裏両面に剥離が認めら
れる。
12　削器。黒色フリント製の縦長剥片を素材としてい
る。右側縁の表面側に刃部と両側縁の裏面側に刃部が
作出されている。裏面側の加工は表面側と比べて細か
い微細な剥離である。
13　削器。黒色フリント製の縦長剥片を素材としてい
る。右側縁の主に表面側に荒い二次加工を、裏面側の上
半部に細かい二次加工を施し、刃部が作出されている。
14　削器。黒色フリント。幅広の剥片を素材とし、右
側縁に刃部が作出されている。折面には微細な剥離痕
が観察される。
15　二次加工石刃。薄手の石刃を素材としている。両
側縁の表面側に二次加工が施されている。下端部にも
折面上に二次加工が施されている。
16　掻器。黒色フリント製の小型で分厚い不定形剥片
を素材としている。右側縁から下端部にかけて大きな
剥離を施し、鋸歯状の刃部が作出されている。
17　剥片。黒色頁岩製の縦長剥片。断面形態からみて、
板状の原石の小口面から剥離された幅の狭い細身の縦
長剥片である。節理により割れて出土した。
18　石錐。黒色フリント製の小型剥片を横位に用いて、
表裏に錯交する微細な剥離により、石錐の刃部として
突出部が作出されている。
19　削器。白色不透明の石英岩の剥片を素材としてい
る。左側縁に刃部が作出されている。
20　削器。黒色フリント製の小型の稜付き剥片を素材
としている。左側縁に刃部が作出されている。
21　剥片。黒色頁岩製の稜付き剥片。
22　石核。黒色頁岩の分厚い剥片を素材とした円盤状
石核。求心状剥離により小型幅広の剥片が剥離されて
いる。裏面の縁辺には、急角度の打面が作出されてい
る。風化が著しく稜線が磨滅している。
  b）下層文化層
・分布
　4 層の暗褐色粘質土及び 4’ 層の基盤岩風化土層から出
土した石器群である。2017 年試掘時に 3 層下部粘質土
層として取り上げた石器群もこれに含まれる。2019 年
調査区では基盤岩の亀裂の中からも出土した。垂直分布
をみると上層文化層と明確に区分される（図 3･4）。左
岸の 2018 年調査区では小川沿いに 50 cm の幅しか 4 層を
掘り上げていないにもかかわらず、全面的に 4 層を掘
削した右岸の 2019 年調査区よりも多く出土したため
左岸側が分布の中心とみられる（図 4･7）。湧水周辺の
緩やかな水流により低位面に堆積しつつあった 4 層の
暗褐色粘質土中に向かって主に左岸側において、石器
が本来の位置から遊離もしくは落下し、基盤岩の隙間

やその直上に溜ったものと推定される。4 層の下層文
化層形成後は上層文化層を包含する 3 層の粗砂層を形
成した強い水流により、その上部が削平されたと考え
られる。
・出土石器
　両調査区ともに小石刃核が出土しており、7 cm 前
後の中型石刃や石刃素材の削器が特徴である。製品
率は 49 ％であり、上層ほどではないがやはり一般的
にみても非常に高いといえる。このうち削器が 12 点、
掻器が 22 点と目立つが、上層文化層と比べて大型の
石刃や縦長剥片を素材とする製品が多い点が特徴とい
える（表 2）。図 8 と図 9 に下層文化層から出土した主
な石器を示した。
23　小石刃核。2018 年調査区から出土した。黒色頁岩
製の分厚い剥片を素材としている。素材の剥片を裏返
しに用い、主要剥離面を打面として設定し、端部から
左側縁にかけて小石刃が剥離された小口面型の小石刃
核である。稜線は磨滅しており風化が著しい。
24　小石刃核。2019 年調査区から出土した。黒色頁岩
の分厚い剥片を素材としている。素材の剥片を側方に立
てて用い、両側縁からの剥離により打面を作出し、末
端部において小石刃が剥離された小口面型の小石刃核。
25　小石刃核。2018 年調査区から出土した。黒色頁岩
の小角礫を素材としている。平坦な礫面を打面に設定
し、一枚の剥離面により平坦に調整し、主に正面から
右側面にかけて小石刃が剥離されている。
26　小石刃核。2019 年調査区から出土した。白色フリ
ント製の剥片を素材としている。素材剥片の折面にお
いて側方から調整を施して打面を作出し、剥片の縁辺
を作業面として幅が狭小な小石刃が剥離されている。
背面は稜線が作出されている。
27　掻器。2019 年調査区から出土した。黒色頁岩製の
分厚い剥片を素材としている。全周から長狭な二次加
工を並行して施し刃部が作出されている。特に下端部
では角度の高い刃部が形成されている。この部分にお

図 7　下層文化層の検出状況（2018 年調査区）
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図 8　下層文化層出土石器 1
（23 ～ 26：小石刃核、27・28：掻器、29：彫器、30：台形石器、31・32・34：削器、33：掻器、35・36：石核）

23 24

25 26

27 28 29

30

31 32
33

34 35

36



67 

旧石器研究　第 16 号（2020 年 5 月）

37 38

39

40

41

42

43 44

図 9　下層文化層出土石器 2（37 ～ 43：石核、44：叩石）
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いて剥離された削片が目的剥片とすれば 23 と石材及
び素材剥片の用い方が同様であることを考慮して、小
石刃核であった可能性も否定できない。
28　掻器。2019 年調査区から出土した。黒色フリント
製の分厚い剥片を素材としている。両側縁は大きさの
不揃いな剥離により刃部が作出されている。端部は、
長狭な剥離が平行して並んでいる。このため、27 と同
様に小石刃核であった可能性も否定できない。
29　彫器。2019 年調査区から出土した。二次加工によ
りほぼ垂直に二次加工された上端部から、左側縁に 2
本の彫刀面が施されている。
30　台形石器。2019 年調査区から出土した。黒色フリ
ント製の石刃の切断片を素材にして横位に用い、折面
に若干の調整を施している。刃部には使用に起因する
とみられる微細な剥離痕がみられる。
31　削器。2018 年調査区から出土した。黒色フリント
製の縦長剥片を素材としている。飛上半部が折損して
いるが、左側縁と右側縁下半部にやや急角度の二次加
工を施し、鋸歯状の刃部が作出されている。
32　削器。2019 年調査区から出土した。黒色フリント
製の縦長剥片を素材として、右側縁に歯潰し加工に似
た急角度の二次加工により刃部を作出している。左側
縁は折面である。
33　掻器。黒色フリント製の石刃を素材としている。
右側縁にやや大きな剥離を施し、削器としての刃部が
作出されるとともに、下端部ではやや細かい剥離を連
続させて掻器としての分厚い刃部が作出されている。
34　削器。2019 年調査区から出土した。チャートの石
刃を素材としている。右側縁に不揃いな二次加工が施
され刃部が作出されている。
35　石核。2018 年調査区から出土した。黒色フリン
トの板状の小礫片を素材としている。礫の自然稜を両
側から調整して、稜線が作出されている。小型の石刃
もしくは小石刃を生産するための石核原形と考えら
れる。
36　石核。2018 年調査区から出土した。黒色フリント
製の剥片を素材としている。二次加工により折面を平
坦に作出して、素材主要剥離面とほぼ直角をなす。こ
のため掻器ではなく石核の打面調整の可能性が高い。
背面と下端部には稜線が作出されている。大きさと形
態からみて小石刃核の原形と考えられる。
37　石核。2019 年調査区から出土した。黒色頁岩の平
たい板状礫を素材としている。礫面を打面として、寸
詰まりの剥片が連続的に剥離されている。
38　石核。2019 年調査区で出土した。黒色フリント製
の分厚い剥片を素材としている。小口面から正面にか
けて小型の縦長剥片が 2 点連続的に剥離されている。
背面は稜線が作出されている。

39　石核。2019 年調査区から出土した。黒色フリント
の亜円礫を素材としている。上位に打面を設定し、正
面から右側面にかけて小型の石刃が連続的に剥離され
ている。
40　石核。2019 年調査区から出土した。黒色フリント
を素材としている。主に右側縁から表裏にわたって幅
広の剥片が剥離されている。
41　石核。2019 年調査区から出土した。黒色頁岩の盤
状の剥片を素材とし、主にその小口面から中型の石刃
が剥離された小口面型の石刃核である。上設打面は一
枚の剥離により作出され、下設打面は裏面側に急角度
の剥離により作出されている。
42　石核。2019 年調査区から出土した。黒色頁岩の盤
状の剥片を素材とし、その小口面から中型の石刃が剥
離された小口面型の石刃核である。
43　石核。2019 年調査区から出土した。黒色フリント
の大型礫を素材としている。上部に打面を設定して、
正面から石刃が剥離されている。また右側縁から作業
面側に調整が入っている。裏面は礫面を、下面は折面
を残置している。
44　叩石。2018 年調査区から出土した。黒色フリント
の円礫を素材としている。珪化度の高い硬質な原石で
ある。剥片剥離のための打撃に起因するとみられる敲
打痕が全周にわたり顕著に観察され、敲打に伴う剥離
が主に表面に観察される。

3―6．出土石器からみた帰属時期
　低位面の発掘調査において、層位的に区分される
上下 2 枚の文化層を検出した。上層文化層は、円柱
形の細石刃核と小型の削器掻器類を特徴とする。細石
刃核の形態からみて近辺ではカラタウ山地西麓のカ
ラウングル洞窟（Таймагамбетов･Нохрина 1998）やカ
ラタウ山地東麓の露出遺跡であるシャハンタイ 1 遺
跡 (Бексеитов 2007）が類例として挙げられ、その帰属
時期は後期旧石器時代末期から中石器時代と推定され
る。下層文化層は、小石刃核と長さ 7 cm 前後の中型
石刃が剥離された石刃核及び中型石刃素材の削器掻器
類を特徴とする。
　このように、細石刃核を含む中石器時代とみられる
石器群が上層に、小石刃核を特徴とする石器群が下層
に分かれて、2 枚の文化層を層位的に検出したことに
なる（図 10）。そこで以下では、下層文化層の帰属時
期について検討していきたい。
　ここで上下両文化層ともに水成堆積層に包含されて
いたことを考慮すると、原位置を保っているとは考え
にくく、特に下層文化層は上層文化層の堆積時に削平
されて、流出した石器も多かったはずである。小石刃
が出土していないのはこのためであろう。つまり、下
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層文化層については欠落が多く本来の石器組成を保っ
ているとは考えにくい点に注意しなくてはならない。
それを前提とした上でも、小石刃核と中型石刃製の各
種削器や掻器を組成することを考慮すると、ウズベキ
スタン、タジキスタンやロシアアルタイ山麓など周辺
地域の様相から、EUP 期の石器組成をとどめていると
推定することも一応は可能である。
　ところで中央アジア西部のうちウズベキスタンやタ
ジキスタンなど南部地域では、EUP 期の石器群につ
いて、他の周辺地域と比較して小石刃生産が発達した
クリブラック文化の範疇で理解されている（Kolobova 
et al. 2014）。一方でその北に位置する本遺跡を含むカ
ザフスタン南部地域では、明確にこれに所属すると
理解されている遺跡は知られていない。天山山脈北
麓地域において、EUP 期に小石刃が出土した遺跡と
しては、キルギスのクラマ遺跡（図 1：4）（Чаргинов 
2015）とカザフスタンのマイブラック遺跡（図 1：2）

（Таймагамбетов･Ожередьев 2009）が挙げられるが、両
遺跡では小石刃核の出土が僅少なため明確な結論が得
られない。
　そこで本遺跡の下層文化層からまとまって出土した
小石刃核について、クリブラック文化の範疇で理解さ
れているウズベキスタンやタジキスタンの事例と詳し
く比較検討してみたい。検討項目としては、目的とし
た小石刃の大きさおよび形態と、小石刃生産技術につ
いてである。これらを通じて、下層文化層の帰属時期
を EUP 期とすることの妥当性もあわせて検討する。

4．分析

4―1．小石刃剥離面の統計分析
　まずは、目的としていた小石刃の大きさと形態が本
遺跡下層文化層と中央アジアの西部のクリブラック文
化の遺跡で共通するのか否か検討したい。下層文化層
では目的剥片である小石刃が出土しなかったため、小
石刃核に残された小石刃の剥離面の大きさと形態につ
いて、中央アジア西部の他の遺跡との比較検討を行う。
対象とする資料は、クリブラック文化の代表と理解さ
れているタジキスタンのシュグノウ遺跡 1 層（図 1：9）

（Колобова и др. 2017）、同遺跡 2-3 層、ウズベキスタ
ンのクリブラック遺跡 2.1 層（図 1：7）（Kolobova et 
al. 2013）、ドデカトゥム 2 遺跡 4 層（図 1：6）（Kolobova 
et al. 2011）、カザフスタンのマイブラック遺跡 2 層の 4
遺跡 5 文化層から出土した小石刃核 13 点（図 13 ～ 18）
で、剥離された小石刃の大きさや形態が大きくは損な
われていないと考えられる 65 剥離面を対象とした。
本遺跡下層文化層は小石刃核 6 点（図 8：23 ～ 26、図
10）とその可能性のある 2 点（図 8：27・28）の合計
8 点で、同様に 47 剥離面を対象とした。対照群として、
本遺跡上層文化層の細石刃核 2 点（図 6：1・2）とそ
れに残された細石刃の 15 剥離面も併せて対象とした。
　まず剥離された小石刃の大きさと形態を反映する属
性として各剥離面の長さと幅について、散布図により
検討してみたい（図 11）。上層文化層の細石刃核の剥
離面は、グラフの左端に偏るが、下層文化層と中央ア

1 2

23 24

25 26

上層文化層出土の細石刃核

下層文化層出土の小石刃核

2017年試掘 2017年試掘

(microblade cores of the upper cultural layer) 

(bladelet cores of the lower cultural layer) 

図 10　ビリョックバスタウ・ブラック 1 遺跡出土の上層文化層の細石刃核と下層文化層の小石刃核
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ジアの小石刃核の剥離面はグラフの中央から右端にか
けて混然となって分布している。回帰直線の傾きは上
層文化層細石刃核が 4.27、下層文化層小石刃核が 1.47、
中央アジア小石刃核が 2.46 である。前者と後 2 者の違
いが大きい。上層文化層の細石刃核の剥離面は長狭な
形態を示し、下層文化層と中央アジアの小石刃核の剥
離面はそれよりも幅広短寸な形態を呈しているといえ
る。そして下層文化層と中央アジアの小石刃核に残さ
れた小石刃の剥離面の散布状況からみて、両者を区分
することは難しい。
　次に、それぞれの剥離面の長幅比（長さ／幅）を求
め、3 つのグループごとにその出現頻度を確認したと
ころ正規分布を示していた。このため 3 つのグループ
間で長幅比についての一元配置の分散分析で検定を
行った。その結果、3 グループ間において平均値には
統計的に有意な差が検出された（P ＜ 0.0001、F ＝ 3.07、
上層文化層：平均値 7.55、標準偏差 3.24、下層文化層：
平均値 4.35、標準偏差 1.54、中央アジア：平均値 4.01、
標準偏差 1.39）。
　このためどのグループ間で有意差があるのかを知る
ために、それぞれ 2 つのグループ間において多重比較
検定を行った。その結果、「上層文化層の細石刃核」
と「下層文化層の小石刃核」、及び「上層文化層の細
石刃核」と「中央アジアの小石刃核」の間では有意な
差が検出された（図 12）（上層文化層 vs 下層文化層は
P ＜ 0.0001、F ＝ 4.001、上層文化層 vs 中央アジアは
P ＜ 0.0001、F ＝ 3.963）。これに対して、「下層文化層
の小石刃核」と「中央アジアの小石刃核」の間では統
計的に有意な差が見られなかった（図 12）（P ＝ 0.23、
F ＝ 3.927　ボンフェローニの補正済み 0.1）。
　以上から、長幅比が形態の違いに寄与しているとい
う前提に立てば、下層文化層の小石刃核から剥離され
た小石刃の形態は、上層文化層の細石刃とは統計的に
有意な差が認められる一方で、中央アジアの小石刃と
は統計的に有意な差が認められなかったと評価するこ
とが出来る。つまり、本遺跡下層文化層の小石刃核か
らは、統計的にみて中央アジア西部の EUP 期の小石
刃核と類似した形態の小石刃が剥離されていたという
ことになる。

4―2．小石刃核の技術形態学的検討
　以下では、小石刃生産技術を反映する小石刃核に残
された技術形態学的な特徴を下層文化層と中央アジア
西部の間で比較検討したい。下層文化層から出土した
小石刃核は、技術形態学的に多様である。コラロヴァ
は、ウズベキスタン及びタジキスタンの EUP 期の小
石刃核を、素材の用い方から 2 大別 3 区分している

（Kolobova et al. 2014）。まずひとつは素材剥片の主要剥
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23
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c

the lower cultural layer of Biryokbasutau Bulak-1

other sites in the Central Asia

2018年調査区

図 13　横位型（Kolobova et al. 2014）の小石刃核
（a：シュグノウ遺跡 1 層、b：ドデカトゥム 2 遺跡 4 層、c：ドデカトゥム 2 遺跡 2 層）

図 14　縦位型（Kolobova et al. 2014）の小石刃核（d・f：クリブラック遺跡 2.1 層、e：シュグノウ遺跡 1 層）
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離面を打面に設定して、小石刃が剥離された小石刃核
で、「a タイプ」、「（素材剥片を寝かせて用いるという
意味で）横位型」あるいは「掻器タイプ」とされたも
のである。本遺跡では 23 が該当し、作業面側から打面
を広く覆う調整剥離が施されている（図 13）。図 13：c
も同様に作業面側からの調整がみられる。このタイプ
はとくに、打面側からみて小石刃が剥離された作業面
の縁辺が、正面を中心に緩やかに円弧を描いて展開す
るとされるが、23 もその指摘の通りである。
　次に、素材剥片を立てて用い、素材主要剥離面が側
面に設定された小石刃核である（図 14）。「（素材剥片
を立てて用いるという意味で）縦位型」あるいは「彫
器型」とされ、素材剥片の剥離軸が水平方向に設定さ

れたものを「b タイプ」、垂直方向（上下方向）に設定
されたものを「ｃタイプ」と 2 種類に細分している。
本遺跡では、b タイプは 24 が、c タイプは 26 が該当する。
実際には、素材剥離軸が縦と横の中間の斜めに設定さ
れるものもみられ、判然とは区分されるものではない。
縦位型は、小石刃の作業面が剥片の小口面に設定され
る場合が多いことから、図 14：e にみられるように幅
の狭い小石刃が生産されやすいとされ、24、26 でも同
様である。また、打面も作業面同様に長狭な形態にな
る傾向があり、26 や図 14：f にみられるように側方か
ら打面調整が施される例が多い。
　このようにコラロヴァは小石刃核を、素材の用い方
からこれら a、b、c の 3 タイプに区分するが、実態は

図 15　亜角礫型の小石刃核（g：シュグノウ遺跡 1 層）

the lower cultural layer of Biryokbasutau Bulak-1

other sites in the Central Asia

25

g
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図 16　扁平プリズム型の小石刃核（i：クリブラック遺跡 2.1 層、j：マイブラック遺跡 2 層、k：シュグノウ遺跡 1 層）

2017年試掘
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もっと多様である。素材の用い方という観点からみる
と、図 15：g のように亜角礫が利用された例を追加す
ることができる（図 15）。これを亜角礫型とする。本
遺跡では 25 が該当する。この場合も作業面側から打面
作出のための調整剥離が加えられる。また前出の a タ
イプと同様に、打面側からみると、小石刃剥離の作業
面の縁辺が、正面を中心に緩やかな円弧を描いている。
　素材の用い方を分類基準に設定すると、理論的には
上に見た 3 大別で網羅できるはずである。しかし分類
の整合性を重視するあまりこの 3 大別に固執すると、
埋没してしまう特殊な形態がみられる。剥片を素材と

する横位型と縦位型の範疇において最も一般的な船底
型のもの以外で、石核形態からみて以下に示す特殊な
3 タイプを指摘しておきたい。
　まずひとつは図 16：i・j・k のように、小石刃剥離
が面的に展開した扁平な角柱形もしくは角錐形のもの
である。これを扁平プリズム型とする。本遺跡では
2017 年試掘出土例が挙げられる（図 16）。素材の用い
方でみると先の縦位型（b タイプもしくは c タイプ）
が多いのではないかと思われる。縦位型のように素材
主要剥離面を側面に設定しても、作業面が小口面側で
はなく、素材剥片の背面側もしくは腹面側に設定され

図 17　ビリョックバスタウ・ブラック型の小石刃核（l：シュグノウ遺跡 3-2 層、m：シュグノウ遺跡 1 層）

the lower cultural layer of Biryokbasutau Bulak-1 other sites in the Central Asia

l2017年試掘 m

図 18　掻器類似型の小石刃核（n・o：シュグノウ遺跡 1 層、p：クリブラック遺跡 2.1 層）

other sites in the Central Asia

the lower cultural layer of Biryokbasutau Bulak-1
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るとこの扁平プリズム型になる。一見すると楔形石器
に類似した剥離面構成となるため、コラロヴァの「掻
器型」と「彫器型」の表現にならえば「ピエス型」と
もいえる。ただし両極剥離はおこなわれていない。
　次は、2 つの打面が山形をなし、この上下に設定し
た 2 つの打面から、小石刃が対向方向に剥離され、作
業面も緩やかな山形をなす例である（図 17）。このた
め縦断面形態が菱形もしくはレンズ形となる。山形両
設打面型ともいえるが、作業面の特殊な形態および剥
離面構成も大きな特徴となるため打面形態のみでは不
十分な呼称である。作業面の特徴からは対向剥離凸形
作業面型となるが、両者を合わせると長くなるためこ
こではビリョックバスタウ・ブラック型としておく。
本遺跡では 2017 年試掘出土例が該当する。このタイ
プの小石刃核は、中央アジア西部では図 17：l・m が
挙げられ、2018 年に実施したカザフスタン南部カラタ
ウ山地の分布調査においてソルコリ遺跡でも採集した

（国武 2019b）。またロシアアルタイ地方やシベリア、
中国北部の EUP 石器群にも類似例が散見される。コ
ラロヴァの 3 区分に従うと a タイプのうち、側面に大
きな平坦面を有する剥片が素材となり、かつ素材剥片
が十分な厚みを有する場合に、このビリョックバスタ
ウ・ブラック型が生じるようである。
　最後に、小石刃が剥離された作業面の長さが、作業
面の幅よりも短いために掻器と区別が困難な小石刃核
が挙げられる（図 18）。本遺跡では掻器として報告し
た 27、28 が該当する。一方で図 18：n・o・p は小石
刃核として報告されている。このタイプを掻器類似型

としておく。これはコラロヴァの a タイプのうち、作
業面の長さがその幅の半分程度で、素材主要剥離面と
のなす角度が直角に近い場合が該当する。

5．議論

　以上のように、コラロヴァによる素材剥片の用い方
に基づく 2 大別（「横位型」と「縦位型」）に 1 タイプ（「亜
角礫型」）を加え、さらに形態の特殊性から 3 タイプ（「扁
平プリズム型」「ビリョックバスタウ・ブラック型」「掻
器類似型」）を指摘した。これらの大別及び細別を表 3
に整理して示した。本遺跡では小石刃核 6 点とその可
能性のある 2 点の掻器は、「横位型」が 1 例（23）、「縦
位型」が 2 例（24・26）、「亜角礫型」が 1 例（25）、「扁
平プリズム型」が 1 例（2017 年試掘）、「ビリョックバ
スタウ・ブラック型」が 1 例（2017 年試掘）、「掻器類
似型」が 2 例（27・28）となった。本遺跡においては
この 6 タイプのすべてがみられると同時に、EUP 期の
ウズベキスタン及びタジキスタンのクリブラック文化
とされる石器群にも、6 タイプのすべてで類例を指摘
することが出来るのである（表 3）。この点は本遺跡の
下層文化層の帰属時期を示唆するものとして重要であ
る。つまり本遺跡の下層文化層には、クリブラック文
化と技術形態学的に共通する小石刃核が包含されてい
ると評価することができる。これは下層文化層が EUP
期に帰属する可能性を示していると考えられる。
　もっとも中央アジア西部の EUP 期の小石刃核はここ
に示した 6 タイプ以外にも典型的な形態のものがあり、

表 3　小石刃核の分類（太字は本文にて記載に使用。細別は今後増える可能性がある。）

素材 素材の用い方
による大別

形態による
細別 挿図 細別別称 細別特徴

ビリョック
バスタウ・
ブラック1
下層文化層

シュグノウ
1層

シュグノウ
2-3層

クリブラック
2.1層

ドデカトゥム2
4層
マイブラック

2層

船底型 図13
掻器型

(Kolobova et al. 2014) ―

ビリョック
バスタウ・
ブラック型
（小稿）

図17
山形両設打面
対向剥離凸形
作業面型
　（小稿）

素材剥片の側面
に広い平坦面が
あり分厚い

掻器類似型
（小稿）

図18
掻器型

(Kolobova et al. 2014)

作業面の長さが
幅の1/２程度

船底型 図14
彫器型

(Kolobova et al. 2014)

作業面を小口面
側に設定する

扁平プリズム型
（小稿） 図16 ピエス型

（小稿）

作業面を背面側
もしくは腹面側
に設定する

礫 亜角礫型
（小稿）

― 図15 ― ―

剥片

横位型
aタイプ

(Kolobova et al. 2014)

縦位型
bタイプ
cタイプ

(Kolobova et al. 2014)
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それは本遺跡では出土していない。しかし本遺跡出土
例も含めて中央アジア西部全体の小石刃核を俯瞰して
検討するのは、さらに多くの紙幅を必要とするため機
会を改めて論じたい。ここでは、中央アジア西部のと
くにタジキスタンとウズベキスタンの出土事例との技
術形態学的な比較検討から、本遺跡の下層文化層が
EUP 期に帰属する可能性を指摘するのにとどめたい。
　それでは、ここで比較対象としたウズベキスタン及
びタジキスタンのクリブラック文化の石器群のうち
で、本遺跡の下層文化層と小石刃核の技術形態学的な
特徴が、最も類似するものはどれであろうか。表 3 に
よれば、本遺跡の下層文化層では 6 タイプすべて確認
されているが、同様に 6 タイプすべてが確認されてい
るのが、タジキスタンのシュグノウ遺跡 1 層である。
次に、4 タイプが確認されているウズベキスタンのク
リブラック遺跡 2.1 層である。この両者が、検討した
範囲では本遺跡の下層文化層と小石刃核の技術形態学
的な特徴が類似するといえるだろう。これら両石器群
はクリブラック文化中期に位置付けられ、小石刃生産
が最も発達した様相を示す時期として評価されている

（Kolobova et al. Ibid.）。ほかに、共通するタイプが 2 タ

イプではあるものの、非常に特徴的な形態を示すビ
リョックバスタウ・ブラック型がみられたシュグノウ
遺跡 2-3 層も注意しなくてはならない（図 17）。タジ
キスタンのシュグノウ遺跡は 1 層及び 2-3 層ともに本
遺跡下層文化層の小石刃核との技術形態学的な共通性
が強くうかがわれる。これに関連して、シュグノウ遺
跡とクリブラック遺跡では、本遺跡の下層文化層で出
土した小口面型の両設打面の石刃核や小型石刃核の原
形と類似する石核が出土しており（図 19）、この推定
を裏付けるものと考えられる。
　以上の比較検討に基づいて、本遺跡下層文化層の
年代についての見通しを得たい。様相が共通するタ
ジキスタンのシュグノウ遺跡では、1 層の年代値が最
近 2 件公表され、動物骨の放射性炭素年代分析により
31,301-31,134 cal yr BP 及び 32,930-32,561 cal yr BP とさ
れている（Колобова и др. 2017）。同じカザフスタンの
マイブラック遺跡の第 2 文化層でも最近 OSL 年代値
が公表されており、31.0±3.0 ka BP 及び 33.0±2.9 ka BP
とされている（Fitzsimmons et al. 2017）。これらを総合
すると概ね 3 万 3 千年から 3 万 1 千年前であり、EUP
期後半の石器群であることを示している。本遺跡は地

図 19　石刃核と石核原形 (q・r：クリブラック遺跡 2.2 層、s：シュグノウ遺跡 3-2 層 )
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表からの深度が浅く堆積が薄いため、宇宙線の影響を
無視できず、また現代の炭化物による汚染の度合いが
高いと推定されたことから正確な年代測定分析が困難
と考え、科学的な年代測定分析を実施しなかった。小
石刃核の技術形態学的な特徴が共通するシュグノウ遺
跡の年代を参照することにより、本遺跡下層文化層は
EUP 期後半の 3 万 3 千年から 3 万 1 千年前くらいの所
産という目安を得ることが出来るだろう。

6．結論

　ビリョックバスタウ・ブラック 1 遺跡の発掘調査で
は、それぞれ細石刃核と小石刃核を包含する 2 枚の文
化層が、大きな攪乱がみられない層位的な堆積から検
出された。このため石器組成は不完全ではあれ、ひと
まずそれぞれの文化層について一括性のありそうな資
料と評価することは可能であろう。中央アジア西部の
EUP 期は、小石刃生産で特徴づけられるクリブラック
文化の範疇で理解されているが、良好な類例のあるタ
ジキスタンやウズベキスタンとは異なり、カザフスタ
ンではマイブラック遺跡で小石刃と少量の石核が出土
したのみでその実態は不明であった。本遺跡下層文化
層では小石刃は見つかっていないが、中型石刃石器を
伴って小石刃核及びその類似品が少なくとも合計 8 点
出土している。これらをウズベキスタンやタジキスタ
ンの資料で定義されたクリブラック文化の小石刃核と
詳細に比較検討を行った。その結果、本遺跡下層文化
層の小石刃核から剥離された小石刃は、中央アジアの
他の遺跡の小石刃核にみられるそれと統計的に有意な
差が認められないため、類似した形態であると評価さ
れた。さらに小石刃核を、素材の用い方と石核形態か
ら 3 大別 6 区分に分類し、両者で比較したところ、こ
れら 6 類型が双方にみられることから、小石刃生産技
術を反映すると考えられる小石刃核に残された技術形
態学的な特徴が両者でよく共通することが確かめられ
た。その中でもとりわけ多くの共通点が判明したタジ
キスタンのシュグノウ遺跡の年代値を参照すると、本
遺跡下層文化層は、カザフスタン南部の EUP 期の後
半期において小石刃生産が行われたことを示す数少な
い事例と評価された。
　ただし、石器組成全体の比較を行った結果ではない
ため、このことが、カザフスタン南部地域にクリブラッ
ク文化が及んでいたことを意味するものではない。と
はいえ本遺跡下層文化層により、カザフスタン南部で
も EUP 期の後半期に中央アジア西部の南半部と共通す
る技術により小石刃生産が行われていたとすることは
できるであろう。今後は、中央アジア西部全体の EUP
期の石器群の構造を詳細に検討し、クリブラック文化

とされる石器群の実態を評価する必要がある。その際
に、本遺跡下層文化層はカザフスタン南部における小
石刃生産の実態を示す数少ない貴重な資料となること
は間違いない。
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カザフスタン南部における後期旧石器時代前期小石刃生産技術の様相
－ビリョックバスタウ・ブラック 1 遺跡出土の小石刃核の徹底分析から－

The Bladelet Production Technology of the Early Upper Paleolithic Age in the Southern Kazakhstan
―Through Detailed Analysis of Bladelet Cores Excavated from 

the Newly Discovered Biryokbastau Bulak-1 Site in the Karatau Mountains―

Sadakatsu KUNITAKE, Zhaken K. TAIMAGAMBETOV

     Because of the lack of the strat igraphic si tes in the Upper Paleoli thic age in Kazakhstan,  we 
conducted the general survey in Karatau mountains in the southern Kazakhstan in 2017. Biryokbastau 
Bulak (Буйрёкбастау･Булак) -1 site (N43°06′36.24″,E70°34′03.70″) (Fig.1,1) was newly discovered in the eastern 
hilly area of Karatau mountains by our survey, and in this site we conducted excavation in 2018 and 2019. In two years, 
we excavated 24.3 ㎡ of low area near by large fountains and a small river of this site( Fig.2). As the result of two years 
excavations( Fig.4), we recognized two cultural layers which were contained in the upper coarse sand layer and in the 
lower silt layer (Fig.3). In the upper cultural layer that was contained in the coarse sand layer (Fig.5), cylindrical-shaped 
microblade cores and many small end/side-scrapers were excavated (Fig.6, Tab.1). Therefore, the upper cultural layer is 
assumed to belong to the Mesolithic age. In the lower cultural layer that was contained in the silt layer (Fig.7), carinated 
cores for bladelets, cores for middle size (length is about 7 cm) blades and end/side-scrapers on middle size blades were 
excavated (Fig8,9, Tab.2). As the result of statistical analysis of bladelet cores, size and shape of bladelet from cores of 
Biryokbastau Bulak-1 site is very similar to those of other sites in the Central Asia (Fig.11,12). Comparing to industries 
in neighboring sites of Tajikistan and Uzbekistan, six types of bladelet cores are recognized in both Biryokbastau 
Bulak-1 site and other sites of Central Aisa (Fig.13-18, Tab.3). And the assemblage of bladelet cores of Biryokbastau 
Bulak-1 site is very close to that of Shugnou (Шугноу) site in Tajikistan. Therefore, the lower cultural layer is assumed 
to belong to the Early Upper Paleolithic (EUP) age. Because these two cultural layers (Fig.10) were contained in 
alluvial deposition, cultural remains are not assumed to be remained their original distribution. However, they were 
discovered in undisturbed layers and stratigraphic context was orderly. The lower cultural layer is assumed to be the 
contemporary assemblage of the EUP period. In the EUP period of the western part of the Central Asia, it is assumed 
that the Kulbulakian which is characterized by the bladelet industry was dominated (Kolobova et al. 2014). The lower 
cultural layer of this site is assumed to be the precious sample of the Kulbulakian industry in Kazakhstan territory. The 
lower cultural layer of Biryokbastau Bulak-1 site will be very important to assess the structure of lithic industries of the 
EUP period of the western part of the Central Asia.

Keywords: Kazakhstan, Excavation, Stratigraphic deposition, the Early Upper Paleolithic Age, Carinated cores for bladelets
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