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日中の最高気温が 2°C,夜半の最低気温が―

1°C,積雪約 5 cm・
0・ 。これが 9月 6日 の天候でし

た。もっともこれは当地でも記録的な出来事 との

話です。

まず通常の如 く,当地の一般的に紹介から入る

ことにします。私は現在カナダアルバータ州カル

ガリー市 (Calgary)に おります。カナダの西の玄

関バンクーバから約 1時間20分でロッキー山脈

を越え,平原の中にある街カルガリー市に到着し

ます。高度約1000m,市 中をロッキー山脈に端を

発つするボー (Bow)サ ||と エルボー (Elbow)|||

がほぼ東西に,後で南北に方向を変えて流れてい

ます。街は全体 としてなだらかな起伏を持ってお

り,平原の街らしく道路は基本的に碁盤の目状に

走っています。街は東西が約25km,南北が30km程

質ですが,free way(無料の高速道路)を 120km/

hで走ると20分足ずで通 り抜けてしまいます。人

口|ま 60万 人を少し越えたところですが,移民の流

フ、のために急激な勢いで人口増加が続いています。

先日も娘の小学校への入学などの手続きで,カ ナ

ダ移民局へ出かけますと,そ こで様々な手続きを

待つ人々の顔は,誠に様々です。最も我々になじ

みの深いのはやはリアジア人種です。 とくに中国

系の人達で,多 くは香港から来ているようです。

そして市中のいたる所に中華 0洋折衷のレス トラ

ンがあり,彼等 (い わゆる華僑)の生活力の旺盛

さには目を見張るものがあります。もっともわが

家も彼等の恩恵に浴しているところが多々あり,

例えば豆腐をはじめ, もやし 0厚あげ・ うどん 。

ごまなどは彼等の経営する商店で購入している次
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第です。また,様々な国からのヨーロッパ人種―

もっともヨーロッパでもいわゆる南方系 (イ タリ

ア・スペイン・ギリシャなど)と 北方系 (イ ギリ

ス・ フランス・ ドイツ・北欧など)の人達 とでは

日本人 と中国人の顔付が異なるように,区別でき

るそうですが一 も見られます。カロえてアフリカ人

種一 これらの人達は現在アフリカから渡って来た

のではないようです。そんなことですから,多 く

の人達の集まる場所では英語 。仏語 0中 国語はも

ちろんのこと, ヒンドゥー語やアラビア語 0ス ペ

イン語に加えてわが子供らの発する日本語が入り

乱れており,ま さに人種のるつぼといったところ

です。最近ではベ トナム難民も数多 く流入してお

り,彼 らに対する英語教育と就職 とが大きな社会

問題 となりつつあるようです。

さて,日 本においてこの街カルガリーは次の 2

つの点で注目されつつあります。一つは1988年に

ここで冬季オリンピックが開催されること。その

ためのメイン会場は市の中心部にほぼ完成してお

り,ま た市の北西端ではスキー会場が整備されつ

つあります。果してこの地に日の丸を見ることが

できるでしょうか ?他の一つはカナディアンロッ

キーに数多 くある国立公園のなかで,最 も有名な

バンフ国立公園やジャスパー国立公園への中継地

として知られていることです。これらの地を訪れ

る観光客は,バ ンクーバーから空路カルガリー市

に入 り,そ こからバスなどで約 1時間40分でバン

フ (Banff)へ,さ らに約 1時間でレイク・ルイー

ズ (Lake Louise)へ と出かけることになります。

最もこの地は単に空路の中継地 として利用されて
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いる事が多 く,従ってカルガリーそのものは余 り

日本に知られていることはないと思います。

このような観光地域はその中継地 として知られ

る以外に,カ ルガリーは地質学的にもっと注目さ

れるべき街です。それは単にロッキー山脈の東端

にあるということではなく,ほぼアルバータ州全

域にわたって石油 0天然ガス 0タ ールサンド (tar

sands)が産することです。これらは,ほぼこの州

全体に広がる海成白亜系から産しています。その

ために数多 くの石油会社がこの街に進出して来て

おり,そのために街全体が非常に活気に満ちてい

る事です。またカルガリーから東方約 150kmに あ

るドラムヘラー (Drumheller)付 近からは大型の

恐竜 勁 πθπゎsαπttSの ほぼ完全な骨格が発見さ

れ,そ れ を基 に Drumheller and District

第 1図  カナダ地質構造区分図

Museumが建設されています。またこのような地

質環境を反映してか,カ ルガリー動物園には pre―

historical areaが 設けられ,そ こにはコンクリー

ト製実物大の恐竜・翼竜など,中生代の大型爬虫

類が展示されています。それも単に恐竜そのもの

だけを示すのではなく,それらを産した地形 0地

層をコンクリー トで復元し,単なる見せ物的に終

ることなく,で きるだけ科学的な知識 も得ること

ができるような酉己慮がなされていることに,大い

に興味をそそられました。

このようにカルガリーは石油と恐竜 という過去

の遺産を基に将来に向って発展を続けている街 と

いうことができます。この次にはこれらの地質環

境を中心にして紹介したいと思います。
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カルガ リー動物園のPre‐ historical

areaか らみたカルガ リー市の中心

部。園内の地層はコンクリー トで

復元 してあ り,そ の所々にコンク

リー ト製の恐竜が置かれている。

後方の高い建物は大手石油会社の

ビルやカルガ リータワーなどであ

る。

2.Pre‐ hlstorlal areaに おかれたコ

ンクリー ト製恐竜 (ハ /berrOsaυ rυs

=GOrps∂ υrυs)。 体色 も復元され

ているのは興味深い。側で茂つて

いる樹木は本物で,こ れは恐竜時

代のものではない。

3。 動物園内にあるコンクリー ト製

草 食 性 恐 竜 (Dゎ /ο σοcυ s)。 Pre‐

historical area以 外 に も園 内の所

どころにこのような恐竜模型が置

かれている。

-19-




