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電気学は科学それとも工学？
－電気の本性をめぐる小さな疑問－

河村 豊（東京工業高等専門学校）

１．電子は素粒子

最近注目されているハーバード大学の理

論物理学者，リサ・ランドールの著書『ワ

ープする宇宙』の中に，電子の特徴を説明

した部分がある（注１）．ご存じの通り，

原子は陽子，中性子，電子からできている

が，原子核を構成する陽子と中性子につい

ては，陽子が２つのアップクオークと１つ

のダウンクオーク，中性子が２つのダウン

クオークと１つのアップクオークというよ

うに，さらに下部構造が存在し，微小な素

粒子から構成されているという．その一方

で，電子についてはこう説明している．「現

在わかっているかぎりでは，電子は基礎的

な単位である．それ以上小さい粒子に分割

されることはなく，内部にいかなる下部構

造も含まれていない」（同書，116p．）．つ
まり，電子は究極の素粒子の１つだという

ことになる．

電子が素粒子だと聞くと，やや意外な気

分がする．なぜなら，電子が発見されたの

は 1897 年，つまり 100 年以上も前，19 世
紀末のできごとだからだ．20 世紀初頭に
ようやく原子を構成している陽子や中性子

が確認されたけれど，さらにその構成要素

が発見され，素粒子物理学の歴史へと受け

継がれている．ところが，電子は，研究が

大きく進展した現代においても，発見当初

と同様に，基礎的な単位と考えられている

わけである．電子の発見までの長い間の紆

余曲折を頭に浮かべてみると，発見後のこ

の安定ぶりには，あらためて驚かされる．

注１：リサ・ランドール『ワープする宇

宙 5次元時空の謎を解く』（塩原通緒訳，
NHK出版，2007年）

２．電気とは何か．

では「電気とはなんだろうか」．こう問

われた場合に，簡単に「答えは電子です」

と答えて良いのだろうか．まずここから考

えてみたい．

「電気とは何だろうか」との質問に答え

るために，質問をもう少しはっきりさせる

必要がある．第１に，「電気の本性とはな

んだろうか」と言い直す方法がある．この

ような言い直し方を，ミクロ的（微視的）

な考察方法と呼んでおこう．この場合は，

考える対象を本質的な部分へとどんどん小

さくすることで，電気の原因物質を探し出

すことになる．たとえば，電気を静電気と

動電気に別け，どちらの本質も，電荷を持

ったある種の物質の集合体であることを示

す．さらに究極的な姿としては，電子とい

う実体に到達することを，電子発見の経過

を通して説明することができる．ただし，

電子は直接的には目で見ることができない

ので，概念図などを利用し，非常に小さい

けれども，質量をもつ粒子的な姿であるこ

とを確認する．もし「電子は素粒子」であ

ることまで説明するのならば，たとえば，

粒子性と波動性という二重性の特徴を紹介

しながら，電子概念をさらに深く説明する

ことになる．さて第２に，質問を「電気現

象とはなんだろうか」と言い直す方法があ
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る．こちらの言い直し方は，マクロ的（巨

視的）な考察方法と呼んでみよう．この場

合は，ミクロ的な考察とは異なり，目に見

える現象を通して電気の特性を理解するこ

とになる．たとえば，摩擦で静電気を発生

させ，帯電物体と人間の指先とにスパーク

が発生したときに，強いショックを感じる

ことを知り，電池を使った実験を通して，

電圧と電流の違いを理解する．さらに，電

流の磁気作用や電磁誘導作用などの物理現

象に注目し，日常，いつも利用している各

種の電気製品の中で，どのような電気現象

が応用されているか，実用化されているか

へと考察を進めることもできる．

ただし，問題として残るのは，このよう

なミクロ的な説明とマクロ的な説明とをど

のようにつなげ合わせて議論するかという

部分である．実は，この結合の過程で，困

った問題が登場してしまうのである．つま

り，マクロ的な電気現象の説明とミクロ的

な電気の本性の説明とを，理論的につなげ

ようとすると，接続の悪さに気づいてしま

う．電気の本性を考える場合には，マイナ

スの電荷を持つ電子の存在だけを前提とす

れば良いが，電流現象を考える場合には，

オームの法則，キルヒホッフの法則などの

回路理論で前提としている，プラスの電荷

の流れである電流を議論するからである．

簡単に知ってしまえば，電子が究極でしか

も唯一の荷電粒子であるならば，電気回路

を流れる電流も，マイナスの電荷の流れと

して定義して説明すべきなのに，そうなっ

ていない，という素朴な疑問である．

この素朴な疑問にきちんとした答えを出

すことは，難しいが，電気の歴史を振り返

りながら，答えにチャレンジしてみよう．

３．科学と工学が独立したから

この疑問への答えの１つは，ミクロ的な

研究とマクロ的な研究とには，それぞれ独

自の活動の歴史があり，違ったとらえ方が

生み出されたから，という説明である．歴

史を振り返ってみると，ミクロ的な研究は，

主に 18世紀から 19世紀の自然哲学さらに
物理学研究の中で行われ，静電気から動電

気へと認識が深まりながら，電気の本性が

探究され，ついに電子の発見に至る．一方

で，マクロ的な研究は，主に電池発明後，19
世紀の電気通信や電気照明の急速な発展の

なかで，電気工学という研究分野として電

流現象が扱われてきた．科学研究として考

える電気の本性と，応用技術として展開し

ている電気工学研究として考える電気の本

性とでは，めざす結論が違ってきてもおか

しくない．前者が科学者という集団によっ

て探究され，後者がエンジニアという集団

によって探究されて行くため，両者の間で

の共同作業や研究情報の交換も少なくかっ

た．こうした独立した探究が，プラスの電

荷の流れを電流とする議論を固定化してし

まった原因と考えることができる．この背

景には，プロの科学者(Scientists)集団とプ
ロの技術者(Civil Engineers)集団が，19世
紀中に，形成されたことも指摘できる（注

２）．もちろん，科学者の研究成果がエン

ジニアによって応用されたこるや，エンジ

ニアが取り扱ってきた技術上の課題を科学

者が研究テーマとして取り扱われるという

「情報交換」は，存在していた．しかし，

科学と工学，科学者とエンジニアとの間に

は，職業集団の違い，めざすべき目標の違

い，アプローチの違いなどから，19 世紀
には大きな溝が作られていた，といえる．

ちなみに，電気工学の研究者に，電流を

プラスの電荷の流れで定義するのは間違っ

ている，だから，電子の動きですべて定義

し直すべきではないかと，質問してみたら

どうだろうか．答えの多くは，すでにでき

あがっている電気回路理論を変える必要は

ない，というものだ．中には，プラスの電
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荷が移動する現象もあるのだから，電気現

象をマイナスの電荷を持った電子だけで理

解しようとすることが，問題であると，逆

に批判されてしまうかもしれない．

（注２）プロの科学者については，梶雅範

編『科学者ってなんだ？』（丸善，2007年），
また，プロの技術者については，黒田光太

郎ほか編『工学倫理ノススメ』（名古屋大

学出版会，2004 年）のコンパクトな説明
が役に立つ．

４．電気の本性探究に手間がかかったから

さて，疑問への第２の答えは，電気の本

性の探究におよそ 3世紀ほどの時間がかか
てしまい，その間に電気工学が急速な発展

をしたからだ，という説明である．

電気うなぎが他の動物をしびれさせるこ

とや，雷による光や衝撃，琥珀がものを吸

い寄せる現象など，人工的な装置が無くて

も，こうした現象は比較的はやくから知ら

れてきた．といっても，それが超自然的な

現象ではないことや，磁石とは異なる電気

固有の現象であることが分かってきたの

は，17 世紀の近代科学誕生の頃である．
さらに実験器具が開発されて，系統的に静

電気現象が分析され，電気の本性としてプ

ラスの電荷とマイナスの電気があるを分か

るのは，18 世紀ころである．しかし，電
気を持つ実体が，質量をもつ微小物体と関

連づけられ，さらにマイナスの電荷を持つ

ものとして認識されるには，19 世紀の末
まで待たなければならなかった．

その一方，1800年にヴォルタ(Alessandro
Volta) によって電池が発明されて以降，
各種の電気現象が発見され，まず，電流の

磁気作用を応用した実用的電信装置である

５針式電信機が，クック(William F.Cooke）
とホイートストン(Charles Wheatstone)に
よって 1837 年に発明された．電気通信分
野を最初の活動領域として生み出された電

気工学（当初は電信工学だった）は，1870
年代には電話分野（図１），電気照明分野，

1880 年代以降には実用的なモーターが発
明されることで，電気動力分野も登場し，19
世紀末には，電力輸送のための長距離送電

網が整備されていった．こうした技術を支

えるために，19 世紀半ばには直流の電気
回路理論が作られ，19 世紀末にはスタイ
ンメッツ(Charles Proteus Steinmetz）によ
って交流の電気回路理論も整ってきた．わ

ずか 80 年ほどの期間で，電気工学は現代
でも使われている基礎的な理論を，ほとん

ど作り上げてしまった．

図１：この図は 19 世紀後半に電話網の急
速な拡大と共に，市内に電線が無秩序に敷

設されたことを皮肉った漫画．多重通信が

実用化することで，混乱する電線問題は解

決されることになる．

５．世紀転換期に研究された

このような電気工学の急速な発展に比

べ，電気の本性を探究する科学研究は，悪

戦苦闘の歴史をたどってきた．応用するこ

とよりも，自然の本性の探究の方が，多く

の時間が必要だったとも言える．科学史か

らこの悪戦苦闘の歴史を眺めてみると，あ

る大きなできごとの存在に気づく．それは，

18 世紀から 19 世紀への世紀転換期に起き
たとされる第 2次科学革命である．この変
革は，「物理学の誕生」と言いなおされて

使う場合もある（注３）．コペルニクス，
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ガリレイ，ニュートンと続く天文学を中心

とした 17 世紀の科学革命に対して，第 2
次科学革命は，熱，電気，磁気，光などの

実験研究が進み，新しい統合する理論，つ

まり物理学を構想し，成立させる歴史であ

った．質量(Mass)を持つ粒子と粒子間に
働く力(Force)によって，多くの自然現象
を把握しようと提案したニュートンは，い

わば天文力学をモデルとした物理学を提唱

したことになる．実際にニュートンの夢を

実行した科学者は，ラプラス(Pierre-Simon
Laplace)であったが，1830 年代には，大き
な批判を受けることになり，新たな物理学

に取って代わられることになる．電気の本

性は，こうした世紀転換期を挟んで探究さ

れたことから，近代科学からの物質観の影

響も受けながら，新たな物理学による理解

へと脱皮する必要があった．電気の本性に

ついても，重さのない気体状のものと考え

たり，電気流体であるとしたり，さらに質

量と電荷をもつ電気原子であるという考え

まで，多様な考えが登場した．マクロな理

解が比較的スムーズに進んだのに比べる

と，ミクロな理解は長い混乱の時代を経て

いたのである．

注 3：ハーマン『物理学の誕生』（杉山
滋郎訳，朝倉書店，1991年）

６．電気の本性の探求のはじまり

そもそも電気現象が，磁気現象から区別

され，電気学へと独立できたのは，16 世
紀末，イギリス人のギルバート（William
Gilbert)の功績であると言われている(注
４）．磁石の研究を本格的に進める際に，

ギルバートは，類似すると思われてきた現

象を，磁気現象と区別する作業を行い，そ

の際に古来から知られていた琥珀現象

（amber effect)を，磁気現象から除外して，
独立させた．琥珀とは，「ジュラシック・

パーク」の物語で登場した，蚊を閉じ込め

た樹脂性の物質である．この樹脂に守られ

て数千万年前の恐竜の血が残り，現代に恐

竜をよみがえらせたと話は展開する．古代

から装飾品として利用されていた琥珀は，

こすることで帯電し，ホコリなどを吸い寄

せたため，不思議な力を持つ物質と考えら

れてきた．ギルバートは，この力を，まず

磁気による力と区別することができた（図

２）．ただし，電気現象を引き起こす実体

については，湿気を持った気体状のもの

(material effluvia)という段階に止まってい
た．

図２ エリザベス 1世に謁見し，女王の
前で電気実験を行っている．画像元データ

http://gallery.nen.gov.uk/image73271-swgfl.html

注４：山本義隆『磁力と重力の発見 ３』

（みすず書房，2003 年）．原典に基づいた
ていねいな説明を読むことができる．なお，

ギルバートの著書「磁石について」の英訳

「On the magnet」（1600年）を，以下のイ
ンターネット・ホームページで読むことが

できる． http://rack1.ul.cs.cmu.edu/is/gilbert/
（電気に関する部分は，原典の p63以降）．

７．静電気学の登場

琥珀に限定されていた静電気現象が，系

統的に分析されはじめたのは，18 世紀に
入り，ホークスビー(Francis Hauksbee)に
よる摩擦起電気装置（図３）や，ミュッセ

ンブロック(Pieter van Musschenbroek)によ
る蓄電装置（ライデン瓶）などの発明以降

である．有名なフランクリン(Benjamin
Franklin)による雷の実験は，自然現象とし
て知られていた雷が，摩擦起電機によって
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発生させれた静電気と同一のものであるこ

とを示した点で，定性的な実験であった．

ただし，電気の本性を検討する際に，一つ

大きな問題があった．それは当時の物質観

あるいは自然観である．17 世紀に形成さ
れた近代科学，とりわけ天体力学論は，結

果としてはフランスにおけるデカルト的天

体論（カルテジアンと呼ぶ）と，イギリス

におけるニュートン的天体力学（ニュート

ニアンと呼ぶ）の 2つに分裂していた．前
者は宇宙空間に微粒子が存在し，その接触

により天体間の力が生まれていると考え，

後者は真空の宇宙に天体があり，その間に

万有引力が存在すると考える．現在では当

然のように受け入れてしまう万有引力説

は，その力の伝達メカニズムが不明である

ことなどから，科学者に受け入れられるま

でには，数十年の時間が必要であった．電

気の本性も，当然，デカルトの考え方で分

析するか，ニュートンの考え方で分析する

かという基礎理論の段階で，論争が存在し

ていたことになる．それゆえ，質量と電荷

を持った微小粒子が電気の本性であるとい

う考え方は，容易には受け入れられなかっ

たわけである．

図３ホークスビーが発明した摩擦起電機．

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hauksbee_
Generator.JPG

８．当時の科学研究の中で，電気研究はど

んな位置にあったか．

電気の本性の探求は，19世紀に入って，
さらに混乱が大きくなった．そのきっかけ

が 1800 年の動電気の発見（電池の発明）
に始まる発見ラッシュともいえるできごと

である．このできごとを以下のような模式

図でまとめてみた（図４）．電気分野を中

心としてこの時代の新発見を整理すると，

①～⑧までが現象の名称でまとめることが

できる．順番に，①に入るのは電池現象の

発見（ヴォルタ，1800 年）である．厳密
にいえば，電流の持続的発生を化学現象と

認識したのはこの時ではないが，模式図作

成では，化学説と分類しておく．同様に，

②は水の電気分解の発見（ニコルソンとカ

ーライル，1800年），③は電流の熱作用（ジ
ュール，1840 年：ジュールの法則），④は
熱起電力（ゼーベック，1821 年：ゼーベ
ック効果），⑤電気による光作用（デービ

ー，1808 年，アーク灯の実験），⑥は光起
電力の現象（フリッツ，1876 年：セレン
の光起電力効果の発見），⑦は電流の磁気

作用（エールステッド，1820 年），⑧は電
磁誘導現象（ファラデーとヘンリー，1831
年）．⑥を除けば，1840 年までの発見であ
る．

図 4 電気学を中心とした相互関係

図 4は，おおざっぱな括りで説明してあ



- 6 -

るが，ここから分かることは，1840 年で
の発見ラッシュを通して，電気現象が化学

現象，熱現象，光学現象，磁気現象などと

相互に関係があると認識された点である．

またジュールによる熱の仕事当量の決定に

より，1847 年にはヘルムホルツが，エネ
ルギー保存則を提唱することになる．ここ

に古典物理学の重要な要素が登場した．

９．電荷を帯びた物質という理解

動電気を用いた電気の本性をめぐる 19
世紀の探究は，電気分解の研究（イオンの

研究），真空中の放電現象の研究（陰極線

研究），電磁気現象の研究（エーテルと荷

電粒子の研究）などの順番で，行われる（注

５）．

19 世紀初頭における電気の本性につい
て，大きな混乱を収拾させた研究者が，フ

ァラデー(Faraday)であった．ファラデー
は，通常電気（摩擦起電機によって発生さ

せる電気），ヴォルタ電気（電池で発生さ

せた電気），磁電気（電磁誘導現象によっ

て発生させた電気），熱電気（ゼーベック

効果で発生させた電気），動物電気（電気

ウナギなどの動物が発生させる電気）の５

種類の電気について，それらの同一性を実

証した．彼の著書『電気学実験研究』には，

次のようにこの研究の動機づけを記録して

いる．「種々の方法で励起される電気の同

一性および差別性に関して，まだ何か疑問

が残されているかどうかといういうことの

追求がさらに・・・必要となってきた」

（265 番）．決定的にするために，上記の
５つの電気について，生理的効果，磁気偏

り，磁石化，火花作用，熱作用，物理化学

作用，引力，斥力，熱気放電という８つの

作用を多数の実験を通して調べ，「電気は

その電源の如何を問わず，その性質におい

て同一である」(360番)と結論づけた(1833
年）．

注 4：19世紀の電気の本性の歴史では，
宮下晋吉氏の次の雑誌記事が最も詳しい．

「実験でつづる電気の本性の探究史」『科

学の実験』共立出版，1975 年，26 巻 4 号
から 15回連載の記事．


