５億年前の生物多様性の増大

カンブリア爆発とは
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Cambrian Explosion
カンブリア爆発とは何か
爆発とは物騒ですが、
もちろん比喩で、5億4000万年前
くらいに、現代につながるさまざまな動物たちの祖先が、
いっ
せいに、
それこそ
「爆発的に」出現したように見えることから、
名づけられました。英語では、Cambrian Big Bangとか、
Cambrian Explosionといいます。
カンブリア紀は古生代最初
の地質年代ですが、
そのはじまりは、5億4100万年前です。
つまり、
カンブリア紀開闢に間髪をいれず、多細胞動物の分
類学的多様性がいっきに増大しました。私たち脊椎動物を
含む
「脊索動物門」
をはじめ、
ほとんどの動物門がこの時期
に出揃ったのです。少なくとも化石による証拠からは、
そのよ
うに見えます。地球の歴史はざっと46億年ありますが、
それ
では、
いったいなぜ5億年前にそんな、
「大爆発」
が起きたの
でしょうか。
それ以前には、
何があったのでしょうか。

節足動物以外の軟体部をもつ動物化石
前置きが少し長くなりましたが、
ここから動物化石を紹介
していきます。
まずは、節足動物以外の動物です。進化の
過程で、
シンプルな体制を持ち、
より原始的と考えられるグ
ループからの紹介です。サブタイトルに「キモカワ」
と付けま
した。見方によっては、
リアルでプチキモイですが、化石の
サイズが小さく、
カワイイ一面もあります。そんな目で見て
やってください。
まず、側生動物ともよばれる
「海綿動物」
です。
【 写真1】
は、バージェス頁岩の海綿、
ボークシアです。海綿は普通、
針のような
「骨片」
をもっていますが、
この海綿は、有機質の
丈夫な繊維で強化されているため、骨片は見られません。
【写真2】
は、
ユタ州ウィーラー累層の「ウミリンゴ」の一種、
ゴギアです。
ウミリンゴといってももちろん植物ではなく、棘皮

カンブリア紀の爆発が起きた理由

特別
企画展示

澄江、バージェス頁岩、
他の産地のキモカワ系
モンスターたち
じん せ んじ

おさむ

秦泉寺 道

ジオ・ライター

はじめに
「バージェス頁岩」
ということばは、今となっては、化石や古生物に興
味のある人以外にも広く知られています。NHKの大型ドキュメンタリー
シリーズや、近年も国立科学博物館他で、多数の化石が紹介されてい
ました。そのバージェス頁岩にも匹敵する、5億年前の動物の軟体部
が、みごとに保存された化石群を産出するのが、中国雲南省の澄江で
あり、アメリカ西部、
グリーンランド、南オーストラリアなどの地 域です。
いずれも、化石の種類の多さと、細部の保存状態のよさには、目を見
張るものがあります。今回は、以上の産地でも、中国の澄江、
カナダの
バージェス頁岩、米国のユタ、
ネバダ州産の標本を中心にご案内したい
と思います。なるべく、バラエティーに富むようにセレクションしました。

カンブリア紀の1つ前に、
「エディアカラ紀」
があります。
6億3500万年前から5億4100万年前の地質年代です。
その後半に「エディアカラ生物群」
という多細胞動物を含
む一群の生物群集が存在していたことがわかっています。
立体的に左右対称でなく、現代の動物につながらないタ
イプの生物が多かったのですが、海綿、
イソギンチャク、巻
貝？といった馴染みのある動物も、
「 爆発」
を待たず、
すで
に出現していました。その頃（6億年前頃）、地球上で
は、大変なことが起こっていました。地球がだんだん冷え
てきたおかげで、海水がマントルに吸い込まれ始めたの
です。
といっても、
マントル
（具体的には、地下410〜
660km）
に大きなプールができたわけではなく、
その
温度・圧力条件で安定な鉱物の「結晶水」
として蓄
えられた、
ということです。
しかしながら、
それにより、海
水面は600mも低下しました。これを、
「 大海退」
と
いいます。この次に何がおこるかというと、海退に
よってできた「大陸」の大浸蝕です。つまり、陸上
のありとあらゆる
「無機塩類」
が海に流入し、大陸
棚などの沿岸部に「栄養塩」
として蓄積していきました。
とく
に、
カルシウム、
リン、硝酸塩などは重要です。
これらを利用
して、
まず、小さな殻を持った動物があらわれました。SSF
（Small Shelly Fossils）
と呼ばれる彼らは、小さいながらも
捕食者に対する
「防御手段」
を手に入れたことになります。
こうして、
エディアカラ紀は終焉をむかえ、
カンブリア紀以降
の「食う・食われる」時代が始まりました。こうして、殻を持っ
たり、
トゲを生やしたり、丈夫な口を持ったり、炭酸カルシウ
ムを溶かす工夫をしたりして、多種多様な体制をもつ動物
がいっきに出現しました。余談になりますが、海水がマントル
に流入してしばらくたった5億年前に地下60kmくらいの地
殻が十分に冷却され、高圧・低温で安定な鉱物、
ヒスイが
地球史上、初めて生成されました。糸魚川のヒスイはまさに
5億年前のもので、世界最古のヒスイです。

【写真1】海綿 ボークシア

【写真2】ゴギア
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【写真3】クリココスミア

【写真4】カナディア

【写真7】ハイコウエラ

節足動物の化石
澄江、バージェス両動物群ともに、種類、数では、節足
動物が優勢です。
その中で特に保存状態のよいもの、4点
（5種類）
について、見ていきましょう。
■ミスゾーイア
【写真8】
この非常に保存状態のよい化石は、三葉虫の仲間にも分
類されることがある、
ミスゾーイア
（ナラオイア）
です。化石の
右側は、背中の甲羅、
「 背甲」
がありますが、左側の外側に
は、泳ぎと呼吸に使われた
「外肢」
が見えています。解剖学
的な特徴がよく出ていて、好ましい標本です。頭部から出て
いる
「触角」
も保存のよさを示しています。

【写真9】フーシアンフィア

■フーシアンフイア
【写真9】
やや小さめの個体が2個ついていますが、
どちらも完全体で
す。澄江を代表する節足動物ですが、歩くための「内肢」の
数が多く、原始的な特徴をもつ半面、頭部に付属肢をもつ
など、進化的な特徴もあり、進化系統樹での位置がはっきり
しない、節足動物です。

【写真8】ミスゾーイア

【写真5】ミクロディクティオン

【写真6】ベツリコーラ

動物の仲間です。残念ながらこのグループは、絶滅しました
が、近縁のウミユリの仲間は今も健在です。
【写真3】
は、澄
江の類線形動物のクリココスミアです。類線形動物とは聞
きなれませんが、現生種では
「ハリガネムシ」
となります。ハリ
ガネムシは寄生生活をしていますが、本種はりっぱに自活
していました。
【写真4】
は、バージェス頁岩の、
カナディア
です。その繊細な剛毛は華麗で、バージェスでもっとも美し
い化石、
ともいわれています。多毛類で、
ゴカイの仲間です。
海水中を優雅に泳いでいたようです。
【写真5】
は、中国の
澄江を代表する化石です。フルネームでミクロディクティ
オン・シニクム、訳すと
「中華微網虫」
です。澄江では種類の
多い、
「葉足動物」
の一種で、
肩パッドのような9対の
「甲皮」
をもっています。
これが、一個一個バラバラに埋没され化石
になると、
ナゾの化石、SSFとなり、
この完全体の化石が見
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つかるまで、正体が分かりませんでした。
【 写真6】
は、
いきな
り高等な動物です。脊索動物に近いと考えられている、澄江
のベツリコーラです。一見、節足動物のような
「尾部」
を持っ
ていますが、
これは、
「 腹部」
らしいです。卵形の前部も特徴
的ですが、バージェスのバンフィアに似ています。
【写真7】
ハイコウエラは、
まず体つきが流線型で、泳ぎに適していまし
た。現生動物の「ナメクジウオ」的で、脊索動物に近いとさ
れています。
このように群れをなして生活していました。100
匹以上の集合化石も見つかっています。
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■マーレラとブルゲッシア
【写真10】
2種類の節足動物がすぐ近くに埋没された合成化石です。
バージェス頁岩で、
もっともたくさん出るのはマーレラで、3番
目がブルッゲシアですから、
この取り合わせはそんなに珍しく
ないかも。ですが、
この近距離で、上のブルゲッシアは、体の
左右方向から押されて埋没しています。一方、下のマーレラ
は、一般的な背腹方向、
すなわち上下に埋没されています。
これは何を意味するかといえば、両者は突然の海底地すべ
り、
「乱泥流」に巻き込まれて、
いろいろな方向にランダムに
埋没された証拠となります。
そのすぐ上に、分厚い堆積層が
覆いかぶさったために、動物体の酸化、腐敗が進まずに、
き
れいな状態が保たれたわけです。

ブルゲッシア

【写真12】アノマロカリス・サーロン

■ユタカリス
【写真11】
これは、米国ユタ州、
ウィーラー累層から産出した、節足
動物ユタカリスです。全長10cm近い、ひじょうに保存
状態のよい完全体の化石で、頭楯から続く胸部の8節に
二肢型付属肢の外肢が観察されます。

■アノマロカリス・ノルソルスティ
【写真14】
マーレラ

【写真10】マーレラとブルゲッシア

アノマロカリスの化石
さあ、
メインイベントのアノマロカリスの化石のご紹介で
す。澄江・バージェスタイプの動物では、
たいへんな人気者
です。大きくて、強くて、
カッコいい、
すべての条件を満たして
います。以前は、類縁不明のナゾの動物でしたが、今では、
節足動物のカテゴリーに入ることが知られています。保存の
よい3種を示します。
■アノマロカリス・サーロン
【写真12】
トップは、見目麗しい、澄江のアノマロカリス・サーロンです。
これは、
お約束に近いのですが、
アノマロカリスの化石とい
えば、頭部にある捕食用の大きな付属肢
（触手）
が大多数
です。
この部分は硬い物質でできていますので、化石化しや
すいのです。
もちろん、
この化石もその部分です。細かいトゲ
がびっしりとはえていて、一度つかんだ獲物は絶対離さない
ぞ、
というセリフが聴こえてきそうです。これを見ると、
この触
手は軟組織ではなく、硬かったことがなんとなくわかります。
■アンプレクトベルア
【写真13】
これも澄江のアノマロカリスの一種、
アンプレクトベルアの触
手の化石です。残念ながら、左側の先端の方はわずかに
欠損しています。右の基部から3節目にある、長大なトゲがこ
の動物の特徴で、大迫力を感じます。
このトゲで体を貫かれ
た獲物は、
観念したことでしょう。欠損部を補うとこの付属肢は
14cmくらいの長さですので、
最大級の大きさと言えます。

【写真13】アンプレクトベルア
【写真14】アノマロカリス・ノルソルスティ

これは、
アメリカ、
ネバダ州、
ピオチェ累層のアノマロカリスの
触手です。カンブリア紀前期の地層ですから、澄江に近い
年代のものです。澄江の化石ほどはっきりしませんが、先端
が折れ曲がった全体的な構造、内側にはえる細く尖ったト
ゲ、
まさにアノマロカリスそのものです。アノマロカリスの仲
間は、
ほかにも、
アメリカのユタ州、
カリフォルニア州、
オース
トラリア、
グリーンランドなどで見つかっています。アノマロカ
リス類の繁栄は地域的
（空間的）
なものにとどまらず、時間
的にも、次のオルドビス紀のモロッコからも発見され、想像以
上の大繁栄を遂げた種であることが、
わかってきました。

まとめ
『ワンダフル・ライフ』
の著者、S.J.グールド博士によれば、
バージェス頁岩の動物は、
「 奇妙奇天烈」
な動物となります
が、
ちょっとかわいそうな言われ方だと思います。NHKの番組
で、
宇宙飛行士の毛利さんが、
手のひらにオパビニアを乗せ
ていたのをよく覚えています。20年以上前のCG合成画面
でしたが、
それを見てズキューンときてしまいました。
この動物
たちはなんて愛嬌があるんだと。
きっかけは些細なことでかま
いません。
この展示を見て、次に続く若い人が現れてくれた
ら、
いやそれは望みすぎか、少しでもこの分野に興味を持つ
人が増えてくれれば、今回の企画、大成功といえます。最後
に1点、
アノマロカリスの項の終盤で述べたように、
これらの
バージェス・澄江タイプの動物は、
次のオルドビス紀まで子孫
を残したものがいました。上記のアノマロカリスのほか、
いくつ
かの節足動物やハルキゲニアなどです。
そして、バージェス
で大繁栄をしていた、
マーレラもしかりで、
モロッコのほか、
ボ
ヘミア
（チェコ）
、
ドイツのオルドビス紀の地層で見つかってい
ます。今回の展示の中にも、
モロッコのマレロモルフ
（マーレ
ラ型の節足動物）
、
フルカがあります。お見逃しなく。

【写真11】ユタカリス
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