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セイロン

をたずねて

はじ踏は:ユ964年暮れから65年にかけて紋茶で

有名なゼイ峰ンを訪れた｡旅行の帰りとくに石墨鉱

床に深い関心をもっている私はそれにひかれてこの国

で数目を過した.またセイロン地質調査所も見学する

ことができた.このようなことを中心にしてセイロ

ンを紹介してみたい.

改めてv'うまでも泣いかセイロンといえば紅茶紅

茶といえばセイロンカミ代名詞のようにわ淀くしたちには

おなじみの国である.その首都のコロンボも東南ア

ジアの後進国開発援助計画コロンボ1プラン(英連邦

の東南アジア開発計画.1950年1月コロンボで開いた

英連邦外相会議で計画カミ決められたのでこの名カミある.

その後目本･米国なども加盟)の呼び名でよく知られ

ていると思う.北海道よりわずかに小さいこの島には

約1千万の人が住んでいて同常は国語のシンノ･リ語で

話してい馬らしいが公用語が英語であるためか町を1

人で歩v'ていてもことばには不自由を感じ狂v'ほどであ

る.中学生でも流暢に英語をしゃべる.熱帯雨林気

候のなかにあり在がら島国でインド洋特有のモンスｰ

ンのおかげで比較的しのぎやすいようである.

この国は西暦前数世紀の頃インド南部からシンハリ

族カミ移住して仏教国家を建設したのに始まるといわれ

る1その後1408年にシナ人か侵入1505年からはポル

トガルに統治されるようになった.やがてアラビア人

もきたが1602年にはオランダヘその統治権カミ移った.

1763年英国人が侵入し1796年にこの国はマドラス州の

付属植民地と狂った.1802年インドから分離してセイ

ロンの海岸地帯を直轄植民地とし1815年全島が平定さ

れる.第､2次世界大戦後の民族独立思想をうけて

服部仁

王948年2月4日独立国家として生まれかわり英連邦内

の1自治国となった.憲法はその時制定したか国家

元首はいうまでもたく英国女王で総督カミ統治にあたっ

ている.現在国民の68%カミシンハリ族23%が同じ

くインドから移住したタミｰル族であってそのほかム

ｰア族も若千住んでいる.さすが仏教国だけあって

宗教は仏教徒(小乗仏教)カミ65%キリスト教徒が数%

回教徒も数%を占めている.

さて私はインド南部のマドラス市から飛行機でセィロ

ンヘ向かったのであるカミ飛行機の座席のことで悶着カ茎

起きてしまった.ちょうど1週間ほど前にマドラス地

方とセイロン北部を襲った台風のために大きな損害を

うけ数百人の死宥を出したぱかりまた年末年始にあた

って外国旅行者沸非常に多かったので飛行機のダイヤ

は相当に乱れていた.予約のとれていたはずの私の名

前が搭乗者名簿には見当らない.驚いてしまったが仕

方なくキャンセルをねらって待っていると同類か多

勢いるの添わかりまたまた驚いた.しかしこのよ

うたことは飛行機で旅する時には応女にぶっかること

で旅行春にとっては不安の種の1つになっている.

それでもやっと予定した12時半発のIACの飛行機にの

ることができて午後3時過ぎにコロンボヘ肴いた.

上空からみるとエメラルド｡グリｰンの大海原に浮

かぶ深緑の島といわれる景色とほ異なり遠い海は灰色

ににぶく光り沿海では褐色となり台風の爪あとカ痛

々しく映った.地上の人となってからマドラスでこ

りていた私はさっそく帰りの飛行機座席の予約確認を

した.インドと旅行事情がちがうせいかかんたんに

確保できますセイロンの第一印象をよくした.

①コロソポの中心地から灘岸に平行して南へのぴている幹線道路蒲潔な

通りに建てられたバスストップ(右側)とバスを待つ人たちバスはど

れもダブルデッカｰで下の後車部に車掌が乗っていて小型金銭登録機

のようなもので行先別に切符を発行する

②目の落ち淀海津に薗しているゴｰルフェイスホテルの中庭

赤道の直近の典型的在1シｰンである�
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とともに仕事が進められたか地質

学的研究はほとんど行なわれること

が匁かった｡

!930年になってゼイ鴬ン人最初

の留学生赫奨学金を支給されて濠

シドンの至醐岬曲至ωie駿の有名

なH自汎盈畿磁の門下生と癒った圭

この人秘現在の鉤質調査所の所長

フ送ノンナンド(L｡工D.F餐r籔菰鴛遼｡)

筑である.政府の鉱物調査官はい

⑧日暮れに涼をもとめて大広場に人が集わてくるくる打のりつける人もあるしかし目が晋んとして1人であって1939一

落ちて暗くなったらここへは足を踏み入れない方が身の安全だとホテルのガｰドが教えてくれ

た(ゴｰルフユィス前の広場)1945年の間はインド地質調査所を

私の泊ったゴｰノレフェイス(GaueFace)ホテノレは引退したワディァ(D.N.Wadia)氏であり組織的

町の中心から少し離れたやしの木の立ち並ぶ海岸にありな仕事がスタｰトしたのはこの時からといわれる.

(写真①②)NewYear'sE∀eを楽しもうという観光1945年にスタッフも実験室もないいまだに1人の政

客でいっぱいであった.限りなく広がった海原に面し府の鉱物調査官としてフェノレナンド氏カミ登場する.彼

た大きな広場がこのホテルの前につづいており夕方は将来の地質調査所の構想を青写真に描き文字どおり

になるとたこをあげたり芝生にねそべって涼をとる人のワンマンであった.

たちが集まりそこヘァイスクリｰム売りがやってくる1948年2人の若者カミァメリカ合衆国と英国に留学し

など日本のどこかの広場の夏の風物をみているような鉱山学と地球物理学を学ぶことになりかれの構想の第

錯覚にとらわれた.ただ植生のちがいとご婦人の原色一段階が始まったわけである.国の開発は自国民族の

のサリｰ姿が夕日に映えるのを除けば(写真③).血潮にあふれんぱかりの若い世代を鼓舞することにより

遂行しようとする計画は新興国にとって当然のことで

元目の朝セイロン大学地理学教室のKu1arathnam敷かれらの意気があカミったことは想像にかたくない.時

授カミポテノレまで車で迎えにきて下さりさっそくかは民族独立の記念すべき年でもあった.そののちも恒

って彼が在職したことのある地質調査所へ案内していた常的にカナダオｰストラリアヘも留学生が送り出され

だく.残念ながら大学には地質学の講座はなくまたた.独立のあと工業省の下におかれていたが1962年

コロンボから東北東約100km離れたカンティ(Kandy)になって現在の呼称地質調査所(Geo1ogicaIS岨vey

市近くの涼しい高原の町ペラデニヤ(Peradeniya)にDepartment)が用いられることになり(写真④)一

大学カミあるので訪問を断念した.元目といってもセ研究機関としての陣容もととのってきた.

イロンの暦はグレゴリｰ暦でないので官庁は休まず通

常業務についていた.職覇:現在のスタッフは所長フェノレナンド氏副

所長シリマンヌ(αH.L.Sirimame)氏所長補佐1

名地質学技師7名化学技師3名鉱山技師1名地

ゼイ回ン地質調査所Ge0109ica1S皿岬eyDe脾rtme皿t

潦�礱潮

地質調査所としては1962年に設立されたばかりで

きわめて歴史が浅いのであるが自国民族の手により計

画事業を推進するという気迫にみちた雰囲気力糟所にう

かがえた.

変遷:1900年頃当時の英国植民地の管理官の1つ

に鉱物調査官がおかれ仕事の第一段階として産出鉱物

をたんねんに調べその試料とともに英国のImperia1

Instituteへ送った.V･く度かの3カ年計画がつづ

いたのちに1918年政府の鉱物調査官Govemm㎝t

④セイロン地質調査所の正門入口付近はあまりきれいといえない竜…古

い建物の中はきちんと整理されており気持がよかった�
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⑤分析化学の実験室設備はそん柱に新しくなくじゅうぷんと

見られなかったが手入れがよくゆきとどき整っていた別棟

のエアコンディジョン設備のある実験室にほJACOがあった

名地球物理学1名鉱山地質学1名を加えると1967

年頃には17～18名の専門家を擁するようになる.いわ

ゆる技工さん事務担当(12名)運転手を加えると約

120名の職員になる､これから述べる事業内容からみ

てもまた民間企業が小さくかつ少ないので政府機関カミ

自国の鉱物資源に関するすべてを網らすることになり

必然的に大き柱組織をもたたくてほならない.実験室

には分析化学岩石学放射線物理学の3室カミある.

事業と予算.:事業は大きく4つに分かれる.

①地質図幅作成:1つぼ4マイル対1インチ(約

25万分の1)の予察図作成事業で1942年に始まり

1953年に完了している.他の1つは現在進行中のも

ので1マイル対1インチ(約6万分の1)の精密図

で全島をカバｰすると74枚になる.出版済か2葉

㍉議■舳園雛醜

亀質中新世

箏織ぺ

印刷申⑬葉製図申3葉1965年調査終了予定添5葉

と早いテンポで実施となっている.

トリンコ字リｰ

②鉱物糠麓:20名の助手が野外調査に加わり地球

化学1物理探査を手伝う珪この助手は高校の科学課

程修了宥を地蔵調査所が雇って邊年間種冷の技術を

修得意せたのち実務につかせているようである垂

実験室紀おいてもルｰチンの分析には大喜扱役割りを

占める｡ごの地球化学操査には焔光;分析籍やJAC0･

は粗くては放ら恋い存在と狂っている帝鉱床確認の

花めの試錐には訓練をうけ触O名があたり笈争500フ

ィｰトまで掘さくする計画がある.

③相談所:国立の機関である以上義務を負うとv･う

立場から水資源問題と土木建築工事の基盤調査にカ

を入れている.ま淀随時他省からの調査依頼をうげ

たり諮問を行なったりする.民間企業や一般市民

にも門戸が開かれているものの件数は少ないというこ

とである.

幕弄

④鉱山盛醤:安全操業を遵守させるため定期的に

鉱山に立ち入る現在鉱山監督官は1名である.

プ･ソ

8･ムラ､㌔ミ

�

義淡

脇多ツ

野外調査用にはジｰプ8合トラック12台専用試

錐車1台があり機械化は進んでV'る.年間予算150

万ルピｰ(約30万ドル約1億1,250万円)

�

地質の栂妥(第1図･第2図)

島の8割以上が先カンブリア時代の変成岩からできて

おりジュラ紀までは削鋤作用をうけていて堆積岩カミ沈

積せず島の北部から中西部にかけてわずかに第三紀｡

第四紀の地層がみられるにすぎ住い.

セイロンの先カンブリア時代の岩石はいわゆるゴン

ドワナ大陸(Gondwana)の一部を荏すインド半島の層

状地インディス(Indis)につ恋がり地質もよく似てい

る.花筒岩質岩石にはインドのマドラス地方に特徴

的在チャｰノカイト

1:三コ第四種(Chamockite)の性

匿嚢1第三紀質カミありまた片麻岩

[コゴンズ岩系ももっとも変成度の高

魎黒麻岩類いといわれる白粉岩

亨H山ブ書

��

㌻省81瓶幽粍及

第1團セ打ンの地徽図(ゼイ買ン地筑調査所編集)

第2図迦イ

0石灰岩

⑧石墨

⑳鉄鉱

チタン

廃トリウム

ジルコニウム

ンの鉱物命布図

相(Granu肚efacies)

に属するものである.

抵かでもコンス岩

(Khonda1ite)は特殊

な鉱物組合わせで有名�
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表1石墨の世界の生産量

表2眉墨の世界の主要産出国別生産量

エ953-57(平均)

��

��

��

��

ユ962

表3'セイロンの眉墨輸出状況

275,000米トン

㌵�〰　

��〰　

��〰　

��〰　

570,00σ

である.

(注)チャｰノカイト

:おもに石英カ

リ長石灰曹長石

紫蘇輝石柘榴石

からなるか花闇

岩ないしトナｰル

国別

韓国

オｰストリア

ソ連

北鮮

中.国

メキシコ

マダガスカル

西独

セイロン(輸出)

ノルウェｰ

日本

��

水トン

���

���

��〰

��〰

��〰

3ク,826

��〶

��〰

���

���

���

��

派トン

㈰�〳�

���

��〰

��〰

��〰

㌱��

��〰

ユ3.500

���

�㌰　

いずれもMi鵬raIYearbookの資料から

国別�1958�1959･�1961�一962

イギリス�工,727�2,072�3,J84�米トン2,729

北米�2,077�2,711�2,218�2,6-5

日本�1,238�2,48?､�2,917�2,056

オｰストラリア�402�371�355�647

インド�332�398�{92�555

合計(その他を含めて〕�6,342�8,817�10,015�9,665

岩の組成をもっているある岩看学者は火成岩に

またの岩石学者は変成岩と分類している

コンス岩(系):インドKhonds地方に産する変成岩類で石英

正長石柘榴石珪線石石墨よりなる

この岩石には珪岩石墨片岩犬理石などが伴う

といわれる

石墨の起源

コンス岩系のなかの石墨の起源をめぐって激論が交

されたのはそんな音のことではない.

石墨(日本語では一般に黒鉛と呼ばれてv･る赫英語

ではgraphiteblack工eadp1umbagoの呼び名カミある)

はご存如のように炭素の単体鉱物でダイヤモンドとは

親せきである.たv'て〉'の岩石のできる物理化学的条

件でほ炭素はダイヤモンドではなくて石墨に結晶しで

あらわれる.したカミって石墨の起源は炭素の起源と考

えてもよv'だろう.炭素が岩石の中で単体としてでは

なく有機化合物としてもっとも普通にみられるのはい

わゆる炭質物と記述される泥質の堆積岩内であり濃集

する場合は石油とか石炭である.なかでも無煙炭とい

うのは炭化作用のもっとも進んだ石炭で非常に微細で

ほあるけれどもほぼ石墨の結晶形をもつといわれている.

石墨の産状は一般に次の四つの場合が考えられている.

①堆積岩内にあった炭質物が変成作用などの影響をうけて石

墨1こ鯖轟するつまり有機質起源の炭素から;百墨が生じる

②石灰岩秘分解する時政蛸される｡◎豊か還元作用の下で

Cのみ祉残り石墨になる

③火山ガ刈己禽まれるCOCO童囎垂から遊離炭素が生葉

れ眉墨に晶出する

④熱水溶液紀炭素秘とけていてそれが就激固定する場合と

かペグ竿タイト紀伴う揚含

鉱床をつくるよう柱石墨の集まり方にはそんなにい

くつもの過程が確かめられてはいない圭たいてい⑪と

④の場合に限られるようで世界の大きな石墨鉱床はそ

のように二大別されている.しかしもし石墨カ精機

ンブリァ時代には

ほど有機物質

討されねばならないからセある.

物体であったと仮定しても

岩とは似なv･片麻岩類に変化してしまっているので推定

はますますむずかしく狂る.そこでおもしろい識別法

を提唱した人がいるのでそれを紹介してみよう.ラ

ンカマ(K.Ranka㎜a)という人が石墨の炭素の同位

元素C12とC13を測定しその値を削ことり起源を論

じた.C12のより多いつまり軽い方の濃集する傾向

カミあれば生物起源だとした.これには反論もあって

クレイグ(亘･Craig)氏は古い岩石中の炭素の同位元素

組成比は有機質か無機質かの起源を決定する手段を

備えていない.また熱力学的デｰタから前記②の成

因論は肯定できな〉'と述べてv'る.

宿塾鉱床の1つボ日ガラ鉱山遇0醜1a腕nes

このような成因論を頭にうかべなカミら鉱山監督官の

アベヤクｰン(A.Abeyak00n)氏に同行して長年夢に

描V･てV'たセイロンの石墨鉱山の1つでアダムス山近

くのKotiyakumburaにあるボｰガラ鉱山を訪ねた.

山の中腹に建てられたいくつかの穣をみただけではお

物質から起源したと〉･う成因論から先カン

ブリア時代の石墨鉱床をながめてみるとい

ささか難問題に直面する.というのは先カ

多量の炭素を供給することのできる

つまり生物が生存していたかどうかが検

たとえその当時生

合の石墨鉱床はもとの堆積�
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坑内図は地質図はと尋ねて今るとそういうものは作

成していない今まで全く必要で柱かった.明目の鉱

石を案ずることはなく現在確認している鉱体を何年も

採掘できるという所長の説明であった.秘密だから見

せられないという理由ではないように思えた.そうい

えば地形図も容易に入手できずこの鉱山が正確にいっ

てどこに位置するかとうとう終りまでわからずじまい

であった.坑口は事務所のすぐ近くの竪坑でそこか

ら小さなケｰジにのって約80mを一気に降りた.坑

道はさらに下に何段もあり最深部は地表下500皿位で

あろうか.坑内はどこでもたいへんな湿度と熱気でこ

もっていたがきわめて広くかつ清潔であった.鉱体

は7-9フィｰトの厚さの層状のものが最大で四層あり

まわりの岩石の片麻状構造にほぼ平行してのびている.

そのほか3インチ位の紬脈状のものが数本あった.こ

この鉱床は石墨の結晶が壁岩に直角に成長しておりし

かも大きいことでも有名であり全くそのとおりであっ

た.鉱石はとにかく真っ黒堅固で炭素にしてほぼ

95%ということであった.しかしこの品位という点

についてはある教科書によると5.20%の揮発性成分

と22%の灰分を含むとありこの鉱山のいう通りの炭

素95%はそのままうけとれなV'恭鉱層申のレンズ状で

挾みこまれている優白質岩石は有色鉱物カミきわめて少な

くそれでいて粗粒である.おそらくトロニエム岩質

の岩石であろう.鉱床の母岩はチャｰノカイトで優

白質のものから優黒質のものまでありいずれもギラギ

ラした脂肪光沢をもっている.鉱床も母岩も変質作用

をうけていない.鉱床はチャｰノカイトの片麻状構造

とはほぼ一致した傾向をもっている.

こういった産状をみて日本の代表的な飛騨変成帯中

の石墨鉱床と比較したがらその成因を考えてみた.

トロニエム岩質岩石が石墨鉱床の富鉱体にある点は似て

いても炭素の濃集のメカニズムはかなり違っていそう

である.後者の飛騨の例では石墨は片麻岩の原岩で

ある堆積岩中の炭質物から由来すると一般に信じられ

ている.しかしセイロンの場合では石墨の有機起源

とするには先カンブリア時代という地質時代からみて

有機質炭素の絶対量とその濃集過程を考えると少々無

理に思えた.かつてウイックマン(F.E.Wickman

1956)氏が炭素の同位元素C12とC-3の存在比を用

いてその起源を論じたことカミありセイロンの石墨の

C12とCユ3の存在比は大き衣鉱床であるので局所的な

原因により値がぱらつくがほぼある平均値に集まるこ

と添期待されそれが有機物質に由来した値に近いと結

論した.この種の石墨の起源すなわち炭素の源を探る

議論は容易に片付きそうもないようである.

とにかく予想していたトロニエム岩質岩石洪富鉱体に

伴なっていることを確めたものの成因については疑問

を抱きなカミらボｰガラ鉱山を離れることになった.

汚したたる坑内から解放されて地上へもどった時30.C

をこしていたであろうにたいへん涼しく感じたことそ

して直後に味わったココナットやしの水が冷たくこの

世の中にこんなうまい飲物があろうかと感激したことが

またの思い出に狂った.

たいへんこみいった話になってしまったがここでセ

イロンの庶民の生活にふれてみよう.次の目友人の

ウィジィヤワルデナ(N.K.Wijeyawardena)氏の案内

で動物園町寺院(写真⑥⑦⑧⑨⑩⑪)をみてまわり

夕方かれの私邸で一家そろってのディナｰを馳走になる.

おそらく何年か後に高級官吏になるであろうかれは広

い土地に小じんまりしたモダンな家を建てて住んでいる

(写真⑫).セイロンのカレｰ料理はすごいときいてい

たのであらかじめ手心をくわえるようお願いしてあった

ところその意向をくみとって一切テリｰ(Chi11i香

辛料)を入れ狂かったということであった.カレｰ粉

とはいろいろの木の実や種などの粉末の混合物であるこ

とを教えてもらった.そしてもう1つやはりこうい

った国の料理はまがりなりにも少しはテリｰが入ってい

たいと口にあわないこともわかった.

一般にセイロンの人たちはインド人とちがって目

つきも鋭くなく働きものだなと感じさせる.その上

なんとなく庶民的で親しみカミもて相手カミ目本人とわか

⑥ゼイ回ン動物園(TheZooiogica1GardenofCey1on)同曜目

の朝は子供づれで交通整理のおまわりさんも出ているお葉子

屋も露店を出している熱帯地方の動物とくにおうむの種類が多

くご自慢の1つらしい

⑦二1ロンボ市街地を珍し南へ行ったところにある1寺院の円くるまに

乗って参けいにくる人もあるが門を入って少し行くともうそこか

らはきものをぬがなくては在らない下足あずかりの小屋班あP少年

が1人一生懸命本を読んで勉強していたあずかリ賃は無料だった�
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品目�1960�1961�1962'

茶�1.096�1.l14�1.i48

ゴム�378�260�290

やし製品�184�202�265

その他�i17�104�63

再輸出�57�53�42.

計�1.832�1.733�1.808

表4

ゼイ回ンの貿易

(単位:100万ルビｰ

1ルビは約75円)

ると非常に大切にしてくれる.

短かい滞在で多くを語れない.しかしインドでのか

んばしくない数多くの印象と比べて気候鳳土人種

などあまりちがわたいのにここセイロンではどうして

こうもちカミうのか理解に苦しむほどである.インドに

発祥の地をもつ仏教カミ今ではヒンズｰ教におさえられて

なか泣か仏教寺院を見出せないのに対してセイロンに

大きく根を張って栄えているのをみるときそれもふし

ぎの1つに数えられるであろう.人の名前をきV･て

その家系がおおよそいつの時代っまりどん在統治者の

下に生まれたのかがわかるといわれる位この国民はい

ろんな外国系の姓をもっている.いろん衣国の統治者

を迎え苦難の道を歩んできているといえるのではなかろ

⑧ゼイ日ン風の仏教寺

にはこのような仏舎

利塔があるといわれ

る燈明に宮本と圃

㌫よう匁滴と燈芯が

使易)れていた

うか.しかし人々の表情は意外に明るい.

独立国家として自立経済を営んでゆくには紅茶ゴ

ムを主産物とする産業構造(表④)ではいくつかの困

難が予想されまた現実の問題となっている.鉱物資

源に乏しい現状で地下資源開発に本腰を入れているセ

イロン地質調査所の動きからみて今後は積極的に工業

化に立ち向ってゆくと思われる.そして援助を求める

手は欧米からやがてアジアの先進国日本に向けて伸び

てくるにちがいなv'.

余談になるがた走1っ残念に思っていることはセ

イロンは宝石の宝庫であるといわれておりいやしくも

地質学を学んだものの1人として採掘現場を見のカミし

たことである.アメリカのアｰカンソｰ州のダイヤモ

ンド探しの釣り掘りではないがゼイ回ンでも河の砂を

一杯いくらで売っていると聞かされたがキャンブノレを

する機会もなかった.ボｰガラ鉱山へ行く途中に渡っ

た河川にその場所があったと聞いてはいう言葉もない.

宝石の原石はv'ずれも現河川の土砂のなかの重鉱物すな

わち漂砂鉱床なのはv'うまでもないことであろう.金

目に縁なき衆生のたわごとかも知れない.(築者は地質部)

免だりするらしくびんやつぼや花籠がみられる

⑩オレンジ色の僧衣をまとった通りすがりの借倒こ友人を通じて寺院の

ことを23.たずねてみた皆まじめそうな修験者にみえたが英語は

あまリ得意でないようだった私の質問の1つは写真7にうつって

いる鐘楼がキリスト教の影響をうけた建築様式ではなv･かとv'うこと

であった僧侶たちは互いに話をしあってrそうです仏教本来の鐘楼

ではなく大きく影響をうけた比較的新しい時代のものです｣と答えた

幣紬

鴻

五

1牌

⑳友人のウィジィヤワルデナ氏の一家

女性は一般に背が低いようである左から三女(東京立川高校のボｰイフレ

ンドと文通してv'るといって1コマンチックな手紙と写真をみせてくれた)

次女夫人四女と主人サリｰは年ごろの女性か既婚者が着るものらしく

子供の着てv･るのをみたことがなかった�


