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外 報 告

1 。 は じあわに

前報で紹介したように,カ ナダにおける有名な

化石群の一つとしてカンブリア紀のバーヂェス頁

岩化石群があります。この化石群は地史学・古生

物学あるいは進化学の教科書ならば必ず何らかの

形で触れられ,議論の対象となっています。

3年前から長崎大学の教養課程のゼミナールと

して「生命の歴史」を取 り上げた時にも,チ ュー

ターの発表の中に必ずこのバーヂェス頁岩化石群

が含まれていました。また, 2年前にカルガリー

大学で開催された第 6回国際花粉学会に参加した

時の帰路に立ち寄つたブリティッシュコロンビア

大学地質博物館でも,バーヂェス頁岩層から産し

た化石を見る機会がありました。しかし,昨年カ

ナ ダ 地 質 調 査 所 の 報 告 書 (MoRRIS and
WHITTINGTON,1985)と して 出版 され た 本 に

もないように,その公表が差し控えられているの

か,バーヂェス頁岩層の露頭を示した地図に行き

あたることはありませんでした。そんな事で,昨

年カルガリーに来た時にも,世界的に有名な化石

群を含んだ地層が,カ ルガリーの近 くのカナディ

アンロッキーにあると知 りつつも,そ こを訪れる

ことをあきらめていました。 ところが,ご く最近

バ…デェス頁岩動物化石群を訪ねて
カルガ リー紀行 一 その 3-
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Field Trip to the Burgess Shale Fossil Bed

in the Canadian iRokies

A Travel Sketch in Calgary 一Part IⅡ―

になって(1986年 9月 6日 ),そ の地に行 く機会を

得ました。バーヂェス頁岩化石群の意義は他書 (例

え|ゴ Ⅳ10RRIS(ed。 )1982;lⅦoRRIS and lVHITTIN‐

GTON,1985)を見ていただくこととし, この拙文

ではその日の私の行動と印象について触れたいと

思います。

2。 その 日まで

カナダには石油地質 に関係す る人々の学会

一―Canadian Society of Petroleum Geologists

(CeS.PoG.)があります。それは専門的ないくつか

の部会 (Division),例 えばコンピューター部会や

石炭地質部会を含んでおり,その中の一つに古生

物部会があります。CoS.P.G。 は毎月 1回 その月の

活動予定などを掲載 したニュースレターは
Reser‐

voir"を 発行しており,Buiak Davis研究所にも

それが送られて来ます。Reservoir 9月 号を見て

いると,古生物部会の活動として 9月 6日 (土曜

日)に ヨーホー国立公園 (Yoho National Park)

のバーヂェス頁岩を訪ねる巡検が予定されている

とありました。早速に古生物部会の幹事である

Amoco Canadaの Tim MARCHANT氏 にこの巡

検に参加したい旨を連絡 したところ,希望者が多

*現在c/o Bujak Davies Group.1-2835 19th street,N.Eo Calgary,Alberta,Canada。
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第 1図 位置図,カ ルガリーからバンフ・ レイク・ルイズを経てエメラル ド・ レイクに至

るルー トを示す。斜線部は第 2図の範囲を示す。

く,あ るいは C.S.P.G.の 会員を優先することにな

るかもしれないとの事で,会員でない筆者が参加

できるかどうかは不明となりました。さらにバー

ヂェス頁岩の露頭に立ち入るのには,カ ナダ国立

公園管理事務所の特別の許可が必要で,恐 らくは

個人的にそこを訪ねるのは不可能であろうとの事

でした。学会が主催する行事に会員が優先される

のは当然の事 とはいえ,何 としてもこの機会に

バーヂェス頁岩層を訪れたという気持はつのるば

かりでした。さらに 9月 に入ると,カ ナディアン

ロッキーでは急速に秋が深まり,それにつれて天

候 も不順な日が多 くなるという事 も心配の種の一

つでした。結局,巡検の前日になって参加できる

事が確実になったものの,その日は霜注意報が発

令され,ロ ッキー山脈地域は寒 くなるとの予報が

あり,巡検が開催されるか否かは天候次第という

事になりました。

3.巡検の 当 日

午前 5時30分起床。アルバータ州では夏時間を

採用しているため日の出までは 1時間以上もあり

ます。食事の後外に出るとやはり霜が降りており,

車のフロントグラスにも霜が付いています。今

シーズン始めての霜です。ヘッドライトを点灯し

て集合場所であるカナダ地質調査所・石油地質

学・堆積学研究所の駐車場へと急ぐ。ここで友人

の Tom CoLLINS氏 と落ち合い,巡検に参加する

ことをMARCHANT氏 と確認した後,個々男J々 に

目的地であるエメラル ド・ レイク (Emerald
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バーヂェス頁岩動物化石群を訪ねて

第 2図  エメラル ド・ レイク及びワプタ山周辺の地質図 (Hallady and Mathewson(ed)。
1971の一部を引用 )。

略記号は以下の通 り。

デタ巣:F薄鮮‖IG∝

kF∝m轟ms

一 一 一 一 ― 一 ― 一
C aw: Waterfowl and Arctomys Formations

C ep: Pika and Eldon Formations

中部カン ‐C cl: Chancenor FOrIYlation

ブ リア系 ―・―:Stephan Formation
C Inc: Cathedral and Mto Whyte Formations

右上のスケールは 2 kmを 示す。

Lake)の駐車場へと向います。 トランス0カ ナダ  見ながらBanff,Lake Louiseを すぎ,Kicking
l号線の北方を流れるボー川に沿って川霧が立ち  Horse Passに さしかかります。この峠はここを

昇り,高所からみると一条の雲が蛇行しているよ  境にアルバータ州側の川はハドソン湾を経て大西

うです。日の出とともに,行く手右側にカナナス  洋に,ブリティッシュ・ コロンビア州側の川は太

キス (Kananaskis)の山々が淡いピンクに染った  平洋へと流れるいわゆる continental devideと

姿を現わし,さ らにその奥にロッキーの山々が  なっています。さらに走ること20分ほどで,目的

連っています。これまで何回もお目にかかったこ  地であるエメラルド・レイクの駐車場に到着しま

とのある山々,The Three Sisters,Mto Rundle,  す。カルガリーを出てから約 2時間のドライブで

Mta Cascade,Mt.Sulpher,Mt.Castleな どを  す。車を降りると初霜の日であるだけにさすがに寒
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く,セーターを着込んで他の人達の到着を待ちまし
4。 バ ーデ ェス頁岩化石群 との出会 い

た。参加者全員がそろったのは9時30分をすぎた頃

でした。ここで本日の案内役であるカナダヨーホーr  腰をかがめ,転石の表面を注意深く観察し始め

国立公園管理事務所の係員と落ち合い,ハ イキング  て 1分 とたたない間に,非常に保存の良い腕足貝

コースの説明を受けた後,参加者全員の自己紹介と  類の化石を発見することができました。頁岩はほ

なりました。日本からの参加者は筆者だけでした。 ぼ0.5～ l cm前後の厚さで剥理しており,ス レー

コースははじめエメラルド・ レイクを左に見て  卜状になっています。新鮮な面は灰黒色で,風化

歩き,つ いでバーヂェス山 (Mt.Burgess)の 北  が進んだ所では灰褐色から褐色になっています。

麓を東に進み,バーヂェス峠を経えフィールド山  化石は祭J理面に沿って産出し,貝殻などの硬質部

(Mt.Field)と ワプタ山 (Mto Wapta)の間  は溶脱しているようですが,こ れまでよくいわれ

にあるバーデェス頁岩層の露出地に到着するとい  てきたように,生物体の細部まで保存されている

うバーヂェス峠ルートです。            ようです。一つ一つの転石を胸をときめかせなが

10時 きつかりに出発する。小ぎれいなシャレ  ら注意深く観察すると,ほ とんどの転石の表面に

(chalet)の 間を縫って小道が続くが,陽が当らな  は何らかの化石が認められます。三葉虫・海綿 0

いのでとにかく寒い。時おり木々の間からエメラ  笠形をした単綱類 0介形虫類(?),な どとともに

ル ド色の湖 と,急 峻なマイケル峰 (Mickael  海藻といわれる植物片も散見できます。この時時

Peak)が姿を見せます。やがて急傾斜の登り道と  刻は 1時30分を過ぎており,バーヂェス頁岩の転

なる。私を除いて参加者はすべてカナダ人である  石の上に腰を降し,眼下にエメラルド0レ イクを

ので,歩幅が極めて広い彼等の間にはさまれた私  眼前にエメラルド峰 (Emerald Peak)を 見なが

はとにかく彼等にテンポを合すのが大事です。こ  ら昼食となりました。昼食をはさんで約 2時間

こに来るまでこのような事態になるとは考えもし  バーヂェス頁岩層の露頭に滞在しました。ここで

ませんでした。懸命に歩くこと1時間余りでやっ  はハンマーを使って化石を採集することは禁じら

と少し平坦な尾根に出ます。この問, トウヒ類を  れているので, もっぱら転石中の化石を観察する

主体とし,ヒ ノキ類やネズ類を混え,ツ ツジ類の灌  ことになります。バーデェス頁岩層の露頭は高さ

本を擁する典型的な針葉樹林が続きます。所々に  約 5m,幅約15mです。森林限界を超えており,

ほぼ直線的に幅広く木々がなぎ倒され,日 のさし  かつ急斜面に位置しているので露出地以外は岩屑

ているところがありますが, これは積雪時に起っ  で覆われています。この露頭はWallcott Quarry

た雪崩の痕です。このような所は,ア ネモネ 0ク   (ウ ォルコット石切場)と も呼ばれています。と

ロッカスなどを主にした草木類の生育地となって  いうのも,現在までバーヂェス頁岩動物化石群の

います。さらに30分ほどでバーヂェス峠に達しま  産地はこの Wallcott Quarry以 外にトランスカ

す。ここからはエメラルド・レイクを眼下に,氷  ナダハイウェーをはさんで約 5 km東 方の,ス テ

河 をいただ くプレシデ ン ト山系 (President  ファン山 (Mte Stephen)に も知られているから

Range)を正面に臨めます。左手前方には目的と  です。また,こ の露頭には削岩機を用いた跡があ

するバーヂェス頁岩の露頭が認められるとのこと  ります。これは1966年にカナダ地質調査所がカナ

ですが遠すぎてその位置は定かではありません。  ダ国立公園局の許可の下に,バーヂェス頁岩動物

これ以後の小道は等高線とほぼ並行するため平坦  化石群の調査を再開した時の名残りです。この調

になり,ま た森林限界を超えるので視界が開け,  査の成果が,昨年カナダ地質調査所から発行され

快適なハイキングとなります。やがて頁岩の転石  た
はFossils of the Burgess Shale一 A National

が目に着いてきます。おそらく1909年の初秋に  Tresure in Yoho National Park,British

WALCOTTが この道を通りかかった時も,こ のよ  COlumbia"の タイトルをもつ報告書です。この調

うな状態であったのだろうか,な どと思いつつ,  査をきつかけにしてバーヂェス頁岩の層位,構造

斜面に散らばる転石の間を登って行きました。   及び堆積環境が解明されるとともに,WALLCOTT
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の発見につけ加わる様々な動物化石が得られてい

ます。

この間バーヂェス頁岩層の層位 と構造について

Roya1 0ntario Museumの McIREATH博士が,

またバーヂェス頁岩動物化石群 についてカルガ

リー大学の HOLMES博士が説明されています。そ

れによると,バーヂェス頁岩層を含むステファン

累層 (Stephen Formation)一頁岩を主とし石灰

岩の薄層をはさむ―とカセ ドラル累層 (Cathe‐

dral Formation)一 苦灰岩や石灰岩の厚層からな

る一は指交関係にあり,前者は basin facies(上 ヒ

較的深い泥質の堆積環境)を ,後 者 は platform

shelf facies(高 エネルギーの上ヒ較的浅い堆積環境

あるいは生物礁)を示す。そしてステファン累層

中のバーヂェス頁岩層はこの 2つ の異なった堆積

環境 の間 に形成 されているカセ ドラル斜面

(Cathedral Escarpment)の 直下に位置すると

いうことです。その深度は約160mで ぁったと予

想されています。バーヂェス頁岩動物化石群の一

部はこのような泥質堆積物上,あ るいは中にいた

動物が埋没し,他の一部は platform shelfに 生活

していた動物が高密度 の泥雲流 (Submarine

cloud of mud)に よって比較的短距離を運搬され

た後,埋積された。そしておそらく海藻類 も plat―

form shelf上 に生育していたものが,同じように

運搬されたものとみられています。

バーヂェス頁岩層及び動物化石群に関する解説

を,現場で聞 くことができるとはつい最近まで予

想もしなかった事でした。

5。 バ ーデ ェス頁岩層 を後 に して

この日の巡検はバーヂェス頁岩層の露頭で解散

となり,こ の後来た道一バーヂェス峠ルー トーを

引き返すこともよし,ま たワプタ山の西麓をまわ

り,ヨ ーホ峠 (Yoho Pass)を 経えエメラル ド 0

レイクに戻る一ネイチャールー ト(Nature Route)

一もよいということになりました。友人の CoL‐

LINS氏 と相談した結果「地質屋の習いとして同じ

道をなるべ く避けるべし」ということで,来た道

の 2倍程の距離があるがネイチャールー トでエメ

ラル ド・レイクに戻る事にします。このルー トは比

バーヂェス頁岩動物化石群を訪ねて

較的緩かに下るので,周囲の景色を楽しみながら

歩 くことができます。ワプタ山の西麓からまた森

林が分布しはじめます。その主体はやはリトウヒ

類ですが,F~F々 にマツ類が混じるかわりにヒノキ

類がみられません。これはバーヂェス峠ルー トの

森林組成 と若干異なっています。おそらく斜面に

はワプタ山からの崩壊物が発達して土壌が浅いの

と,南西斜面になるため乾燥が一層進んでいるた

めだろう,な どと考えながら下 ります。ヨーホー

峠までのこのルー トからは,エ メラル ド氷河を抱

えたプレシデント山系を正面に見ることができま

す。この氷河はhanging valleyに 残っている氷河

の一つで,氷河時代の主体 となった氷河,す なわ

ちヨーホー峠からエメラルド・ レイクを通 リエメ

ラルド川を経てヨーホー川に達する主氷河の一支

脈だと考えられます。それも現在さらに後退しつ

つあるのか,氷河の両側には典型的な側堆石を残

しています。そして融氷水が一筋の白く細い糸と

なって音 もなく落ちているのを眺めることができ

ます。ヨーホー峠の少し手前で左に折れ,エ メラ

ル ド氷河の下を通る所では, トウヒ類などの針葉

樹の間にポプラ類が混在しています。さらに下る

こと20分ほどで道は平坦面にさしかかります。典

プレシデント山系とエメラル ド氷

河。後退しつつあるエメラル ド氷

河には典型的な側堆石が残されて

いる。Walcott Quarryか ら北西方

を臨む。
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型的な扇状地です。エメラルド0レ イクは氷跡湖

ですが,地形図からみると形成直後はおそらく現

在の 2倍から3倍の広さを占め,北方に延びてい

たと考えられます。しかし氷河の後退につれ,融

氷水が増大し,それがモンーンを運搬して徐々に

扇状地を拡大するとともに,逆に湖水域を縮小さ

せていったと推察されます。エメラルド0レ イク

の西岸を通り,元の駐車場に到着した時は午後 6

時を少し過ぎていました。それでもまだ陽は高く,

日没までには2時間弱の時間が残されていました。

ここでエメラルド・レイクに映るプレシデント山

系の写真を撮り,さ らにバーヂェス頁岩動物群を

温存しているワプタ山を再度仰ぎ見て本国の行程

を確認した後,名残りを惜しみつつエメラルド0

レイクを去りました。

6。 おわ りに

エメラルド・レイクはカナディアンロッキーの

中でレイク・ルイズと共に有名な湖の一つで,観
光客がよく訪れる所です。その湖を擁する山々の

一つに世界的に有名なバーヂェス頁岩動物化石群

が残されている事に大きな驚きを覚えました。ま

た当日は霜が降り,小道の所々には大きな霜柱が

できる程に寒かったが,一日を通して空には雲が

見られず,ま たとないハイキング日和でした。そ

んな中で,カ ナディアンロッキーの山々と氷河と

樹海と湖を楽しみつつ,ま たカロうるにバーヂェス

頁岩動物群に巡り会えた事に深い満足感を覚えま

した。自然への親しみと畏怖の念,及びそれから

発するのであろう自然史への興味と好奇心は,あ

るいはこのような環境から生れ出るものであるの

でしょうか。この一年間余り,私の周囲にいたカ

ナダの人々は,カ ナディアンロッキーをはじめダ

イノザウルスやアンモナイトに興味を示し,それ

がもとで話が進んだ事も少なからずあった事を思

い起しています。

おわりに, この千戴一偶の誠に感動的な巡検ヘ

の参加を許 していただいた C.S.P.G.古生物部会

の Tim MARCHANT氏 ,及び種々の資料を提供し

ていただいた Tom CoLLINS氏 に心からお礼申

し上げます。
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①エメラルド峰,プレシデント山系とエメラルド・レイク。バーヂェス峠付近より北西方

を臨む。

②ワプタ山。バーヂェス頁岩層の露頭はワプタ山の右手にある。バーヂェス峠付近より北

方を臨む。

図 版 Ⅵ
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松 岡 数 充 :バーデェス頁岩動物化石群を訪ねて

①バーヂェス頁岩層の露出地(wal∞tt Quarry)。 ネ

イチャールートから見上げる。

④転石中に見られる樹技状海綿化石(yaJxた sp.)。

図 版 Ⅶ

②バーデェス頁岩層の露頭。成層

した黒色頁岩で構成される。人物

は丁om CoLLINS氏 。

③カナダ地質調査隊が残した削岩

機の跡。この時の調査結果が MoR‐

RIS and WHITLINGTON(1985)に よ っ て

報告されている。

⑤転石中に見られる軟体動物の笠型をした単綱類

化石(Scere//a sp.)。
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