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　回顧シリーズの投稿依頼があったのは昨年末で
あった。4月 15日ぐらいまでに書きましょうと
返事したが，すでに締切オーバーである。
　かつて“新しい地球観”［1］なる岩波新書を執筆
したことがある。小冊子とはいえ，かなりの作業
だった。それを私は御茶ノ水の「山の上のホテ
ル」にこもって 3週間で書きあげた。PCもなく
勤務先の地震研究所は紛争中で手元にはほとんど
資料もない。しかも原稿用紙にペン書き。40歳
代だからできたのだ。若い諸君にまずお伝えした
いことはこのこと，若い原動力がいつまでも続く
などとタカをくくってはだめです。馬力だけでは
ない。記憶力，判断力，決断力もみな衰える。
「明日ありと思う心のあだ桜，夜半に嵐の吹かぬ
ものかは」（親鸞聖人，九歳，得度の前夜の作）
だ。
　いつも思いだすのは，動的地球観の元祖Alfr ed 

Wegenerだ。彼はもともと気象学者なのだが，
1910年，大陸移動の着想を得てから，新分野研
究のために図書館に日参し，1912年には最初の講
演・論文，1915年には，主著“Die Entstehung 

der Kontinente und Ozeane”［2］の第 1版を刊行
している。それこそコピー機すらなかった時代
に，これはただならぬ活力のなせる業だったにち
がいない。彼の 30歳代前半のことだ。地学では，
物理や数学とはやや異なり経験などの役割が重要
なので，少しは年取ったほうがいいということが

あると言われている。しかし，少なくとも我が国
では，60歳定年後に真に有意義な学問的貢献を
した地球科学者は見当たらない。我こそはその最
初の人物たらんなどと夢見たこともないではない
が，それは容易なことではないようだ。
　“新しい地球観”は相当の成果をおさめた。後
で“The New View of the Earth”［3］として英訳
版もでたら，たちまち中国語，ロシア語，イタリ
ア語，スペイン語，その他に訳されて，今頃ちょ
うど定年を迎えるぐらいの世代の諸国の後輩たち
から，「あれを読んで地球科学志望に決めた」な
どと言われると本当にうれしい。毎日のように原
稿を見にきて助言を与えてくださって，この成功
に大いに貢献された編集担当の大塚信一さんも若
かった。この人はいいなあと思っていたら，案の
定，後年，岩波書店の名社長になられた。彼の著
書，“理想の出版を求めて　一編集者の回想　
1963-2003”［4］こそはまことに優れた回顧録で
あって，綺羅星の如き多くの人士との交遊は目を
奪うものがある。彼の手がけた多くの仕事のう
ち，季刊誌“へるめす”にはとくに関心を惹かれ
たが，これには 1989年に“現代のギリシャ神
話？—よく当たる地震予知の話”［5］なる一文を掲
載する機会があった。後年，親友となるアテネ大
学の物理学者 P. Varotsos教授の創出した地電流
観測による地震短期予知法（通称 VAN法）がい
かに優れているかを紹介したものだ。
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　もうご存じない向きが多いかと思って付言する
と，“新しい地球観”の執筆時「山の上ホテル」
にカンヅメになったのは，前述のように東大地震
研究所が紛争（1970-74）のまっただなかで，教
授会メンバーは研究所に入ることもできなかった
からでもある。教授会は近所の雀荘の 2階を借
りて対策会議などをやっていたのだ。思えばなさ
けない日々だった（図 1）。
　筆者はその直前には理学部地球物理で竹内　均
さんの助教授をしていたので，東大紛争（1968-
69）は一通り経験していた（図 2）。大学当局や
教授会なるものが当初はいかに無能であったか，
そしてそれが次第にいかに学習していったかを体
験していたのである。考えてみれば，当たり前の
ことだが，「想定外」の事態に対しては，どんな
組織もうまく即応できないものだ。
　農学部キャンパスの端の地震研究所は東大紛争
そのものには巻き込まれなかったので，1970年
に非常勤問題から震研紛争が勃発した時の教授会
はまったくなすすべを知らなかった。1969年に
力武研の助教授として地震研に移ってきたばかり
の新米の紛争経験者は，正直歯がゆい思いだっ
た。延々と続く教授会の末に「方針も決まらない
のは，震研の体質だから仕方がない」などという
意味のない結論になったりした。あげく，無造作
な機動隊導入などで事態はさらに悪化し，紛争は
数年に及んだ。震研紛争の記録はどんどん失われ
ていくので，誰かいつか正確な歴史を記しておく
べきだと思う。
　紛争の日々は研究者にとって相当の frustration

だった。研究できないのなら，布教活動をしよう
というのが“新しい地球観”執筆の動機だった。
布教活動とは耳慣れぬ言葉だろうが，これはプ
レートテクトニクスの受容に関係することであ
る。筆者や松田時彦さんの定年退官時の海洋出
版社発行の“月刊地球記念論文集号（1991［6］, 

1992［7］）”，あるいは新しくは泊　次郎さんの“プ
レートテクトニクスの拒絶と受容　戦後日本の地
球科学史　2008”［8］などに見られるように，プ
レートテクトニクスはほとんどの場合，「改宗」
によって受容されたのだ。パラダイムの大変換に

は，少数の創始者たち以外は皆，それまでの考え
を捨てねばならなかったからである。日本の地質
学界ではそれが諸外国にくらべて 10年近くも遅
れたのが，進歩的集団であることを自ら標榜した
「地団研の保守性」の故であることは科学史的に
も興味深いところだ。この問題は，いずれ，もう
少し突っ込んで考えてみたい。私は 1960年代か
ら比較的最近まで中高の理科教科書の執筆に参加
し，何とかプレートテクトニクスを書き込もうと
努力したのだが，なかなか実現しなかった。文部
省の学習指導要領がこれを認めなかったからだ。
教科書は採択されなければどうにもならない。
1973年の改訂で「大陸の移動」まではいいとい
うことになるや，地団研の有力メンバーは 14名
連名でただちに論文“日本の地質構造からみたプ

図 1　雀荘での教授会．左から松田時彦，大沢　
胖，上田，茂木清夫（1971年某日）．

図 2　東京大学安田講堂．機動隊導入の前日か
（1969年 1月）．
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レート・テクトニクスの諸問題”［9］を発表してそ
れに反対したものだ。しかし，今はまるで違う。
若い諸君は，小中学校からプレートテクトニクス
は当たり前のこととして教えられるのだから「改
宗」の必要はない。あまりにも当たり前の真理だ
と思い込んでいるようで心配なくらいだ。
　余談だが上記の海洋出版社の雑誌は，最新の科
学成果にとどまらず，世界観を含むような雑談？
までも論ずることのできるユニークな存在であ
る。雑誌“自然”，“科学朝日”などが絶滅してし
まったこんにち，とくに貴重なので是非続けてほ
しい。ケチさえつければいいとでも思っているか
のような査読者に煩わせられないのもいい。櫻井 

識人社長さんとのお付き合いが絶えてすでに 10

年にもなろうが，いかがしておられるだろうかと
思って電話したら雑誌もご本人もご健在だった。
この種の出版物について問題点があるとしたら，
採択が比較的容易なので，もう論文は書いたぞと
いう気分になって，国際的査読誌への投稿を怠り
勝ちになることではないだろうか。力武先生が，
Conductivity Anomaly研究グループの機関誌
CA論文集を評してしばしばそう言っておられた
ことが思い出される。今はどうなのだろうか。
　さて，本題に移ろう。筆者のほぼ 60年の研究
史は大雑把には 3つに分けられる。一つは 1950

～ 1957年頃の大学院時代の岩石磁気研究，次は
それから 1990年の東大定年頃までの約 30年の
固体地球物理学・テクトニクス研究，最後は
1990年から現在に至る短期地震予知学研究であ
る。便宜上，それらを第 1期，第 2期，第 3期
としよう。第 2期までは（もちろん客観的には
大したことではないが）学問的にも社会的にも，
能力不相応の登り坂だった。第 3期は同じ登り
坂でも，60歳定年後の例にもれず苦戦の歩みで
ある。筆者が第 3期の地震予知に方向大転換を
した時に，安芸敬一君は「アメリカではみんな
Seiyaは crazyになったと言ってるよ」と言って
きたし，当時，全米科学アカデミー会長だった
Frank Pressさんは“It will be an uphill battle”
と言ってきた。地震予知はまさに 21世紀に取り
残された地球科学の大問題であり，同時に社会の

安心・安全にも深くかかわる重大問題である。一
生のうちに少しは世の中のために役立つこともし
たいと悪戦苦闘しているうちに，2011・3・11

の東日本大震災が起きてしまった。まだまだ，
生々しい戦いの日々であり，正直，回顧どころで
はない。
　第 1期，第 2期が登り坂だったのは，天の配
剤か，筆者の研究時期と動的地球観革命期がほぼ
一致したからだろう。しかも，その時々の研究
テーマが世界の最先端主流テーマと不思議に“接
近していた”ので，いつも，これは調子がよすぎ
るのではないかと訝ったものだ。「Seiyaはいつ
でも，中心のまわりを hanging aroundしている
なあと Frank Pressが言っていたよ」とやはり
安芸君からの便りにあったことがある。“接近”
はしていたが，exactly sameではなかったとこ
ろが筆者としては面白い。“接近”は意図的では
なく偶然だったのである。
　東大地球物理学科を卒業したのが 1952年，定
年退官が 1990年。一方，大陸移動説の復活が
1950年代初頭，プレートテクトニクス革命完了と
私が判断したのがほぼ 1990年（異見もあろう）
だ。もう少し詳しく説明すると，大陸移動説復活
のきっかけは英国主導の古地磁気学だったが，筆
者の第 1期（学部，大学院）での研究テーマは偶
然，岩石磁気学だった。第 2期の米国主導の海底
拡大説最盛期には私のテーマは地殻熱流量・地磁
気異常測定などで海底物理学，プレートテクトニ
クス最盛期には弧状列島論・プレート運動原動力
論などであった。当方の動きは自分の学問的興味
の赴くままだったのだから，これらの符合の多く
は偶然だったといえるだろう。事実，杉村　新さ
んとの弧状列島論（1970）［10］でも，松田さんと
の太平洋型造山論（1971）［11］でも，「海外で進め
られているプレートテクトニクスは，おもにプ
レートの生まれる中央海嶺の活動の研究から出発
しており，弧状列島での沈み込みはプレート消滅
のために必要になった論理的帰結なのだが，我々
はそれとは独立に日本列島の地震・火山・地質構
造などの研究から出発して沈み込みモデルを構築
したのだ」というようなことを付言したものであ
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る。この点，我々としてはすくなからぬ誇りを
もっていたのだが，世間にはあまり通じなかった
かもしれない。我々があたかもプレートテクトニ
クスの実証例のように直接「プレート語」で書い
てないのを英語版の“Island Arcs”（1973）［12］

の書評で，あるアメリカ人は「この本がプレート
テクトニクス導入の寸前に書かれたのは unfor-

tunateだった」といったものだ。先端科学では
結果そのものが重要なので，「我々はこう進めた」
などといっても，科学史ならいざ知らず，ひとり
よがりにすぎなかったのだろう。
　話を戻そう。研究はどの段階でも楽しくてたま
らなかった。多くの海外の大学に招かれたり，
米・露の科学アカデミーなどに推挙されたりもし
た。Visitingばかりでなく，Permenent Professor

への誘いもあったし，MITや Hawaii大学などか
らは，立候補もしていないのに，いきなり，学部
長，研究所長への採用が教授会投票で決まったな
どとの声がかかっておどろかされたこともあっ
た。正直これらは買いかぶりだったとおもう。し
かし，アメリカではこういうことはあまり珍しく
ないようだ。最近，つまり今この瞬間までうかつ
にも気が付かなかったのだが，「長」の後任は内
部昇進ではなく，外部から選ぶのが通例らしいの
だ。もちろん Caltechの地震研究所長になった
金森博雄君のような内部昇進の例もある。日本の
国立大学では組織の将来はほぼ政府の方針で決
まっていくのだから，だれが学部長や研究所長に
なっても大差はないが，アメリカでは組織の浮沈
はその「長」に大きく依存するらしい。そこで
は，外部資金を獲得するコネとか，軍事機密への
access認可があるかなども極めて重要らしく，
私にその能力が欠落していることは，相手さんが
たにもすぐわかったらしい。金森君は私の 7年
後輩だが，長らくMIT教授をつとめた安芸敬一
君とともに世界に冠たる地震学者だ。安芸君は
MIT教授のあとで，南カリフォルニア大学の研
究所長に転出したが，彼らには卓越した地震学だ
けでなく，そういう能力もあったのだろう。
　国内でも，第 2期には学士院賞をいただいた
り，学士院会員にしていただいた。しかし，本当

のところ，これらはみんな身分不相応のことだと
いうのが通奏低音的な気持ちだった。それらをご
たごた回顧するのは煩わしいだけだがこの間どん
な人々に遭遇したかなどは，もしかすると若い諸
君の何かの参考になるかもしれないと思って続け
よう。はじめに戻ろう。
　太平洋戦争（我々にとっては大東亜戦争）緒戦
の大戦果に湧く 1942年春，中学受験を控えて，
飛びゆく戦闘機の編隊を仰いで，「あれに乗って
戦争に行きたいんだ」というのを，母に「あれに
乗るのもいいけど，あれをつくる人になった
ら？」と言われて，13才の軍国少年はそれもい
いなと思ったらしい。息子を戦場に送るのをとめ
たい母親の作戦勝ちか？　それでも武蔵高校尋常
科（中学）在学中にはグライダー乗りに熱中し
た。しかし 10メートルぐらいから墜落，機体を
大破させ，だんだん戦闘機乗りは向かないなと諦
め，模型飛行機製作などに移った。4年生の夏に
は終戦（1945）。米軍進駐。打ちひしがれた少年
はほぼ同時にヴァイオリンもはじめた。これも母
の差し金だった気がする。数年後には曲がりなり
だがベートーベンのヘ長調のロマンスぐらいは弾
けるようにはなった。今でも時には楽器を手には
するがどうも長続きはしない。高等科は自然に理
科甲類。大学進学は物理学科も魅力だったが，尊
敬していた物理の菅原正巳先生に「物理では決し
てアメリカには追いつけない」と言われ，かつ偶
然，この年（1949）に限り地球物理学科だけは
受験科目に化学はなしということだったので，ほ
とんど消去法的に地球物理を選択した。化学は苦
手だったのだ。いざ受験してみたら，その場でこ
れは満点だとおもった。詳しいことは忘れたが，
運よく，わかっていたことだけが出たのだ。案の
定，新入学に当たってはじめてお会いした坪井 

忠二先生に「君は一番だったよ」と言われた。運
がよかったにすぎないのは，同時に受けた東京文
理科大（後の東京教育大，現在の筑波大）の物理
は惨敗だったことからも明らかだ。入学コンパで
はいい気分で深酒し，翌朝目覚めたのは上野公園
池の端のベンチの上。隣のベンチに寝ていたのは
安芸君だった。



 N21—　　—

　1951年，3年生でほぼ研究室がきまったが，
私は永田　武先生の研究室（永研）で地球電磁気
学をやることにした。永研では電離層物理などの
グループ（通称アッパー）と岩石磁気（通称ロッ
ク）グループの 2つの主流があった。永田先生
（通称大将）が両方の気鋭研究者だったのだ。私
はロックをすることにした。Maxwell方程式よ
り，ロックの方がわかりやすそうだという程度の
選択だったようだ。ところが，これが思わぬ幸
運—反転熱残留磁気現象の発見（1951）—をもた
らした。まさに Serendipityだった。学部 3年の
演習で与えられたテーマは「代表的火山岩に含ま
れる強磁性鉱物の熱残留磁気（Thermo-Rema-

nent Magnetism, TRM）特性を調べよ」だった。
これは永田大将が 1940年頃に彼の学位研究で本
邦各地の岩石について調べられた TRM特性を，
岩石から分離して磁性鉱物そのものについて確認
せよということだった。測定器の感度が低かった
ので，磁性鉱物だけにしてからの方が詳しい測定
ができると思われたからだろう。当時としては，
極めて最先端的なテーマを学部演習に与えてくだ
さったのは「学生は戦力」という東大的伝統の表
れだったのだろう。
　先生のお勧めで地質学教室の久野　久先生をお
訪ねして，ほぼ 20種類の火山岩からの磁性鉱物
サンプルをいただいて実験をはじめたのだが，そ
の開始早々に，榛名山二っ岳軽石のサンプルの
TRMの向きが，なんと外部磁場と反対方向だっ
たのである。これには大将も驚いた。「物理法則
も知らんのか」，「水を撒くにも上手下手がある。
実験をやり直せ」などなどお叱りをうけたが，私
には秘かな自信があった。手抜きといえば手抜き
だが，あまり多数のサンプルをいただいたので，
時間節約のために複数のサンプルを束ねて実験し
ていたのだ。だから，束ねた何本かのサンプル入
りの石英 tubeの一本が逆向きに帯磁したのは疑
う余地はなかったのだ。先生はこれを反転熱残留
磁気（Reverse TRM）と名づけて，早速 Nature

（1952）［13］に発表なさった。永田　武単著の論文
は内外にその反響が大きかっただけに，なんとな
く実験者としては不満だったが，なにせ発見が学

部学生の演習の産物だったのだからそれは当たり
前のことだったのだろう。
　自然の成り行きで大学院（旧制）へ進み，結婚
もした。22歳だった。当時，戦時の名残りか助
手なみの給与のでる特別研究生制度というのが
あったが，研究室回り持ちで 2名の枠。坪井研
の安芸君，日高研の高野健三君がこれになり，
筆者ははずれで，普通の奨学金や大将の研究費
（名目は人夫賃）で暮らした。親たちの援助も
あったが新婚生活は楽ではなかった。しかし，生
来の極楽トンボのせいか，別に将来への不安はな
かった。1955年には Reverse TRM発見のかど
で秋本俊一助手（後に物性研での超高圧実験の先
駆者となられた）と連名で田中館賞を頂戴した。
思考実験で仮説を立ててはそれを翌日実験で覆す
という日々が学位論文（1958）［14］まで続いた。
　TRM反転のメカニズムはキュリー点の異なる
2成分 （A，Bと呼んだ） の間の静磁的（magneto-

static）相互作用だろうというのが基本的仮説
だったが証明は困難だった。そんなある日，台所
のフライパンを大学に持っていき，世界初？の高
温magnetic separationを実行し，女房に感心さ
れたことがあった。しかも，それによって 2成
分の存在が実証されたのだ。それはチタノ・マグ
ネタイト系とイルメナイト・ヘマタイト系の磁性
を系統的に調べる秋本助手の学位論文（1958）
研究の端緒ともなった。2成分間の静磁相互作用
説はもっともらしかったので，ほぼ世界的に受け
入れられた。しかし，これもまた正解ではなかっ
た。これ以上立ち入ることは，あまりに煩わしい
が，結局，Reverse TRMは，磁性鉱物に 1％程
度しか含まれていない B成分 hemo-ilmeniteの
世にも珍しい特異的性質であって，圧倒的主成分
の A成分 titano-magnetiteにはなんの関係もな
かったのだ。ここではごく微量な B成分が全体
の特性を支配していた。秋本さんと何回か榛名山
にでかけて，リュック一杯の軽石を担いできて
も，B成分は極々微量しか分離できないので，当
時水成岩の微弱磁化測定のための超高感度の磁力
計を開発されておられた京大の川井直人さんをお
訪ねし，磁気粒子一粒ずつの TRMを測るという
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離れ業をさせていただいて，このことがわかった
のである。そうなればと，今度は秋本さんが努力
して，B成分 hemo-ilmenite系の人工合成に成
功した。かなりの量の B試料ができたので物性
研の装置を使わせていただいて，1テスラ級の強
磁場冷却実験をおこない，現象にかかわるのは古
典物理学の静磁相互作用ではなく，桁違いに強い
量子力学的な交換相互作用（exchange interac-

tion）であろうことが示されたのであった。外部
磁場を 1テスラ級（地球磁場の 104倍）にしても，
TRMは反転したのだ。Bと Aの量比が 10－2の
天然試料では，Aによってマスクされてしまい，
このことがわからなかったのだ。
　まことに胸躍る経験で，ここまでが私が学位論
文で到達できた解答だった。しかし，実はこれも
究極解とはいえず，その後，石川義和（物理）さ
ん，庄野安彦さんたちとの協力でさらに研究を進
め，問題の交換作用が hemo-ilmenite系のなか
の限られた成分にのみ発生する秩序—無秩序相の
間で起こることが示された。筆者にはその後の詳
細は追跡できてはいない。永田大将が後年，どこ
かの回顧で Reverse TRM研究の日々を「最も楽
しい研究だった」とお書きになったのは嬉しかっ
た。
　永研ロックでは秋本さんのほかに，清水吉雄，
小嶋　稔，小林和男，松浦敬一さんたち（図 3），
アッパーでは福島　直，杉浦正久，小口　高さん
とも楽しい日々を過ごしたものだ。松浦君は筆者
と同級だが，父君のあとをついで，名古屋の漢方
薬会社の社長になり，日中友好に大いに貢献して
いる。
　ここでもう一つ，重要なエピソード。1952年，
つまり我々が 2成分説を検証しようとしていた
初期のある日，地震研の力武常次先生（後で私は
彼の助手になった）が L. Néel先生の“岩石残留
磁化の反転（1951）”［15］という論文の存在を教
えてくれたのだ。びっくりして早速読んでみる
と，Curie温度の異なる 2成分間の静磁相互作用
によって TRM反転あるべしとの理論的可能性が
明示されていた。しかも，我々の発見をまったく
知らずにである。これには本当に驚いた。Néel

さんといえばすでに TRMの理論を発表されてい
たし，ferrimagnetismの父として，後年ノーベ
ル賞をうけた物性物理学の大先生だから，そんな
ことは朝飯前だったかもしれないが，そもそも
どうして大物理学者がそんな地球物理の問題を
取り上げたのかは謎だった。後年，私の在英中
に何かの学会でフランスから英国を訪れられた
折にお目にかかったが，とても温和な人物で親
しくなった（図 4）。その彼がいうには，古地磁
気研究者として知られていたアメリカの J. Gra-

hamが，これまた我々の発見など知らずに，岩
石の自然残留磁気が逆転しているからといって地
磁気逆転を結論する前に，残留磁気の自己反転の
可能性の有無を検討すべきではないかと気づき，
Néelさんに相談をもちかけたのだそうだ。上に

図 3　左から小嶋　稔，上田，秋本俊一
（1954年夏）．　　　　　　

図 4　Néel 先生（1958年）．
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は上があるものだといよいよ舌を巻いたものだ。
という次第で図らずも我らの発見は，国際的に
は Néel理論を実証したものという位置づけに
なってしまった感がある。それはそれでいいの
だが，上述のように我らの発見した Reverse 

TRMの元凶は，本当は hemo-ilmenite一成分の
なかの量子力学的交換相互作用だったのであっ
て，2成分間の静磁相互作用などではなかった。
強さが何桁も違う本質的に異なる物理現象話だっ
たのだ。したがって，Néelさんの静磁モデルは
理論として間違いはないが，いまだに実証例はな
いことになるわけだ。しかし，一たび学界に広く
信ぜられてしまったことは，それを覆すのは極め
て困難だ。関係者，とくに私が研究テーマを変更
したあとではその意欲もしぼみ，文字どうり「覆
水盆に返らず」となってしまった。しかし，少数
だがわかる人にはわかってもらえたらしく，いま
だにこの研究の延長がときどき国際学会で，私の
知らない若い外国の研究者によって発表されるこ
とがある。測定器や理論の進歩によって，物性物
理学ではますます新事実がでてくるものらしい。
岩石磁気研究では，終始，物理教室の茅　誠司先
生のグループには何かと教えていただいたが，そ
のなかのお一人，近角聡信先生はかなり後になっ
て「上田君，あの問題はまだ完全に解けたとはい
えないね」と言われた。
　Reverse TRM研究で経験したのは，いくら考
えても考えても，大抵のことはうまくゆかないも
の，真理に到達するのは至難のわざだとだという
ことだった気がする。そして，それは他人の仮説
もそうはうまくゆくまい，人智なぞ，所詮，浅は
かなものだという一般的無常観？につながったよ
うだ。もう一つは，Reverse TRMが角度が 1度
や，2度ずれるなどということではなく 180度反
転する現象なので，「何ごとも細かい精度などは
気にしない，桁が何桁も違わなければまあいいで
はないか」というようなことだ。こういう性癖が
その後の色々の研究では，時にはプラス，そして
よりしばしばマイナスになったようだ。だが，い
まさらこれを改めるのは遅すぎる。
　話はかわるが，1945～ 1960頃の東大地球物

理教室ははなはだ意気盛んだった。後年，安芸君
も書いているが，戦時中の海外と断絶した状態で
も立派な研究・教育を全うしてきたという誇りが
あったのだろう。海洋学の吉田耕造さんの研究発
表などは颯爽としていたし，浅田　敏・鈴木次郎
さん方の微小地震観測も世界をはるかに先駆して
いた。なんとなく，今よりはるかに活気にあふ
れ，先端的だったように思える。
　大学院での研究を通じて，筆者はほかにも坪井
忠二，永田　武，力武常次，竹内　均，島津康男
など何人もの優れた地球物理学者に会えたのみな
らず，多くの一流の地質学者とも親しくなる幸運
にめぐまれた。久野　久，都城秋穂，杉村　新，
川井直人などの方々だ（図 5）。地球物理学は単
なる応用物理学のひとつだが，地質学にはただの
物理や化学の上に固有の何か哲学？があるのでは
と思わせて下さった人々だ。ところが後々になっ
て“都城の歩んだ道：自伝　2009”［16］とか，杉村
さんの述懐によると，当時これらの方々は，実は
物理や化学の手法を地質学にもち込むという当た
り前の作業への妨害と懸命に戦っておられたらし
い。つまり地質学には物理や化学の上に哲学があ
るらしいなどと思わせてくださった方々は例外的
な地質学者たちで，日本の地質学一般のレベルは
近代科学以前の段階だったらしいのだ。ある日，
久野先生に「地質の講義も聞いたほうがいいで
しょうか？」と伺ったら，しばし考えられて「や
めたほうがいい。時間のロスですよ。大抵のこ
とは私が教えてあげる」とおっしゃった。実際，
久野先生のお供をして，サンプリングのため，伊
豆—箱根を歩きまわったことが何回もあったが，
そのたびに，「あそこからあの溶岩流がこう流れ
て，こちらから火山灰がこう積もって…」と教え
てくださった。私はただただアッケにとられて，
地質学者に対する尊敬の念を深めたものだ。この
ような次第で 1989年，米国地質学会からWool-

lard Awardをいただいた式で「実は生涯一度も
地質学の講義をとったことがありません」とやっ
て皆さんを笑わせたものだ。
　岩石磁気に慣れ親しんでいた筆者らにとって
は，岩石の自然残留磁気方向の系統的差異からの
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大陸移動説復活はごく素直に受け入れやすかっ
た。大戦後の世界で，いち早く世界中を飛び回っ
て，この研究を進めたのは，K. Runcornなどを
旗頭にする，世界各地の植民地にヴィザもなしに
行けたイギリス人たちだった。1958年頃には，
「Do you believe in continental drift?」がイギリ
スでの地学者同士の初対面の挨拶みたいな風潮
だった。「Yes, but reluctantly」が私の返答だっ
たと後年，Ron Girdler君に冷やかされたもの
だ。そんなに大胆な結論をしてもいいものかねと
いう私流の例の無常観？があったのだろう。Ron 

Girdler君は，日本に何回もやってきて日本人の
友達も多かった（図 6）。
　私のイギリス滞在中に，京大地質の川井直人さ
ん（前出）が，しばらくロンドン大学にこられ
た。その冬に当時としては贅沢なことだったが，
オーストリアにスキーにご一緒したことがある。
川井さんのスキーの腕前にはあまり感心はしな
かったが，アルプスの山の上で小休止したとき
に，雄大な雪景色の山並みを眺めて，「大陸衝突
でこれがみんなできたのだよ」と言われたことが
思い出される。今では常識だが，筆者は大きな感
銘をうけたものだ。図 7での石黒ひでさんは BC 

Scholarの 1年先輩で上田の旧友。安芸君や物理
の後藤英一君（学部でのパラメトロンの発明で有
名な超秀才）などと大学生時代に群馬県鹿沢に山
小屋“Chez Nous”を建て，夏山やスキーを楽し
みながら，いろいろ語りあった仲間のひとりだ。

国際的にもライプニッツ研究の第一人者で，サッ
チャー政策に反対して英国を去るまでロンドン大
学で教えておられたが，その後コロンビア大学，
慶応大学，東京大学教授を経て，現在は retire

されている。コロンビア大を去る時は，惜しむ学
生たちの大きな反対運動があったと聞く。
　ところで，Reverse TRMには，もうひとつの
重大な側面があった。先ほどからも少しふれた

図 5　左から竹内　均，久野　久，上田．NHKで
の座談会（1963 年）．

図 6　Ron Girdler 君（AGU 1993年）．

図 7　オーストリア　Tyrol Kitzbuhel．右から川井
直人さん，石黒ひでさん，上田，石黒さん
の友人（1958年）．
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「地磁気の逆転問題」だ。大陸移動についての古
地磁気研究では磁極移動におもな関心があって，
少なからぬ（ほぼ半数！）岩石が逆向きに帯磁し
ていたことはあまり議論されなかった。多くの岩
石が逆転磁化をしているのは，地球磁場そのもの
が地史を通じて逆転を繰り返してきたからではな
いかという 1929年来の松山基範先生らの指摘が
まともに受け取られるには，1950年代まで機が
熟する必要があったのだ。英国の宇宙線研究の
ノーベル賞学者 P. M. S. Blackettなどは，天体
磁気の成因は自転によるものだとしていたから，
地球磁場の逆転は地球自転の逆転を意味するので
はないかと考えた［17］し，ちょうどそのころ世界
的に発展しつつあった Elsasser-Bullardの“地
磁気ダイナモ理論”にも新らしい課題をもたらし
たのだ。二つのディスクダイナモを組み合わせる
とカオス的逆転を示すという力武モデル論文
（1958）［18］もこれに応えんとしたものだ。有名な
Lorenzのカオス理論の 5年も前だった。Rever se 

TRMは地磁気逆転説を否定するものではないか
などという声もあったが，永田大将も筆者らもそ
のようなことは考えなかった。逆転磁化を示す火
成岩があったからといって地磁気逆転を主張する
前には，その岩石に Reverse TRM特性がないこ
とくらいは確かめようといった程度だ。これは前
述の J. Grahamの指摘とおなじだ。Blackett先生
の自転説は，彼自身が行った大英銀行から借りた
何キロかの金の延べ棒（磁性物質を一切含まない
という意味だったと思う）を回転させて，磁気の
発生を検証する実験“Negative Experiment”に
よって否定された（1952）［17］。Blackett先生はま
じめな方で，日本からの若僧の講演を，一番前の
席でノートをとって熱心に聞いてくださったのには
感激した。
　世界中を飛び回って，各地の岩石から地磁気逆
転史を樹立したのは，今度はアメリカの Allan 

Cox，Dick Doellらだった。1960年の記念碑的
総合報告論文 （123ページ）［19］を送ってきた彼ら
の手紙には，“Seiyaの学位論文［14］は 123ペー
ジ，我らもそうしなければと123ぺージ頑張った”
とあった。家族ぐるみの親しい仲間だったが，

Coxも Doellも亡くなった（図 8）。
　話しだすときりがないが，学位論文が一段落し
たところで，地震研究所の力武先生の助手に採用
され，新しい研究題目が与えられた。永田・力武
会談の結果だと推察されるが，それは，当時我が
国ではほとんど存在しなかった“地球熱学”だっ
た。地球のenergeticsともいうべき野心的なテー
マだが，かなりの方向転換だったので自信はな
かった。ところが力武先生は「若いもんがそのく
らいの転換ができないようでどうする」とおっ
しゃる。何からはじめるかと少々悩んだが，まず
地殻熱流量（Terrestrial Heat Flow）を測れと
のこと。それは地球のなかからどのくらいの熱が
出てきているのかだが，当時は地殻熱流量という
日本語すらなかった。測定原理は至極簡単で，地
殻内の地温勾配とそこでの熱伝導度の積で与えら
れる。地温勾配のほうは，東大構内，伊豆大島の
井戸，笹子トンネルなどでも測れたが，熱伝導度
の方はそう簡単でない。Divided bar methodと
いう，low techだが，面倒な実験をしなければ
ならなかった。それでも何とかいくつかの結果は
得られた。1957年ごろである。
　ちょうどそのころ，Reverse TRMに興味をもっ
たらしい英国 Camridgeと Oxford両大学から招
待がきた。費用は英国文化振興会にもたせるか
ら，British Council （BC） Scholarなるものの選
抜試験を受けよということだった。実はそのころ
（1956年），日本の南極観測が開始されることに

図 8　Allan Cox（USGS）と左は Tom Hilde （Texas　
A&M 大）．Stanfordにて（1983年）．
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なり，恩師永田大将が第 1次観測隊の隊長とし
ての重責を引き受けることになった。これは大事
件だった。筆者もこれぞ生き甲斐とばかり，隊員
候補に応募して，雪山とかの訓練にも参加してい
たが，種々の事情で参加はほぼやめることになっ
た。もっと極地探検にふさわしい信州大の百瀬寛
一さんが現れたこともあった。そこで，それでは
と方向転換して British Council Scholarの試験
をうけたらうまく合格したのだ。イギリスに行っ
てからは，何人もの人に「南極より英国の方がい
いだろう」などと言われた。
　海外留学については，学部のころ，坪井先生の
意見をきいたことがある。彼は戦前，カリフォル
ニア工科大学（Caltech）に滞在し，かの Guten-

bergなどとも親しい間柄のようだった。坪井先
生がちょっと威張っておっしゃるには，「やはり，
Tsuboiが誰であるかぐらいの仕事をしてからでな
いとねえ」だった。その意味では，Reverse TRM

で両大学から来てくれと言われたのは，坪井意見
に沿ったことではあった。これにも一理あるが，
こと英語については，別の立場もあろう。後年，
しみじみと realizeしたことの一つは，学生時代
から留学して PhDなどをとった人々の英語は例
外なく我々のとは格段の違いがあることだ。実戦
に本当に役立つのだ。会議や学会などで海外出張
は珍しいことではなくなったこんにち，概して若
い研究者の英語は昔よりはるかにうまくなったよ
うだが，それでも「英語が通じた」程度のことで
会議から嬉しそうに帰ってくる人も多いようだ。
　1957年といえば，もう国際航空路線はあった
が，British Council （BC）は我々 12名を船で渡
航させた。九州大の勘米良亀年さん（図 9），薬
学，医学で高名になられた名取信策，黒川正則さ
んもおられた。勘米良さんは日本でプレートテク
トニクスをいち早く進めた地質学者のひとり， 
名取さんは，後年一方ならぬご縁のできた岩波の
名編集者，名取湧子さんの夫君だ。港みなとに
よっての船旅は 2か月近くかかったが，初の海
外旅行にはかえってよかった。これで生まれた親
しい仲間関係は英国でも，帰国後でも長く続い
た。しかし，この仲間でも，いま生きているのは

たった二人だ。
　イギリスは Cambridgeにほぼ 10か月，Oxford

に 3か月の滞在だった。Oxfordでは，Wager，
Vincentといった方々の知己を得て，磁性鉱物学
をやった。Cambridgeでは直接のホスト John 

Belshe，院生の Ron Girdler，Mike Fuller君な
どと岩石磁気をやる傍ら，Sir Edward Bullard

から地球熱学，とくに海洋地域での heat flowな
どを教わった。帰国後の研究の基礎をここで大い
に学んだのだ。Bullardさんは偉い先生だった。
Divided bar方式の熱伝導度測定実験をはじめた
が，実験室にフラッとあらわれると，何も説明し
なくても，ただちにこちらの困っていることを察
知されて，有意義なことをおっしゃる。先生が指
名して，私の実験助手になってくれた Belinda

さんは先生の御嬢さんである（図 10）。とてもわ
かりのいい御嬢さんだったが，その後どうなって
おられるだろうか？
　Bullard先生は英語は書いても，しゃべっても
実にわかりやすい方だった（図 11）。同じように
高名な Harold Jeffreys先生の場合には，名著
“The Earth”を読んでも，お話を聞いてもほと
んどわからないのとは顕著な違いだ。外国人，つ
まり我々にとっては，この英語のわかりやすさの
違いは大きい。私に言わせればわかりにくい英語

図 9　勘米良さんと（香港か Singapore）．
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は「方言英語」なのであって，わかりやすい方は
「International English」なのである。おそらく
みなさんもこの 2種類の英語を話す 2種類の英
米人という分類に賛成なさるのではなかろうか。
アメリカ人ではかの Clinton大統領夫妻（お会い
したことはないが）や後年の Texas A&Mの親友
Tom Hilde君（図 8）などはわかるほうの典型だ。
概して非英語国民同士で英語がわかりやすいのは
「方言英語」でないことが多いからだ。もちろん，
インドや華僑の人々もそれぞれの「方言英語」で

話されると忽ちわからなくなる。私は国際会議な
どでは，必要に応じて「International English

でやってください」などというが，それがわかる
人とわからない人がいる。前者にははじめからそ
んなことを言う必要はないし，後者には言っても
効果はないので，この発言は大抵無駄なのだが。
　2種類の人間の違いは，どうも他の文化を理解
ないし，それに溶け込もうという一種の「優しさ」
の度合の違いに関係があるようだ。いよいよ，学
問研究とは関係が薄くなるが，外国からの visitor

にも 2種類あって，知能指数，経歴などとは関
係なくお寿司など和食をすぐ好きになる人とどう
しても馴染めない人がいるが，どうも上の 2種
類と相関があるように思われる。どうだろうか？
　閑話休題，イギリス留学は Reverse TRMの講
演をしながら各地の大学をめぐり，同時に見聞を
広めるというわけで，今から考えても実に有意義
だった。Cambridgeでの初講演の前にそわそわし
ていたら，Bullardさんが「聴衆はみんな friend

で，enemyはいないと思うといいよ」と声をか
けてくれた。これは今でも若い人への直前忠告に
利用させていただいている。実際には enemyも
いることもあるだろうが，friendばかりだと思っ
て話しかけると違うのである。Bullard先生は
Cambridge退官後，カリフォルニアのスクリプ
ス海洋研で晩年を過ごされた。1958年，はじめ
てお会いしてまもなく，「これからの科学はすべ
てアメリカ主導だ」と言われたが，晩年には「ア
メリカでは，昨今，ladiesを charmして楽しん
でいます」とのお便りをいただいた。
　もう一つ，Cambridgeで忘れがたい思い出を
足すならば，Sir Ronald Fisherだ。統計学の祖
で，彼の方法は古地磁気学でも盛んに使われてい
た。大学街を雨に打たれながら，枯れた感じで自
転車を走らせておられた姿を思い出す。ある日，
彼のカレッジに呼ばれて話をしていた時，先生の
研究動機をとお尋ねしたら，しばしあって静かに
「Desire for glory」とおっしゃった。浮世ばなれ
したかに見える碩学のこの率直さには若僧はなん
ともいえぬ感銘をうけた。後になって“研究者の
動機を考える 2001”［20］なる小文を書いて，いろ

図 10　Belinda さん．

図 11　Sir Edward Bullard．
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いろなタイプの学者・研究者のありようを論じた
が，この Fisherさんの応答がそのきっかけに
なった気がする。
　さて「愉快なことも不愉快だったことも書いて
くださると，学問の世界の実態を知る上で大変役
に立つと思います」などという編集当局のお言葉
にあまえて，時系列的にも，内容的にも（学問に
関係ないことまで）思いつくままにおしゃべりを
しているうちになんと第 1期の英国留学までで，
こんなに結構長くなってしまった。後の Heat 

flow，tectonics，地震予知などの時代においても，
和達清夫大先輩をはじめ，国内外の多くの人々，
とくに熊沢峰夫さんのような学の先達たち，共同
研究や共著論文の仲間たち，研究室の後輩，果て
はプレートテクトニクスに対する地団研や地震予
知についての Robert Geller氏のような論敵たち
との交友には尽きせぬ思いがある。しかし，今回
はこれにて。
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