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高等教育高等教育高等教育高等教育をををを含含含含むむむむ地学教育史地学教育史地学教育史地学教育史
のののの見直見直見直見直しししし：：：：地球物理学地球物理学地球物理学地球物理学のののの制度制度制度制度
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科学教育史記述科学教育史記述科学教育史記述科学教育史記述のののの課題課題課題課題

• 従来の科学教育史記述は初等中等理科教
育史として描かれがち。

• しかし、たとえば教授者養成の問題を含める
なら、高等教育史の検討が不可欠。

• 科学史研究上、ディシプリンや学派の形成に
関連して、大学史研究を参照する必要。

• 20世紀末の地学諸分野の「地球惑星科学」と

しての再編。 ⇒ 地学教育史地学教育史地学教育史地学教育史のののの見直見直見直見直しししし
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「地球惑星科学」の歴史記述は
可能か？

●統一統一統一統一されたされたされたされた歴史記述歴史記述歴史記述歴史記述をををを欠欠欠欠くくくく日本日本日本日本のののの地球物理学地球物理学地球物理学地球物理学
• 物理学史の一分野として
• すでに確立されていた「地震学」
• 分野別の専門化 「測地学」 「気象学」 「海洋学」
「陸水学」「地球電磁気学」（国際組織との対応）

●地球物理学史は必要か？
• 20世紀地学史記述上の要点 地質学への対抗？
• 制度史としての整理の有用性
• 〈受容史〉としての再点検

Shida Toshi (志田志田志田志田順順順順, 1876-1936)

• In 1839 Hopkins shewed 
that such a structure was 
quite incompatible with the 
astronomical phenomena of 
precession and nutation … 

• “On the Elasticity of the 
Earth and the Earth’s Crust,” 

京都帝大紀要 (理工科大
学), 4-1, 1912．

• 京都帝大理学部での
地球物理学科地球物理学科地球物理学科地球物理学科のののの制度制度制度制度
化化化化 1909-1924

ウィリアムウィリアムウィリアムウィリアム････ホプキンスホプキンスホプキンスホプキンス

• William Hopkins, 
1793.2.2-1866.10.13

• ダービシャー生まれ
• 1822 ケンブリッジ，セント
ピーターズカレッジに入る

• 1827 BA, 7th wrangler

• 数学の私的チューター

• 1832頃，地質学地質学地質学地質学に関心
• 1850 地質学会から

Wollaston Medal

• 1851-2 地質学会会長
• 1853 BAAS 会長

ホプキンスホプキンスホプキンスホプキンス1839183918391839論文論文論文論文

• 「地球内部の流動性を想定した歳差運動と摂動に関して」, 『
哲学紀要』, 1839年.

• 多くの地質学者が想定する地球内部の高温流体の存在を，
月や太陽からの起潮力の計算から否定するか，あるいは固
体地殻の厚さをかなり大きく見積もっている (Hopkins, 1839, 

1840, 1842)．
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「「「「混合数学混合数学混合数学混合数学」」」」からからからから地球物理学地球物理学地球物理学地球物理学へへへへ

• I. Todhunter (1820(1820(1820(1820----1884)1884)1884)1884): A History of the Mathematical 

Theories of Attraction and the Figure of the Earth …, 2 vols., 
1873

• O. Fisher (1817(1817(1817(1817----1914)1914)1914)1914): Physics of the Earth’s Crust, 1881

• F. R. Helmert (1843(1843(1843(1843----1917)1917)1917)1917): Die mathematischen und 
physikalischen Theorien der höheren Geodäsie, 2 vols., 1880-
84

• G. H. Darwin (1845(1845(1845(1845----1912)1912)1912)1912): Scientific Papers, 5 vols., 1907-
1916. Vol. 3, 1908:“geophysical investigations” 

• A. E. H. Love (1863(1863(1863(1863----1940)1940)1940)1940): Some Problems of Geodynamics, 
1911

寺田寅彦『地球物理学』 (1915) 参考文献より
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大学の講座・学科と研究所

東京 京都 東北 名古屋 北海道
1893地震

1923気象

1923地震学科

1918地物一般

1921地物学科地物学科地物学科地物学科
1921海洋

1922気象
1922地物

1925地震研地震研地震研地震研

1941地物学科地物学科地物学科地物学科

1942海洋・測地

1937火山温泉-40

1945応用地物

1945地物学科地物学科地物学科地物学科

1945地震・気
象・地球電磁気 1948地物

1941低温研低温研低温研低温研

1953地球電磁気

1962海洋研海洋研海洋研海洋研

1951防災研防災研防災研防災研

1957地球電磁気

1954天文及天文及天文及天文及びびびび
地物学科地物学科地物学科地物学科 1957水質科水質科水質科水質科

学研究施設学研究施設学研究施設学研究施設

1953地物学科地物学科地物学科地物学科

1953-56陸水・

地震火山・気

象・応用地物
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菊池大麓から志田順へ1909年

• 「下加茂観測所」を京大で引き受け「将来は之を以
て地球物理学地球物理学地球物理学地球物理学研究の為に用い」・・・（明治42.6.17）

• 菊池大麓（1855-1917） 1866-68,73-77英国留学

• 志田順（1876-1936） 1901東大物理卒

菊池大麓菊池大麓菊池大麓菊池大麓 (1855(1855(1855(1855----1917)1917)1917)1917)

• 1855.3.17 (安政2. 1. 
29) 箕作家に生まれる

• 1866-68,73-77英国留
学

• 1877-1898東大数学科
教授

• 東京帝大総長、文相、
学士院長、理化学研究
所長などを歴任

• 1917.8.19 没
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菊池菊池菊池菊池がががが学学学学んだんだんだんだ数理科学数理科学数理科学数理科学

• 1873-1877 ケンブリッジの試験数学の洗礼を
受ける．

• ケンブリッジ大学に制度化された卒業試験＝
数学トライポスMathematical Tripos

• 19世紀半ばから「混合数学」重視 →数学的
処理にすぐれた数理物理学者を養成

• 優秀な合格者を wrangler と称した．

• 菊池は1877.1のトライポスで19位のラング
ラー

2011.9
2011.9

ヴィーヘルトヴィーヘルトヴィーヘルトヴィーヘルト (Emil Wiechert, 1861-1928)

• 1898年 ゲッティンゲン
大学地球物理学研究地球物理学研究地球物理学研究地球物理学研究
所所所所 (Institut für Geophysik) 所長

• 地震計の開発と理論化

• 1907年論文

• 弟子にグーテンベルク

• 1922年 独地球物理地球物理地球物理地球物理
学会学会学会学会 DGG 初代会長

• 寺田寅彦は1909-11年
の独留学中に聴講
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新城新蔵 (1873(1873(1873(1873----1938)1938)1938)1938)

• 1873M6.8.20 会津若松に
生まれる

• 1895 東京帝大物理学科卒

• 1896～震予調で磁力重力
調査補助

• 1900 京都帝大助教授

• 1904 上賀茂地磁気観測所

• 1905190519051905----07 07 07 07 独留学独留学独留学独留学、教授に

• 1923 理学部長

• 1929 京都帝大総長

• 1935 上海自然科学研究所
所長

• 1938.8.1 南京にて没
2011.9

志田志田志田志田 順順順順 (1876(1876(1876(1876----1936)1936)1936)1936)

• 1876M9.5.28 千葉県
佐倉に生まれる

• 1901 東京帝大物理学
科卒

• 1903 広島高等師範

• 1908 一高教授

• 1909 京都帝大物理学
科助教授

• 1913 教授

• 1936.7.19 京都に没

京都帝大地球物理学科の形成

• 1918191819181918 物理学科物理学科物理学科物理学科にににに岡崎奨学資金岡崎奨学資金岡崎奨学資金岡崎奨学資金によりによりによりにより地球物理地球物理地球物理地球物理
学一般学一般学一般学一般のののの講座講座講座講座 志田志田志田志田がががが教授教授教授教授

• 1920192019201920 宇宙物理学宇宙物理学宇宙物理学宇宙物理学・・・・地球物理学科地球物理学科地球物理学科地球物理学科としてとしてとしてとして独立独立独立独立
• 1921192119211921 地球物理学科地球物理学科地球物理学科地球物理学科としてとしてとしてとして実質的分離実質的分離実質的分離実質的分離 第第第第2222講講講講

座海洋学座海洋学座海洋学座海洋学 野満隆治講師野満隆治講師野満隆治講師野満隆治講師
• 1922192219221922 気象学講座気象学講座気象学講座気象学講座 のちのちのちのち長谷川万吉助教授長谷川万吉助教授長谷川万吉助教授長谷川万吉助教授
• 1924192419241924 宇宙物理学科宇宙物理学科宇宙物理学科宇宙物理学科とととと完全完全完全完全にににに分離独立分離独立分離独立分離独立
• 1937193719371937 火山火山火山火山・・・・温泉学講座温泉学講座温泉学講座温泉学講座 (1940(1940(1940(1940までまでまでまで))))
• 1945194519451945 応用地球物理学応用地球物理学応用地球物理学応用地球物理学
• 1957195719571957 地球電磁気学地球電磁気学地球電磁気学地球電磁気学
2011.9
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『地球物理』1937-1954年

• 発議は「8年前」

• 別府の地球物理学研地球物理学研地球物理学研地球物理学研
究所究所究所究所は10周年

• 「地球物理学界地球物理学界地球物理学界地球物理学界に貢献
せんこと」

• 戦前は年報、戦後は不
定期で9巻3号まで

• 観測施設の報告が多
い

初動の押し引きの四象限分布図
志田・松山の『週刊朝日』の記事 (1923) より

松山松山松山松山のののの図図図図 志田志田志田志田のののの図図図図
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Discipline と科学の制度化

• 科学教育史科学教育史科学教育史科学教育史としてのとしてのとしてのとしての成立要件成立要件成立要件成立要件はははは何何何何かかかか？？？？

• カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムの存在

• 教場、実験室、研究所、観測施設観測施設観測施設観測施設（（（（観測網観測網観測網観測網））））

• 教科書教科書教科書教科書の存在 ⇔ 教授上の「科目」

• 教授者の人事など制度上の独立性独立性独立性独立性・排他性

• 学会学会学会学会の存在 「日本地球物理学会」？

• 学術雑誌学術雑誌学術雑誌学術雑誌の存在 『地球物理』？

2011.9
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上賀茂地学観測所上賀茂地学観測所上賀茂地学観測所上賀茂地学観測所 2010.82010.82010.82010.8撮影撮影撮影撮影
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松山基範松山基範松山基範松山基範 (1884(1884(1884(1884----1958)1958)1958)1958)

• 1884年 大分県宇佐郡駅館村に末原コウ次男として生まれる

• 1903年 山口県立豊浦中卒、広島高師本科数物化学部数学物理学科広島高師本科数物化学部数学物理学科広島高師本科数物化学部数学物理学科広島高師本科数物化学部数学物理学科入学

• 1907年 広島高師卒業、徳島県阿南市富岡中学校に就職

• 1908年 京都帝国大学理工科大学京都帝国大学理工科大学京都帝国大学理工科大学京都帝国大学理工科大学入学

• 1910年 大阪の松山家の養子となり結婚

• 1911年 京都帝国大学理工科大学物理学科を卒業、大学院進学

• 1913年 理工科大学講師

• 1915年 マーシャル群島ヤルート島で重力測定 →学位論文

• 1916年 理科大学助教授

• 1919年 理論地質学研究のためシカゴシカゴシカゴシカゴ大学大学大学大学（トマス・チェンバレン教授）留学

• 1922年 理学部地質学鉱物学教室第一講座教授 理学博士

• 1936年 理学部長 1944年 定年により退官

• 1949年 山口大学学長
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昭和五年上海昭和五年上海昭和五年上海昭和五年上海 中央中央中央中央がががが新城新城新城新城、、、、そのそのそのその左左左左
がががが松山松山松山松山 （（（（京大新城文庫京大新城文庫京大新城文庫京大新城文庫））））
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古地磁気古地磁気古地磁気古地磁気
のののの研究研究研究研究
Matuyama, M. （1929)：
On the direction of 

magnetization of basalt 

in Japan, Tyosen and 

Manchuria, Proc. Imp. 

Acad. Japan, Vol. 5, 203

－205.

玄武岩玄武岩玄武岩玄武岩のののの残留磁残留磁残留磁残留磁
気測定気測定気測定気測定。。。。

⇒⇒⇒⇒松山逆磁極期松山逆磁極期松山逆磁極期松山逆磁極期
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志田志田志田志田・・・・松山松山松山松山によるによるによるによる高圧実験高圧実験高圧実験高圧実験のののの試試試試みみみみ

• 1918年 連名で「高圧力における物性の研
究」に関する報告文書を文部大臣に提出

• ２万気圧（2GPa）圧縮装置を設計

• 大阪安治川鉄工所による150kN重垂式圧縮
装置製作

• 深発地震（300km以深）発生機構究明のため

• 1950年代～阿武山地震観測所での研究

（島田 2009）

2011.9

川井川井川井川井 直人直人直人直人（（（（1921192119211921----1979197919791979））））

• 大阪府生まれ。

• 1945年京都帝大地質学鉱物学科を卒業。

• 松山基範の薫陶を受け、古地磁気学者として
京都大学講師。岩石の微弱な磁化の測定で
業績を上げ、松山期よりも新しい年代におけ
る逆磁極期の発見に貢献。

• Kawai, N. (1951): Magnetic Polarization of Tertiary rocks 

in Japan. J. Geophys. Res. Vol. 56, No. 1, 73-79.

2011.9
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川井川井川井川井のののの高圧実験高圧実験高圧実験高圧実験

• 1962年新設の大阪大学基礎工学部教授

• 地球内部の状態を実験室で再現するための
高圧物理の研究を開始。

• 川井式マルチアンビルセルの開発に成功。
高圧下の岩石の相変化と地震波速度の不連
続面とを関連づける。

• 1973年日本学士院賞（研究題目「超高圧・高

温下における地球物質の実験的研究」）秋本
俊一と。

2011.9 2011.9

まとめ

（１） 京都帝大の初期の試みに海洋や気象を含
めた地球物理学体系化地球物理学体系化地球物理学体系化地球物理学体系化の意図を読み取れる。

（２） 一方、ディシプリンとしての成熟とは別に、
地質学との競合関係のうちに、「松山スクー
ル」のような展開が見られた。

（３） 大学間の競争的関係をふまえた制度史に
よって地球物理学史の一部を展望できよう。

（４） 地学教育史の見直しに以上の過程の検討
は不可欠である。


