
資 料

鐸8王．s韓　s蓉i、黎3黒　（雛7一葺。）

璽シベ“ヤ翼新世の代褒的氷河罵辺の纏物について憾

L，v．　G《》鷲1）鷺v縫

鷹、爆井　襲騰　　　訳

　第四紀轍地表を覆均）ていた種々の樹処疑郵姦殿史篭ゴ研究す鷲躍二さいして，閥承期の植！l麟裟なl！、

まで調〆くら叡プこ氷葬ご、期硲准酬勿ら亙りも1　 一一暗鱒注1 1零勲る盛〉のでこ1る暴これ’ 洋隷iな潮；i究紅』よれ

ば，東シベリ榴菰灘灘植物曽著し興味顧．漁、漸縦提供鑓）、、

　櫨物と薫候iむ｝、）変化1こ関す恐闘題4．糊　　よ計．〆〉の氷河」、＞，麟期的蕎．過歓したがつてす寧奮め盛’れ

鴎　脇　皐　鶯〕その変化に結び・けて研兜審れた“東ツベ妻ヤ続お1、／藤、．！ギ植物4資料ン＝t従来全

く知られてなかつたが，とにかく東シベiノ梱【かな1犀数、地黛、控状図がξき　い誉）に露潔
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第薫，表 東シベリヤ¢畷新麹こ麟捲氷溝調遡の植物の型態
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であると、轡、われるし，・とくに乾燥した環境と関係が凌〉る，、、ヒヵゲノカヅラ類熱属を強レ・ろいろ

の植物偽騨館ピゴ麟）では，ゐ鐸⑳麟欝繍燐欝疹購し，乙舞曙鵜纏翻yL，む3擁即L．が
ある、，

　ごく最近ではこの櫨物は熟バ亨無イ、スク，やアリピイスク釧．L爵鞭，，）麓紅みひれ愚。化イ、紛状

態となつている特殊な胞子の標本か与撫定でき）ことはぐイリャンスグ期にはヒ欝ゲノヵヅラ

類は大分鷹い分布をもつていたといらことである，1二爵ゲノヵヅ・ラ類には　3綴曜麟惑」編羅臨一

蜜辮擢翻（L）L王蕪ン笹一湿地生植物，ε潜鐙鰐瀬卿擁鑛くL，〉S撒、1鵜と3．勧欺麟叙KA、雛，麟

Rl弄PR、．一撫藍擁庶一無ア群署客と毒じ．＞て凌凋b薄｝菰〉。

　・ノンドラ薙霞の薮舞覧そ《ジ、）ものは椎燐勿の自鰻良‘玉（麟治ら研隔発さ弓舞、たも5ノであ嶺、、嵩キ・チン（1獲瀧鷺童u

餅．A．）によれ，試灘礁炎／轡はハミ群川　（アンガラ“繋溺麟の灘ぎ嬉壕奨 1翫の』下蒲繕i渥責自／鰺鷺1こ1撫養三覧／，　こ．の

幸尼1擬懸蓬1冥沿イヒ1鷹名1汰穫1ヨ殴、ンメく型（ノ．）印藩慰こよ蛤ンてご／　鐙滋れぜこ、，それぶ藩憲多くのッンrドラ重鐙／糠1彰グで，

そ））ち准くのようなものン那あ鷺き，3鐸騨謬ゆ翻欝ぜ滞、ギ惑夏髪【、鷺灘・，Pθ妙ぶ《燈欝騨欝鋤ゼ爵構愛擁欝Lき，轟ぜゼー

躍躍累響鋸騨　鞍）．讐c燦麗乳〆欝捻譲慕鷺駄（む£諸騰言砂ε郷辮），£轍ピ細鱗爵鐸轟藤舞鴇蔀L，覧お慰轟縮鑛瀦鰯L・

　ズイ1ノヤン、スク氷河期の植物分布のなかで／，柔，雛翼相はほかの含1丈湾の第薫掘と全く似』ξいゐ

　（第工表参照）、全体としては寒冷で比較的1．つた気候と特微づ1ナている。　ズィ▽ヤンスタ期

では森林のない景観が考えられ、，さらにそれが広く拡がっていたと推、察港れる．－蔭1ザバイヵル

　（チ慧ヤ盆地）だけが白樺や松の麟1林が残つた地1．疑鉱て考えられた。氷澗が最も大ぎく拡が

　）た初期㌶は森林の変化がお凱り氷渥輝辺の植物にレ、tその組成に変化があらわれ愚。ヴンドラ

型の森林のない景観は蔽粗悪なステップ辮型に翻燈

　第豆絹では植物の発膜段階がみられ，好湿性であつた櫨物が締沙」好乾性植物がふえ甑

広い範臨紅灘薫ギ糠琴、）草類をまじえた食凧草一蕩ズ講灘ギ…や規め氷のと1…場轡には雑奪勲）

大群が生膏する。石鈴多い区域や岩贋のとこ搭ふ以麟の通り菰ヒプllゲノ｝毒ヅラ類が生育し、第1蚕1

相1こおけるようにあらわれる、鷺舟ギ類蝕著しく嫉が軌轟齢癖駕撫ε瀞翻ゴ羅（数蝋，鰍）慧い

鰍斜一一壌燥地適応‘，植物一が生ずる．植物の組成からみて第蕪湘、1の糞気候は寒冷であり乾燥して

いたことが議嚢明され燈。

　　ズイ》ヤンスク氷河期が経．過するにづれて，気候の変化の中続乾燥かあゼ践・は灘潤グ度感播こ

おいてか象：二よ二）た増加のあ燈こ蒸こがわズリ，ラプ爆キン（駕費賦嫌黙」・）鐵摯薫○きは地質診

的資料とt／て，芝番羅の氷期である第1雲1相◎半分に対比する地層には解凍泥流の構造が瀧慕塁粛

れるこ～溢論述し，鶴時，、曝氷期の第瓢鱒の斡分に相当す嶺地履では裂隣の構造があることを述

べ，氷に“いての解説ではこれらの仮像という表現を使噂ている。

　　第慧相は前氷期植物群の発展轍っづくズイ！爵ヤンスク凍結期で誤鄭蕎記み獄」泓達はぞl！を

東シベ㌧1ヤの幣方で決定Uたが，さ絃）に中央x北方地域において麟濃跳；した．しかいll渚の地

域は明邸、二認めgれるけれども後の地域でを賦獣夢／瞭でない、、全域では好乾燥櫨1鋤第葺糊の

半氷期の植物とし／い増加するという共通の傾向が注礒叡ド曜〉，ビルヤ、盆地．践地点では・第蕊

相1驚生の麟樺を含むツ￥ドラ型氷河／l！難辺の景観が多毒　｝た．第蔑相　植物はそも鴛）地方独特の

藤寒冷ステツプ鱒型の特鷺鷺思わせた．

麟
，

遍レ篇

蜘』羅窯，ヂ

擁、．誹ン／

雛暮一（達、婁3）



輩懲　婆髪　謬遡　譲i｝費　甥　鵡乏　　（1窮　！7寒蕎　　欝ぎ　3　一響 ）

　その麹、の氷、期　ぴ外マ絆ヅ．スクや虜ゾヅスク）轍吟いて．樽、櫨物ぴ「）発逮によ鷲配yで、窮～達は編τi、1を決

定した．最餐舵餅な起）は東シベリヤ薦方彊．地層綜驚完全な1蛾断懸騰雛董遷糠、たご二

蔦そめ，地質柱状濠東シベ…ノヤ南方とは蹴榔1，酷のぎ憂ゐ浜る窃

　サルタンツ・クとい醒浸1後の氷河螂二つ這ぐ1＼聯鯖鷺、柔◇越癒かつた1，、、，避．れ，繊．1．鞭ではみ

られない、この期隷ぴよ，イルかムク澗，フ▽ガラ河，イィ河，超んノガ濁，靴慧ヤ河な麟、二

段、疑が形成され廃、1蕊の段艶は沖積i、臨髄）時代の鷺参成であ≧1羅いわれてい恐、前述の氷澗期と

i溺1拠、」諮として｛、，こ二3）植物の櫨生ξ憶きめら敷．鵡こい、．

　サル汐yスク氷麺j！の環境は湿地帯であつたこ、駈がか蹴／）はデ1〉き参し℃お箏，いろいろの地域

を瓢疑嘘薫篶物麟繍姓が（撃泌濠．）れで．〈る悌遷、糞参照〉．、び）特殊な地繊⊇曜職ザバイカル・

、盆．臨と一舞ヤ盆地、瓢あつノ、二』れらの地方で1、琢河燭辺（ノ）半砂1難抑景観が薫〉讐，植盤，翼貧弱

で筆撰 寧落擁躍躍を雪三とし，，アカザやニガ禰一馳鴇・・ら凝：．）ている、、！l鯖㌔花粉図表でみれば

薫婁メ魂鞍齋繍の花粉1ぽ2奪％瓢達し、．，その績1か垂一碁種以、．．／、二のものが決篤豊された。，現在で1強、蕊メ魂磁『愛聯

鯉碗禰メ欝櫨描践騰威の蕊．種が報告されてい《、　ア1．リザの種類で韓こ、鑑，讃融搬押罵翻認畷L）翫ト

董顎凱撫櫛撫欝隊謬翻礁駁L．）（短、，M顛繋鐙1）種が決定され，1二れらからで｝ま凍結状態と秒

質び．嘩原（ステツプ）が！l翻疑し、、ご考、え細h、≧1ナ．堆積騨梱漁磯動とし／噴1沙ないけれど篤1勃

ケンノカツψラ毒翼（孟》観《）論嚢据霧露鐸轟～メ琢穿鍵拶薦）槽）ぶ鍵」捻ぶゾ㌶謬潔欝8藏愛婁蔀黛嘉鑓窪裁欝蓼捻謹）葺餐弩書・力窪銃施▽、ださ浄も舜こ，、

　氷河周辺の蘇寒＞令な、ステツプ灘乏景観瀞は，サ・．ル．掌ンス．ク期轍韓1パイカル灘κ羅〕の東麟熱に沿つ

亀て「撹冥まりう　遂と響主ゆう薩払縛紅ソylこ1違くび）でゲ，　一㌣クッゴク〔暮〕（ノ）黄題蓼ぎ声薮雛蕊璽藪ζ吻〆＼と嚢藝懸罎して鮎、る、，

　植物組成の・要素紅お1、・てツンド響型かあξひ．・は．ステッヅ璽かどち1｝》か豫唱箕優勢な氷測駕辺景観

が氷河時代／罐響シベ！声ヤ£4，おやソ連の欧チi枢1域壌擁こ広ぐぴ＼端澱ヒ．）ていた、、、

　植物の発／熱こ誘」1三露騰類似性1’⊇爲部禰頴）氷鱒∫鰯璃の経過轍ll）らわれる饗認）で1艶轡，東シベリ

ヤで懲’また灘貯方ヂニ）領嬉鷺こ．拾いても5毅らオもる、鋒むシゐべ！声ヤトの撫麟勿穏虹わ噸綾か・ながら遷鵡寝殊難三が書忍めら

れ，気候の影響を一一一層強◇纏ゴ！『ていることは，明らかに内陸に氷河の優勢癒環境であつたこと

1こズ試ぞ）．、
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