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「地面に振動を加えて人工的に地震を

起こし、地震波を地震計でキャッチし

ます。この地震波が伝わってくる時間

差などから地下の構造を推定するのが

弾性波探査法です。地盤の状態が分か

れば、トンネル工事で最も懸念される

出水の恐れがある場所を予測して、あ

るいは避けて掘ることもでき、ルート

や施工方法を選定するためのデータと

だが、危険物であるだけに探査にも慎

れることが多い。処理するのは自衛隊

幹線、東名・名神高速道路といった、

関門トンネル、佐久間ダム、東海道新

どの地盤調査を依頼されるようになり、

査等があります。現在、同じようなこ

ず磁場ができることに着目した電磁探

る電気探査、物質に電気が流れると必

気抵抗の大小から地盤の性状を把握す

が出てきますね」
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安全な社会の発展に貢献する探査技術のパイオニア

日本物理探鑛株式会社

自由な社風が育む高度な技術で
危険物探査に抜群の信頼性

鉄道、道路、トンネル、橋梁、ダムなどのインフラ工事を行う際、欠かせないのが工事の計画を策定するための基礎資料

を収集する地盤調査だ。また、事前の地質調査は工事の安全を確保するためにも重要だ。戦時中に創業した日本物理探鑛

はこの分野のパイオニアとして戦後の高度成長に貢献してきた。その技術をさまざまな分野に拡張し、現在は不発弾や機

して活用されています。

重さが要求され、かつ高度な技術が必

日本の高度成長を担うインフラ整備に

とをやっている会社はありますが、基

弾性波探査の他に、電気を流して電

要だ。危険物探査を行う数少ない会社

貢献した。後に青函トンネルの調査を

重要なインフラの陰には必ずＮＧＰ

の中でも、日本で最初に物理探査を行

創業したのは戦時中の１９４２年の

ありと言っていいほどで、これほど重

危険物探査は地盤調査の延長上にあ

本的な理論は共通でも、経験豊富な技

戦争時の不発弾を処理するための措置

ことで、丹那トンネルの工事に携わっ

用されるのは物理探査のパイオニアと

り、磁気探査機、金属探知器、海上水

手がけ、現在はリニア中央新幹線の調

だった。この不発弾を発見したのが、

た鉄道省の技官が中心となって日本初

して高い技術を持っているからである。

平磁気探査法を開発したＮＧＰは、こ

ったＮＧＰは抜群の信頼を寄せられて

危険物探査を得意とする日本物理探鑛

の物理探査会社を興し、鉱山や炭田の

物理探査にはいろいろな方法があるが、

の分野におけるパイオニアでもある。

術者は質のいいデータを収録するノウ

（ＮＧＰ）である。

調査に従事した。当時の日本にとって

石田定社長によれば、当初は主に弾性

１９６０年代、全国で港湾しゅんせつ

査にも加わっている。

戦争の負の遺産、不発弾や機雷は今

資源獲得が国家的な課題だったからだ。

波探査法を使っていたという。

ＪＲ東海浜松工場で発見された太平洋

でも日本各地に残っており、工事の安

戦後はトンネル、ダム、鉄道、道路な

ハウを持っており、最終的な成果に差

全を確保するための事前調査で発見さ

いる。

雷など危険物探査にも活躍の場を広げ、社会の安全を担う企業として揺るぎない地位を築いている。

新幹線、高速道路、ダム
日本の高度成長を支えた
高度な物理探査技術
昨年 月、東海道新幹線の浜松―豊
橋間で約 時間、運行が休止された。
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「安全を見える化する」 プロ集団
会社プロフィール

建設工事の現場などに埋まっている不発弾の位置・深度・磁気量を、水中・陸上を問わ

ず非接触で高精度に調査・判定。創業以来、数多くの実績を挙げて災害を未然に防ぎ、
工事の安全、住民の不安を解消することに貢献している。

主な事業内容：不発弾調査、地
下構造物探査、建設工事に伴う
磁気探査、物理探査、地質調査、
環境調査。および、土壌・地下
水調査、地震・津波に関する文
献・資料調査、解析・シミュレ
ーション、測量、測定機器の開
発・製作・販売など
所 在 地：東京都大田区
社
長：石田定
資 本 金：5000万円
創
業：1942年
従業員数：127名
会社ＨＰ：
http://www.n-buturi.co.jp/

どうかを確認する技術が、安全を確保

探知器で磁気異常点に機雷があるのか

度計を使って広い海域を探査し、金属

工事が行われるようになると、磁気傾

水士が潜って回収し、しゅんせつする。

を行い、金属物が検知された場所に潜

は考えられないことですが、磁気探査

の探査を依頼されたわけです。日本で

工事を受注した日本の企業から不発弾

たことがあるので、記憶されている方

嵐～スエズ運河を掘れ』として放送し

ＮＨＫが『プロジェクトＸ／爆発の

この繰り返しでした」

するために不可欠なものとなった。

地盤・危険物・埋設物・環境
時代の要請に応えて
技術を開発、調査分野を拡大

ら、まだ海底に不発弾がたくさんあり、

第４次中東戦争が終わってすぐですか

て大型船が通れるようにする工事です。

「運河の幅を広げ、深くしゅんせつし

の調査に１年ほど従事した経験がある。

も貢献した。石田社長は入社の翌年、こ

って行われたスエズ運河の拡幅工事に

ＮＧＰは、１９７５年から５年間にわた

この分野には土壌・地下水汚染、地中

て環境・防災調査も行うようになった。

発したＮＧＰは、２０００年代に入っ

探査器ソナライザーや鉄筋検知器を開

リート構造物の健全性を調査する打音

システム、１９９０年代には、コンク

管を対象とした地下埋設物の磁気探査

ル工事などの障害となる基礎杭や埋設

１９８０年代には、シールドトンネ

もいるかもしれない。

しゅんせつ船が吸い込む掘削土砂の中

ガス、旧日本軍毒ガスなどの調査があ

国内での危険物探査で実績を積んだ

に紛れ込む不発弾がポンプの中で爆発

1952年、東京都生まれ。明星
大学卒業後、日本物理探鑛に入
社。翌年にエジプトへの調査派
遣を体験し、若いうちから経験
を積むことの重要さを感じる。
2015年５月より９代目社長に
就任。

るが、始まりは火山ガス調査だったと

石田定社長

する。そういうことが何回かあって、

いう。

「火山ガスの濃度を測定するだけでな

く、どうしてそのガスが出てくるのか

を調べます。化学系の濃度測定は専門

分野ではありませんが、当社が得意と

する地質系の発生メカニズム解明をミ

ックスして仕事をするところがセール

スポイントですね。土壌汚染にしても

調査した後、どうやって汚染を浄化す

るか設計し、工事まで行います。純然

たる汚染調査をやっている会社はたく

そだとう 190 2017. 1
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さんあり、それだけで勝負したのでは
勝てません。隙間を狙っているような
ものですよ（笑）
。
競合会社は分野によって全然違いま
す。一般的なボーリング調査を行う会
社は大から小まで何百とありますし、
危険物探査は少ない。究めるのが難し
い分野ってあるんですよ。それとニー
ズが多いか少ないかによって会社の数
が違う。私どもは、需要がそれほど多
くないけれども必要であり、専門的な

1

① 機雷、不発弾を対象とした台船による海上水平磁気探査。②・③ 平成23年東北地方太平洋沖地震の津波
4
3
2

により行方不明となった児童を電磁探査、磁気探査により捜索中の調査員。④ 平成23年東北地方太平洋沖

ることが難しくなった。過去、不発弾

が発見されたことのある場所は別とし

8
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た航空写真が公開されていて、その写

真等から危険性を推定することができ

ます。しかし、こちらから『危険なの

で調べてみましょう』と提案しても、

多くの場合認められないのがつらいと

ころです。官民比率は五分五分位です

が、民も公共工事を受注した大手ゼネ

コンからの依頼なので、実質的にはほ

とんど官ですね。ですから、公共工事

が減ると危険物探査の仕事も減るとい

う相関関係にあって、先行きを考える

と展望は明るくありません。それでも、

当社にしかできない調査があるという

ところが強みです」

ＮＧＰは社員の３分の２が技術者と

いう技術者集団だ。博士号を持つ社員

のほか、技術士や地質調査技士、港湾

海洋調査士、環境計量士等々、有資格

者が多い。勉強する時間を確保できる

よう考慮し、資格取得を奨励している

という。
会社で独自に発行している
『地

質工学』誌には、学会や業界団体だけ

でなく社員も論文を発表しており、各

種フォーラムにも積極的に参加してい

る。こうして、会社の最大の武器であ

る技術者のレベルアップを図ってきた。

その一方で若返りに力を注いでいる。

将来的には公共工事の減少が予想され、

て、工事を行う前に必ず調査するわけ

ではないそうだ。とくに民間工事の場

団塊の世代が退職し始める前に毎年数

会社の未来が危うい。この考えから、

つまでもベテラン社員に頼っていては

楽観できない状況にはあるものの、い

地震の津波により北上川に水没した車両を海上水平磁気探査により捜索中の探査船。

合、安全第一を考える企業でない限り、
しない。

お金のかかる危険物探査をしようとは
年たった今日でも売上の半分以上を危

「米軍が爆撃効果を見るために撮影し

業務内容が広がっていったが、戦後

時代の要請に応えて技術を開発し、

他社にはできない調査が
あることが強み
さらなるレベルアップを

状況が違い、戦時中のことを知る人が

ど、観光客の安全に寄与している。

知識と技術が要求される分野で頑張っ

ることで中毒被害や死亡事故の防止な

年々少なくなっていく中、
「この辺に

スをモニタリングし、危険地区を特定す

ています。大量に安く、という方向に

ー探査により地下の空洞を調査、火山ガ

爆弾が落ちた」という証言を拾い集め

光資源である山々や温泉地。地中レーダ

は行きたくないですね」

火山国であるわが国において、重要な観

険物探査が占めている。ただ、昔とは

70

火山ガスから観光客を守れ

持ちが強く、一生懸命仕事に取り組む

性は男性に負けずに頑張ろうという気

く、女性の技術職も採用し始めた。女

男性社会の現場に新風を吹き込むべ

下がってきている。

名ずつ新卒を採用し、平均年齢は年々

優秀な人材を獲得して育てていきます」

り、地質調査や物理探査に興味を持つ

ていけません。大学とコンタクトを取

史があるとはいえ、暖簾だけでは食べ

高い調査をして頑張っていきます。歴

ら、今後も仕事の質を高め、信頼性の

技術力で勝負するしかない会社ですか

す。技術者にとっては働きやすい。私

いし、もっと良くしようと思うわけで

とやらせてくれる。だから仕事が面白

「こういうことをやりたいと言えば割

頼の源泉となっている。

技術者がイキイキとしていることが信

に思う存分仕事ができる社風を生み、

団をまとめていくことだとか。技術者

マネジメントで難しいのは技術者集

社員もやる気になる。

大学の先生に指導を仰いでいくことで

には限界がある。それを十分認識し、

に一企業の力だけで対応していくこと

オニアであっても、変化していく時代

員改選の時などを利用して、できるだ

は、いちいち指示しなくても自ら積極

いい環境であってこそ人は育つと考

け会社の状況や今後の方針、自分の思

自身そうでした。いい環境で育ってき

える石田社長は、より満足できる職場

いについて話すようにしている。技術

的に仕事に取り組む半面、どちらかと

環境づくりに意を注いでおり、最近は

者は人の意見を聞く耳は持っているの

たと感じています。社長になって『高

転勤を多くして支店間人事の交流も図

だという。だが、それは利益を追求す

いえばチームワークが苦手で、熱心な

っている。ＮＧＰは北から南まで全国

ることが目的ではない。

度な技術により安全な社会の発展に貢

ので、いい刺激になっているようだ。
「当社の場合、仕事をしたことがある
会社から、そのとき調査を担当した技
術者に依頼の電話が掛かってくるケー

に事業所があり、業務内容は多岐にわ

「利益を確保するのが使命であると心

あまり自分の世界に入り込んでしまい

たる。調査する場所も山間地や海、都

得ておりますが、決して無理をせず、

献する』という経営理念を掲げました

ＮＧＰの歴代社長はほぼ技術者で、

市部と多様だ。仕事環境が変わればモ

経済速度を維持します。長時間エンジ

技術者イキイキ
自由な社風で仕事が面白い
だから人が育つ

いるわけです。いろいろ機器を開発し

９代目の石田社長もそうだ。これまで

チベーションが上がることが多い。自

ンをフル回転させていると人間は倒れ

スが多いですね。信頼してくださって
ていても、それは主に自分たちが使う

前社長だけの意思で次期社長を指名し

分の経験からそう感じているという。

てしまいますからね。かといって何も

がちだ。

ためのもので、現場で使いやすいよう

たことはなく、役員に諮って全体の総

「振り返ってみると、全く環境の違う

しないと運動不足になるので、社員に

が、当社にはこういうシンプルで短い

に絶えず改良を加えています。生産性

意で決めてきた。個人の大株主もおら

スエズ運河に行かせてもらったことは

は適度に頑張ってもらう。これまで技

働きやすい

環境づくり

危険をともなう化学兵器

ガス探知作業や機械開発

部門など、全社で女性技

社風であるようだ。

技術者たちが築き上げてきたＮＧＰの

利益最優先の経営をしない。これも

そのため、石田社長は年度当初や役

の基盤は技術者の頭の中にあります。

ず、従業員持株会の株数が圧倒的に多

良かったですね。若い人に私と同じよ

術的に難しい仕事を、小回りを利かせ

女性技術者が

理念が合っていると思います」

人材で持っている会社です。

い。民主的な会社なのだ。それが自由

うにいろんな経験をさせてあげたい。

て地道にやってきました。それはこれ

資源のない日本という国と同じで、

失敗もするでしょうけど、多少は失敗

からも変わりません」

術者も多く活躍する。

した方がいいんですよ。人は失敗して
育ちますから」

技術を進化させていくために大学と

の連携にも積極的だ。物理探査のパイ

そだとう 190 2017. 1
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