
口46}

米国地質調査所の

概要とその長期

計画

はじめに

當める国といわれている米国の地質調査所の事業活動

などについては機構が大きくまた多種の計画も国家

の要請によって変化が著しい.人類の福祉に貢献する

という大目的のための地球科学の使命はどこの国でも大

差はないが相当な努力をもって国家的に将来の地下

資源対策を強力におし進めている米国地質調査所の活動

情況はかなり参考になる点があるようである.幸い筆

春は比較的長期にわたり米国地質調査所に留学して

その組織長期計画についての概要を知ることができた

のでここにやや詳しく紹介しよう.狂お全般の組織

については1955年(第18号)に簡単に紹介されまた

物理探査関係については1957年(第33号)に記されている.

I.沿革

アメリカ独立戦争ののち西部地域開発の必要性にと

も恋い1867年議会に建議され1879卓(明治12年)創

立された.したカミって歴史的には比較的新しくヨ

ｰロッバ諸国の地質調査所の創立よりはおくれている.

たとえば世界最古の英国の地質調査所は1835年カナダ

1842年オｰストリア1849年フランス1868隼ノ'ンガ

リｰ1869年などがありわが国の1882年と大差ない歴史

をもっている.初期の任務は

1.国内の鉱物および水資源の調査評価および保全

2.国内の地形測量

林昇一郎

3･鉱物石油およびガスの鉱業権のかんとく国有地におけ

る鉱物および水力の潜在量の分類であった.

内務省内の最大の研究機関であるがまた他の機関

州の機関などと共同で作業が行なわれている.また

AID(国際開発機構)などを援助して海外の地質開

発業務を積極的に行なっている.デンバｰ支所にも

アジアアフリカ諸国などからのおもに土木地質関係

の研修生が多数来訪しているのが見られた.

]I.機構の概要

第1図に示すように所長のもとに測地･地質･水

資源･資源保全の4局と管理･出版の2局からなる.

実際の運営は本部がワシントン市にあり全国を4地域

にわけて作業が進められている.4地理区とは大西

洋中部大陸(計画中)ロッキｰ山地太平洋岸であ

る.その他に駐在員事務所のよう狂ものがSpokane,

Washi㎎1on;Auslin,Te畑s;Sユ比LakeCiy,U二ah;

Flags仁aff･Aエizona在どにもうけられそれぞれ特殊

な業務を行衣っている.

1.測地局一番基礎的な地形測量を行なうも

ので約職員2,000人である.デンバｰ支所ではおも

に中西部のMississipPi河以西の業務を行ないワシン

トンの本部では東部を分担している.1948年からは南

極大陸の地形図製作が行狂われている.

①濠シントンの鐘徴鰯姦議事鐙と秘披富⑳米国地償調査所の…部がある内

務省ビノレの玄関

③右側はカナダの地質調査所の新しい総合ビルBoothStreet,0ttawaによる�
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策1図米国地質調査所の機構
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2.地質局鉱物資源･燃料資源の評価を行な

うために必要な地殻の歴史成分構造の研究を行な

う.またこれらに関係する新技術開発の研究を行なう.

4部30課約1,000人の職員が従事しているが本局に

ついては詳細に後述する.

3.水資源局一般の水資源については米大

陸は雨量の少ない地域が広大であるため想像以上に大

きな努力がはらわれている.別の組織としてBureau

ofReckmatioコ(開拓局)がありおもに工学的分野を

取り扱っている.また最近は地質局と協同して海洋

研究部門が発足している.

4.資源保全局鉱物および水資源の保護･開

発を司る.鉱業の監督･資源の潜在能力の分類などを

行なっている.

皿.各研究所の概要

1.本部

Washi㎎lonD･C･の官庁街東京の霞ヶ関に当るよ

う在所にあり現在30の別棟に分散して約2,000人が

従事している.このため非能率連絡不充分モラ

ノレの低下が叫ばれていることはどこの国でもにている

と痛感した,一所長はGSAビルディングの5階に席を

占めるが外国地質課はお隣りの内務省ビルの5階に

あり地下道で連絡している｡実験鉱物課はGSAビ

ルの1･2階にある.いわゆるGしmF組｡tory区には

化学分析関係がありBureauofStandardにはIsotope

geOlOgy関係といった具合である.またこのような建

物はいずれも古く元来が事務所用であるので現在の

最新の実験室として設備を備えるには種々改造を加え

たとしても満足のものとはいえたい.そこで1950年

給命庁舎建設の案が出され1962年議会で328万ドル*

(約12億円)が建設費として認可された.建物はもち

ろん下町の雑踏をさけるよう希望されているがまだ

一方では内務省との連絡のとりやすい所が要請されてい

る.この点現在ではオッタワにあるカナダの地質

調査所の庁舎が1960年できた新しいものである.ま

とまっており最新設備を駆使して研究が行なわれて

いるのはうらやましい次第である(写真③).

2.テンペｰ支所(ロッキｰ山脈研究センタｰ)

デンバｰはコロラド州の首都のある所で海抜約1マ

イノレ(1,600m)の高原にある.最近岐阜県高山市と

姉妹都市に狂った所である.デンバｰの中心から約

12km西の郊外にありその一画はFederalCenterと

いわれている.元軍需品の倉庫のビノレが多数あり約

10年来この庁舎を使用している.平屋ないし2階のレ

ンガ造りの建物で臨時的のものである.約1,300人が

25号館を中心に21号館(IsOlopegeology)56号館(地

域地質)恋とに分散している.そこでここでも新し

い建物の建設カミ予定されている.ここは東部または西

部の大都市と異なって工業地帯ではないので空気が

清浄である.精密在化学分析･空の観測などに好適で

あるのでBureauofStandardなどとともに最近設

備が充実している.近い将来にはアメリカにおける研

究の一中心になる予定である1その北酉わずか13km

④デンバｰの官庁が集まっているFederalCenter

の第1番入口

⑥晩der割1Cenこer入口には総鮒28の官庁辛ヴ)剣…口がある

地質綱鮒卯は名狽ザ1か1.4番昌に兇又る

ホ外国の鰹設徴の煩はわかりにくいが

30分の1の予算に和当する.

たとえばニュｰヨｰクにある国連ビルの雄設蛛が

6,700万ドルといわれる｡

1948-1952年に完成しているので約20ないし�
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3.西部支所(太平洋研究センタｰ)

SanFranciscoのMenloParkにありStanford大

学の近くにある.現在約800人の職員カミあり10年後

には1,350人になる予定である.

上記の各研究所には全体の機構の一部カミあるわけで

その土地の特殊性を考慮して研究が行匁われている.

つぎに地質調査所の根幹の一部をなす地質局について

やや詳しく述べる.

長期計画について長期計画を策定するとい

うことはどこの国においても重要在ことであるカミ米

国においては別区に見られるように10年をとっている.

職員数の増加を経済の発展の速度地下資源の量具

19個4666819η197ヨ

ｰ973

会針昨

第4図鉱床地質部研究計醐

体的研究計画のすすめ方だどにもとづいてきめている.

w.地質局

地質局は現在4部30課から構成されておりその組

織表は第1表に示すとおりである.(D)はデンバｰ支

所においてもワシントンの本部とともに研究活動が行狂

われている.以下各部課別にその業務内容を解説する.

今後の経済の発展は鉱物･燃料･水その他の資源の消

費およびその利用にかかっていることはいうまでも狂

い.たとえば今後10年間の石油の予想消費量は430

億バレルに対してその確定埋蔵量は380億バレルとい

うことになる.その他のおも注鉱物資源についての寿

命は1960年の消費量をもととして見ると第2図のよ

うになる.したがって外国からの輸入も一部のもの

にしか期待できない現状にあるので国内資源の開発に

従事する地質専門家の責任は重大であるといえよう.

地質局内の職責数は現在の960人から10年後には

王､卿人紀増加密れる予定である｡錦3図に各部門別

蕎姻を示す｡

率i臓むてい藁溌穣の数

鉱薩鯛繊幟燃料嬢鱗考)!

触胆雛鞭瞥加〃““一

蛾奪郷簑室鱗螂｡燃導至塞液湖⑩卿⑪鰯膚棚⑪王要妻｡茎婁鋤童螂ヨ螂葦要

雛§闘禿離おぶび鉱物新)利用数の増大

⑥地質調査所余件の受付をしているM.J,A騨zio夫人･�
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第1表米国地質調益所地質局組織表

が現在では70の元素

Geo1ogicDivisi㎝地質局

を利用している

ユ.Ec㎝omicGeo1ogy鉱床地質部元素および鉱物種の

BaseMetals(D.)卑金属増加の模様を第5図

FerrousMeta1s(D.)鉄属金属に示す

ForeignGeo1ogy外国地質

iii)鉱物および燃料鉱床

G…h･･i･･1E･･1…ti･…dMi…El･m･･t･(D･)地化学検査の生成機構を研究す

LigトtMetalsandIndustrialMiterals(D.)軽金属｡工業原料

O㎎anicFue1s(D自)有機燃料ることによりそれ

R.ai｡｡｡ti｡｡M.t｡｡i.1｡(D.)放1推原料らの潜在鉱床の発見

を助ける原理を発展

Resour㏄sResearch資源調査

させる

2･ExperimentalGeology実験地質部i､)鉱物に関する薪研究

Ana1yticalLaboratories(D山)分析研究方法および機器の開

CmstalStudie§(D･)地殻研究発を行なう

Experimenta1GeochemistryandMineralogy(D.)実験地球化学･鉱物学

FieldGe㏄hemistryandPetro1ogy(D.)野外地球化学･岩石学v)既知鉱床の近傍地域

Geochemica1C㎝sus(D.)地球化学調査における新鉱床の賦

IsotopeGeoエ｡gy(D.)同位元素地質存に毎適な地域を画

TheoreticalGeophysics理論地球物理定し同地域の埋蔵

量および潜在資源を

3･EngineeringGeo1ogy工学地質部評価する

Astrogeo1ogy(D.)宇宙地質

EngineeringGeology(D.)工学地質マi)既知鉱床区域外に潜

MilitaryGeology軍用地質在鉱床の賦存に適す

Specia1Projects(D.)特別研究る新しい地域を採鉱

家のためにマｰクす

4.RegionalGeo1ogy地質地域部る

��湧����

vii)今後20ないし30年間

��敲����

に予想される低品

Kentucしy

S｡｡th.mR｡｡kyMt｡.(D､)位鉱床の性質'成因

NortトemRockyMts.(D.)'規模についての研

SouthwestemStates(D.)完を行なう

�捩晩捃��却慴���

�慳歡

Pa1e㎝to1ogyandStratigraphy(D.)放射性原料課現

Pa1eotectonicMaps(D･)在はデンバｰ支所にだけあ

剥�潮��潰�����

り10数人で業務を行なっ

1･鉱床地質部遍｡ommicGeo1ogyている.すでに多数の報告書が出版されたが現在即

今後の予算の増加の大きいものとして刷中のものも多い.J.O1son課長のもと現在はウラ

ンのほかトリウム鉱床の研究が行なわれている.さ

1)卑金属･鉄属元素いきんウラン鉱床の再評価が行なわれている時長期計

2)放射性原料画においても相当の努力が払われていることは注目に個

3)軽金属および工業原料鉱物がある

する点である.なお米国原子力委員会の活動柾どにっ

いては別に記す予定である.

8課から柾ゆ長期計画は第4図のとおりである.

今後の研究課題としてはつぎのものがあげられる.

2.実験地質部販perimenta1Ge0109y

地質現象の解明のための野外および室内研究の基礎内聞

i)可採ならびに潜在的の鉱物'燃料資源の分布と規模につ題地質科学全般の進歩のための新方法機器の開発に

いての資料の編集および分析を行ない国家計画のため

の基礎資料を提供するついての部門である･長期計画の予定は第6図のとお

ii)未利用元素の新用途開発の見込まれる資源を明確にすりである･

る100年前には約20の元素しか利用されていなかったまた今後10年間の研究計画はつぎのようである､�
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食附年

突験地質都研究計岬垣

第2表

i)実験地球化学

および鉱物学

娼石および鉱床

σ)生成･温度･

圧力･化学成分

を決定LIその

生放機構を解明

する現在まで

の努力は相律

熱力学結晶構

造の研究を通じ

て火成岩および

それに関連する

鉱床の生成条件

をさらに精密に

決定することに

あった今後

は変成岩堆蹟

岩および鉱床生

成過程の実験的研究水溶液の化学鉱物群σ)研究が野

外地質家とともに行なわれる具体的研究内容は第2表

に示すように各所.究目標に向って精力的に行たわれて

いる木部のほかデンバｰ支所西都支所において

もそれぞれ一部が行なわれている筆者σ)おもに滞

在したのはデンバｰ文所の研究計画7121号である

長のT.D.Botine11y氏のもとにA.J.Gude,E.J.

Yomgの2氏がおリ当時はおもにフッ石燐灰石な

どぽついて研究していたしかし長は1964年4月から

は西部支所在勤のD.Lee氏が移っているちなみに

氏は日本のマンガン鉱床についての研究もありわが国に

も衣じみが深い

筆者のいた実験室はデンバｰ支所全休の公開共同実

験室としても運営されており腰微鏡X線廻折装置

分離機器などが整備されていて入れかわリ講かが実験

をしているというようにまことにうらやましい態勢で

あるフランツの電磁分離器も振動部分を改良したも

ので静かでしかも正確に分離されていた(写真8)

実験地球化学･鉱物学課の研究計画表
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ii)野外地球化学および岩石学最近の化学および

物理学の進歩を応用して岩屑生成の概念および原理を

野外観察の解釈に応用するため現在の火山現象岩石

学熱水性母岩の変質温泉作用火成岩中の微量元素

の分布を含む広汎な地質現象カミ研究されるハワイ

の火山観測所における現生の火山現象の研究にとくに

関心が払われている

岩石中にある微量ではあるが経済的に重要な微量元素

について注目しその高濃集部を形成する過程について

概究をする

iii)同位元素(体)地質学当面の研究は放射性同位元

素であって岩石の生成時に取こまれた放射性同位元素

の壊変は原子時計として地簡現象の絶対隼代の決定に用

⑦筆者が空として滞在したヂンパｰ

の翠験地球化学鉱物学繰のD篶で･

Botmeley(右)とDr.E.Youmg

⑧デンバｰ奴泌闘峠i剣実験室にあるアイソ穴イ千ミック･陰パレｰタｰ

非対称振動機を取り付けてあるので騒音がなく正榊こ分離される

⑩新鉱物抵どの資料を豊富にもっ

ているDr.M.FIeischer

(G.S.ワシントン)

⑭ヂンパ酬研)開拓局の岩石実験室舌こある7'

ノレタ鯉DTA装置屋チャンネル1,000.C

まで王0C分で完了し加熱炉2コを交互に

侠剛して能率がよい

⑩80余簾の高齢で今なお研究室に通っているDr.淋.裏､銚ha11er(G.

S｡ワシントン)

⑬クラン･バナジン鉱物たどを研究しているProf.A.D.W舵ks

(Temple大学,Philadelphia)

⑭ウラン錐床を研究し現在はG鋤一

｡hemlealSens雌に従事している

Dr.V.E.Mcke;vey(G｡&ワシ

ントン)

⑫鉱物の液儲泡翁物などの研究を精力

灼1進めているOぎ.E.R03dder

((姜､Sワシントン)

⑱ウラン･トリウム鉱物研究のProf.C.

Fro紬el(Harvard大学,Mass.)�
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∀)

原子時奮物分析練整(%)

地歌区分幸徴寸年代

����

ね㈰�漲　

第100･OO〇

四

紀分

雰

法

繍

統

斜

地….o燃.蓼靱靱,鰯

ヅ

り

ず

紡祈務機鯛麦

錦賀鰯

C06Hor旧72

ね㈰

貯

雪

嚢

裏草

地歎総蝋締然決定の方糖数&糟燦刎盤渉

い蝪泌過去工僻閥および今後の新しい方渕はる

年代法滝の精度麦方法数を第7図に赤す高度の技術

能力を必要とするために過去においてはそれほど関心

が払われ荏かったカ…現在では地質家にも容易に操作でき

炭質物はある種の金属を濃集させることが認められてい

る(地質ニュｰス82号1961年24頁参照)

Vi)理論地球物理学地球内部を調査する能力はこの

分野の発展にかかっており今後10年の研究計画は地殻

の熱流量(heat道｡W)岩石磁気岩病変形の研究である

とくにhea“OWの問題はおもな地質現象の営力を知

るために重要である化学結合力の性質張力波の伝

播ある種の熱力学的性質の研究か含まれている由

宵磁気の研究はよリすで終地殻琢)磁気の棋界的規模

ぽおける遼転を派している淡同位元素紀よる時代決定

とをもに地質現象の全挺興的飼比に有効枚手段となっ

ている｡

嚇量)粉餅鍬鏡蜜竃要な藍磯飾資料を提供するも¢)であ

蕃漸い鳴局の迅速分榊はり饒ストが稽来よりも

6δ%下げられたElectronmicmpτobeの発達によ

9微細な鉱物の分析が可能になった15年前にはあ

る元素は0.01弘以下は分析できなかったが現在はO.00

09ないしO.OO⑪01%の分析が醤通に抵って書た

義咀工学地質都跳鎮雌敬重鴫寝髄夏｡鮒

工学地質部の大部分は原子力姿員会At0㎜虻猛鵬聰y

C醐㎜issio亙主Defe鵬嚢至鮒釧i蟻棚鵬A駿蘂｡y(軍用地質)

為よびNat如na呈A雛｡蝸城ic蟻繊磁S脾鵡A註鰍豆油触一

室亘棚(略称NASA)(宇宙地質学)1はりて実施妻れて

いる･国全体としての宇宙地質の繋員は§倍増が予定さ

れている｡各課の計圃は第8図のとおりである｡

1)寧窪地質の研究現在の研究計画は

1.月面地質図Lunarmapの作製現在縮尺100万

分の1のものが作製されているがまもなくTV撮影

⑲薄片製作の淀め夢璃連慶研磨機と係のMr.Ra血ish

(G,S.ワシントン)

⑰米国箇並博物館夢3鉱物部長Dr.G.Swi屹erてあり

Am.Mineralogi智け)秘書をしているG.S.職員の採取した

標本は最後にはここに保存される(ワシントンD.C.)�
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第8図

会､子､73囲鰹冒雛定㎜鰐隼定

工学地質部研究計画第9図月胴地質図の作製計画

によりさらに犬縮尺のものが作製される予定である

それらの計画を第9図に示す

21衝撃孔ならびにその生成過程についての研究で方解

肩の隷発光の差を利用して衝撃の起こった力の方向

などを逆に測定するものでアリゾナ州の唄石孔につ

いて成果を得ている(デンバｰ支所)

3.テクタイト､(tectite)その他月起原と想定されている

物質の化学的岩石学的および物理学的研究が精力的

に行荏われている唄石中の鉱物などの研究のため

ドイツのP1Rambohr教授が招かれて地球物理研究

所(ワシントンD.C.)で研究していた

ii)都市計画に必要な建設工業に毎適な岩肩の性質建設用

骨材費源などの資料を得る

iii)土地利用について影響を与える地質現象である浸蝕

風化斜面の安定性地すべり沈降落盤地震など

について研究を行なう

4.地域地質部Regi0皿a1Ge010gy

地質図の作製のほか全国土にわたる地質的地球物理

的研究を行なうがその他空中磁気図を民聞会杜と共同

で作製している｡職員の長期計画を第王鰯に示す古

広大な園土のためぽ鵬万分の王地質図は全團の約40

%が完成しているがわが国の警万分の至地質図に棚当

する(正確終は!マイル雌五インチのため亙1鑓ヨ360)も

のは螂遂年約2脇しか完成していない､今後毎年婁劣

づつ作製するとして20⑪0年漢でかかるごとぽなる｡

アメジカ以外の遂大工業園の地質図完成陵を示し(篤

u図)その進捗度が遅いことをのべているが面積が比

較に匁ら匁いので一がいには何とも蓄支ない圭

V.出版物について出版周からは多数の公

□灘､旦

けぺて創岬で出山Lた〕

○

ユ964

洲d日｡…帥･St雌

E舶蛇rns但田bo趾dSt副toヨ

NewE1g1齪ndS帖t畠s

会針

第10図地域地質部研究針削

式の報告書類カ拙版されている.Professiona1paper

とBu11etinはわれわれにもなじみが多いが出版のと

きにはあまり明確な区別はないが一応つぎのような基

準カミある.

�

Professiona1paper内容豊富校資源研究など大きい

紙面を必要とする報告類長篇のものとされ年約50篇が

出版されている1960年以来現在研究中の業務内容の

概要はGeologicalSurveyResearchとしてPro{ess･

iona1paperで発刊されている1964年Prof.501号か

らは従来の表紙と変って青二=色刷で目につきやすいよう

に恋った

2.Bu11etin資源地質研究調査などの最終的または中間

的報告鉱床などの短篇報告をふくむ現在地質図幅調

査はおもにこの形で出版され下いる年約75篇が出版さ

れる

各搬尺地筑図尭成度(%)

����〰

節11図

綴琢童顯｡繍蓋錫薯鮒滅､轟脇鯛繍爵

灘災亘:狐㈱婁

繍ぺ…1級Φ燃

織災王:狐㈱⑩

餓榔三1§蟹I㈱債

轟秘三:顯導,鉋燃

繊災三1契⑪嚢､婁㈱

繊災三:狐竃⑪邊

郷渕工:婁§狐鰍1e

繍渕!:3狐暮竈e

アメリカ(除ハワイ･アラスカ)と4大工薬国の地質図完成度�



○供

⑲､原まカ商船サバンナ号(ポストン港)船体の中央部に原子印

が見えるこの後人酉洋牒断の処女航海についた(地質二一ス119号

139参照)

3.Water･Supplypaper年約90篇が出版されている

�㌮

�

4.GeOlogicFolios従来地質図幅はこの形で出版されて

いたが1945年の第227号以来出版されていない

5.Cir㎝lars(速報)科学的正確な公式出版物であるが一

般的に内容が短篇かまたしばしば地方的一時的興味の

ものがある従って体裁もかんたんで付図も一色刷り

である年約25篇が出版され希望者には無料で配布さ

れる先般のアラスカ地震の時も地震後わずか1ヵ月

で編集し2ヵ月後には出版されたような非常に迅速な例

もあるこの速報は筆者が5月末ニュｰヨｰクから斎

藤地質調査所長宛航送されすでにその内容の一都は本

地質ニュｰス120号に紹介された

6.Minera1ResourcesMapsandChartsこのシリｰ

ズは余り知られていないが作業計画ならびに速報をかね

て多数発刊されており茶色の袋に入った図面はたいへん

便利なものである.つぎのようなシリｰズに分けて出版

されている

�

6.1.Oi1andGasInves晦ationsMaps(略称OM以

下がっこ内に示す)19蝿年から発刊された例:The

BighomDolomiteandCorrelativeFor㎜ations

inSouthernMo口tanaandNorthemWyomi㎎

byP.W.Richardsetal,OM-202(1961)この地区

からウラン鉱床が発見され作業用図として便利である

年創刊

���癥��慴楯���慮��牴猨��㌵

年創刊

6.2.OilandG凌sInye§ti幽tio鵬Ch鮒ts(OC)1944

��牡�湶�瑩条瑩潮���却畤��慰猨��

第婁次大戦中創刊されおもに国内の戦略物資の賦存晴

況を明らかにしている例:PreliminaryGeologic

M即簑㍑h餐GasHi11UraniumDistrict,Fre㎜ont

an昼晦童r㎝aCo.,Wyo.,byH.D.Ze11eretal,

MF一鵠(王956)

����牡�湶�瑩条瑩潮����杳���利

1952年創刊短い解説がついている例:Thoriu㎜

慮��故��楮�敕���������

OisonandJ.W.Adams,MR･28(1962)

���潰����湶�瑩条瑩潮�慰��捨�瑳�倩

1946年創刊とくに空中磁力地図が地質的資料と総合し

てある例:AirbomeRadioactivityandGeo1o･

�捍慰�晴��慳�汐�楮�������

������潸�浥��������

テキサス州南部の油岡の上位層に賦存するウラン鉱床の

開発上重要な文献である

⑮サバンナ号の楓子炉搬作室

おわりに

デンバｰ支所の研究生活は比較的のんびりした雰囲気

のもとになされノｰタイ姿の研究員が多く実験衣も

ごく一部の化学関係の人しか着用していない.実はス

ポｰツシャツズボンが彼らの作業衣狂のである.し

かしひとたび夜のパｰティｰとなると見違えるような服

装で出席される場合が多い.これに反して本部の職

員は首都のせいもあって服装もきちんとしており事務

その他も形式ばっており決して早いとはいえない.勤

務時間はわが国の列車程度には正確でありとくに夕方

の退庁はそろっている.しかし中堅の研究第一線の人

たちの一部は夕食後再び出勤して研究を続行している.

欧米の諸国は日曜はもちろんのこと土曜も全休であり

正味の研究時間の不足はまぬかれ狂いものであるが第

⑳サバンナ号旧ビｰの壁左からテレビモスクワ･東京･ホノル

ルの1時脚を示す11締トが見える�
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一線の研究者は大学においても日夜をついで研究し

優れた成果の発表の｢時間｣を競っていることは世界共

通のことである.研究生活全般について各個人の才

能をじゅうぶんのばせるように雑用はほとんどなく

か放り能率よく行なわれているのは非常にうらやまし

い限りである.その背後には事務運営秘書という名

の事務員の働きなど見のがせない点がある.何処の研

究所大学へ行っても日本人の正研究員留学生のい

放い所はめづらしい位である.また日本人の勤勉さ

器用さで若い第一線の研究者は本当に重宝がられてい

る.｢頭脳輸出｣は水の低きにつくがごとく自然の

理といえよう.研究の世界にあっては人種の差はな

くその研究環境のすぐれた所に頭脳は集るといっても

決して過言ではないようである.(筆者は鉱床都杉原料資源熟)

雲仙天草国立公園

地学と

切手

堀内恵彦

長崎県の東南有明海に突出する島原半島の雲仙岳を中心

とする複雑な集成火山地域が国立公園に指定されたのは霧

島および瀬戸内海と共に最も早く昭和9年3月16目でしたが

その後昭和31年7月20周に半島の南に小地塊として海中に散

在する天草群島の一都が地域に編入され長崎･熊本･鹿児島

の三県にまたがる256,002km2カミ公園地域となりました.こ

の地域の特色は指定理由に四季の楽園ということと共に

キリシタンの史蹟遺蹟伝説等が多いということが挙げられ

ていることは興味深いことです.この地域は前述した通り

雲仙岳周辺地区と天草群島地区とにわけられます.

たが今は石垣と濠が残るだけです.また南有馬には天草四

郎が立てこもった潮の干満を利用して築いた原城跡があり

丘の上には土塁･濠跡がありますがキリシタン弾圧の地とし

て有名です.

天草地区…･天草灘と不知火海の間に上島･下島大矢野島

御所浦島樋島など熊本県の島に獅子島長島などの鹿児島

県所属の島が加わった群島で特長は内海多島海風景沈降

海岸砂州と陸繋島海蝕断崖などの海岸風景です.島上に

は陸海の展望地としてすぐれたところが散在しています.暖

地性植物が多く分布しとくに下須島は暖地性植物の宝庫です.

下島の東岸本渡市は天草文化発祥の地といわれ天草の中心

地で天草の乱の遺跡･天草氏の居城木戸城跡･切支丹学校

跡の丸尾丘などがあります.この天草は五島列島とともにカ

クレキリシタンの地として有名で西岸崎津港は明治6年キ

リスト教解禁後いちはやく神父が渡来し天主堂を建てマリ

アの鐘を鳴らした地でそちこちに十字架の墓標や墓石が見ら

れ異国情緒の濃い景観です.下島西岸には天草唯一の下

因温泉があり近くに海蝕により生じた海蝕崖妙見浦がありま

す.

雲仙地区…･島原半島のほぼ中央の雲仙岳を中心とした一帯

で古くからの開港場長崎に近いため外人が多く訪れとく

に戦前は上海･香港等からも避暑客があり外人の間に雲仙は

有名であったようです.山は1,360㎜の普賢岳を最高峰に

国見岳妙見岳を中心に北に鳥甲山吾妻山東に眉山七

面山西に絹笠山高岳南に野岳高岩山等の火山群が形成

する高原台地でその間に囲代原宝原論所原等の高原があ

り蕃にはツツジ秋には紅葉が一帯にひろがり山上からの

有明海や千々石(ちぢわ)湾天草灘をへだてて天草群島や

阿蘇･霧島の山並みの展望は雲仙の特色です.雲仙温泉は避

暑地として有名で古湯｡新湯｡小地獄などの泉源が豊富に点

在しまたゴルフ場･テニスコｰト･プｰル等もあリ審のツ

ツジ秋の紅葉冬ジ)幾氷は有名です.

また東の島原市は背後に眉山を控えた風光明美な街で

キリシタン反乱で有名校島原の乱の中心地で名勝･旧跡が多

くあリ九十九島と白土湖は寛政4年σ)眉山σ)爆雅によってで

きた{､のです.森轟城跡は松倉豊後守重政が築いた名城でし

また西北部の苓北町は海中に突出した半島状の風光明美な

地で頼山陽のr天草灘｣はこの海岸の暮景をよんだもので湾

頭に記念碑があります.このほかに竜佃島の奇景天草松島

の景観竜が岳･六郎次山の展望が有名です.

以上この地区の探勝には船とバスを太いに利用することが

必要で天草は最低2泊が必要です.

切手は同名利28年11月20目に5円(雲仙ゴルフ場)I10円

(雲仙岳の遠望)の2種.昭莉38年2月15目に5円(普賢岳

σ)霧氷)10円(手厳山から天草松島を経て雲仙を望む)の2

種が発行されました.

(錐者は元可員現科学技術怖報センタｰ)�


