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EiC

電子情報通信学会の小・中学生の科学教室
「不思議がいっぱい科学の世界」（神戸会場）

技術の歴史
－　電子情報通信分野を例に　－

平成１６年１０月２３日

篠田庄司（工学博士）　
中央大学教授

電子情報通信学会「技術と歴史」委員会委員長
電子情報通信学会編集長
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文化（ぶんか）とは？　　　

Culture　　　

文明（ぶんめい）

Civilization

制度（せいど）、基盤（きばん）、システム、道具（どうぐ）

耕す（たがやす）
Cultivate

The Institute of 
EiC

Engineers

自然（しぜん）とは？　　

Nature　　　
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人類（じんるい）の持（も）つ
文化遺産（ぶんかいさん）の目録（もくろく）

　
　　　　　　　　　　への情熱（じょうんねつ）や意気込（いきごみ）

を持つ研究者（けんきゅうしゃ）や技術者（ぎじゅつしゃ）を励（はげ）ます

「過ち（あやまち）の繰り返し（くりかえし）」を防（ふせ）ぐ警告（けいこく）

次なる発明（はつめい）、
　　　発想（はっそう）、
未来予測（みらいよそく）

歴史（れきし）とは



4

科学（かがく）とは

・ 知識（ちしき）の体系（たいけい）
・ 事実（じじつ）や原理（げんり）などについての具体的（ぐたいてき）

　　な知識

科学のついた言葉（ことば）　　　　

自然科学（しぜんかがく）　物理、化学、生物、天文学
　　　　　　　　　　　　　地学
社会科学（しゃかいかがく）政治、法律、経済、社会
　　　　　　　　　　　　　文化人類学
人文科学（じんぶんかがく）哲学、言語、文芸、歴史
科学技術(かがくぎじゅつ、science and technology)
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　科学（かがく）を実際（じっさい）の場合にあてはめ
て利用（りよう）して

　　

　自然（しぜん）の事物（じぶつ）を

　　加工（かこう；原材料に手を加えること）・改変
（かいへん;改めて違うものにすること）し、

　　

　人間生活（にんげんせいかつ）に役立（やくだ）てる

　　　　　　　

技術とは

「わざ」
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　電気・電子・情報通信の技術の歴史

約２５００年前

磁石　ギリシャのマグネシャア地方で磁鉄鉱（じてっこう）を発見、
マグニスと呼んだ

摩擦電気　バルチック海（かい）からの琥珀｛こはく；天然樹脂（てん
ねんじゅし）の化石（かせき）｝をギリシャ人がエレクトロンと呼んだ

ターレス（BC６２４－５４８）：ギリシャ哲学（てつがく）の父
磁石（じしゃく）と摩擦電気（まさつでんき）の引力（いんりょく）について公開
実験（こうかいじっけん）・・・・・　発見者といわれるようになった
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・　１２６９年ペレグリヌス（フランス）
　　　　　　　磁石についての手紙　斥力（せきりょく）　
・　１３０２年ジォイア（イタリア）
　　　　　　　航海用磁気コンパス
・　

・　１６２９年カペオ（イタリア）
　　　　　　　静電気の斥力
・

１６００年９月

関が原
の戦い

１６００年３月　ギルバート（イギリス）
　　　磁石（じしゃく）、磁性体（じせいたい）および
大磁石（だいじしゃく）である地球

　１６６０年ゲーリック（ドイツ）
　　　摩擦起電機（まさつけいでんき）：静電気を起こす　　

磁気と静電気の時代
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磁石としての地球
ギルバート（イギリス）

１６００年

磁石の中は
SからNへ
磁石の外は

　　　　　NからSへ

S極
地球の半径６３５６ｋｍ

磁石としてのS極
１１度

地球の北極
（ほっきょく）

N極

地球の中心
（ちゅうしん）

地球の南極
（なんきょく）

磁石としてのN極
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・　１７５３年　キャントン(イギリス）
　　　　　　　　静電誘導現象　斥力

・　１７７２年　ボルタ
　　　　　　　　わら検電器の発明　　　　　　　

・　１７８７年　ベネット（イタリア）
　　　　　　　　金箔検電器

検電器（けんでんき、電気があることをはかるもの）

・　１７５２年　フランクリン（アメリカ）
　　　　　　　　雷に凧（たこ）　　　　雷と静電気は同じ電気
・　１７５３年　フランクリン（アメリカ）　
　　　　　　　　避雷針（ひらいしん）
　　　　　　　　（７０才：１７７６年アメリカ独立宣言）

・　１７８５年　クーロン（フランス）
　　　　　　　　クーロンの法則（電気と磁気の基本法則のひとつ発見）
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ガルバーニとカエル

北イタリア　ボロニア大学（だいがく）
　　　　　　（１１１９年）
医学教授（いがくきょうきゅ）　ガルバーニ
・１７９１年３月　
　　電気魚（でんきうお；シビレエイ、シビレウナギ）のような電気
器官（でんきっかん）があるかどうかのチェックのため

　カエルを解剖（かいぼう）　
　　摩擦起電機による火花放電（ひばなほうでん）とカエル
の足の動き

　　鉄板（てっぱん）と銅板（どうばん）でできた手術用（しゅ
じゅつよう）メスとカエルの足の動き
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ガルバーニ現象（げんしょう）

• １７９１年に、イタリアの医学教授（いがくぶきょうじゅ）
のガルバーニが

　「カエルの解剖中（かいぼうちゅう）にメスが足（あし）の筋
肉（きんにく）に触（ふ）れるとけいれんが起（お）きるの
は電気（でんき）による」

　という講演（こうえん）を行（おこ）なった。
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ガルバーニの考え

「すべての動物（どうぶつ）の外側（がいぶ）に－電気

　　　　　　　　　　　　　　 脳（のう）に＋電気

　がある。神経系（しんけいけい）によって＋電気が脳から筋肉（きん
いく）へ移動（いどう）」

　小刀（こがたな）や金属棒（きんぞくぼう）で触れれば－、＋電気が
金属を通って中和（ちゅうわ）することになる

　　　

　それによって、ピクピク動く　　　　動物電気（どうぶつでんき）
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ガルバーニとボルタ

１７９６年　北イタリアがナポレオンによって占領（せんりょう）
　　　
　ガルバーニは、忠誠（ちゅうせい）を示す宣誓（せんせい）
　をしなかったため、追放（ついほう）された。

　北イタリアの片田舎（かたいなか）のコモの名門に生まれ、１７６
４年コモの王立学校（おうりつがっこう）を卒業（そつぎょう）、パビア
大学の物理学教授（ぶつりがくきょうじゅ）のボルタが

　　　　　　ガルバーニ現象の検証（けんしょう）
　　　　　　羊、牛やほかの動物でも起きる
　　　　　　　　　神経系統のみ作用（さよう）　
　　　　　　　　　心臓（しんぞう）は作用しない
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銅板

亜鉛板

１７６５年頃、ズルツァ（ドイツ）
　「亜鉛板（あえんばん）と銅板（どうばん）の一端（いったん）を
接触（せっしょく）、多端（たたん）で舌（した）を挟（はさ）む
と特有（とくゆう）な感覚（かんかく）が感（かん）じられる」

ボルタは、その観察（かんさつ）をもとに、ガルバーニ現
象（げんしょう）を

　　鉄（てつ）と黄銅（おうどう）の接触作用（せっしょくさよう）
　　カエルの足は検電器の役割（やくわり）と考え、１７
９９年９月に塩水（しおみず）に亜鉛版と銀板（ぎんばん）
を入れた電池を発明
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ボルタの電池

亜鉛
板

銀板

－
＋

塩水
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人工電流（じんこうでんりゅう）を生むボルタの電
池（でんち）の発明（はつめい）

• １８００年に、ボルタによって、銅（どう）と亜鉛（あえん）を塩
水を介（かい）して接触（せっしょく）させたものを単位（たんい）
として作られたボルタパイルという電池が発明（はつめい）され
た。

　

積み重ねたもの

「電流（でんりゅう）は瞬時的（しゅんじてき）に流（なが）れる」から
「電流があるていど持続的（じぞくてき）に得（え）られる」への
偉大（いだい）な業績（ぎょうせき）
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ボルタパイル

－+Zn
亜鉛

Cu
銅

CuとZnの相互（そうご）間
には塩水を十分に含ませ
た紙（かみ）または皮（かわ）
を挟（はさ）む
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ボルタの電池の発明
１７９９年９月

ボルタパイルの発明
１８００年６月

ボルタ電池
１８１５年 １８００年９月　カーライル（イギリス）

電気分解の発見
（ボルタの電池の電極からの小さな気泡は水素）

ディービー（イギリス）
１８０７年　カリウムとナトリウム

１８０８年　マグネシウム　

１８２１年　ノビリ（イタリア）
熱電対

１８３４年　ペルチィエ（フランス）
ゼーベック現象の逆

１８２１年　ゼーベック（ドイツ）
熱電流現象

１８００年１１月　リッタ
水の電気分解

硫酸銅溶液から銅（ドイツ）

１８３６年　ダニエル（イギリス）
ダニエル電池

（酸化剤で陽極のまわりの水素を水にする）
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１次電池（一定時間使用すると、電極の消耗と電解液濃度の低下
で電流を取れなくなる電池）

＋

銅 亜鉛 二酸化マンガンと炭素粒硫酸銅

－
炭素
多孔性

塩化アンモニア

素焼きの筒希硫酸 硫酸亜鉛 炭素

ルクランシェ電池
（マンガン電池）
１８６８年

ボルタ電池
１８１５年

ダニエル電池
１８３６年

空気電池
１９１７年

陽極から発生する水素が害（がい）　→　酸化剤（さんかざい）
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２次電池（外部から電気を充電して蓄え、必要に応じ
て電気を外部に放電させることができる電池）

鉛電池（陽極に二酸化鉛、陰極に鉛、
電解液に希硫酸を使用する）

プランテ

アルカリ電池
ユングナー

エジソン

ニッケル・カドニューム電池
ニューマン

１８５９年

１８９９年
１９０５年

１９４８年
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しかし、世界最初の電池は　
バグダード電池？

• １８３２年、ドイツの考古学者がバグダードの遺跡
で古代の電池を発掘した。紀元前２世紀頃に使われ
ていたと推定されている。酢あるいはぶどう酒を電
池のなかに入れ、電池の中心にある鉄とその周りに
ある筒状の銅との間に起電力が発生し、指輪や首飾
りのメッキに使われたのであろうと推察されている。
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１８２０年には、デンマークのエルステッドによって　　　
　電流の磁気作用（電流が磁石　　　　　　　　　　　　　　　
にどのように作用）が発見　　　　　　　　　　　　　　　　　

１８２０年
　ビオ・サバールの法則
　アンペールの右ねじの法則
１８２５年
　スタージョンの電磁石
１８２７年
　オームの法則
１８２８年
　ヘンリーの多重巻き電磁石
１８３０年
　ヘンリーの自己誘導現象
１８３１年
　フアラディの電磁誘導現象
１８３３年
　フアラディの電気分解の法則
１８３４年
　レンツの法則
１８４０年
　ジュールの法則
１８４５年
　ノイマンの法則
　キルヒホッフの法則

電気回路、電子回路の基本方程式
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ファラディの電磁誘導

電
池
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シリングの電磁式電信機

１８３１年

ホィートストンの電信機
１８３７年

ゼンメリング水の電気分解の通信への応用
１８０９年

陽極から発生する気泡（水素）を通信へ応用
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モールス電信

ニューヨーク大学の美術教授であった
モールスによってモールス電信機が１８３７年に発明された。

　モールスは、フランスとイタリヤへ美術の研究で、１８２７年から３年
間出かけ、その帰りの船中で、１８２５年にイギリスのスタージョンに
よって発明されていた電磁石の話を聞き、電信機を作ることを思い
つき、モールス符号の考えを組み立てた。
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T　　　　　　９０００

E　－　　　　１２０００
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イ　　　　・－

ロ　ー　　　　　・－・－
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• モールスは１８４３年にアメリカ政府から３万ドルの
支援を受け、１８４５年１月１日にワシントン・ボル
チモア間実用通信を完成させ、電信会社を設立

　

電文：　What hath God wrought
(神がつくりたまいしもの)

は、１１８年後の世界最初の静止衛星を利用した通信の
開始時に、ケネディによって、ナイジェリアの首相への
通話のしめくくりにも、用いられ、有名になった。

１８５６年になって、シブレーがモールスを援助し、
ウエスタン・ユニオン電信会社を設立、
その１０年後の１８６６年には、

ヨーロッパとアメリカを結ぶ大西洋横断海底ケーブルをしく
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１８６０年に、電話は、

ドイツの物理学者ライスによって発明されていた。

電信機（デジタル）から電話機（アナログ）へ

・シカゴの工場主のグレーによって電磁石に巻いてあ
るコイルを指で擦る（こする）と音が出ることを発
見

・ボストン大学のベルはそれをもとに実験を始める。

・ベルとグレーによってほぼ同時に電話機が発明され、
両方から１８７６年２月１４日、２時間違いで、ア
メリカの特許庁に特許申請が出された。

・ベルに特許権が与えられた。

神の微笑がもし逆だったらどうであったか？
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特許権争い

• エジソンがベル電話機よりも性能が良い電話
機を発明し、その特許件を手に入れたウエス
タン・ユニオン社がベル電話会社との間で特
許権争いを起こす。

• しかし、ベル電話会社は、１８７８年にヒュー
ズよって発明された「エジソン電話機よりも
性能の良い電話機」の特許を取得することで
きたため、その特許権争いを終わらす
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・ベル電話会社は、さらに、

　「年収の２割を１７年間にわたってウエスタ
ン・ユニオン社に支払う」という条件で、ウ
エスタン・ユニオン社に電話事業から手を引
かせ、その後、すばらしい躍進をとげ、ウエ
スタン・ユニオン社を系列下に組み入れ、
ATT（アメリカの電信電話会社、日本のＮＴ
Ｔのような会社）となった。
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無線通信

マックスウエル

• １８６４年には、電気磁気学の種々の法則等が、イギリスのマッ
クスウエルによって、理論的に整理され、現在マックスウエルの
方程式の形となる　　　　　

• 「電磁波（でんじは）というものが存在するはずである」という予想

0

rot rot
t t

div divρ

∂ ∂
= + = −

∂ ∂
= =

D BH i E

D B

    
       

磁 電

電束密 磁束密電流密

電荷の空間密
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１８９３年ロンドンのマクミラン社から「電流」という本を出版、１８９４
年１月１日、不幸にして虫歯から敗血症となり、３３歳の若さで病死

ヘルツの実験とヘルツ　１８８８年
電磁波は光と同じ、横波
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ポポフとマルコーニ

• １８９５年に、マルコーニが、ブランリーが発見し
たコヒーラ検波器とヘルツの実験を組む合わせ、無
線通信を発見する。

• 同じ年、ロシアの水雷学校の教師であったポポフも、
ペテスブルク大学で、ブランリーが発見したコヒー
ラ検波器とヘルツの実験とを組む合わせた受信装置
の公開実験を行った。

• マルコーニとポポフはともに、しかし別々に、無線
通信の発見に至ったが、アンテナの発見をしたとい
う意味で、マルコーニが無線通信の父といわれてい
る。
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ポポフの実験装置

マルコーニの実験装置もほぼ同じであった。

１９０９年に、
マルコーニは
ノーベル賞を受賞

ポポフは
ロシア革命
の最中に死
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ナポレオン
ガルバーニとカエル

動物電気
ボルタの電池

エルステッドの実験

アンペ－ルの右ねじの法則

ヘンリーの多層巻き電磁石と自己誘導現象

ビオ・サバールの法則

スタージョンの電磁石 モールスの符号

マックスウエルの電磁波の予想

ヘルツの電磁波存在実験 ポポフの無線通信

マルコーニの無線通信

シカゴの工場主のグレーの電磁石と音

ブランリーのコヒーラ検波器

ベルの電話機

ファラディの電磁誘導現象

グレーの電話機

ピキシーの直流発電機

レンツの法則

ノイマンの法則
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長波を反射する層（D層：約８０キロメートル）

中波を反射する層(E層：約１００キロ
メートル；夜間には電波を反射する電子の
密度が薄くなる)

短波を反射する層（F層：約２００キロメートル）

地表

電離層

１９０２年に
アメリカのケネリーと
イギリスのヘビサイドが

それぞれ電離層の存在を推論

１９２４年に
イギリスのアップルトンと
バーネットによって
電離層の高さを確認
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２０世紀は
電子情報通信関連の技術に限っても

たくさんの技術開発がなされ、２１世紀も続けて

・　TRON
・　i モード
・　WAP　(Wireless Application Protocol)
・　携帯電話
・　IP電話
・　エアーエッジ
・　FDMA, TDMA, CDMA
・　w-CDMA, CDMA 2000、次世代CDMA
・　OFDM
・　ATM
・　液晶パネル
・　プラズマ
・　有機EL
・　DVD
・　IHホットプレート
・　プリイター
・　エアコン
・　冷蔵庫
・　洗濯機

• ラジオ
• スーパーヘテロダイン方式
• アームストロングのFM　　　　　　　　　　
• テレビ
• カラーテレビ
• VHS
• トランジスタ
• IC
• VLSI
• DRAM
• SRAM
• トリニトロン
• ブラウン管
• カラーモニター
• 集積回路とVLSI
• コンピュータ
• スパーコンピュータ
• PC
• PDA
• Windows シリーズ
• 電子レンジ
• CD
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ところで、現在では、世界の多くの国で
インターネットと携帯電話の

爆発的普及（ばくはつてきふきゅう）で、
世界中のコンピュータが接続（せつぞく）され、
それぞれの国で電子社会化（でんししゃかいか）が

進みつつある。
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インターネットの応用

• 通信の領域では

１）インターネットホン（インターネット電話）

２）インターキャスト（インターネット放送）

３）ニュース配送

４）情報ナビゲーション

５）データミラーリング（バックアップシステム）

• 商業金融の領域では

１）電子商取引(eコマース, eビジネス)、
２）電子財布、

３）電子銀行、

４）デジタルショップ、

５）バーチャルモール、

６）バーチャルシテイ（キオスク端末）、

７）電子マネー、

８）情報金庫

• 企業の領域では

１）テレコミューティング(telecommuting)（テレコミュー
タという企業に雇われ　た在宅勤務者；テレワーク；
雇用問題）

２）バーチャルカンパニー

３）イントラネット

• 娯楽・文化の領域では

１）ビデオオンデマンド、

２）３Ｄコンピュータゲーム、

３）電子新聞

４）電子出版

５）電子図書館

６）電子美術館

８）電子博物館

医療の領域では
１）遠隔医療診断
２）コンピュータを利用した検査システムや事務管理システム
３）在宅介護システム

教育の領域では
１）エデュテイメント(edutainment)（education+
　　entertainment：ＣＤ－ＲＯＭ利用）
２）遠隔教育
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これからの社会には、安全（あんぜん）な
情報通信基盤（じょうほうつうしんきばん）

が不可欠（ふかけつ）

暗号（あんごう）と情報セキュリティの技術が必須(ひっす））

中央大学が研究（けんきゅう）の
中心的役割（ちゅうしんてきやくわり）
２１世紀COEプログラム

数学

電子社会の信頼性向上と情報セキュリティに関する研究
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みなさんのこれからは？過去の記録（歴史）は
未来へのガイド

法
社会システム

理学・工学・技術
医学・薬学
医療

人文（じんもん）
心

自然
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我が家の愛犬ノーベルも勉強中（べんきょうちゅう）、
みなさんも負けないように！！！

がんばって
勉強してね！
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