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「足跡」

植草昌実

たいして収 集しようという気もなか ったのに、手元に小さな化 石がゴロゴロ転がるよ
うになっている。

ことのお こりは小学生の頃だろう 。遠足で岐阜県の瑞浪に行 った。中新世の哺乳類、
デスモスチルスの化 石が発掘されたところだ。 当然、目的地は博物館で、 あの面長のカ

バのよ うな巨獣の化石を見たし、 敷地の中で化石掘りもさせ てもらった。小さなかけ ら
ではあったけれど 、木の葉と二枚貝の殻が裏 表になった化石を拾って、 意気揚々と帰っ

たの を覚えている。
子供の頃から、 化石になったのも生きてい るのも、動物はなんでも好 きで、椋鳩十や

戸 川幸夫の本と一緒に、たか しよいちの本も学校の図書 室で借りては読んでいた。 瑞浪
のデスモスチル スについては 、遠足のあと『まぼろしの 怪獣 』で発掘のいきさつを読み 、
先に読んでおけばよかった 、と思ったものだ。

もっとも、そ の後は古生物学者にも化石 採掘者にもならなかった 。宮澤賢治の童話に
出てくる、楢之木学士のよ うになって、化石や鉱物 を採掘して暮らしていられ たらな、
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とは思っても、あれだって 鉱物好きの彼の夢、現実に はとても生計は立てられ まい。

もっとも、 気に入った小さな化石をと きどき買ってはいる。長年 買っていれば数だけ
は増えるが、収集してい るという気もしない。もち ろん、これ欲しいな、と 思うような

化石はある 。だが、そういうのはた いてい、博物館に展示され るようなものだから、自
分で持っていなくても いい。上野の科学博物館に 行けば、バージェス・モン スターも恐

竜も、メ ガテリウムも見られる。そ ういえば、あそこには角の ある怪齧歯類、ケラトガ
ウルスの 全身骨格 もあった（ エピガウル スの名で展 示されてい たような気 がする ）
。そ

れを見 たばかりに「地下洞」とい う掌篇小説を書くにいたっ たのだが、ケラトガウル ス
の化石を売ってい るところには、まだ出くわ してはいない。もし見かけ ても、買える値

段で はないだろうけれど。
個人が小遣いで 買える化石というと、たい したものはないが、おなじ みの三葉虫やア

ン モナイトをはじめ、植物や 小型の魚介類、鮫や恐竜の 歯、化石ではないがマンモ スの
体毛、と並べて 見てみると、けっこう面白 くなってくる。どれもそ うそう安価ではない
が、二百円のガチャポンを 五回十回やっても目当ての ものが出ない、なんてこと を考え

ると、その分 でカンブリア紀やジュラ紀 のかけらが手元に置けると 思えば、安い楽しみ
かもしれない。
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生物そのものでない化石も ある。たとえば糞化石。 化石というには生々しい形 のはお

おむね亀のや つだが、小型の草食恐竜 の丸っこいのもたまに見か ける。草食恐竜といえ
ば、川底の石のように丸 くすべすべした、胃石もよ く売っている。色のきれ いなものを

見つけると 、ちょっと嬉しくなるも のだ。
こういった、いわば駄 物を並べて楽しんでいるの だが、中でも好きなのが 、足跡の化

石。水辺 など、土の軟らかいところ についた足跡が、土が石に なったのでそのまま残っ
た、というやつだ。

初めて 手に入れたのは、もう十何 年か前だろうか、灰褐色の 小さな石板に、たぶん雀
くらいの小鳥の足 跡が、三つくらい残ってい るもの。小鳥の足跡なんて 、あっさり消え

てし まいそうなものが残ってい るのに惹かれて買ったのだ が、行ったり来たりしたら し
いさまを想像して 、なんとも可愛らしく思っ た、というのもある。

そ れを手に入れて以来、足跡 の出物はないか、気をつけ て見ているのだが、あまり 見
かけない。あっ ても高価だから、足跡はや はり残りにくいものなの だろう。
ようやく五、六年前に手に 入れたのが、掌よりも小さ な赤い石板に、小豆くらい の握

りこぶしを押 しつけたような跡が、規則 的に並んでいるもの。始祖 鳥で有名なゾレンホ
ーフェンの化石商が持って きていたが、残念なこと にかの地の出土品ではなか った。イ
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タリアのあ るところ の、ペルム 紀の地層か ら掘り出さ れたものだ という 。
「サンシ ョウ

ウオの足跡か ？ 」とカタカナで書いた ような英語で尋ねたら 、
ド イツ語訛りの英語で「両
棲類だと思う」という、 なんだかたよりない返事が かえってきたが、足跡の 化石を見つ

けた、とい うだけで嬉しくなったも のだ。
もっとも、十年くらい でこの二つ、そのあとは増 える気配もない。エビの 遠足やゴカ

イの散策 の跡らしい化石を見はする が、希少で高価、というよ りも、大きさが平方メー
トル単位のものばか りなので、とても買うわけ にはいかない。

だが、 実にすばらしいものを見る 機会はあった。新宿で毎年 六月に開催される「東京
ミネラルフェア」 の特別展示場にあった、高 さ１メートル強、幅三メー トル弱の大物で

ある 。その上を、肢のたくさん ある奴がひとり、延々と歩 いた跡が連なっている。
妻と 肩を並 べて、 その跡 を追い ながら 、
「 敵に追 われて いたの かな 」
「食 べるも のを

探 していたんじゃない？」な どと話していたのだが、石 板の隅まで続く足跡が、三 葉虫
の化石で止まっ ているのを見つけて、ぼく と妻は顔を見合わせた。
「旅の終りね」ぽつりと彼 女が言った。

どこかの博物 館で、この一人旅の化石が 展示されることを、願っ ている。
こんなことを思い出して いるうちに、恐竜の足跡が 見たくなってきた。たしか 、アメ
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リカだとユ タ州やテ キサス州で 、
「恐 竜ハイウェ イ」呼ばれ る、足跡の 化石が集中 して

見つかってい るところがあるという。 もっとも、じゃあ見に行こ う、というわけにはい
かないの で、古本屋 で買ったま ま忘れてい た『足跡で たどる恐竜 学 』
（ロックレ イ、松

川、小畠著 丸善ライブラリー 一 九九一年）を読んでみるこ とにした。それで治まる
か、と思いきや、なお さら見たくなってしまって 、困った。

アメリカ 大陸だけでなく、スペイ ンやトルコや韓国などでも 発見されている恐竜の足
跡化石 だが、 恐竜の 種類や 当時 の地形 はもちろ ん 、
「貝 を踏みく だいた 」
「 ワニに つま

ず いた 」
「前足を 怪我してい る」という ような、そ の足跡がつ いたときに どんなこと が
起きていたか、見 てわかるというのである。

テキ サスのある場所では、アパ トサウルス（同書ではブロ ントサウルス）の群が逃 げ
るのを、数頭の小 型肉食恐竜が追っているの がわかる足跡が、長く続 いているのだそう

だ。
実際に見に行っ たとしたら、恐竜たちの行 動を想像しながら足跡を 追って、後先も考
えずにどんどん歩いて、幸 せに遭難してしまうかもし れない。もちろん、地表は すでに

乾ききってい るので、そんな間抜けな人 間の足跡は、化石には残ら ないだろう。

