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１．本研究の成果概要
本研究における最大の達成目標としていた中央アジア西部における初期後期旧石器時代（IUP

期）の石器群の解明については、カザフスタン及びタジキスタンにおける2017年から2019年ま
での3年間の野外調査により概略を把握することが出来た。これは自然科学的方法による年代測
定分析研究との協働の成果である。中央アジア西部のIUP石器群は、アルタイ山麓とくらべて大
型石刃生産技術にルヴァロワ技法の影響が少ない点や尖頭器の形態組成に違いがあるなど、部
分的には地域的な特徴を示す。しかし大型石刃生産、小石刃生産、尖頭器生産という3セットを
基本とする石器群であり、アルタイIUPと共通する石器組成と技術組成を示すことが判明した。
そしてそのインダストリーは中期旧石器時代のオビ・ラフマティアンから連続的に成立したと
考えられるため、アルタイIUPの起源として中央アジア西部における中期旧石器時代のオビ・ラ
フマティアンを想定することができる。さらに中央アジア西部と東部、および北アジアのIUP期
の石器群をユーラシアIUP石器群と概括し、その展開をユーラシア東部に追跡した。その結果、
2020年の日本列島中央部における野外調査により、ユーラシアIUP石器群の系譜が列島の後期
旧石器時代初頭に到来した証拠とみられる石器群を新たに把握することが出来た。これは、ユー
ラシアIUP石器群の荷担者とみられる現生人類によるユーラシア北回りの拡散が、日本列島に及
んでいた可能性を示唆するものである。

２．ユーラシアIUP石器群の特徴
アルタイ山麓を中心にした中央アジア東部から北アジアにいたる初期後期旧石器時代（IUP）

の石器群は、石器組成とその製作技術に高い斉一性が指摘されている（Zwyns�2012）。一方で同
様の石器群がウズベキスタンのオビ・ラフマート洞窟（Сулейманов�1972）で確認されており、
その石器組成は下層から上層までよく類似する（Krivoshapkin�and�Brantingham�2004）。中央
アジア西部でオビ・ラフマティアン（Кривошапкин�2012）と呼ばれるこのインダストリーにつ
いては、すべて中期前半に帰属するとする見解が示される一方で（Asmerom�et�al.�2018）、再発
掘調査の結果IUP期にまで継続するなど（Krivoshapkin�2020）、近年位置づけが流動化している。
このため、中央アジア西部における確実なIUP石器群を把握するために、タジキスタン南部

のザラフシャン山脈南麓に立地するフッジ遺跡の本格的な発掘調査を2019年10月〜11月に
実施した（図1）。その石器組成は、10㎝前後の大型石刃を主体とし（図2）、三角形剥片による
未調整の尖頭器が伴い（図3）、小石刃（幅1㎝前後）も出土した。約4,000点の石器が地表下6.5
〜3.5mの3mの間で検出され、第1〜第4文化層の4枚の文化層が識別された。地床炉から採
取した木炭試料の放射性炭素年代測定の結果、第1文化層で42,135-41,255cal�BP（36,880yr�
BP；NUTA2-27621）、第3文化層で43,024-42,438cal�BP（39,220yr�BP;�NUTA2-27379）と
47,329-45,577cal�BP（43,240yr�BP；NUTA2-27623）の年代値が得られている（較正値は
IntCal20による誤差2σ）。年代値は層序堆積と整合している。
2019年の発掘調査によって得られたフッジ遺跡の新たな年代値からみて、おそらくIUP期の
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図1 タジキスタン南部シャハリナフ郡フッジ遺跡の2019年発掘調査（第3文化層検出状態、北東から。）

図2 フッジ遺跡2019年発掘調査出土石刃
（スケール10㎝） 図3 フッジ遺跡2019年発掘調査出土尖頭器

（スケール10㎝）

単純石器群を把握し得たものと評価される。第3文化層の47–45�ka�cal�BPが中央アジア西部に
おけるIUP期の初源に近い年代を示し、以後43–42�ka�cal�BPと42–41�ka�cal�BPはこの地域に
おけるIUP期石器群の継続性を示しているであろう。すでに報告したように石器組成と技術組成
においては第1〜第3文化層においては大きな変化は認められなかった。
石器製作技術をみると、大型石刃はルヴァロワ並行剥離による平面的な石核消費に加えて、半

円周（亜プリズム）型、小口面型など立体的な石核消費が目立つ。尖頭器は、典型的なルヴァロワ
型尖頭器も少数組成するが、多くは求心剥離石核から剥離された斜軸剥片を素材とするものと、
幅広の尖頭形石刃を素材とするものが主体的にみられ、長さが6〜7㎝前後で未調整である点に
斉一性がみられる。小石刃核としては、末端が肥厚した大型石刃や縦長剥片を素材としたいわゆ
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る彫器状石核（burin-core）が特徴的であった。二次加工石器の詳細は現在調査中である。
以上からオビ・ラフマート洞窟の年代の如何にかかわらず、オビ・ラフマティアンが中央ア

ジア西部のIUP期にまで継続することは、タジキスタンのフッジ遺跡の発掘調査により確認し得
たといえよう。天山－パミール地域を中心とする中央アジア西部には、アルタイIUPと石器組成
及び石器製作技術が共通する石器群がアルタイ地域より年代的に先行するとともに、それと同
時期にも展開していた。このため、アルタイIUPに加えてむしろ核心である中央アジア西部にお
けるIUP石器群をあわせて一体として捉えてユーラシアIUP石器群と呼称する。
さてアルタイIUPは、ルヴァロワ技法による石刃生産技術が特徴とされるが、それは中期旧石

器時代にルヴァロワ－ムスティエ文化が発達したアルタイ北麓ならではの特徴である。より広
域に見渡すと実態はそれに限定されず、ルヴァロワ技法によらない平面剥離型や、小口面型、各
種の立体剥離型など多様な石刃生産技術が同居する。中央アジア西部のうちフッジ遺跡やジャ
ル・クタン遺跡などIUP期に帰属するとみられる石器群には（国武編2020）、天山―パミール地
域における中期旧石器時代の非ルヴァロワ－ムスティエ文化伝統を背景にして、立体剥離型に
よる亜プリズム型、大型分割礫片を素材とする小口面型、そして中期旧石器的な平面剥離型のい
ずれもが認められる。タジキスタン南部のザラフシャン山脈南麓は、筆者らによる集中的な資料
調査により、MIS ７から続く石刃を特徴とするオビ・ラフマティアンが普遍的にみられること
が判明しているが、ラノフによる編年においてはその最終末段階がフッジ遺跡と推定されてい
た（国武2019）。この推定は、筆者による2019年の発掘調査によって、放射性炭素年代値からみ
て裏付けられたといえる。そしてアルタイIUP石器群においてもルヴァロワ型石刃生産技術に限
定されず、多様な技術が同時に発揮されている。このため、ユーラシアIUP石器群の大型石刃生
産技術は、立体型、平面型、小口面型の3様相の共存を特徴する点が重視されるべきであろう。加
えて尖頭器の形態組成においても、ルヴァロワ型尖頭器、未加工の斜軸剥片（つまり斜軸尖頭器）、
斜軸剥片に二次加工を施したムスティエ型尖頭器、寸詰まりの尖頭形石刃の4種が概ね共通して
みられるが、このうちいずれかが卓越するかによって、石器群間の違いが際立つ。もっとも尖頭
形石刃と尖頭器の違いは定義上の長さの違いでしかないため、実態としては同一視されている
（Krivoshapkin,�Brantingham�ibid.）。ここで重視したいのは尖頭器の形態組成の違いの根底に
は、ルヴァロワ技法がどの程度その技術的な基盤を構成するかにより起因するとみられ、石刃の
形態と同様に中央アジア西部における中期旧石器時代のルヴァロワ技法の比率の低さと関係し
ているとみられる。すでにラノフがフッジ遺跡の組成の評価において指摘しているように、中央
アジア各地における中期旧石器時代終末段階の技術様相のバラエティーが表出しているとみて
よいだろう（Ранох и др. 2003）。

３．ユーラシアIUP石器群の列島到来説とそれへの反対説
ところで日本列島の石刃の起源については、列島の後期旧石器時代初頭の石刃石器群の類例

が必ずしも多くないことあり、未だ定まった理解がなされていない。列島の後期旧石器時代最初
期に小型剥片石器群が先行して、やや遅れて関東地方を中心に石刃石器群が現れる現象の解釈
について、石刃の大陸伝播説をとるか列島自生説をとるかは、日本旧石器研究における長年の課
題であった（芹沢1982）。その後、現生人類の渡海技術を前提にしたMIS3における列島への現生
人類の拡散を踏まえることで、石刃石器群の大陸伝播説（加藤1988）は一般的な理解となる（海
部2005;�佐藤2017a）。ただし具体的にユーラシア大陸のいかなる文化段階のものが流入したの
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かまでは議論の対象とならなかった。しかしながらおそらくアルタイIUP（佐藤2017b）の概要
が整理されて（Zwyns�2012）、ユーラシア旧石器研究が日本旧石器研究に参照され始めたこと
が切っ掛けとなったのであろうか。列島における石刃石器群の起源を具体的にユーラシアIUP石
器群に見定めた見解が2015年3月に2件同時に発表された。ともに列島最古の石刃石器群である
長野県佐久市八風山Ⅱ遺跡（須藤編1999）の起源についての議論である。
ひとつは「尖頭石刃や小口面タイプの石刃核を含む」点に着目し、ユーラシア中央部を東西に

横断して分布するIUP石器群であるエミランに関連させた（長沼2015）。40�ka�cal�BP前後の年
代とあわせて、石器が似すぎており「他人の空似」と決めつける根拠もないとする（長沼�前掲）。
この視点は継承されて（仲田2019）、東アジアへの現生人類到来に伴う石刃石器群の系譜が、各
地の在地の石器群との関係性から明確化される（仲田2020）。
もう一方はやや視点が異なり、小口面剥離によるY字稜をもつ石刃生産技術が、打面の90度転

回に特徴づけられる半転型の石核消費でもあるとして、立体的な石核消費を特徴とする後期旧
石器的な石刃生産技術とは一線を画した石核消費と評価する見解である（田村2015）。つまり石
核消費が中期から後期への移行期的であるという評価だが、この見解では石刃石核消費の特徴
に加えて、量産されたY字稜をもつ基部加工尖頭形石刃石器がルヴァロワ型尖頭器の外形を模倣
した例として、やはりユーラシアIUP期の石刃石器群との関連が示唆されている。そしてやや不
鮮明ではあるが大型石刃を石核素材として小石刃生産が行われた可能性がある彫器状石核の存
在も指摘されている（田村�前掲）。
これらユーラシアIUP石器群からの影響関係を考慮する見解に対して、石刃生産技術にルヴァ

ロワ技法が認められないためユーラシアIUP石器群とは類似しないとして、その影響関係を明確
に否定する見解もある（Morisaki�et�al.�2019）。つまり他人の空似というわけであるが、ユーラ
シアIUP石器群の基本構成と八風山Ⅱ遺跡の資料の実態を踏まえていない表層的な批判に過ぎ
なかったことは3名の連名著者らも認めるところであろう。その結果として列島の石刃石器群の
由来を収斂進化説にもとめる理解に陥ったわけである。
筆者は列島の石刃石器群の起源について長く考えてきたが、八風山Ⅱ遺跡が仮に列島最古の

石刃石器群であったとしても、この遺跡の場の性格上、最古の石刃生産技術のすべてが表現され
ていると評価するのは難しいと考えている。なぜならば幅約7mの痩せ尾根上において、基盤の
崖錐性堆積物に含まれる黒色安山岩を抜き取り、小口面型石核消費により基部加工尖頭形石刃
石器の量産に専従した地点である。特定の目的のための作業地点で、同時期のすべての石刃生産
技術が発揮されたとは考え難い。例えば1点のみ含まれる打面の細部調整が顕著な和田峠産黒曜
石製の石刃など、この地点には見えていない異なる石刃生産技術が存在したことは明らかであ
る。そのため八風山Ⅱ遺跡の石刃生産技術が小口面型の単相であることから、ユーラシアIUP石
器群の大型石刃生産技術のバラエティーが認められないとして、その関係を否定してしまうこ
とは難しいと考えた。そして既に指摘されているユーラシアIUP石器群との類似点も、要素とし
ては部分的に認められるのも確かである。
そこで、同じ八風山の山中にある香坂山遺跡に着目した。この遺跡は上信越自動車道八風山

第2トンネルの立坑地上施設の建設にともない1996年に長野県により発見されて、1997年に長
野県埋蔵文化財センターにより発掘調査されていた（谷編2001）。八風山Ⅱ遺跡よりも80m標
高が高い1,140mの周囲から屹立した幅広い平坦な尾根に立地する（図4）。黒色安山岩の散布域
からは南東に約600m外れている。1997年長野県調査では施設建設範囲において地表下5.5mと
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いう深さでAT下位から中型剥片石器を主体とする4ブロックが検出され、そこから約40m離れ
た斜面下方に設定された幅2mの確認トレンチからは、地表下2.7ｍの同じくAT下位から長さ14
㎝と11㎝で幅が3㎝以上の大型石刃2点と長さ12㎝の大型石刃が剥離された石刃核1点が出土し
ていた。石刃の形態は長方形で先細りしない。石刃核は亜プリズム型で小口面型ではない。さら
に、IUP期のレヴァントから北アジアにまで分布する横断面取石核（truncated-faceted�pieces）
の範疇で理解できる小石刃核も同じトレンチから出土していた。年代は36〜35ka�cal�BPとさ
れ八風山Ⅱ遺跡と同時期の石刃石器群の存在が、香坂山Ⅰb石器文化と名付けられて報告された
（谷編�前掲）。確認トレンチの範囲は、記録保存の対象とならずその存在が確認された石刃石器
群の包含層は現状保存された。このため片鱗のみで確証がもてないものの、香坂山遺跡の確認ト
レンチ周辺には八風山Ⅱ遺跡とは異なる技術と石器組成をもつ石刃石器群が展開し、列島の石
刃の起源を示唆する未知の情報が埋没していると直感した。

４．香坂山遺跡の学術調査
そこで列島最古の石刃石器群を求めて2020年8月から9月に、1997年長野県調査で石刃が出土

した確認トレンチ周辺の国有林と高速道路施設地において、学術目的の発掘調査を実施した。7
か所のトレンチ合計約135㎡を3次にわけて発掘したところ、遺跡が立地する幅約40mの尾根の
うち、中心軸から南半に石器包含層が広がることが確認できた。水洗選別試料を含めて800点以
上の石器が1997年長野県調査と同一とみられる層準から出土した。
2020年学術調査地点では地表下約2mまで浅間山に由来する軽石層が重層し、その下で30〜

50㎝の斜面崩落土層が堆積し、それにパックされるかたちで3万年前の姶良Tn火山灰層が純層
で堆積していた。そして石器は、その約40〜50㎝下位を中心に出土した（図5）。石器包含層は層
厚が約40㎝の軟質な暗色帯であり、その中位から下位にかけて石器が包含されていた。この暗
色帯の上部には白色と赤色の径2mm程度の小さなパミスが包含されており、これが八風山Ⅱ遺

図4 長野県佐久市香坂山遺跡遠景（円筒形建物の位置が1997年長野県調査の位置、2020年学術調査地は
そこから写真上で1㎝左下、奥は浅間山、大場正善撮影、南から。）
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図5 香坂山遺跡2020年発掘調査（石器出土状況、壁の白色層がATの純層、右下に石刃がまとまり左半に
尖頭形剥片がまとまる、西から。）

跡で確認された八ヶ岳第4軽石（34�ka�cal�BP）となるのかどうか分析中である。石器製作地点
は1次調査区で1か所、2次と3次調査区でそれぞれ2か所ずつ検出された。その内容は、8月調査
の第1次調査区で小石刃生産地点、第2次調査区で尖頭形剥片の生産地点、そして9月調査の第3
次調査区で大型石刃生産地点と小石刃生産地点、および尖頭形剥片の生産地点を検出した（国武
2020a〜c）。
石器は、長さ10㎝以上幅3㎝以上の大型石刃、幅1㎝前後の小石刃、そして尖頭形剥片が出土し

た（図6）。尖頭形剥片は長さ5㎝以上の斜軸剥片であり、定義的な斜軸尖頭器ともいえる。それぞ
れの石器が剥離された石核も出土したため製作技術も判明した。大型石刃は、60度程度の小さい
打角をもつ平面剥離型の両設打面の石刃核から剥離されていた。小石刃は末端が肥厚した大型
石刃や厚手の縦長剥片を石核素材として剥離され、彫器状石核が残される。尖頭形剥片は求心剥
離石核から規格的に剥離されていた。
大型石刃生産についていえば、1997年長野県調査で立体剥離型の亜プリズム型石刃核が出土

しており、それとは異なる技術と判明した。さらに、石核は残されていなかったが、石刃の側面
に石核側面が取り込まれた例からみて、小口面型による石刃生産の存在も想定された。このため、
大型石刃生産技術は、中期旧石器的な平面剥離型（2020年学術調査）と後期旧石器的な立体剥離
型（1997年長野県調査）、中間的な小口面型（2020年学術調査、ただし石核なし）の3種の存在が
確認できた。この石刃生産技術のバラエティーはユーラシアIUP石器群と共通すると評価するこ
とができるであろう。
また、小石刃生産の石核素材となった大型石刃や厚手の縦長剥片は、大型石刃の剥離過程で生

産され、小石刃核として適した素材が選別されており、まさにアルタイIUPにおいてモードBが
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モードAに取り込まれている状況を確認することができた（Zwyns�ibid.）。そして小石刃生産に
よる大型石刃素材の彫器状石核は、ユーラシアIUP石器群の示準石器とされている。年代は現在
のところ較正年代の中央値の平均が36.8�ka�cal�BPとなることから、列島最古の石刃石器群と判
明した。

５．ユーラシアIUP石器群の列島到来の可能性
さて、大型石刃、小石刃、定義的な斜軸尖頭器の3セットに特徴づけられる香坂山遺跡の石刃

石器群の由来はどのように考えられるであろうか。石器組成と技術組成が2章にみたようにユー
ラシアIUP石器群と共通することから、何らかの影響を考慮せざるを得ない。かつて加藤晋平は
武蔵野台地Ⅹ層の石刃出土遺跡を大陸の例と比較する中で、水溝洞、トルバガ、ワルワリナ山に
共通して伴っている「長三角形剥片を利用した尖頭器」、「両設打面の扁平石刃核」、「円盤形石核」
が立川ローム層第Ⅰ期の石刃出土遺跡には伴なっていない点を相違点として指摘している（加
藤1986）。列島最古の石刃石器群である香坂山遺跡においては、まさに上の3点が大型石刃に伴
なって出土した点において、大陸の初期の石刃石器群との共通性をあらためて指摘できる。いい
かえればこれらによって、香坂山遺跡の石刃石器群は大陸の初期の石刃石器群に起源が求めら
れると理解することができる。
そして年代からみてユーラシアIUP石器群そのものというよりも、その系譜をひくEUP石器群

を東アジアに想定して、それが36.8�ka�cal�BPまでに列島に流入したと考えることができるだろ

図6 香坂山遺跡2020年出土石器（上段が尖頭形剥片、下段左から石斧、大型石刃3点、彫器状石核、小石刃。
大木文彦氏撮影。）
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う。調査は継続中であることから未だ確定はできないものの、細部にわたる共通性から、現時点
では移住を伴う伝播を想定することが自然と考えている。東アジアのユーラシアIUP石器群の確
実な例は、中国寧夏回族自治区の水溝洞遺跡が挙げられ、41�ka�cal�BPの年代が示されている。
韓国の42〜40ka�cal�BPとされる石刃石器群もその影響下にあったのであろうか。韓国の初期
の石刃石器群については、ユーラシアIUP石器群にみられる中期旧石器的な様相、すなわち平面
剥離型の大型石刃生産技術や中期旧石器的な尖頭器生産などが確認できるかどうかが今後の焦
点となるであろう。
日本列島内部に目を向けると、香坂山遺跡以降は、八風山Ⅱ遺跡や武蔵台遺跡Ⅹb層など基部

加工尖頭形石刃石器を主たる石器とする石器群が1.5ka�cal�BP程度の年代差で後続する。この
ため、香坂山遺跡で確認されたユーラシアIUP石器群の系譜は列島内において途中で途絶するこ
となく、その後の石刃石器群の起源となったと評価できる。そして、八風山Ⅱ遺跡に年代が0.5�
kaとわずかであるが先行することも、香坂山遺跡は36〜35�ka�cal�BP以降に関東・中部地方で
一般化する小口面型石刃生産による基部加工尖頭形石刃石器に特殊化する以前の石刃石器群と
理解できる。このように、ユーラシアIUP石器群の系譜が現生人類の後期拡散の流れにより、列
島にまで到達しており、その最初期の足跡が香坂山遺跡に表れている可能性を指摘できる。ただ
しそれを証明するためには、大型石刃や尖頭器、小石刃など両者に共通する石器の詳細な技術上
の比較検討が必要であり、それは別稿で試みたい。

６．なぜ八風山だったのか？
それでは、ユーラシアIUP石器群の系譜が、なぜ八風山という日本列島中央部の山中に孤立的

に残されたのかという疑問が生じるであろう。しかしこれについては、ユーラシア中央部におけ
るIUP期の遺跡立地を参照するとそれほど特異にもみえない。それらの遺跡は、フリントや黒曜
石と比べるとやや粗粒な石質である堆積岩や火成岩が、大型角礫の形状で産出する石材産地の
近傍に立地する。そして標高1,000〜1,300m程度の比較的標高の高い山中に遺跡が立地する傾
向がある。この立地傾向は香坂山遺跡にもそのまま当てはまる点が興味深い。ユーラシアIUP石
器群の遺跡が共通してこのような立地となる背景については現在のところ以下の3点を想定し
ている。①まずやや粗粒の大型角礫は、その石材利用可能性としておそらく大型石刃の生産に適
していた。②そして大型石刃生産技術に平面剥離型が採用されているため、中期旧石器的な石器
製作システムが残存していた。このため石材の運用が中期旧石器時代と大きく異なるものでは
なかった可能性もあり、結果として石材産地近傍に拠点をおき継続的に入手する必要があった。
③標高の高さは狩猟対象獣などの生業資源とのかかわりによるものと推定される。
おそらくユーラシアIUP石器群の荷担者たちは、これらの条件が満たされる資源環境に限定的

に適応して遺跡を残していたため、面的な遺跡分布は形成せず、特定地域に偏在しながら広域に
展開していったものと推定される。そのため、仮に朝鮮半島から列島にこの系譜が流入したのだ
としても、九州や近畿地方にこれらの遺跡が見つからず、突如として八風山に出現したように見
える理由も理解できる。そもそもユーラシアIUP石器群は、活動地点を面的に展開することがで
きず、資源環境が同一条件に整う特定地域に偏在して展開し、それをもとめて拡散しており、列
島においては八風山がその条件を満たしていたということであろう。逆に言えば八風山に限ら
ず、上の条件を満たす地域があれば、同様の石器群が残されている可能性もあるだろう。
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７．おわりに
日本列島における石刃石器群の起源という日本旧石器研究の長年の課題に対して、ユーラシ

アIUP石器群の系譜が列島に流入した可能性を香坂山遺跡の石器群に見出すことが出来た。この
仮説の背景には、ユーラシア北回りルートで拡散した現生人類の後期拡散があり、その東アジア
における終着点として、日本列島が位置づけられることになる。日本列島の後期旧石器文化はそ
の開始期から、ユーラシア旧石器文化のダイナミズムに組み込まれていたといっても過言では
ないだろう。日本列島を含む東アジアにおけるユーラシアIUP石器群の事例は、今後少しずつ増
加していくことが予測される。それらにより小稿に示した仮説が検証され、より具体的な歴史像
へと発展させることが望まれる。
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