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1。 ウルル国立公園

ウルル国立公園 Uluru National Parkは ,

オース トラリア中央部の北部を占めるノーザン

・テリトリー州 Northern Territoryの 南西部

にある。この公園は,赤土よりなる広大な砂漠

の中に,エ アーズ・ ロック Ayers Rockと マ

ウント・オルガ Mt.01gas(オルガ岩群 The

Olgas)と よばれる大きな露岩の岩体が突出す

るという,特殊景観をもつことで有名である。

原住民のアボリジエ人は,エアーズ 。ロックを

Uluru,マ ウント・オルガを Kata Tjutaと

よんでおり, この地域は何世紀にもわたって,

彼らの「聖地」となっているのである。エアー

ズ・ ロックの地図にも,Aboriginal Sacred

Site(Closed to Public)と 記入された部分が

あり,一般人の立入り禁止の指定地域が見受け

られる。「ネ申聖にして,冒 すべからず」という

警告である。

エアーズ・ ロックは,1827年 に,探検家のアー

ネス ト・ ジャイルス Ernest Gilesに よって,

西洋人として初めて発見された。この地域は,

1985年 10月 にオース トラリア連邦政府からアボ

リジエに返還され,現在はオース トラリア最初

のアボリジニ所有の国立公園として,オース ト

ラリア国立公園と自然動植物管理局が管理 して

いる。

ウルル国立公園は,地 質学者がアマデウ

ス盆地 Amadeus Basin(こ の中に Lake

Amadeusの 大塩湖がある)と よぶ地域の南縁

に近い平原にあり,面積は1,325k`を 占めてい

る。見渡す限り平坦な砂漠であり,海抜高度は

およそ520mで ある。

エアーズ 。ロックは,東経 131° 05′ E,南
緯25° 20′ Sに位置する。山頂の標高は,地図

上では863mであるが,ガイ ドブックなどでは

平原からの高さをとって348。 7mと 記載されて

いる。マウント・オルガは,東経 130° 45′ E,

南緯25° 20′ Sに位置する。両者はほぼ同緯度

にあり,東西におよそ30km離 れている。

ウルル国立公園内には,観光施設は全くない。

エアーズ 0ロ ックの北方10kmの公園外に,1984

年に完成 したユララ・ リゾー トYulara Re―

sortが あり, ビジター・センターをはじめ,

ホテル, レス トラン,ス ポーツ施設などが整っ

ており, 1日 5,000人の観光客の受け入れが可

能である。空港は 5 km離れた所にある。国立公

園・ リゾー ト0空港が占める地域の外側は,す
べて Aboriginal Landと よばれ, この地域に

入るのには特別な許可が必要とされている。

2。 マウント・ オルガ

5月 22日 (土 )

オース トラリア北東岸のケアンズを,ア ン

セット・オース トラリア航空A N 481便で11:

30に 飛び立ち,オース トラリア中央部のエアー

ズ・ロックに向った。西に進むにつれて,地表

の植生が乏 しくなり,やがて荒涼たる砂漠が果

てしなく続 くようになる。

機内サービスが一段落した後,ス チュワーデ

スが操縦席の ドアを開けて,前に行って見ない

かと勧めてくれる。近 くにいた 2, 3人 と早速

席を立って中に入ると, 2人の操縦士が笑顔で
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迎えてくれる。「日本から来た ge01ogistで す。

この大陸的景観は素晴らしいですね」というと,

「そうだろう」とうなずく。コックピットの前

方には,地平線まで広がる赤茶けた台地が開け

ており,大陸のど真ん中に身を置いている感動

が湧き上がってくる。アリス 0ス プリングス空

港で小休止した後,再 び飛び上がり,眼下に真っ

白いアマデウス塩湖が見える頃,機首を下げ始

め,14:30に エアーズ・ロック空港に着陸した。

空港の外に出て,す ぐに待機 していた AAT
Kings'社の観光バス67号車に乗り込む。ガイ

ドはなかなか流暢な日本語を話すマイケル君と

いう若者で,熊本市の九州学園に留学したこと

があるという。彼のフルネームを尋ねたら,私
の野帳に Michel Seeligaと サインし,志利賀

マイケルと日本語でも書いてくれた。

バスは,灌木が点在する広大な砂漠の中の一

本道を走 り,15:20に Ayers Rock Visiter

Centerに寄る。玄関前の階段を上って振 り返

ると,遠 くには深いスープ皿を伏せたようなエ

アーズ・ロックの姿がかすんで眺められた。セ

ンター内には,ウ ルル国立公園の自然 (地質・

動植物)や民族資料などが展示されている。こ

こで, Uluru National Park(1/100,000)

や,Northern Territory(1/2,500,000)の

地図を入手することができた。

15:50,セ ンターを出発 し,真西に向けてし

ばらく走って,マ ウント・オルガ(オ ルガ岩群)

に近づく。ここは,エ アーズ 0ロ ックの西32km

の位置にあり,36の 坊主頭の赤い岩体が連なる。

アボリジニによってよばれる Kata Tjutaと は,

「沢山の頭」という意味である。岩群の中での

最高峰が Mt.01gaであり,海抜高度は1,066

mであるが,麓からは約460mの 高さをもつ。

全景がよく眺められる所でバスを降りて,初
めてオース トラリア大陸の砂漠の上にじかに立

つ。地面は赤い砂地であるが,広葉樹の灌木が

転々と生えている。20年 ほど前に,カ リフォル

ニア州南端,メ キシヨとの国境地帯の Organ

Pipe Cactus国 定公園で見たサボテンが群生
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ウルル国立公園 ―マウン ト・オルガとエアーズ・ ロックー
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図 2 エアーズ 。ロック

する砂漠とは,かなり異なった景観をもつ。足

元の粗粒な砂は,赤鉄鉱 Fe203の色調をもち,

これが堆積岩となれば,陸成層の赤色砂岩とな

るのに違いない。

オルガ峡谷 Olga Gorgeに 入る散策路を歩

く。風食でよく円磨された岩壁には,緩 く傾斜

した層理が現れている。転石を見ると,玄武岩

らしい硬い黒色の岩石の大きな円礫をもつ礫石

であり,僅かであるが花商岩礫も含まれている。

小 1時間がすぎて,再びバスに戻り,夕方の

砂漠を東に向って走り,エ アーズ 0ロ ックの「日

没展望場」Sunset viewing Areaに 着 く。夕

暮れの空は雲で覆われ,太陽は隠れていたが,

雲の切れ目から一条の光線がこばれた瞬間に,

日の前のエアーズ・ロックの山肌が真っ赤に染

まった。正に撓倖 (思いがけないしあわせ)の

一瞬であった。再び暗褐色に戻ったエアーズ 0

ロックを後にして,一路アウトバック・パオニ

ア・ホテルに向った。曇天で,今夜は初めての

南十字星の観望は望めそうもない。

3.エアーズ・ ロックに登る

5月 23日 (日 )

早朝 5時半にモーニング・ コールがある。山

歩きの服装に着替えていると,ボーイが白い布

袋に入った朝食を配達にくる。布袋には 2本の

ひもが付けてあり,サ ブリュックにもなる。

Good idea l

6時半,昨日と同じ観光バスに乗り込む。外

はまだ夜明け前で,真っ暗である。ガイ ドは昨

日から同乗 してくれているマイケル君である。

ウルル国立公園の入口を通過する時には,昨

日も,マ ウント0オ ルガに向かう途中でしたよ

うに,各人が手にした Park Use Ticket(入

園券)をゲー トの番人にヒラヒラと振って見せ

ると,窓越 しにOKのゼスチュアを見せる。入

園券は一人 8ドルで,有効期間は 5日 である。

チケットの裏の注意書きの中には,「 あなたの

ごみは,公園を去る時に連れ出して下さい」と

ある。

南下 して,エアーズ 0ロ ックに近づき,南側
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を迂回する。山麓の岩壁には,侵食されて様々

なかたちの窪みが薄明りの中に見られる。原住

民のアボリジエ人の伝説によれば,喧嘩して槍

で突いて生 じたものだと,マイケル君は説明す

る。北東側にまわり,駐車場に着 くと,すでに

かなり多 くのバスや乗用車が集まっている。車

から降りたった人々は,前面にエアーズ 。ロッ

クの姿が見られる場所に張られたロープにそっ

て,一列に並んで日の出を待つ。

07:20,あ たりがパッと明るくなり,エ アー

ズ・ ロックが真っ赤に染まった。日の出の瞬間

である。ものの 5分間もしないうちに赤みは失

せ,茶褐色の本来の山肌の色彩に変ってしまっ

た。ぶ、と,皆既日食の復円の瞬間にあらわれる

ダイヤモンドリングを連想する。固唾をのんで

見つめていた大勢の人々も,その瞬間が終って,

あたりが明るくなると我に返り,三二五五,車

に戻って行った。10分 ほどバスは走り,西側の

登山口の駐車場に着 く。すでに,登山者が急な

斜面を一列になって山頂に向かっている。その

様子はまるで蟻の行列である。

登山口には,案内所や売店は勿論, トイレも

ない。バスの中で用を足していった方がよいと,

ガイ ドから注意を受ける。また,頂上まで草木

は 1本 もなく, 日差 しも強くなるので,飲料水

の携帯は不可欠であり,めいめいにミネラルウ

オーターのボ トルを 1本づつ持参する。

7時半すぎから,お よそ350mの 登山を開始

する。登り始めがもっとも急斜面で,お よそ35°

の最大傾斜にそってくさりが張っているので,

その助けを借りながら高度を上げて行く。くさ

りの高さが膝から腰あたりまでで,背の高い人

には気の毒である。山肌には,被覆土は全 くな

く,粗粒なアルコース砂岩が,風食によって磨

耗された状態で露出しているので,足元は頗る

よく,滑ることもない。

山稜の肩部にたどり着くあたりに,大きくえ

ぐれて深い谷とならた所があり,下手から激し

い風が吹き上げてくる。このあたりから,全体

的に傾斜は緩やかになるが,砂岩の直立層の走

向にそって,鞍部と溝部とが交互に発達するの

で,小起伏が多 くなる。岩盤の表面に白いペン

キを塗ってあるので,その トレイルにしたがっ

て,すでに沢山の人が群がっている山頂をめざ

して足早に進む。

登り始めてから小 1時間程で,最高点にたど

りつく。すでに,30人位が集まっており,頂上

に設置された方位盤を囲んで記念撮影をしたり,

眺望を楽しんだりしている。日本人は,我々の

グループ以外には殆どいない。

エアーズ 。ロックは,「 オース トラリアのヘ

そ」ともいわれ,ま た広大な砂漠に突出した「世

界最大の一枚岩」ともいわれる。その「出べそ」

の頂から360度 に展開する地平線は,さ すが大

陸ならではの広大な景観である。真西の30km先

には,地平線の単調さを破るよに,昨日訪ねた

マウント・オルガがかすんで見える。

ェアーズ・ ロックの山頂の位置は,南緯25°

20′ ,東経131° 05′ である。東経131° の子午

線は, 日本では北九州市門司区付近を通過する

ので, この地点のはるか真北の北半球には,九

州があると思うと,感慨深いものがある。

山頂付近の所々の窪みに水が溜まっており,

砂漠地帯の現象としてはちょっと不思議な感 じ

を抱 く。しかし,学会事務局が用意してくれた

ガイ ドブックによれば,こ の地域は準乾燥気候

に属 し,年間降雨量が250mmは あると書かれて

あり,納得がいった。その上,頂上にいる間に,

霧状のわずかな小雨があり,珍 しい砂漠の雨を

体験することができた。

灼熱の夏には,気温は40～ 50° にも上昇し,

また,冬の夜には氷点下を記録することもある

という。エアーズ・ ロックの露岩は,こ の著 し

い気温の差によって,表面では激しく膨張収縮

を繰り返すに違いない。藤本治義著の新地質学

汎論 (地人書館)の ,「地殻の変化/外因的作

用/温度の変化」の中で, この岩石表面の膨張

収縮によって生 じる鱗脱 (exfOliation)(註 :

鱗剥ともいう)と いう現象が,砂漠や高山地方

で見 られると述べ られている (藤本,1959)。

ェアーズ・ロックの露岩には,表面に平行する

亀裂が著 しく発達 して景Jげかかった状態が見ら

れ,鱗脱現象を認めることができた。

およそ 2時間の往復で登山を終えた後は,登
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鎌田泰彦 :ウ ルル国立公園 一マウント・オルガとエアーズ 。ロックー

1。 エアーズロック・ビジターセンター内の

マウン トオルガ (礫岩)と エアーズロック

(ア ルコース砂岩)の生成過程の説明図

図版  Ⅱ

2.マ ウン トオルガの全景と,赤色の砂よリ

なる砂漠の景観

6.日 の出の瞬間に真っ赤に染まるエアーズ

ロックの山肌

5.風食痕と考えられるエアーズロックの山

腹に刻まれた多数の窪み

3.マ ウン トオルガの近景 4。 マウン トオルガのカンプリア紀の円礫岩
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鎌田泰彦 :ウ ルル国立公園 ―マウン オルガとエアーズ・ロックー 図版 Ⅲ

8。 登 り始めの急斜面には,固定されたくさ

りが設置されている。

10。 山頂の最高点と水を湛えた窪み,岩盤に

は剥離現象が見られる。

9.登山者の安全のために,岩盤の表面には

白線が引かれている。左端が最高点。

11.エ アーズロック山麓の駐車場 (特別な施

設は全 くない)は るか遠 くの地平線上にマ

ウントオルガが突出する (左手 )。

7。 エアーズロックの登山口

12。 エアーズロック山麓のウェープケーブ
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ウルル国立公園 一マウント
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図 3 岩 石表面 の熱 の影響

(■):温度均一な状態, (3):熱せられ膨臓した状態.

(CD:冷却して収縮した状態。

山口付近のいくつかの洞窟を,マイケル君の丁

寧な説明を聞きながら見物する。アボリジニ人

の先祖が岩壁に自線で描いた壁画もある。ウェ

イブ・ケーブは,高波の先端が前面にまくれ落

ちる感じがする洞窟であり,天丼に一列の石灰

石脈が走り,鍾乳石も下がっている。

4。 エアーズ・ ロック・ リゾー ト

10:20,バ スは出発 し,再びエアーズ 0ロ ッ

ク・ リゾー トに戻り,昨晩泊まったホテルのレ

ス トランで昼食をとる。淡水魚のクリーム煮が

非常に美味しかった。

食後,出発までの時間をホテルのプールサイ

ドですごす。そこで話題になったのは,こ のリ

ゾー トで使用 している電気や水道のことである。

電気は自家発電,ま た水道は井戸水だろうが,

オルガとエアーズ・ロックー

塩分があるので脱塩をしているだろう, という

ことになった。後で,ウ ルル国立公園の資料を

見たら,次のような説明があった。

エアーズ 。ロックとマウント・オルガの間の

谷は,およそ100mの 厚さの砂層で埋められ,

この堆積物にはアマデウス湖にしみ出る水を貯

えている。また, リゾー トには,砂層に掘削し

た井戸から水を供給しているが,少 し塩分を含

み,使用前に脱塩 している。地下水位は,マ ウ

ント・オルガ付近で25mであるが,空港付近で

浅くなり12mで ある。

ウルル国立公園の10万分の 1の地図には, リ

ゾー ト (地図では Yulara Tourist Village)

の北サ||に Power Stationと あるが,こ れが発電

所だと思 う。また,西側には Sewage Treat―

ment Plantが あり,下水汚物処理場が,砂漠

のど真ん中でも完備 していることが窺われる。

11:55,ホテルを出発 し,エアーズ・ ロック

空港に向う。

12:40発のA N43便でアリス・スプリングス

ヘ飛び,次いで乗り継ぎのA N480便でケアン

ズに向った。   _
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