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１．緒言 
 本稿は，「如何にして学習者を深い学びに導く
ことができるか？」という学術的な問いに対して，
知的好奇心の喚起とアクティブ・ラーニング
（AL）の 2 つの手法を組み合わせることによっ
て実証を試みるものである。 
 知的好奇心の喚起は，教育工学のケラーの
ARCS モデルにおける「気づき(Attention)」と「関
連性(Relevance)」が対応しており，マクスウェ
ル方程式及びその周辺分野の学習によってこれ
らを実現する。 
 思考を主体化，活性化する学習形態である AL
は，グループ学習や反転授業，プロジェクト学習
(PBL)のように様々なレベルのものがある。 
 本研究では，上述のマクスウェル方程式と電磁
波をテーマにして，本科 4年向けのゼミ形式の講
座「リベラルアーツ特論」で実現する。 
 
２．マクスウェル方程式とその意味 
 マクスウェル方程式とは，以下の偏微分方程式
系で与えられたものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここで，Eは電場の強さを表すベクトル場，Bは
磁場の強さを表すベクトル場，jは電流密度を表
すベクトル場，ε0は真空の誘電率（定数），ρは
電荷密度（スカラー場）， cは光速度（定数）で
ある。これらはそれぞれ次の物理法則に対応する。 
 
(1) 電荷は電場の発散である（ガウスの法則） 
(2) 磁場には発散がない（磁束保存の法則） 
(3) ファラデーの電磁誘導の法則 
(4) アンペールの法則の電場と磁場への拡張 
 
 
 

３．マクスウェル方程式の応用 
 マクスウェル方程式がその四つの法則から成
り立っていることを利用し，導体，真空中での電
磁波や電子に働く力等について，以下のような２
つのテーマに沿ってマクスウェル方程式を変形
かつ応用し，各項で考察を行う。 
 
・導体中における電磁波の減衰 
 絶縁体は価電子帯と伝導体のバンドギャップ
が大きく，絶縁体中では電磁波のエネルギーが絶
縁体に吸収されないため電磁波の減衰は生じな
いが，バンドギャップが小さい導体中では電磁波
のエネルギーが導体に吸収されるため導体中の
電磁波の振幅は徐々に減衰すると考えられる。 
ここではその減衰の様子をマクスウェル方程式
から考察する。 
 
・アインシュタインの思考実験 
電流が流れている銅線と，銅線の中の電子と同じ
速度で、銅線と平行して走る電子に対する力に関
する思考実験について考察する。静止系では銅線
内の電流が磁場を作り，動く電子に作用しローレ
ンツ力が働く。しかし，動く電子とともに移動す
る観測系では双方の電子は止まって見え，磁場が
なくなり，電子に働く力は消える。現象はマクス
ウェル方程式によって一意に決まるはずなので，
マクスウェル方程式はそれ自身に自己矛盾を含
むと考えられる。このパラドックスについて，特
殊相対性理論から考察する。 
 
本稿では，主にこの二つのテーマについての考

察を行うが，他に関連するテーマとして「真空，
誘電体中での電磁波に対しての波動方程式の導
出」や，「電磁波のエネルギー」等に関しても可
能であれば上記の２つのテーマ同様にマクスウ
ェル方程式を用いて考察を行いたい。 
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・マクスウェル方程式 

結言	  

・相対論的に見た電磁気学 

静止系G、運動する座標系G’で働く引力、斥力を計算したところ静止系Gでは𝐹↓12 = µμ↓0 𝐼′↓1 /2𝜋𝑅 𝑣↓2 𝑒, 𝐹↓21 = µμ↓0 𝐼′↓2 /2π𝑅 𝑣↓1 𝑒の引力が働き、運動
する座標系G’では∴ 𝐹↓21 =𝐹↓12 = ( 𝑣↓1 −𝑣)( 𝑣↓2 −𝑣)/(1− 𝑣/𝑐↑2  𝑣↓1 )(1− 𝑣/𝑐↑2  𝑣↓2 ) . 𝑒↑2 𝑛A/2𝜋R の斥力が働くことが分かった。また単純化されたモデルからの考
察より、運動する座標系S’においてローレンツ収縮により電場が生じ、引力が働く可能性が考えられる。この引力の計
算については今後の課題として引き続き研究を行ってゆきたい。 
 

謝辞　本研究は久留米高専非常勤講師の一政遼太郎先生にご協力いただいた。ここに記して謝意を示す。	  

左図のように、二本の導線に異なる大きさの電
流l1,l2を流した時、アンペールの力による引力が
働くと考えられる。しかし、二本の導線を流れ
る電子の速度v1,v2の間の速度v(v1<v<v2)で動く座
標を考えたときにl1の電流が逆向きになって斥力
が働くと考えられる。物理学の法則は相対性原
理よりどのような慣性系でも不変であるので、
この現象は相対性原理に反すると考えられる。	  

左図のように、二本の導線に同じ大きさの電
流l1,l2を流した時、アンペールの力による引力
が働くと考えられる。しかし、二本の導線を
流れる電子の速度と同じ速度で動く座標を考
えたときに電子が止まって見えるため磁場が
生じず、引力が働かないと考えられる。	  

相対性原理：どんな慣性系においても物理法則は同じ。 

ローレンツ収縮：等速運動をしている物体の長さが静止している時の長さに比べ運動方向に収縮して観測される現象。 

静止している座標系Ｇに対して速度u=(ux,uy,uz)で運動している物体がある。この物体をＧに対して＋ｘ方向に速さvで
運動している座標系Ｇ‘から観測して得られる速度をu’=( u’x,u’y,u’z)とすると、これらの間には、 

𝑢′↓𝑥 = 𝑢↓𝑥 −𝑣/1− 𝑣/𝑐↑2  𝑢↓𝑥  　𝑢′↓𝑦 = 𝑢↓𝑦 　𝑢′↓𝑧 = 𝑢↓𝑧  
の関係がある。 

静止した荷電粒子が電荷密度ρ↓0 で分布する時、相対速度vの座標系で見ると、
同じ電荷が密度ρ= ρ↓0 /√1−( 𝑣/𝑐 )↑2  を持つ。 

L=L0√1−( 𝑣/𝑐 )↑2   
  𝐹=𝑞(𝐄−𝐯✕𝑩） (ガウスの法則) 

(アンペール・マクスウェルの法則) 

(ローレンツ力) ∬𝑠↑  ▒𝑬∙𝒏𝑑𝑠 = 𝑄/ε↓0   

v↓1 <v<   v↓2  
F↓12 = µμ↓0 I↓1 v↓2 e/2πR  

F↓21 = µμ↓0 I↓2 v↓1 e/2πR  

I↓1 ≠ I↓2  

v′↓1 = v↓1 −v/1− v/c↑2  v↓1   v′↓2 = v↓2 −v/1− v/c↑2  v↓2   

F↓12 =F↓21 = (v↓1 −v)( v↓2 −v)/(1− v/c↑2  v↓1 )(1− v/c↑2  v↓2 ) . e↑2 nA/2π𝑅  

I′↓1 =env′↓1 A I′↓2 =env′↓2 A 

I↓1 = I↓2  

v  =   v↓1 =   v↓2  

F↓12 =F↓21 = µμ↓0 ρ↓− v↑2 Ae/2πR  

F′↓12 =F′↓21 = µμ↓0 ρ↓+ v↑2 Ae/2πR 1/√1− (v/c )↑2    

E= ρ′A/2π ε↓0 R = ρ↓+ A (v/c )↑2 /2π ε↓0 R√1− (v/c )↑2    

∮S↑  ▒𝐁∙d𝐬= µμ↓0 𝐈↓𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 + 𝛍↓0 𝛆↓0 ∫𝐀↑  ▒𝜕𝐄/𝜕t    

リベラルアーツ特論でベクトル解析について学び、 応用として電磁気学を 勉強した 。 マクスウェル方程式につ 
いて勉強していく過程で私たちは 、 マ クスウェル 方程式 が成立するためには 、 ある条件が必要である可能性に 
気 が 付 いた 。 本稿では この条件の必要性と原因について考察を行う 。 

このような結果が得られた原因を確かめるため、上記のモデルを単純化し、次のようなG 系・ G’ 系を考える。 
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