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海外研修報告

アメリカの国立公園

一グランドサークルを巡る一

はじめに

定年退職後,最初に行ってみたいと思ってい

たグランドキャニオンを巡るッアーに参加した。

いくつかの資料が参考になれば幸いである。

グランドサークルとは

アメリカユタ州南部の湖「レイク・パウエ

ル」を中心とする半径230kmの 地域で 7つ の国

立公園,10を超える国定公園,州立公園が含ま

れる。今回のツアーは 5泊 6日 の「感動のグラ

山 口 修  弘 (大村市武部町 )

ンドサークル」というもので,参加者36名 であっ

た。(図①)

1日 目 5月 11日 (2000年 )

13時 に福岡空港を出発 し関西空港を経由して

約10時間でロサンゼルスに到着。整然 と区画さ

れた町並みと汚れた空気が印象的であった。

再び飛行機で 1時 間後,砂漠の中の都市ラス

ベガスに到着。ピラミッドやスフィンクス等の

異質の建築物が並んでいる。カジノの町らしく

National Park in UoSoA.一 Trip Around The Grand Circle―
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図① グランドサークル地域
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空港にもスロットマシンがあ り,早速挑戦する

人がいた。

ここからバスでユ タ州のセントジョージに移

動する。現地のガイ ドさん (日 本人)が同行す

る。途中は砂漠のような平坦地であるが, とこ

ろどころにある民家は緑に包まれていた。途中

で,時差の修正をした。さすが広いアメリカで

ある。地肌はむき出しで層理面がよく観察でき

る。 (写 1)

2時間30分ほどで最初の宿泊地セントジョー

ジに到着。ユタ州は宗教上の理由によリホテル

や普通のレス トランでのお酒は禁止で,つ らい

人もいたのではないかと思 う。

2日 目 5月 12日

体格が良い女性 ドライバーのバスで 1時 間 ,

最初の訪問地の標高1200mの ザ イオン国立公

園に到着する。ここは中生代ジュラ紀の砂岩 ,

石灰岩,礫岩が厚 く堆積 している。比高1000m

に及ぶ垂直の山体が 日の前に答え立っている姿

に圧倒 される。 (写 2)植物はほとんど生えて

いないので堆積状況がわかる。もし日本が乾燥

地帯で植物が生えてなければ, 日本でも変化に

とんだ地層が見られるのではと思いつつ眺めて

いた。

ビジターセンターで地質ガイ ドブックを購入

する。美 しい写真が豊富な48ペ ージの冊子で,8

ドルは驚 きであった。おまけに日本語訳や ドイ

ツ語訳などが用意されていた。日本の国立公園

にはあるのだろうか気になった。

ガイ ドブック説明文から

Zion is the nlidpoint in a natural systen■ that as―

cends the Glrand Stairway fronl the ancient past in

the depths of Grand Canyon to the near past on the

rim of Bryce Canyon.

Exposed in canted progression, these landfor]mLS

exhibit the cycle of change in which deposition,upぃ

lift,tilting,and erosion play the key roles.

It is thc combination of tilting and differential

erosion that accounts for the curious phenomenon

whereby certain rock formation in this unique land

may appear at elevations noticeably lower than for―

mation much older.

An ovcrland journey of approximately 200 miles

would cover the area in which this geologic story is

revealed一一a story that has taken two billon ycars to

record.

1時 間ほど滞在 し次の地点に移動する。途中

の トンネルでは,換気用に作った穴が数箇所あ

り,そ こから見事な地層を見ることができた。

トンネルは一方通行で,追い抜 き禁止であるが
;

違反車がいたので,我 々の ドライバーが途中の

交番で違反車のナンバーを通報 していた。

職業柄 じっとしておれず,マ イクを握って堆

積岩の出来方について説明をしてしまった。

途中下車 し,「チェッカーボー ド・メサ」 を

観察する。ナバホ砂岩層で層理面 と気温差によ

る伸縮によって生 じた面が交差 している。クロ

スラ ミナが発達 した露頭が非常 に多い。 (写

3, 4)

この地域の層序

ジュラ紀

カーメル層 ザイオンの最上部

厚さ120m 石灰岩,砂岩

海洋性生物化石

テンプルキャップ層

砂岩,泥岩 酸化鉄による

模様 ラミナ 厚 さ80m

ナバホ砂岩層

三畳紀

カエンタ層

乾燥陸成 ザイオンの主体

厚 さ600m l。 8億年 塊状

ラミナ

淡水 砂岩,頁岩 厚さ60m

恐竜足跡化石

モネイブ層 砂岩,頁岩 淡水性生物化石

赤褐色 厚さ160m程度

チンリ層  砂岩,頁岩 火山活動

佳化木化石 淡水成

厚さ30m
モエンコピ層 ザイオンの最 も古い地層 砂岩 ,

山 口 修 弘
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頁岩の薄層,石膏層,厚 さ550

m 海成 2.45億年

ガイ ドブック説明文から

THEよヽ XJO SANDSTONE

Resting upon the Kayenta,the Navtto Sandstone

(White cli∬s)is the mOst visible of Zion's forma―

tions. From it have been carved the temples and

towers,thc cli]:s and canyon walls that inake Zlon

National Park unique among scenic regions。

The Navtto iS essentially a huge mass of remark…

ably homogencous, flnc― grained, friable (easily

crumbled)sandstone, laid down about 170 Hlillion

years ago.

Most of it,and in places a1l of it,is a single mas―

sive,elaborately cross… bedded stratumo ln Zion Na―

tional Park the forination is about l,500 to 2,000

feet thick.

昼食後ブライスキャニオンに到着。ここは古

第 三 紀 の石 灰 岩 質 の砂 岩・泥 岩 の 湖 成 層

で,1000万 年ほど前 に隆起 し,侵食により出来

た無数の土柱 (HoodoOsと い う。)がそびえて

いる。赤みを帯びた岩石で,逆光で見ると美 し

い。

1時間ほど遊歩道を歩 く。遊歩道にはサ ンラ

イズポイント,サ ンセットポイントと名づけら

れた地点があるので,お そらく朝 日や夕 日の時

が美 しいと思われるc(写 5～ 7)

崖には落下注意の立て札がある程度で,柵 は

ご く一部 しかない。崩れ落 ちそ うなところが

あつた。日本では考えられない事だ。谷底を歩

く団体 もあったが,怖い感 じがする。

案内の人から自然保護については絶えず注意

があ り,落ちているマツボックリさえ拾っては

いけないとのことであった。 もちろん自動販売

機はなく,出店 もない。自然のみを十分堪能 し

てほしいということであろう。アメリカの国立

公園は,遊ぶところというより,学習する所 と

いう感 じが した。

夕方 レイク・パウエルに到着。赤茶けた砂岩

層が広がる台地の中に出来た青い湖である。赤

アメリカの国立公園 一グラン ドサークルを巡る―

と青の対比がすばらしい。コロラド川をせき止

めた人造湖で,長 さが300kmに なるという。映

画「猿の惑星」のロケ地だそうである。 (写 8)

ダムの堰堤を見ながら橋を渡 り,ベ イジのホ

テルに到着。夕食のステーキは大きいが硬 く,

サラダは生のブロッコリーや大きめに切った人

参であった。食事後,近 くの商店を散策し50ド

ルで丸まった姿をした三葉虫を購入した。

3日 目 (5月 13日 )

アリゾナ州モニュメントバレーヘ向かう。こ

の地域はナバホ族 (人口約20万 人)の居住地域

で, 自治区である。訪れた所には10組ほどの人

たちが住んでいるということであった。

途中の道路沿いにふくろうに似た岩体が大地

にニョッキリと立っている。高さは50mく らい

(?)か,そ っくりに出来ているc(写 9)

到着後ナバホ族の人が運転する幌と椅子がつ

いた軽 トラックに乗って台地を巡る15ド ルのツ

アーに出発した。赤茶けた砂岩からなるビュー

トが舌L立 している。車は砂塵の中を疾走する。

カメラに砂が入 り, フィルムに傷がついてし

まった。響え立つ岩体はおそらく三畳紀の砂岩

であろう。寝ているスヌーピーの格好をした岩

があった。落石が多いが,柵 などは見当たらな

い。ジョン・ウェインが好んで撮影に使ったと

ころが観光スポットになっている。 (図②の*

印 写10～ 14)

ナバホ族の人達が使っていた住居 (ホ ーガン

という)があり,お ばあさんが羊の毛で糸をつ

むいでいるのを見学した。記念写真を撮影して
,

チップ 1ドルであった。

2時間近くの見学であった。近 くのレス トラ

ンで昼食の後グランドキャニオンヘ向かう。

延々と続 く台地はまさに大陸の中であることを

実感させられる。 2時間45分後キャニオンの入

り日のデザー トビューに到着する。ウオッチタ

ワーという展望台のぼり,一望する。写真で何

度も見た地形が目の前にあり感動する。 (写 15

図③)

はるかに続 く台地,深い谷底を流れるコロラ

ド川,先 カンブリア界,古生界が広がっていた。
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近 くのホテルで夕食後,夕 日を見るためにヤバ

パイ・ポイントに到着。赤 く染まる地層を見な

がら日没を迎える。拍手が起きた。ホテルに戻

り,近 くのImax Theater でキヤニオンの3D
の映画を見る。あたかも実際に飛んでいるよう

な臨場感があった。

4日 目 (5月 14日 )

Three Sisters

5km

図② モニュメントパレー地域

図③ グランドキャニオン全体図

日の出を見るため早起 きをして,マ ザー・ポ

イントヘ移動。少 し雲があって物足 りなかった

が,次第に見えて くるキャニオンが印象的であ

る。ここからブライ ト・エンジェル・ロッジま

で遊歩道に沿って1.5時 間ほどの散策 をする。

道路は舗装 してあるが,崖縁 ぎりぎりのところ

が多い。 しか し柵はない。ここも自己責任が求

められる。二畳紀の石灰岩 (カ イバブ石灰岩 と

Totem Pole
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三地形の関係

グランド・キャニオン

1       2,490m

いう)の上を歩 くことになる。残念ながら化石

を見つける余裕はなかった。最近空気が汚れ
,

見晴らしが悪 くなっているとのことであった。

谷に下 りて対岸までいくツアーもあり日数があ

れば多様な体験が出来るようである。キャニオ

ンの地上観察は,朝夕に限るようである。 (写

16,17)図③

散策の終点のポピハウスで小休止する。ここ

には昭和天皇も宿泊されたという創立95年 のエ

ル・ドバ・ホテルがある。昔の建物で風情があ

り,ゆ ったり出来そうなホテルであった。

ザイオンキャニオン,ブ ライスキャニオン
,

グランドキャニオンを構成する地層は北側に向

けて傾斜 しそれぞれが階段状になっているので
,

Grand Staircase(壮 大な階段)と 表現されてい

る。 (図④ )

グランドキャニオンの最上部層がザイオンの

最下部に,ザ イオンの最上部層がブライスキヤ

ニオンの最下部に来ている。水平距離は約170

kmである。三つの峡谷を見ることによって
,

先カンブリア時代から古第三紀までの地層を目

にすることが出来る。

8時30分にホテルを出発しラスベガスに向か

う。途中 Route66が 出来たときから営業 してい

る店で小休止する。客とユーモアあふれる会話

をしながらアイスクリーム (1ド ル)を 売るお

じさんがいた。

フーバーダムに到着する。コロラド川をせき

止めた湖で Mcad湖 という。 (写18)ラ スベ

アメリカの国立公園 ―グラン ドサークルを巡る一

ザイオン・キャニオン

2,250m

↓

ブライス キャニオン

2,550m

|

k・ .↓

階段状に分布するので,Grand Staircase(壮 大な階段 )と 表現 されている。 ビジターセンター資料より

図④ 三地形の関係

ガスヘの電力供給が主な役 目らしい。周囲はむ

き出しでセメントの吹 きつけもない。赤色の安

山岩の様であった。夕方ラスベガスに到着。夕

食は各自でとのことであったので, ミラージュ

ホテルという有名なホテルでビュッフェ形式の

夕食を取る。18ド ルの元を取るため色々食べて

しまった。華やかな通 りを散策 しホテルに戻 り,

スロットを 1回体験 し,自然が作った作品と人

間が作った作品の両方を観る旅に満足 して就寝

した。

5, 6日 目 (5月 15日 , 16日 )

9時 にラスベガスを出発 しロサンゼルスヘ向

かう。デスバレー南部 らしき砂漠地帯を通過す

る。11時にロサンゼルスを離陸 し,機外は昼 ,

機内は夜の時間で過ごし, 日本時間の15時 に関

空に到着 し,ツ アーは終了 した。

アメリカの国立公園は

①出来るだけ自然の姿を見せる

看板や柵などはほとんど見当たらない。

日本で見られるような出店はない。日本で

の法律はどうなっているのか良くわからな

いが,参考にすべきだと思う。

②学術的な資料の完備

ビジターセンターには一般向けの解説書

が揃っている。単に「きれいだ」というこ

とで終わらせないような体制が出来ている

ようである。

③教育の場として公園の積極的な活用と運営

一-15-―



山 口 修 弘

入園料が必要であるが,それなりの整備

をしてお り,キ ヤンプ地なども設けている。

等に心がけているように思えた。

参考資料

現地で購入 したガイ ドブック

ガイ ドさんの配布資料

ビジターセンター資料

ワイル ドガイ ド・ラスベガス (JTB)

地球の歩 き方 アメリカの国立公園

(ダ イヤモンド)
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山口修弘 :ア メリカの国立公園 一グラン ドサークルを巡る一 図版 V

写 1 セントジョージ近くの露頭 植物は見当たら 写 3 チェッカーボード・メサ 山頂高度は2033m

ない

写 2 ザイオン国立公園 左の山はウェストテンプル (高 さ2380m)

撮影地点との高度さは1100m ナバホ砂岩層 足元はチンリ層

写 4 ラミナが発達 した陸上堆積地層 写 5 土柱 Hoodoosと いうブライスキャニオン近く
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山口修弘 :ア メリカの国立公園 一グラン ドサークルを巡る一

写 6 ブライスキャニオン国立公園 インスピレー

ションポイン トから

図版 Ⅵ

写 7 ブライスキャニオン国立公園 サンセットポ

イン トから 土柱の高さは20mく らい

写 8 レイク・パウエル,レ インボーブリッジ国定
公園 ダムはグレンキャニオンダムという

れ |11‐ |||:|

写 9 ふくろう岩 モニュメン

中で

モニュメントパレー 標高1560m ビジターセンター近くから
左から  Sentinel Mesa West Mitten Butte East Mitten Butte Merrick Butte
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山口修弘 :ア メリカの国立公園 一グラン ドサークルを巡る一

フォード・ポイン トから望む。図②の(*)
前方の台地にヒーローを立たせて,ジ ョン

フォード監督が好んで撮影した

写12 スリーシスターズ 3本の岩柱が3人の修道

女を表す 図②

写15

右側が上流。矢印は不整合面で,上がカンブ

リア系ヮ下部が後期先カンブリア界

写14 トーテムポール 高さ約250m 頂上に自動

車を載せてCMを 撮影したそうだ 図②

写16 ヤキ ポイン トから望む。 夕日に輝く岩の

色が美 しい。矢印は,Ⅵ SHNU TEMPLE

写13 図②の●←一 の位置では,

意書きはない

ウオッチタワーから北西方向を望む
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山口修弘 :ア メリカの国立公園 一グラン ドサークルを巡る一

写17 ヤヴァパイ ポイントからノース
ステレオ写真 見取り図③参照

写18 フーバーダム

堰堤の高さ 221m長さ 380m 1 75km

図版 ⅦI

リムを望む

写19 写17の説明
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