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地学漫筆No何6

⑭篤

PR映画のシナ

リオ

明けまして新年おめでとうございます｡

わが地質調査所にとって昇竜繁栄¢)牢であるよ

うに一段と活発に行動してい書たいと思い蜜す吉

世はあげてPR時代でわが地質調査所GS

も新しいPR映画をという声があり凄したので

16ミリ撮影機の購入を機会に多少整った業務紹介

映画をつくりたいと考え在井カメラマンが撮影

する順序と場面構成を組織立てるため執筆したの

が次のシナリオです.むろん私は本職のシナ

リオライタｰではありませんしカメラも決して

玄人ではありません.しかしこうしたPR映画

はその業務のなかにv･る人問が脚本を書くのがほ

んとうだと思ってつくってみたのです.

題して“地下を探る科学者たち･40分ものの

GS紹介映画です.たお原作にはカメラの構図

登場人物のせりふや動作なども記載してあります

かここでは都合によって省略しました.漫筆

欄にシナリオとはちとおかしいと思われるかた

もありましょうか地学漫筆が地質ニュｰス新年

号におくる“特別原稿"としてお受けとりいた

だければそのところの不似合いも何とカニおゆる

しいただけるのでないでしようか…･.
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地下を探る科学者たち

(GS紹介映画シナリオ)

〆刊

℀
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むかしは私たちの

衣服や住居カミ動植物

に負うところが多か

ったことをご存如で

しょう｡蚕のまゆ

からとれる絹織物

(カットとも)一くら恕･のぶお

羊毛からとれる毛織物そして木と紙でできている古い

日本の住宅など･･

しかし最近では私たちの衣服や住居は鉱物質のものか

らたくさんつくられるようにたってv'ます.石灰岩や

石炭石油それに天然ガスなどがそのおおもとの原料

です.たとえば私たちが身につけているナイロンは

石炭あるいは石油と水と空気と硫黄と電力とでできてい

ます.テトロンのもとは石油または天然ガスと水と電

気ビニロンも石炭と石灰岩と水と電力が原料です.

住宅もコンクリｰトづくりがふえましたしブロックや

石膏ボｰドや合成樹脂がさかんに使われて而チ火性の大き

いのカミ目立ってきました.そう･…合成樹脂といえば

食籍炊事用具家具文具と全くその用途が広いです

ねその合成樹脂は何からつくられていると思います

か.みんなこれらは鉱物質のものが原料でつくられた

製品たのです.マイカｰ族もジェット機もそしてさか

んに話題になってv'る原子力発電所も鉄をはじめとして

いろいろの地下資源を材料にしてつくられた金属や非金

属材料で組み立てられています.

��

私たちはこれらの地下資源を地中からみつけだして

精錬しそれを工場で使v'やすい鉄筋鉄板だとか亜鉛

板あるいは鋼線などにしたりさまざまな繊維などにつ

くりあげるのですカミその地下から資源を引きだしてく

ることは一朝一夕にはいきません.何分地中にある

ものを引きだすのですが眼で直接みることができませ

んのでいろいろ苦心します.とにかくから手で地下

資源をみつけようとしても見つかるわけではありません.

とくにわ津国は地形や岩石地層の組み合わさりかたカミ

非常に複雑なのでそうした地下資源を捜しだすために

はまず細かな地質の調査カミ国土全体にわたって必要に

注ります.どのようにして山ができどのようなつな

がりかたで山と平野とが接し合っているか地表にでて

〉'る岩石が地下のどこまでつづいているかなどと国土

全体の地質の状態を調べたり研究したりする仕事はな

かなか骨の折れる根気のいる仕事なのですが･…しか

しそれをしないとおおぜいのみなさんに役立つ地下資

源すらもうまく皐つけだせないのです,�
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私たちの地質調査所は

このように骨の折れる

しかし非常に大切な仕事

をしているわカミ国唯一

の国家機関です｡はな

ばなしく川をせきとめてダムをっくったりあるいは人

工衛星をとばしてジャｰナリズムにさわカミれるような

ほなやかさは期待すべくもありませんカミ大自然と人問

の生活との間をとりもつ仕事をしていることにおおきな

ほこりをもってv･ます.地質調査所はこうした仕事

に満足したえず新しい方法で効果的に研究を進め地

下のさまざまな様子を探っている科学者たちの本拠たの

です.

��

地質調査所は1874年(明治6年)当時の内務省地理寮

内に木石課としてここの声をあげましたカミその後

農商務省地質調査所と組織が変わりさらに農林省と通

商産業省とに分かれるときに土壌の研究をする部門が

農林省の方について私たちの地質を研究したり調査し

たりする部門は通商産業省の方に所属するようになりま

した.当時として地下資源の開発に直結するためには

この方が都合がよかったのでしょう.第二次世界大戦

中には一時地下資源調査所と名を変えたこともあります

沸その後再びむかしの名称になっています.こうして

わ林地質調査所は間もなく米寿の祝いをするとしに近づ

v'ているのです.

��

地質調査所には全国の地質を調べて地質図をつくる部

門地下水や地熱温泉を調べる部門地すべりや地盤

沈下を研究する部門石油石炭天然ガスを調査する

部門金銀銅鉄ウランだと金属鉱石を専門に調

査する部門石炭や珪石ドロマイトなどを調査する部

門･…さらに電気探査や地震探査など物理探鉱の研究を

する部門地球化学の研究をする部門化学分析専門の

部門このほかボｰリングや空中写真を用v･た測量また

岩石の薄片をつくったりする部門地質図や多種類の報

告書を出版したり整理保管している資料部門多数の

岩石鉱石化石の標本を展示したり整理したりする部

門ポあります.職員の数は総計490人余りです.こ

のなかには国内一流の化石やさんもいますし大学の先

生に負けなv'岩石学者や地球物理や地下水や温泉の専門

家それにうでじまんの化学やさん研究意慾旺盛なボ

ｰリングやさん自動車の薄構と野外測定それに計算

尺沸おとくいだといういわぱ万能選手も少なくありま

せん.山を歩くことにかけては商売カミら自信まんま

んの人たちが少校くないのです.

��

ん

●

一番最初に案内しな

･.

けれぱたらないのは他

多

質図をつくる人たちの

たむろしているところ

です.注にしろ以下

に1頬を追うてでてくる

さまざまの種類の地下

1資源やダム地下水

地熱の調査たどすべ

ての基礎になる図面をつくるところですしその図面た

るや複雑多彩な地下の岩石地層の様子を最大限刻明に

示したものですから地表のおうとつを描v'た地形図に

くらべるとつくるのにも時間カミかかりますしそれだ

け十分骨の折れる仕事です.

K君はそうした基礎の地質研究をしている仲間のうち

のひとりです.1年365目のうち4分の1ぐらV･は山

を歩いていますが彼の専門は山をこしらえている地層

の年代を決め断層を捜して地層や岩石のくみ合わさり

かたを調べそれを地質図に仕上げていくことです.

むろん地質図は美しいいろどりの図面になって出版され

ますがそれと同時にK君のあたまのなかには日本の

地質が少しずつ組み立てられていきます.

如
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さて地層の年代を

知るにはイビ石が一

番てっとり早いこと

ほ御存如と思います

が野外で岩石のな

かから化石をみつけ

だすのはK君の得

意とするところです.しかしそれをひとつひとつかん

足して何という学名の化石かいつの時代の生物かを

決めるのはK君と別にもっと専門の人がいます.

Y君はその化石の専門家です.

��

0君は火山を研究しています.わが国では火山が多

いので火山の専門家は地質図をつくるには是非とも必

､要です.もう何回目かになりますカミ水も木も鮎･か

さかさの火山地帯を20日間ほど調査してきたあとO肴�
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は採集してきた岩石の整理をしなければなりません.

いくつかの岩石は顕微鏡でかん察するために薄片をつく

ってもらうことにたります…･できあがった薄片をご

らんなさい.あの硬い岩石がこんな薄い透明に近いも

のになるのです.薄片は顕微鏡で観察しその結果に

よって熔岩の色わけをし地質図をつくります.火山

の地質図にはこんなきれいたのがありますがわが国に

はまだまだ研究不十分な火山が少なくありません.地

下深くかたまった花騎岩カミその後長い年月の間に雨風

にたたかれて地表にあたまをだしているところやそ

の影響で周囲の岩石琳変質しているようなところを専門

に研究している人たちのグルｰプもあります.

��

地質図カミできあ赫るといろ〉'ろ有用な地下資源を探

したり調べたりするのにたいへん便利になります.そ

の方の専門家だとえば金とか鉄とかウラ:■鉱あるいは

石油天然ガス石炭とがそれぞれの専門家たちは地

質図をひろげてこの岩石はどのくらい深いところでか

たまったものだろうかとかどんな場所でどういう作用

でできた地層であるかなどといったことを考えたから図

面をよむことカミできますのでどこそこにどのような種

類の地下資源があるかということをあらかじめ知ること

ができます.基礎の地質図だけでは詳しくわからない

ときには測量の専門家に手伝ってもらってもっとずっ

と細かな地形図を特別につくってもらいそれを土台に

して自分たちの手でさらに詳しい地下資源専門の地質図

をつくります.鉱山のまわりや石炭石油天然ガス

などのありそうなところにはこうして驚くほど詳しい

地質図カ重できています.地下資源がどのくらいの量あ

るかを知るには是非ともこんな風な特製の地質図添必

要になります.みなさんは他人のうちをたずねていっ

たときによくところ番地のこまかく入っている地図をみ

てたいへん便利をした経験がおありでしょう.ちょう

ど地下資源の専門家にとっては詳しい地質図はそれと

同じ意味をもっているということかできるのです.

〈

へ､〈｡
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測量の専門家たち

はこうした地下資源

の調査のためやある

v･はまた海底炭田や

海底から砂鉄をとる

ための調査に当って

必要注特殊な測量技

術を練磨してv･ま

す.空中写真を利用して写真からじかに岩石や地層のつ

づき具合を知る写真地質などもいろいろ研究され野外

での調査を能率化するうえにおおいに役立っています.

��

D君は鉄鉱関係のまたF君は天然ガス関係の専門家

ですがこの2人はいま東京湾底下の地質を調査しょう

としています.すでに仕事をしている鉱山カミあったり

たくさんボｰリングか付注われているようなところでは

地下の様子茄手にとるように分りますカミ.そうしたもの

が鮎'場合には物理探査カミたいへんすぱらしv'働きをし

ます.地下深v'ところにも役立ちますが海上から海

底をしらべたりするにはどうしても物理探査のたすげを

こわなければなりません.F君とD君はその方の専門

家のS藩に臨月を求めることを話し合っているのです.

物理探査には地下に電流を通じてその流れ具合で地下

の様子を知る電気探査や火薬を爆発させてその暗生

じる震動のったわりかたから地盤の性質を知る地震探

査などいろいろありますカ茎超音波を使ったスパｰカ7

という装置は海底の地質を知るのにたいへん効果的で

す.東京湾でスパｰカｰをどう使うかでいまS君と

調査の計圃を議論しています.

各方面の専門家がカを合わせて地下を探るための知恵

をだし合うことができるのが私たちの調査所の特徴の

一つです.

＼S.12

みなさんは東京や大阪で

工業用や冷房用に地下水を

汲みあげ過ぎて地盤沈下淡

おこっていることを御存知

でしょう.全国の地下水

の調査をしている部門では

地盤沈下をおこさなv･よう

にして地下水を利用してい

くにはどうしたらよv'かということを真剣に研究してい

ます.N君はその方面のエキスパｰトのひとりです一

工場を建てようとする人はどこの土地が水のでポよいか

といった質問をもってきますしさく井をする会社の人

たちはどこそこで何百m掘ったら何千トンの水添でる

かどうかというよう泣質問を毎日のように持ち込んでき

ます.N君はそれらの応接に際しても地下水のでかた

は全くそこの土地の地盤の性質に左右されていてし晋

んに決った水量以上にはくめないことを強調することを

忘れません.しかし毎年4月ごろになると井戸添渇

水してこまるが何とかならぬものかとかっぼうぎ姿の�
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女性群にとりかこまれます祉

君も閉口してしまいます.

そのときにはさすがのN

��

ダムや地すべり工場の地盤調査などもさかんに行な

っています.A君は温泉の方の専門家です.温泉の

開発は観光ブｰムにのってどこでも歓迎されますので

A君は東奔西走ひっぱりだこです.丁君やH君の協力

によって地熱の調査も行なっています.衣にぶん蒸気

を地下から探しだす仕事ですから最後には深いボｰリ

ングを実際に掘ってみなくては分りませんカミその調査

結果は地球の内部にある熱についていろいろ興味ある

こと祉らを知らせてくれています.

��

地下の様子を探るために

は地表面からの限でみた

打診や物理探査を使った聴

け一診のほかに実際にほってた

ヤ

しかめてみないとどうに

《

もならなv'ことが少なくあ

帀

りません.ボｰリング部

門は地質調査のそうした大

切な技術部門なのですカミ

あらかじめ計画された期間に予定されている深さまで掘

り進むことにいつもたいへんな苦労をしています.狂

にせ地球のことで予定を立てていてもいっどこの深さ

でまったを食うかわかったものでないのですから….

��

地球化学部門で仕事をしてV･るW岩ほもともと山の

好きな男性ですがいおうの臭〉･のすごい火口でとって

きた火山性ガスを分析して地球の内部深いところにひ

そんでいる物質を探るいとぐちを研究しています.地

球化学部門ではこのほかいろいろの研究をしていますカミ

何百万年前の岩石かということを知る方法も研究課題の

一つになっています.

��

X君やR君の職場は

磐石や鉱石地下水な

どの分析をする化学部

門です.彼らは他の

調査部門や研究部門か

らだのみ込んでくる試

料を分析する以外し

浅しは自ら野外にザって自分の手でガスや水をとって

書塞す苗ぞ夢)た串携帯可能分析用具をこしらえたり

特別な野外分析法串準備したりしてい襲す由

憲一㌶

わか国は周閾を海にかこ婁れていますか沖合2脈㎜

3眺狐ぐらい漢でρ割ば浅い海つ蜜ゆ大陸棚と呼ばれ

ている海底下には各種の地下資源や胃六列島のなり淀

ちを解く鍵がひそかでいると思われま丈しかしほと

んど塞芯調べられていません,濠た陸上でも地下凄～

粁眺も泌学際にわかっていることは馳んどな

いといってよいでしょプこ費し淀大陸棚や地球深部

孟鴛二㌶珂二こ㌶㌫㌫篇簑嘉㌶

っとたく讃しく略っと力のあるものに放ら匁けれ凄な

らないと思い濠す葦

憲一偲

何分はも地下のことであるからしかとはわかりかね妻

す秘おおよそのことはわかり蜜す一'一というのが実

は最近まで私花らの先輩ぽよってよくいわれてい花こと

ばでしたしかし今では物理探査や地球化学の知識に

よりて先輩たちが想像していたよりよほだ正確に地下

の様子を知ること淋可能はなってきたのです由

何でも相手を克服しようとすれば相手の実状を詳し

く正しく細ることカ靖弓究に必要でしょう皿国土の開

発資源の利用地盤沈下や地すべり地震や噴火などの

災害防止のためにも地球を深く正しく知ることポｰ番

大事なことです.

地質調査所はわが国の経済や国民生活に直結する地下

資源や国土の開発災害の予防のために山ほどすること

があります.むろんこれには多くの方面の多くの方々

の協力をえなけれぱなりません.私たち地下を探る科

学者たちはそれをやりかいのある仕事と思いこころ豊

かに希望をもっています.

どうぞみなさん私たちの地質調査所を地球科学の勉

強に産業の開発に災害の予防におおいに利用して

ください.

以上でこのシナリオは終わっています.わが地質調査所紹

介のためにこんなシナリオをもとにして映画を作ってみた

らよいのじゃないかと考えています.

(次回は“肩の芸術"筆者は地質部長)�




