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はじ めに

1873 （明治的年から1878（明治11）年まで工部省工学寮工学校 ・工部大学校の物理学および電

信学教授であったイギリス人ウィリアム・エドワード・エアトン（WilliamEdward Ayrton）は，

世界で最初の電気工学教授であった。乙の学校の電信科は，世界で始めての独立 した電気工学

の学科であった。エアトン とζの学科は，電気工学教育の制度化 (institutionalization）の歴史

上，非常に重要である。

工部大学校は， 1873（明治6）年に工学寮として開設され， 1877（明治10）年からは工部大学校

となり ，今日の東京大学工学部に至っている。 以下本稿では，ζれを単lζ工部大学校と呼ぶ。

工部大学校は，都検（校長）であったスコットランド人夕、イアー（HenryDyer）が，理想にかな

う最新 ・最大の高等技術学校として構想し創設したものである。当時，イングランドをはじめ

ヨーロッバ大陸諸国や米国において，技術教育の制度化はようやく絡についたばかりで， 電気

工学という新しい領域の工学を教える高等教育機関は世界のど乙にも存在していなかった。従
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って工部大学校の創設は，次のような二重の意義を持っていた。第ーにそれは，後進国に先進

技術を移植するための学校という意味でのひとつの実験であった。 第二にそれは，産業革命の

完成を受けて出現した新分野の工学を包合するような高等教育機関の創立という，世界史上注

目されるべき先駆的な試みであった。

本稿では，工部大学校における新機軸のひとつであっ た電気工学 （当時は電信学）を担当した

教授エアトンの生涯と研究活動を概観する。エアトンは世界最初の電気工学教授であったが，

彼がいかなる道をたどって電信学教授として日本に来るに至ったかは，電気工学の制度化史を

知るうえで重要である。当時の後進国日本における世界最初の電気工学教育がどのような レベ

ルにあったかは， 興味ある問題である。イギリスに帰ってからエアトンが，どのようにイギリ

スにおける電気工学の制度化を実現し， またどのよう に電気工学者として成功したかも，重要

なポイントである。とれらの彼の後半生と滞日経験との関係も，問題となるととろであろう。

日本人教え子たちがエアトンから何を摂取し得たか ・また摂取しえなかったかも，日本電気工

学史の立場からは重要である。 本稿では，とれらいくつかの点を解明 しつつ，エアトンの果た

した役割の評価を試みたい。エアトンの 2人の夫人は，エアト ンが生涯にたど、った道lζ大きな

影響を及ぼしたと考えられる。補論において，エアトンの夫人たちについて略説する。

1. 来日までのエア トン

ウィリアム・エドワード・エアトンは， 1847年にロ ンドンで生まれた。父親エドワード（Edward

Nugent Ayrton, 1815年～1873年）は， 法廷弁護士で， 多数の外国語と科学lζ通じていた。 ζ の家

庭では，曜日によ って異なる言語，すなわち週に 7ヶ国語が話されていたと伝えられる。しか

(1) エア トンの経歴については， (a）“Electrical World Portraits. -XIX, Prof. W. E. Ayrton, 

F. R. S.”， Electrical World, Vol. 16, No. 25, 1980, p. 432, (b）“William Edward Ayrton, 

F. R. S.ぺ Electrician, Vol. 27, Feb. 5, 1892, pp. 346-347, (C）“Ayrton, Prof. W. E.”，“The 

Electrician”Electrical Trades' Directory-1902, pp. IV-V, (d）“The late Professor Ayrton”， 
Electrician, No. 20, 1908, pp. 230-231, （巴）“明Ti!liam Edward Ayrton, 1847-1908” （by John 

Perry) Proc. Roy. Soc目，Ser. A, Vol. 85, 1911, pp. 「viii, (f)“Ayrton, William Edward”， 
Dictionary of National Biography, 2nd Suppl., Vol. 1, 1912, pp. 72-75, (g）深津正， 「わが国電

灯初点灯を指導したエアトン教授」，『照明学会誌、 第68巻，第5号 昭和59年， pp.215-219. 

(2) Dictionary of National Biography ICは，ウ ィリアム ・エドワード・エアトンと夫人マチルダ ・

チャプリン ・エアト ンのほか，エド7 ンド ・ゴーアトン （1734年一1808年），ウィリアム ・エアト ン（1777

年四1858年），アクト ン・スミー ・エアト ン (1816年 1886年）の項目がある。 “Ayrton, Edomond", 

Vol. 1, 1908, p. 764：，“Ayrton, William”，Vol. 1, p. 765， “Ayrton, Acton Smee”，Vol. 22 

(Supplement), 1909, p. 89. 17世紀末以来の Ayrton一族には，理髪師兼外科医，市長，弁護士，音

楽家がいた。ワィリアム ・エア トンは音楽監督で，1837年Kロイヤル ・ソサエティの会員Kえらばれ
た。ウィリアム ・エドワード・エアトンのおじであるアク トン・スミー ・エアト ンは，弁護士と してイ
ンドではたらき，のち下院議員となり自由党のグラッドス トーンに協力した。グラッドストーン内閣の
ときに，アクト ン・スミー ・エアトンはキュー ・ガーデンの植物園の支配権をめぐって同ガーデンの植
物学者フッカー (JosephHooker）と争い， 科学lζ対する抑圧者とみなされた； RoyMacLeod，“The 

Ayrton incident: A commentary on the relations of science and gove凹 nent in England, 1870-

1873”in Arnold Thackray and Everett Mendelsohn (eds. ), Science and Values: Pattern of 

tradition and change, Humanities Press, New York, 1974. 
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し息子ウィリアムは， 学校でも古典諮試験を強制されていた乙ともあ って， 語学学習を嫌い，

数学 ・科学を好むようになった。ウィリアム ・エアト ンは，ロンドンのユニパーシティ ・カレ

ッジ ・スク ールで 5年間学んだあと， 1864年lζユニパーシティ ・カレッジに進学した。ユニパ
(3) 

ーシティ ・カレッジでは， 彼はド ・モルガン，ハースト，フォスターに学び，純粋および応用

数学のためのアンドリュー賞やアンドリュー奨学金を得た。エアトンは家庭教師をしながら学
(4) 

んだとも伝えられ，経済的には必ずしも恵まれていなかったようである。 1867年に彼は，ロン

ドン大学（ユニパーシティ・カレ ッジはロンドン大学の傘下のカレッジである）の学士試験に合格し，

数学第二等をとっ た。

エアトンは， 1867年にインド電信庁（IndianTel巴graphDepartment）への入所試験に合格し，

電信技師見習いと してグラスゴーへ派遣されてウィリアム ・トムソン（William Thomson，のち

のケルビン卿 LordKelvin, 1824年～1907年）のもとで物理 ・電気を学ぶと とになった。

乙の頃は，何度かの失敗ののちK大西洋横断電信ケープル布設が成功 した （1866年）直後であ

った。乙の成功は， 卜ムソンやブリティッシュ ・アソシェーション（BritishAssociation）による

電気計測法 ・電気標準の確立の結果であった。後年エアトンが終生の研究分野と して電気計測

をえらんだζ とには，乙のようなH寺代背景があったと考えられる。

乙乙で，エアトンが入所したインド電信庁の電信監督養成制度について述べてお乙 う。電気

工学に関する教育制度が成立する前に各国でそのさきがけとなったのは， 電信庁・ 軍 （工兵隊）

・鉄道会社など宮 ・軍 ・私立の電信訓練コースであり，また既存の学校で物理学教師が講じた

応用電気学の講義であっ た。インド電信庁の制度は，これら創始期の電信教育コースのひとつ

として重要である。インド電信庁は1850年IC設置され，1855年には公共電信サービスを開始し

ている。乙の直後に起きたセポイの乱（1857年～1858年）を鎮圧するのに電信が役立ち，電信が

(3) Augustus de Morgan (1806年一1871年）は，同カレッジの数学教授で，論理代数の定理で今日に知ら
れている。 ThomasArcher Hirst (1830年ー1892年）は，同カレッジの数学教授であり，GeorgeCarey 

Fostr (1835年ー1919年）は，同物理学教授であった。 (a）“de Morgan, Augustus”， Dictionary of 
Scientific Biograρhy, Vol. 4, 1970, pp. 35-37, (b）“Hirst, Thomぉ Archer”，Dictionary of 

National Biography, Vol. 12, Supplement, pp. 851 852, (c）“Foster, George Carey”，World 

Who’s Who in Science, 1968, p. 591. de Morganや Hirstが科学教育の確立に努力したと とにつ
いては， (d) D. S. L. Cardwell, The Organization of Science in England Heineman, London, 

revised ed., 1972. 

(4) 岩田武夫， 「旧工部大学校史料参考記事」，『旧工部大学校史料附録』，昭和6年， pp.9-50. 

(5) C. A. Hempstead，“The early years of oceanic telegraphy: technology, science and politics", 

IEE Prnceedings, Vol. 136. Pt. A, 1989, pp. 297-305. 

(6) インドにおける電信の創始については，（a)P. V. Luke，“Early history of the telegraph in India”， 
Journal of the Society of Telegraph Engineers, Vol. 20, 1891, pp. 102-122, (b) Mel Gorman, 

“Sir William 0’Shaughnessy, Lord Dalhousuie, and the establishment of the telegraph system 

in India", Technology and Culture, Vol. 12, 1971, pp. 581-601, (c) Saroj Ghose, History of 

Telegraph in Iηdia, Ph. D. Thes叫 その電信監督官養成制度については， (d) E. C. Baker, Sir 
William Preece, Hutchinson, London, 1976, chap. 12. 次も参照のとと (e) William Henry 

Preece，“On the advantage of scientific education. A lecture addressed to the telegraph staff’＼ 

Journal of the Society of Telegraph Engineers, Vol. 1, 1872, pp. 266 276. 
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持つ社会的 ・軍事的重要性が一般に認められる ようになった。その後，指針式電信からモール

ス符号式電信への転換があり ，訓練を受けた電信技術者が多数必要となっていた。インド電信

庁では当初は，インドで働く意志を持つ若者をイギリ スで募集し，ロンドンで電信技術の訓練

を施したのちにインドへ送り出していた。しかし，との方法では必要な電信技術者を確保する

ζとが困難になったので，1868年頃から制度の改革にのり出し，奨学金付訓練生制度を設けて

18歳～24歳の若者を募集するようになった。 乙の募集試験に合格 した者は，訓練期間中の手当

として 100ポンドを与え られ，まずロンドン鉱業学校のチンダルのも とで 6ヶ月間，数学 ・化

学 ・物理 ・電気を学んだ。乙れを修了する と，サザンプ トンでプ リースの監督下K実習 ・実験

・講義を受けた。 ζ 乙で十分な成績をあげる と， 電信助監督官として任用されイン ドへ送られ

るζ とになっていた。特にすぐれた成績の者は， 50ポンドの賞与を得て，グラスゴーのトムソ

ンのもとで電気に関するくわしい試験 ・測定を学ぶととが許された。第 1期訓練生 11人は，

1868年lζインドへ出発した。 1871年からは，クーバーズヒルに新設されたインド工兵学校で亀

信技術者を訓練するように変更された。

エアトンは，乙の奨学金付訓練生制度の第 2期のグループに属 し，成績が優秀であったので

グラスゴーで トムソンに学んだ。エアトンは， トムソンが創設した物理実験室について以前か

ら聞いており， トムソ ンのも とで学ぶ乙とを熱望 していた。後年エアトンは，次のように回想
ω 

している。

私の知るかぎりでは， 私の学生時代にはロンドンのどの学校にも物理のいかなる部門の実

験室も存在しなかった。 カレイ ・フォスター教授（CareyFoster）は， 1866年にユニパー

シティ ・カレッジの物理学教授に任命されるとすぐに，実験室創設にとりかかった。それ

(7) 1854年にフランス電信庁が， 1859年にプロシャ電信庁が電信学校を設けた。イギリスでは，1857年に

軍の電信学校が創設され，1868年以来ロンドンlζ私立の電信学校があった。 1850年代IC，スイスとドイ
ツのポリ テクニックで物理学教授が電気学あるいは応用電気学を講じた。 乙れら最初期の電信教育 ・包
気教育lζついては稿をあらためて述べたいが，とりあえず次を参照のとと。 (a) Andrew ]. Butrica, 
From Inspectuer to lngenieur: Telegraphy and the genesis of e/ect1・ical engineering in France 

1845 1881, Ph. D. Thesis, Iowa State Univ., 1986, chap. 4, (b) Andrew J. Butrica，“The 

Ecole superieure de Telegraphie and the beginnings of French electrical engineering educatio日”，

IEEE Transaction on Education, Vol. E-30, 1987, pp. 121-129, (C) Yuzo Takahashi，“I田 titu-

tional formation of electrical engineering i且 Japan’＇， in Historie d’etectricite 1880 1980, Un 

siec/e d’e/ectricite daηs le monde, Presses Universitaires de France, Paris, 1986, pp. 301-313. 

(8) School of Mines (1851年設立）は，王立化学学校 （RoyalCollege of Chemistry）とならんで，ロ

ンドンでは数少ない科学技術学校であった。のちに両校とも，帰国後のエア トンがつとめたセントラル
・インスティテューションと合流して，インぺリアノレ ・カレッジとしてロンドン大学の一部になった ：
Cardwell，注（3-d）の chap.4参照。 JohnTyndall (1820年ー1893年）は，ハースト （注（3）参照）や
ハッ クスリ（T.H. Huxley）の親しい仲間で，のちにファラデーの後継者としてロイヤル ・インステ
ィテューション（RoyalInstitution）の教授となった。（a）‘'Tyndall, John’＇， Dictionary ofScientific 
Biography, Vol. 13, pp. 521-524, (b) Vernon Jensen，“The X Club : Frater口ity of Victorian 

scientists”， Brit. J. Hist. Sci., Vol. 5, 1970, pp. 63-72. 

(9) William Henry Preece (1834年ー19日年）は，当時イギリス郵政庁電信の Southern Divisionを担
当する技師で，のちイギリス屯信庁のチーフエンジニアになった。 Baker，注（6d）参照。

00) W. E. Ayrton，“Kelvin in sixties”， The Times, Jan. 8, 1908, p. 3. 
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間

表－ 1 エアトンの1873年までの科学論文

On a quantitative method of testing a“telegraph earth" Bengal, Asiat. Soc. Journ., XL 

(pt. 2)' 1871, pp. 171 185. 

Some remarks on the connection between Inertia and Time. Bengal, Asiat. Soc. Proc., 1871, 

pp. 160-166. 

- On a form of Galvanometer suitable for the quantitative measurement of the electromotive 

force and internal resistance of telegraph batteries. Bengl, Asiat. Soc. Proc., 1871, pp. 217-

221. 

- On the Syphon Recorder. Bengal, Asiat. Soc. Proc., 1872, pp. 51-52. 

Notes on Ampere’s theory of magnets. Telegraph. Journ. I., 1872 1873, pp. 47-48. 

On the arrangement of telegraph batteies. Telegraph. Journ., I., 1872-1873, pp. 81 83. 

- On the terms “tension，”“mtensity，” and “quantity.”Telegreaph. Journ., I., 1872-1873, 

pp. 107-108. 

On some points in connection with the Indian telegraphs. Soc. Telegr. Engin. Journ., 2, 

1873, pp. 180-199. 

は，実験をする乙とは化学の学生にとってと同じく物理学の学生にとって非常に重要だと

いう 乙とを，彼が知っていたからである。ユニパーシティ ・カレッジに物理学の学生実験

室があるのは，彼のバイオニアとしての努力によるものである。そして，グラスゴーのト

ムソンの実験室についてフォスターが述べた言葉が，私を霊涙Eさせ，私の関心を北の方ク、、

ラスゴーへと向けたのである。

グラスゴーでエアトンは， トムソンの講義と実験室に強く 印象づけられた。乙れらが後年の東

京におけるエアトン自身の講義と実験室の手本になったと考えられる。

さて，エアトンら第 2期訓練生も， 1868年のうちにインドへ出発した。エアトンは，ベンガ

ルで、電信助監督として勤務し， のち電信監督官としてボンベイとカルカッタの電信局を管理し

た。インド在任中に彼は，インド電信にいくつもの改良をした。そのうち電信線故障位置標定

法は，重要である。高温多湿の熱帯にありしかも電信操作所聞の距離が長いインドにおいて，

電信線の故障位置を回線端から標定する乙の方法は，電信メッセージ伝送速度を増大するのに

大いに役立った。研究論文“電信接地の定量試験法”もとのベンカザル時代lζ発表Eされており ，

乙乙で彼の研究者としての活動がはじま ったと見る ζ とができる。 表－ 1ICは， ζ の論文をは

じめとして，彼がインドから帰国したのちの 1年後の1873年までの発表論文を，ロイヤル ・ソ

サエティの科学論文目録によって一覧した。 3年間で8件という論文数は，エアトンの研究生

(11) 向上。 卜 ムソンは自宅~c実験室を設けて，学生を訓練した。
自由 W. E. Ayrton, “On some points in connection with the Indian telegraphs", Journal of the 
Society of Telegraph Engineers. Vol. 2, 1873, pp. 180-205. 

U3) Catalogue of Socientific Papers (1864-1873), Royal Society of London, Vol. 7, 1877, p. 60; 

Ibid (1874-1883), Vol. 9, 1891, pp. 87 89 
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活が当初からかなりアクティブであった ζ とをうかがわせる。 ζれらの論文のテーマは， 1件

をのぞいては電信およびそれに関連する電気技術で，ベンガノレのア ジア協会機関誌， 『テ レグ

ラフィック ・ジャーナル』（イギリ スの一般電信 ・電気ジャーナJレ）それにイギリス電気学会（Society

of Telegraph Engineers，今日のイキ、リス電気学会 Institutionof Electrical Engineers）機関誌に掲載

された。イギリ ス電信学会は世界で最も早く 1871年に設立された電気学会であるが，エア トン

はその創立翌年の1872年に在外会員となった。同会に入学が許され，その機関誌K論文が掲載

されたととは， 彼がインドから帰国する乙ろすでに電気工学者と して認め られていた ζ とを示

している。

1871年K，エアトンはイギリ スへ一時もどり，マチルダ・チャップ リン （MatildaChaplin）と

結婚した。 7 チル夕、、は， 彼のいと ζであっ た。

エアトンは1872年にイギリスへ行き，インド電信庁の碍子試験に従事 した。また， トムソン
ω 

およびジェンキンのもとで，グレー ト・ウエ スタン電信社で製造中の大西洋海底電信ケーブル

の試験に従事 した。1873年Kエアト ンは， 電信業か ら教育へと仕事を変えて東京に新設される

工部大学校の物理学 ・電信学教授にな る乙とにした。

以上のよう に，エアトンは電信庁のコースで訓練され，物理学教授のもとで学んだ、。とれは

創始期の電気工学者の歩んだ道の一典型である。その彼は電気工学（電信学）の教授となり，プ

ロフェッショナルとして最初から電気技術を学ぶ電気工学者の第 l世代を育てたのである。

インドでの勤務は，エアトンにと って次のキャリ アへのスプリ ングボードとなったと考えら

れる。 電信技術の実地の経験を積み，その中で研究成果を挙げていた乙とは，日本への招へい

にあたって高く 評価されたに違いない。 またインドでの4年間の生活が同じアジアの国である

日本における活動に対 して貴重な予備体験となったであろう乙とも，想像に難 くない。

さらに重要なのは，エア トンがインド滞在の前後を通 じて卜 ムソンのネッ トワークにつなが

っていたととである。エア トンが来日 したのも，師 トムソンから勧められたからであろう。の

ちに見るように，工部大学校教師であ るお震い外国人の大半は，スコットランドから来たか，

あるいはグラスゴーのトムソンのネ ットワークにつながっていた。 当時の科学者世界にあって

U4l Henry Charles Fleeming Jenkin (1833年ー1885年）は，1860年頃からト ムソンのノfートナーのひと
りとなって， 電信ケーフツレ絶縁用材料であるカ、グノfーチャの電気抵抗・誘電率の測定を行った。ジェン
キンは1861年IC，ブリティッシュ・アソシエーシ ョンの電気襟準委員会の書記に任命された。この委員会
のメンバーには，トムソ ン，7 クスウェノレ (Ja皿 esClerk Maxwell, 1831年一1879年），フォスター （注

(3）参照），クラーク （LatimerClark, 1822年 1898年のク ラーク標準電池の発明者として今日に知られ
ている）。 ホイー トストン（CharlesWheatstone, 1802年ー1875年。電信機やホイートストン ・ブリッ
ジの発明者）がいた。 1865年から1868年まで，ジェンキンはロンドンのユニパーシティ ・カレ ッジの教
授をつとめた。文献（a）“Jenkin,Henry Charles Fleeming”，Dκtionary of Nationai Biography, 

Vol. 10, pp. 733-734, (b）“Jenkin, Henry Charles Fleeming’＇， Dictionary of Scientific 

Biography, Vol. 7, 1970, pp. 93-94, (c）“Clark, Latimer＂，“ The Electrician" Electrical Trades' 

Directory 1889, p. CXL VII, (d）“Clark, Latimer”，Dictionary of National Biography, Vol. 22 

Supplement, 1909, pp. 451-452；注（5）も参照の乙と。後年エアトンが研究の中心lζ電気計測法をえら
んだについてジェンキンの下で働いた経験が影響した乙とは，想像IC難くない。
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高い名声と大きな勢力を持っていたトムソンのネットワークの一員である乙とは，エア トン自

身が自らの道を切り拓いていった節目どとに有利に作用 したにちがいない。

2. 工部大学校の設立

エア トンの日本での活動を述べる前に， 工部大学校の設立と初期の歴史について 見ておと

o
 

，っ
工部大学校は，当時の世界において最大の工科学校のひとつであっ ただけでな く，電気専門

の学科を持つ唯一の高等教育 レベルの学校であった。明治維新後，近代鉱工業を移入し官営工

場を設置 ・運営するために，1870（明治3）年に工部省がつくられた。その技術幹部養成を目的

として， 1873（明治6）年に工部大学校 （当時は工学寮工学校と称していた）が創設された。

工部大学校の性格は，スコ ットランドの学者 ・技術教育家たちによって決定されるととにな

った。 工部大学校の設立 ・運営のために スコット ランド人 へンリー ・夕、．イ アー （Henry Dyer, 

1848年～1918年）が雇われ，都検（校長） として日本政府から事実上全権を委任された。 そのい
U日

きさつは，次の通りであった。1872（明治5）年に日本政府 （岩倉使節団の副使伊藤博文が担当した）

は，工部大学校の都検 ・教師を選任するように，工部省のロンドンにおける代理人であるマセ
間

ソン（H.M. Matheson) Iζ依頼 した。 マセソンは，グラスゴ一大学のゴー ドンとランキンに相

談 し， ランキンはダイアーを推薦 した。トムソンも，教師団の選任lζ加わった。ダイ アーは24

歳で，ちょ うどランキンのも とで土木工学科を卒業すると乙ろであっ た。

ダイ アーは，主要国の科学 ・技術教育の方法について調査したζ とがあり， “自覚して学ん

だ職業 (learned profession）としての技術者教育”について実現可能と恩われる理想を抱いてい

た。 彼の観察Kよれば，イギ リスの技術者教育では実地に重点があって理論はなおざりにされ

ていたし，ヨーロッバ大陸ではその逆であった。 ダイアーは，イギ リスの方式と ヨーロッバ大
自由

隆の方式の双方の特長をあわせ持つ理想の技術教育を日本で実現しよ うと考えた。夕、イアーの

計画に従って，工部大学校は次の七つの学科を持った。土木，機械，電信，造家（建築），実地

化学，鉱山， 冶金であり，のち1882（明治15）年に造船学科が加わった。それまでは高等技術教

(15) 工部省については，（a）『工部省沿革報告』，明治22年，（b）北政巳，『国際化日本を拓いた人々J，同文
館，昭和59年。

同 乙れら工部省 ・工部大学校をめぐる日一英（特にスコットラ ンド）関係史の研究は，北政己教授の労
作（前注 b）をもとに，近年著しい進展を見た。 (a) W. H. Brock, ‘＇The Japanese connection : 

Engineering in Tokyo, London, and Glasgow at the end of the nineteenth century”，Brit. J. 
Hist. Sci., Vol. 14, 1981, pp. 227-243, (b) Olive Checkland, Britain's Encounter with Meiji 

Japan, 1868-1912, Macmillan, Houndmills, 1989, (c）三好信浩， 『ダイアーの日本』，福村出版，

1989年。
U7) William John Macquorn Ra地 ine(1820年ー1872年）は，1855年にグラスゴ一大学の土木 ・機械教授

となり， 1872年の死までとの職にあった。Lewis. D. B. Gordonは，その前任者であった。ゴー ドン，
ランキンはスコットラ ンドにおける技術教育の最初期の功労者であった。ラ ンキンは，熱機関のバイオ
ニアのひとりとして今日に知られている。
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育と しての制度化を見ていなかった電気工学を電信工学というかたで包合していたことは，工

部大学校の著 しい特徴である。 ζのような規模 ・内容の技術学校は，当時イギリスはも とより

世界中どと同存在していなかっ之

工部大学校の最初のお雇い外国人教師団を，表－ 2IC示す。タイアー，エアトンほか計8名

の教師団は，1873（明治6）年に日本に到着 した。乙れらの教師団のうちの多くは トム ソンKよ

り推薦されたもので， 卜ムソンのネッ トワークにつながっていた。滞日中およびその後ながく

エアトン と共同で研究したジョン ・ぺ リー (JohnPerry, 1850年～1920年） や， 表－ 21ζは出てい

ないがエアトンの後任者として工部大学校で電信工学を講 じたグレー （ThomasGray）もトム
凶

ソン傘下にあった。乙れら外国人教師の年令は， 20代から30代の後半であった。彼らが若かっ

同工部大学校とダイアーについては，（a)General Report by the Principal for the Period 1873-77, 

Imperial College of Engineering (Kobu-Dai Gakko), Tokei, 1877, (b) Class Reports by the 

Professors for the Pe1・iod 1873-77. Imperial College of Engineering (Kobu-Dai-Gakko), Tokei, 

1877, (c) Imperial College of Engineering (Kobu-Dai-Gakko), Tokei, Calendar （『工部大学校学課

並諸規則J)'1877, 1878, 1879, 1881 (1877年版は，『明治文化全集，補巻目農工篇』，日本評論社，昭
和49年， K所収）， (d）“An engineering college in Japan’＇， Nature, Vol. 7, Apr. 3, 1873, p. 430, 

(e）“Engineering education in Japaロ’＇， Nature, Vol. 16, May 16, 1877, pp. 44 45, (f) Note, 

Nature, Vol. 18, July 4, 1878, p. 268. (g）“The Imperial College of Engineering at Tokyo”， 
Japan Weekly Mail, Feb. 16, 1878 (Vol. 2, No. 7), pp. 152-165, (h) Henry Dyer, Valedictory 

Address to the Students of the Imperial College of Engineering, Tokei, 1882，和訳，「へンレイダ

イヤー氏ノ離辞J，『工学設誌』，第25巻，明治16年，pp.535-547；第 26巻，明治 17年，pp.602-607, 

(i) Edward Divers，“The training of engineers in Japan" E:ηgineer, Vol. 85, May 6, 1898, 

p. 434, (j）“Dai Nippon”，Natiffe, Vol. 71, Dec. 1, 1904, pp. 97-98, (k) Henry Dyer，“Education 

and national efficiency in Japan’＇， Nature, Vol. 71, Dec. 15, 1904, pp. 150-151, (!) Henry 

Dyer, Dai Nippon, The Britain of the East A study in national evolution, 2nd Impression, 

London, 1905, (l叫“Dr. Henry Dyer", Nature, Vol. 102, Oct. 10, 1918, pp. 109 110, (n）『旧

工部大学校資料 ・同附録』，昭和6年。近年の研究としては，（o）三好信浩， 『日本工業教育成立史の研

究J，風間書房，昭和54年，（P）ソムチャイ ・プリヤタナウイット， 『日本の工業化Kおける人的資源の

育成一一産業教育を中心lζj，一橋大学経済学研究干羽~士論文， 昭和54年度， (q） 菊池重郎lζよる『明治
文化全集，補巻白星主工篇』中の『工部大学校学課並諸規則』1877年版への解題，がある。注（15-a)

(15-b），および帥の文献も見よ。

自由 それまでにダイアーはヨーロッバ大陵IC行った乙とがなく，大陸で行われている科学技術教育につい
ては主として次の報告書等から知ったものである。 Fleeming Je出 in, “Education of Engineers”； 
Lyon Playfair，“Technical Education＇’； John Scott Russell，“Systematic Technical Education”， 
注 (16-a)(18 a）を見よ。

（初）工部大学校はチューリッヒのポ リテクニック （今日のスイ ス連邦工科大学）を手本lζ組織されたとも，

日本では伝えられている。 しかしとれは文献（18a）等にあるダイアーの言を誤解したものであろ

う。ダイアーはチューリ ッヒのポ リテクニックを参考とはしたが，手本としてまねしたとは書いていな
い。電気の分野について見れば，チューリッ ヒのポリテクニックで機械工学科内lζ電気工学の講座が設

けられたのは1895年であり，電気工学科が機械工学科から独立したのは実10935年ICなってからであっ
た。 EidgendssischeTechnische Hochschule Ziirich 1955-1980, Zurich, 1980による。

制ペリーは， 1874年ICトムソンの下で助手としてつとめた。グレーはグラスゴーで トムソンに学び，日
本から帰国の後はトムソンのために働いた。 ト－ 7 ス・グレーの兄弟アン ドリュー （AndrewGray) 

は， グラスゴ一大学でトムソンの後任者となった。 工部大学校でダイアーに次ぐ地位を占めたタ‘イパー
ス（表－ 2参照）は，アイルランドのクイーンズ ・カレ ッジでトムソンの兄ジェイムズ(JamesThom-

son) IC師事した。 また工部大学校ではなく文部省傘下の東京大学教授を 1883年からつとめたユーイン
グ（Alfred Ewing）もウィリアム ・卜ムソンにすすめられて来日した。乙れら卜ムソンが持っていた
勢力や， トムソン のネ ットワークと日本へ来たお雇い教師との関係については， 北，注 (15-b), pp 

103-115を見よ。
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表－ 2 工音巨大学校外国人数師一覧

1873 （明治6）年における最初のクツレーフ。 月給

Principal 

- Natural Philosophy 

- Mathematics 

- Chemistry 

Drawing 

English Language 

- Modeller 

- General Assistants 

Henry Dyer (C. E., M.A., B.Sc., University of Glasgow) 660円

William Edward Ayrton (University College, London) 500円

David H. Marshall (M. A., University of Edinburgh) 350円

Edwad Divers (M. D., F. C. S., Queen’s University, Ireland) 500円

Edmond F. Mondy (A. R. S. M., Royal School of Mines, 208円

London) 

William Craigie (M. A., University of Aberdeen) 208円

Archibold King 141円

George Cawley 200円

Robert Clark 150円

1875 （明治的年における追加分

- English Languege William G. Dixon (University of Glasgow) 

Engineering, Civil and John Perry (Queen’s University, Ireland) 

Mechanical 

250円

333円

Engineering Surveying Richard 0. Rymer Jones 250円

Mineralogy and Geology John Milne (King’s College and Royal School of Mines, 350円

London) 

Superintending Foreman George S. Brindley 230円

Headmaster George Hamilton (M.A.) 250円

た乙とは，夕、、イアーという卓越した都検を得たのとともに，工部大学校の成功の理由にかぞ、え

られる。

工部大学校への入学は競争試験lとより， 16歳から20歳までの日本臣民が応募できた。乙乙で

の教育は 6年制で，講義は英語で行われた。 最初の 2年聞は工学のための一般教育を行い， 3 

年のはじめに学生は自分の専門学科をえらんだ。 3年・ 4年の 2年間のうち，半分の時間は学

校で学び，半分の時間は実習にあてられた。最後の 2年聞はすべて実習で，学生は鉱山・灯台

・電信ほかの実際の建設に従事した。工部大学校が工部省の一機関であったから，実習には好

都合であった。工部大学校の建物は虎ノ門IC新築され，図書館 ・物理学実験室・工作場・製図
ω 

室 ・技術博物館が設けられた。

工部大学校では，学生は官費生であって寮に入居し，卒業後 7年間は工部省につとめる義務

があった。 1876（明治9）年からは，私費生の入学が認められ，私費生は卒業後の奉職義務を免

除された。 1879（明治12）年からは，私費生が大部分を占めるようになった。工部大学校設立の

凶注（18a), (18-b), (18-c）参照。TechnicalMuseumは，学生の参考になる機械器具 ・標本等を展
示した。ダイアーもエアトンも， 技術博物館の役割を重視した。乙れは，後年の東京大学工学部の列品
館・列品室につながるものである。
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1873 （明治6）年には，40名の入学があった。次の年からは，毎年約 50名の学生がはいった。

1879 （明治12）年の第 l期卒業生 23人のうち， 11人がイギリスへ留学のため派遣された。 1882

（明治15）年からは，卒業生が私企業につとめるととが許された。

1881 （明治14）年の卒業生のうち， 9人という多数が工部大学校の教授補になった。次の年に

ダイアーは退職して帰国した。工部大学校の基礎は，乙の頃に固まったと見るととができる。

1886 （明治19）年に工部大学校は，文部省管轄の東京大学工芸学部（乙乙ICは電気関係の学科はなか

った）と合併し，帝国大学工科大学となっ2。

3. 日本における電信教育 ・電気工学教育の創始

日本における電気工学教育の創始と比較するために，まず大学あるいはポリテクニックにお
ω 

ける電気工学教育lζ関する当時の国際的な状況について，簡単にふれてお乙う。電気工学教育

の制度化lζ電信訓続コースと物理学の枠内の電気学の教育が先行したととは，前述した。ポリ

テクニックにおいて物理学のカテゴリーを超えた電信技術 ・電気技術の教育が行われた最初の

事例は， 1875年にドイツのドレスデンでツエッチェ（Karl Eduard Zetsche）が電信学の非正

教授となったときであろう。ドイツ語圏で正教授による独立の電気工学講座が設置された最初

は，1882年のダルムシュタッ卜高等工業高校であった。フランスでは， 1878年に電信庁が上級

電信学校を設けた。との学校における教育は，高等教育レベ、ルにあった。電気技術の最先進国

イギリスにおける電気工学教育の制度化は，さらに遅れてエアトンの帰国後の乙とになった。

1885年K，ロンドンのユニパーシティ ・カレッジに電気工学科が設けられた。米国の大学で最

初の電気工学コースは，1882年icM I Tではじめられた。

1873年lζ開校した工部大学校が電信学・電気工学をあっかう独立した学科を設けた乙 とは，

イギリスはもとよりドイツ ・フランス ・米国より早く ，世界最初であった。電気技術における

最先進国であったイギリスよりも後進のドイツ ・フランスが電気教育の制度化においては先じ

ており ，さらに後進の日本の方が早かったのは，注目すべき事実である。その理由として， 電

気工業はもちろんの ζ と近代工業が皆無に等しかっ た日本では，既存の制度にとらわれるとと

なく技術教育がゼロから開始されたととが挙げられよう。前述したように，工部大学校は，夕、、

イアーの描いた理想を現出させるというひとつの実験であった。そとでは，電信技術のめざま

しい発展ic対応して，独立の電信学科をも うけるととが可能であったと思われる。欧米諸国の

大学 ・ポリテクニックでは，電気工学コースはしばしば物理学科や機械工学科内に含まれるか

あるいはその分科コースのかたちで出発し，電気工学科としての独立は数十年も遅れる乙 とが

あった。工部大学校お雇い外国人教師団はイギリス人 （その多くはスコットランド人）であった

白a“ModernJapan-industrial and scientific, No. XIII. The training of engineers”， Engineer, 

Vol. 84, Dec. 3, 1897, pp. 544-545, 553, Dec. 10, 1897, pp. 567-569. 

（幼 注（7）参照。
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が，彼等の本国であるイギリスではリベラル ・エテ‘ュケーションの伝統が強く， 技術は職工な

ど上流階級でない者の受け持つものとして低く評価される傾向にあり， 高等教育レベルにおけ

る電気工学教育の制度化も遅れた。技術教育IC関する高等教育機関の整備一般に関しでも，工

部大学校の設置などによって，先進技術を導入するためとはいえいちはやく技術教育の制度化

につとめた日本と，先進技術の開拓者であったがゆえに技術教育の制度化に遅れたイギリスと
聞

は，まさに対照的である。とれら電気技術教育の制度化とその国際比較について，くわし くは

稿をあらためて論じたい。

日本でも，電気工学教育はアカデミック なコースができる前に， 電信学校として始まった。

工部大学校創立に 2年先立つ明治4(1871）年lζ，工部省電信寮lζ電信の修技教場が置かれた。

日本の電信網は明治2年にはじまり，同年12月（当時は旧暦を使用していたので，新暦である西暦で

は1870年にあたる）に横浜一東京聞に電信線が架設されて公衆電信サービスもスタートした。モ

ールス電信機の導入にともない電信オペレータを長期訓練する必要が生じ，とり あえず修技教
関

場が置かれたのである。乙の学校はのち，修技学校 ・電信修技学校 ・東京電信学校の順で名称

が変わり，今日はNT T社内の電気通信学園になっている。本稿では，当時の乙の学校を電信

修技学校と呼ぶ乙 とにする。

さて，日本政府が工昔日大学校に電信科を設けるに至った乙とについては，エア トンが次のよ
闘

うに述べている。

1873年に日本政府は，完全な技術教育な しには陸上電信線のような簡単な設備でさえ一一

複雑な海底ケーブルはもちろんの ζ とーーを建設し運用する ζ とは不可能である と理解し

た。そ乙で，工部大学校の専門 コースとして電信科を設け，土木工学 ・機械工学ほかと同

様に 3年生以上の 4年聞に電信教育を授けるとととなった。

乙の電信学科を設けるにあたって，欧米には手本となるモテールがなかった。工部大学校全体は

前述のように土木工学を修めたダイアーの立案になるものであったが，電信科設置の事情につ

いては明らかにされていない。 おそらく， トムソン （彼の大西洋横断海底電信ケーブノレの布設への
凶

寄与などは有名である）の意向がはたらいていた乙とであろう。工部大学校のなかで，電信科』ζ

側 イギリスにおいて技術教育の制度化が遅れたととは， 「イギリス病」と呼ばれる現代イギリスの停滞
の原因のひとつと見る乙とができる。明治期の日本への技術移転において「教師」 であったイギリスは
今日「生徒」として日本から工場誘致をはかっている。乙の約 120年間lζおける産業・技術・教育におけ
る日英比較は，まζ とに興味深い。 ζの日英比較から，今後日本がとるべき方途についての教訓が得ら
れるであろう。 Checkland，注（16-a）も，今日における日英比較を意識して書かれたものと思われる。

倒（a）逓信省， 『帝国大日本電信沿革史』，明治25年，および（b）加藤木霊教，『日本電気事業発達史』，
前篇，大正5年；後篇，大正7年。

聞注 （18b）中のエア トンの Class Report, Telegraphic Engineering, pp. 58-63. 乙れは ‘＇Tele-

graphic Education", Electrician, Vol. 1, Nov. 2, 1878, pp. 284-286にも掲載されている。

側 工部大学校lζ当初から電信科が設けられたいきさつは，今後の研究IC::待つところである。エアトンは
物理学 ・電信学の教授として任用されたが，電信科設置が既定路線であって電信技術者である物理学者
エアトンをトムソンが指名したか，物理学教授としてのエアトンが決つてのちに電信科設置が必要とな
りエアトンが電信学を兼任したか，両方のケースが考えられる。
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7巻 1号（12)

工部大学校 ・東京帝国大学工科大学の電信
ω 

科／電気工学科の初期における卒業者数

表－4

技術と文明

電信修技学校の生徒数変担qυ 表
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年

1879 （明治12)

1880 （明治13)

1881 （明治14)

1882 （明治15)

1883 （明治16)

1884 （明治17)

1885 （明治18)

1886 （明治19)

1887 （明治20)

1888 （明治21〕

1889 （明治22)

1890 （明治23)

1891 （明治24)

1892 （明治25)

1893 （明治26)

1894 （明治27)

1895 （明治28)

年

1871 （明治4) 60 。
1872 （明治5) 127 64 

1873 （明治6) 250 49 

1874 （明治7) 159 65 

1875 （明治的 。 56 

1876 （明治的 50 83 

1877 （明治10) 167 150 

1878 （明治11) 80 101 

1879 （明治12) 112 108 

1880 （明治13) 230 130 

1881 （明治14) 160 126 

1882 （明治15) 126 114 

1883 （明治16) 121 96 

1884 （明治17) 91 81 

1885 （明治18) 126 61 

1886 （明治19) 。 67 

1887 （明治20) 15 30 

1888 （明治21) 49 77 

1889 （明治22) 51 31 

｜入学者｜修了者

関してはエアトンが独裁的立場を有していた乙とも，想像lζ難 くない。

ζ の学科は，現在の東京工部大学校の電信科は，1884（明治17）年に電気工学科と改称した。

大学工学部電気工学科 ・電子工学科の唯一のルーツである。

日本における電気技術教育の草創期にあ って，中級レベルの教育は電信修技学校，高等 レベ

ルの教育は工部大学校電信利と，ほぼ分担されていた。
側 側

（表－ 3，表 4）からもうかがうととができる。工部大学校は毎年多数の電信オペレー タを訓練

それぞれの学生 ・卒業者数乙れは，

電信修技学校の教授をつとめた。他方，多した。工部大学校電信科卒業生のうちでかなりが，

数の電信修技学校修了生のなかから後年日本の電気工学界を背負って立つ人々が出た乙とも，

見逃しではな らない。 1884（明治24）年に日本ではじめての一般電気ジャ ーナル『電気之友』を

日本刊行 した加藤木重教 （後述のように，電信寮選抜生として工部大学校で、エアトンにも学んだ）や，

日本の無線通信技術の初期iζ中心人物のひと

のち『工業雑誌』を主宰した日本電気を岩重邦彦と共同して設立 し，

前田武四郎などはその例である。

ではじめて重電機製造会社を設立 した三吉正一，

りであった松代松之助，

ω）『帝国大日本電信沿革史J，注（26a）による。

帥『東京大学電気 ・電子工学科同窓会名簿』，昭和55年，から作成。乙の名簿では明治15年卒業者の中に
坪井字 （後出の表－5参照）は記されていない。

自I) 加藤木，注（26b）。
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エアトンとその周辺（高橋）

4. 電信科教授エアトン

1873 （明治6）年 6月から1878（明治11）年6月まで工部大学校電信科において，エアトンは約
問

20人の学生を教えた。彼等の名と卒業論文題名を，表－ 5K－示す。ただし，彼等のうちで卒業

論文の指導をエアトンから受けたのは，志田だけであったと考えられる。乙のほかに，志田林

三郎と同じく 第 1期であったが，卒業前になくなったJll口武一郎がいた。乙れらの教え子のう

ち，川口 ・藤岡市助 ・大井才太郎 ・五十嵐秀助（当時は徳間姓を名乗っていた）は，特にエアトン

lζ愛されたとも伝えられている。

乙れら本科の学生のほかに，工部省電信寮から工部大学校へ派遣されてエアトンに学んだ選

科生（Student-Si甲 1allers）がいた。 1874（明治7）年からの吉田正秀と星野親敦， 1875（明治8）年

からの西方七郎 ・加藤木重教（当時山崎姓） ・回中永太郎であり，乙のうち加藤木らは電信修技

学校の修了生であった。吉田はのちK逓信省電務局長となった人で，電信技術官僚の中心人物

として活躍した。乙れら選科生を教えるについてエア 卜ンは別報酬を受けた。 電信寮は，1872

（明治5）年 ・1873（明治6）年K吉田らの電信技術者をイ ギリスへ派遣して研修させ，さらに工

部大学校へ選抜生を送った。乙れらは，電信寮において高いレベルの電気技術者が必要になっ

た乙とを示すものであろう。工部大学校のエアトンとしても，開校後数年間は本不｜生はまだ専

門学科lζ進んでいなかったので，選抜生受け入れは可能であった。また，選抜生の西方らに対

して，本科生であった川口や志田がときにエアトンに命じられて代議に立っ た。
ω 

工部大学校電信科での教育内容について，エアトンの書いた ClassReportを見ょう。彼は

次のように述べている。

（本科生も選科生も）検流計 ・電圧計 ・巻線抵抗 ・コンデンサ等の構造と使用法を熟知し，

陸上電信線や海底電信線試験局で行われるすべての試験の実施法を習得している。巻線抵

抗とコンデンサから成る模擬線路を可能なかぎり使うとともに，約 100ヤート‘の大西洋海

底電信用ケーフゃルを実験線路として使う。 乙れら学生は， 電信用の新材料をテス卜した

り，鉄線 ・絶縁線をつないだりするのに必要な電気 ・機械 ・化学の試験に習熟している。

電信博物館が設けられており，もちろん完全と言うには程遠いが，ζ 乙で学生が主要な電

信信号機械の構造 ・動作・修理法を学び，かつある程度は電信機の発達史を学べるように

なっている。
ω 

電信科コースにおけるエアトンの講義のシラパスは，次の通りである。

倒工部大学校電信料については，注（18a), (18 b), (18 c), (18-n）のほか，注（17 i）と注聞に
掲げた文献，および「諸先生のおもかげ（第一集）一一東京大学電気工学科の生い立ち』，東京大学電気
工学科同窓会，昭和34年。

倒 Ayrton，注倒。なお， 当時欧米のジャーナJレlζζの電信学科が紹介された例としては，注聞のほか
次がある－ “Japan,The Imperial College of Engineering, Tokei", Telegraphic Journal, Vol_ 3, 
Feb_ 1, 1873, pp. 25-26. 

倒 Ayrton，注問。
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技術と文明 7巻 1号（14)

電信科本科生は，一般科学コ ース（A）修了後に，実地と約 200時限の講義から成る次の科

目を学ぶ。

1. 電信の歴史（約30時限）

2. 電信線建設（約20時限）

3. 電信の操作（約30時限）

4. 海底電信（約201時限）

5. 7J<.雷

6. 一般科学（B）のうちの約 100時限。乙れは，磁気（B）と電気（B）とから成る。

電信寮からの選抜生は，一般学科（A）・（B）を全部学ぶかわりに （A）から磁気 ・電気を学

び，（ 1 ）～（ 6 ）からも選択するものとする。

電信科の教科書あるいは参考書として，エア トンは次の本を選んだ。

ー Culley’s“Handbookof Practical Tel巴graphy"

- Sabine’s“Electric Telegraph" 

- Cumming’s“Introduction to th巴 Th巴oryof Telegraphy” 

- Fleeming Jenkin's“Electricity and Magnetism" 

- Clark and Sabine’s“Electrical Tables" 

- Clark Maxwell’s“Electricity and Magnetism" 

ζれらのうち， カレーのハンドブックとクラ ーク＝サパインのテーフ。ルは，当時イ ギ リスで標

準的な実用書であ った。マクスウェルの著書が教材として挙げられているのは，ζの電信科の
問

教育内容が相当 ~r高程度であった乙とをうかがわせる。電信科 3 年生には， エアトン自身が解

析幾何 ・微分積分を教えた。電気磁気の科目に伴う実験室における訓練も課せ られていた。さ

らに学外で毎年数ヶ月間は， 電信線布設工事lζ立ち会う乙とが許されていた。乙の実地訓練は

学生にとって教室で学んだ知識を実際に役立てる機会として有用であった。乙れら訓練 ・学習
闘

のほか，エアトンが物理実験室で行う実験研究を，学生たちは手伝っ た。

以上のエアトン報告から見ると，工部大学校電信科の教育は，理論的に程度の高い内容であ

った反面で実地に強く傾斜していたように思われる。後者については，エアトンが純物理より

闘注 (18c）』ζ挙け、たカレンダーには，教材として Maxwell’s“Electrictyand Magnet四n’＇， Thom-
son’s“Papers on Electrostatics and Magnetism，， 等のやさしい部分を使うとしてある。 ζれらの本の

著者のうちジェンキン，クラーク， 7 クスウェルは，注04)IC述べたように，ブリ ティ ッシュ・アソシェ
ーションの電気標準委員会のメンバーであった。電気計測を自己の研究の中心ICすえたエアトンの姿勢
が，乙れら教科書 ・参考書の選定からもうかがえる。なお，ジェンキンの Electricityand Magηetism 

は，瓜生寅訳 『電錨両気論』として明治16(1883）年！と文部省編総局より刊行されている。
白骨注 (18-c)Iζ挙げたカレンダーによれば， ζの PhysicalLaboratoryの目的は二つあり，第一は学
生実験用，第二は “教師の指揮のもとにオリジナルな研究等を学生lζ行わせる”乙とであった。W E 
Ayrton and John Perry，“Determination of the acceleration of gravity for Tokyo”，Phil. Mag., 

5th Ser., Vol. 9, 1880, pp. 292 301 Iとは，研究を手伝った学生数人の名を挙げて謝辞が述べられてい

る。
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エアトンとその周辺（高橋）

表－ 5 工部大学校宮信科最初期の卒業生と卒業論文（英文手書き）

卒業年 氏名 題 名 ページ数

1879 Rinzaburo Shida History of Telegraphy (Including the Science of 210 

（明治12) （志田林三郎） Electricity)/Essay on Progress of Electricity and 

Telegraphy 

1880 T. Iwata The Manufacture of Sub-marine Cables (with 19( +20) 

（明治13) （岩田武夫） Reports) 

Nobuyoshi Nakayama The Modern Construction of Japanese Aerial Line 47( +49) 

（中山 信順） (with Reports) 

1881 Ichisuke Fujioka Galvanometers 118 

（明治14) （藤岡市助）

Kosaku Kumakura Duplex Telegraphy 32 

（熊倉興作）

Hatsune Nakano Maintenance and Organization of Telegraphic 27 

（中野初予） Communicat10n 

Osuke Asano On the Speed of Signalling 34 

（浅野応翰）

Kakunosuke Iida Voltaic Battery 26 

（飯田格之助）

Shiro Isobe Conductors and Insulators Used for Telegraphic 41 

（磯部凹郎） Purposes 

1882 Saitaro Oi Submarine Telegraph Engineering 40 

（明治15) （大井才太郎）

Yoshitaro Yamakawa The Durability and Maintenance of Submarine 58 

（山川義太郎） Cables 

Kotaro Morishima Submarine Telegraphic Working 28 

（森島剛太郎）

Hidesuke lgarash1 

（五十嵐秀助）

Makoto Tsuboi 

（坪井 手）

Kunihiko Iwadare 

Subterraneous Telegraphy 

Duplex Telegraphy 

Telegraph Poles with Methods for Their Preser-

（岩垂邦彦） vation 

1883 Umesaburo Kotaka Telegraph Circuits 

（明治16) （小高梅三郎）

Bentaro Tamaki The Insulation of Telegraph Lmes 

（玉木弁太郎）

Rentaro Nagayama Lying and Repairing of Submarine Cables 

（永山廉太郎）

Tei Hasegawa A Complete System of Electrical Testing 

（長谷川 廷）

Se比 ichiKanda Wood as Telegraph Poles 

（神田選吉）

1884 Daizaburo Aoki 

（明治17) （青木大三郎）

Instruments Used in Electrical Testing with a 

Report on the Construction of Telegraph Lines 

15 

32 

43 

~1 

65 

43 

44 

55 

26 

49+12 



技術と文明 7巻 1号（16)

表 6 志田林三郎の卒業論文内容目次

I 静電気

(a）序論 （b）誘導（c）大気電気（d）量 （e）電気ポテンシャル（f)エレクトロメータ

II. 勤電気

(a）ガルパーニの発見 (b）ボルタ電気の理論 （c）ガノレバーニ電池 (d）電気分解 (e）電磁気

(f)電流力 (g）熱電気（h）オームの法貝lj (i）誘導電流

ill. 静電気による電信

(a。）初期の電信実験

N.勤電気による電信

(a。）初期の電信実験

(a）指針電信 (b）モールス電信 (c）音響電信（d）夕、、イヤル電信（巴）印刷電信（f)化学および模写電信

(g）自動電信（h）二重電信 (i）四重および多重電信 (j）電話または電気高調波電信（凶蓄音機

(1）マイクロホン

も応用技術を重んじていた乙とによると解釈できるし，また当時の電信技術においては電信線

の建設と各種電信機の操作法が主要な内容であった ζとの反映でもあろう。エアトンは学生に

訓戒して “余の卿等に教授する所はファク卜を避けて，シオリ乃ち根本の要義を以てす”と理
聞

論の重要性を強調 したが，それは純学理の学習のみを重視 したのではなく，目先の個々の技術

の習得にとらわれていたのでは技術進歩についていけない と戒め，理論による洞察力の滴養を

勧めたものであろう。
ω 

工部大学校電信不｜では学生lζ卒業論文を課しており，最初のものは，エア トンが帰国した翌

年の1879（明治12）年に志田林三郎が提出している。乙れは，世界で初めての電気工学の分野に

おける卒業論文と言ってよい。 表題は“電信（電気科学を合む）の歴史”であり，本文は手書き

英文で 210ページある（表ー5参照）。その内容目次を，表－ 6IC示す。 乙の卒業論文は，電磁

気学の基礎と各種電信機に重点を置いている。理論と実地の両方が重視された教育方針が，ζ

乙にも反映されていたと言えよう。志田の卒業論文は文献研究であり オリジナルな実験論文で、

はないが，乙のよう な卒業論文を課 していた ζ とは， 工部大学校電信科における教育のレベル

が高かった乙とを示している。

志田の卒業論文は“歴史H と題しているが，電信科の講義においても歴史を扱った乙とがう

かがわれる。たとえば，1877年度の 3年生の夏学期試験には， “電信の略史を述べよ H という
白骨

問題が出された。 電信技術の発展期にあって次々と新しい電信機が登場しつつあっ たととが，

“歴史”の重視をもたらしたのであろう。博物館も乙乙で大いに活用されたと思われる。

間岩 田，注（4）。
倒工部大学校カレンターの1879年版， pp. CVII CXI lζは，土木 ・機械 ・電信 ・造家の4学科で “a

graduating th田 is”を課すと明記されている ：注 (18-c）。
倒カレンター， 注 (18c), 1878年，pLXVIII. 
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エアトンとその周辺（高橋）

結局，工部大学校電信科の教育は，実地に強く傾斜しながらも理論を重視 しており， 高いレ

ベ、ルを持っていた。 当時 TheElectrician （イギリスで最も老舗の一般電気ジャーナノレ）は，工部大

学校を“電信学が系統立てて教えられている唯一の英語カレッジ一一それどとろか英語の話さ

れる唯一の工科大学”と評した。次に述べるよ うな充実した実験室で学生たちはエアト ンの手

伝いをしており，エアトンはそ乙で位界の電気工学の先端を行くオリ ジナルな研究をしてい

た。乙のように教育と研究が関連していた点でも，工部大学校電信科は高等教育レベ、ルの技術

学校の特徴をそなえていたという ζ とができる。

エアトンが設計 した工部大学校の物理学実験室は，当時世界で最も充実したもののひとつで

あり，次のような部屋から成っていた。

(a) デモンストレーション実験室，50フィ ー卜平方，床は傾斜している。 光学実験等のため

lζ，窓lζシャッターをして部屋を暗くするととができる。

(b) 一般実験室，測定器具収納庫付。実験机は，コンクリー卜床に固定されている。

(c) 教授室および教授専用実験室。

(d) 測定器具室。

（巴） びん洗い等のための洗い場。

(f) まさつ電気の実験ができるような，人工乾燥された小部屋。

(g) 光学実験室。

(h) 応用物理学用の小講義室。

(i) 特別な実験のための部屋。

(i) 貯蔵戸棚。

(k) 電池室。グ ローブ電池 200個と，ダニエル電池 300個がある。

日本人にとって外国語である英語で教育する乙 とに鑑み，エア トンは実物の機械を学生lζ見せ

るように努め，工作場の協力により多くの機械器具を作った。 1877年の物理学 Class Report 

Kは，そなえられている物理器具 182項目のカタログがあり，そのう ち44項目が電磁気 ・電信

関係である。当時横浜で発行されていた JapanWeekly Mailは，“theCavendish Laboratory” 

と“theOxford one”を引き合いに出して，エアトンの実験室にそなえられている機械器具が
ω 

｜並界lζ例の少ないほど充実していると報じた。土木工学助教授として工部大学校に 1875（明治

制 原文；は，“The only college at which telegraphy is systematically taught in the English 

language「nfact, the only English-speaking technical university with which we are acquainted-

is the Imperial College of Enginecring in Japan，，：“The technical education of telegraph 

engineers", Electrician, Vol. 1, Oct. 26, 1878, pp. 270-271. 

事1) (a) E. C. Robins，“B山！ding for secondary educational purpose”， The Builder, Vol. 38, 

April 10, 1880, pp. 437-439 and 449; April 17, 1880, pp. 484-485, 474 and 479. (b）“A visit to 

Professor Ayrton’s laboratory’＇， Japan Weekly Mail, Oct. 26, 1878 (Vol. 2, No. 43), pp. 1129-

1131も見よ。
同 ClassReports，注 (18-b〕，pp.18-33. 

附 注（41-b）。
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技術と文明 7巻 1号（18)

8）年lζ着任したぺ リー （表－ 2参照）は， エア トンの物理実験室を見て，医界で類例のないす

ばらしさであると評した。ペリーの後年の言によれば， とのような充実 した実験室は，グラス

ゴーのトムソン ・ケンブ リッジのマクス ウェル ・ベルリンのヘルムホルツでさえ持っていなか
凶

っTこ。

エアトンは，工部大学校でぺリ ーと協力して，多くのすぐれたオリジナルな研究を行った。

エアトンの ClassReportの NaturalPhilosophy （物理学）の部には，ペリ ーと協力して行っ

ている研究とその発表論文が一覧されている。研究にあたって，数学方面はペリ ーが，実験は
師団

エア トンがそれぞれ受け持ったと伝えられる。ロ イヤル ・ソサエティ の科学論文目録によると

1875 （明治8）年から 1879（明治12，エアトン帰国の翌々年）年までの発表論文件数は30件で，その

うち23件はペリーと連名発表であった（表 7参照＇ 1874年には発表論文はない）。発表の場は，横

浜のアジア協会機関誌のほか，イギ リス電信学会誌，イギリス物理学会誌，ロ イヤル ・ソサエ

ティ機関誌などの学会機関誌および『テレグラフィック ・ジャーナル』 『ネ イチュア』 『フィ

ロゾフイカル ・マガジン』などのジャーナJレで，その大半はイギリスで発行されていた。テ－

7 は，気体の誘電率と分極，電磁気単位，電気計測法，大気電気などの電磁気学一般の基礎問

題のほか，魔鏡や地震など日本IC関係 したものもあ った。エアトンとぺリ ーの共同研究の成果

は，マクスウェ ルが “彼等は， 電気学の重心を東方へと大きく移動させた”と ジョ ークを言っ

たよう に，高く評価された。

エア トンの研究では，乙のよう に，電磁気測定に重点が置かれていた。彼は日本で最初の電

灯 （アーク灯）をつけたと伝えられているが，電灯および電話についての研究を彼は工部大学

校ではあまり行わなかった。彼の教え子たちの卒業論文（表 3参照）のテー7 もほとんどが電

信に関するものであ った。工部大学校電信科 ・電気工学科で電灯 ・電話についての卒業論文が

書かれたのは，エアトン帰国の約10年後であっ た。

エアトンの能力は， 工部大学校お雇い外国人教師のなかで 抜群と評価されていたようであ

る。彼の月給は， 表－ 2K示すように，都検 （校長）ダイアーの660円に次ぎ，教頭ダイパース

と並んで500円であった。乙れに次ぐのはミルンらの月給額350円であっ たか ら，エア トンの高

い位置がわかる。乙れには，来日までの彼の研究業績も与って力があっ たと恩われる。

制 ‘＇Thelate professor Ayton＂，注（1d）毛
細 注（18-b), pp. 18 33 
~~ Catalogue of Scientific Papers (1874-1883), Royal Society of London, Vol. 9, 1891, pp. 87-89 

制 （a)Evelyn Sharp, Hertha Ayton 1854 1923, London, 1926, p. 160 IC引用されている：“they

had !moved the centre of Gravity of electrical science greatly eastwrad.” （b）“John Perry, 
1850 1920”， Proc. Roy. Soc., Ser. A, Vol. 111, 1926, pp. i-vii ICも，ほぼ同様の引用がある。

同 岩田，注（4）。1878（明治11）年3月25日iζ工部省大学校講堂で挙行された中央電信局関所式におい
て，エア トンはアーク灯照明を試みた。 乙の事蹟lとより， 3月25日を「電気の日Jと定めたのである。

側 乙れらの卒業論文は，次の通りである。丹羽正道， ElectricalTransmission of Energy, 1887，三宅
順祐，OnIncandescent Lighting, 1888；坂内虎次， OnTelephony, 1888 （し当ずれも英文）。
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エアトンとその周辺（高橋）

師団

表一7 エアトンの1875年から1879年までの科学論文

I. Ayrton単独の論文

- Note regarding action of currents on magnets. Telegr. Journ., 3, 1875, p. 56. 

On the best resistance for a relay. Soc. Telegr. Engin. Journ., 4, 1875 pp. 83 90. 

- A new determination of the number of electrostatic units in the electromagnetic unit. 

Nature, 18, 1878, pp. 470-471. 

- The electrical properties of bees’－wax and lead chloride. Phil. Mag., 6, 1878, pp. 132-141; 

London, Phys. Soc. Proc., 2, 1879, pp. 297-307. 

←日ectriclighting by incandescence. Journ. of Sci., 1, 1879, pp. 168-172. 

Electricity as a motive power. Nature, 20, 1879, pp. 568-571. 

- The m山 orof Japan and its magic quality. [1879. J Roy. Instit. Proc., 9, 1882 pp. 25 36; 

Nature. 19, 1879, pp. 539-542; Revue Scientif., 16, 1879, pp. 1135-1139. 

II. Ayrtonと Perry共著の論文

- Notes on electrostatic polarisation. Soc. Telegr. Engin. Journ., 5, 1876, pp. 391-411; 7, 

1878, pp. 293-297. 

On lightning conductors. Soc. Telegr. Engin. Journ., 5, 1876, pp. 412 415. 

- The specific inductive capacity of gases., Japan, Asiat. Soc. Trans., 5, 1877, pp. 116-130; 

Telegr. Journ., 5, 1877, pp. 217-221. 

- The importance of a general system of simultaneous observation of atmospheric electricity. 

Japan, Asiat. Soc. Trans., 5, 1877, pp. 131-141; Soc. Telegr. Engin. Journ., 6, 1877, 

pp. 242-251 

- On a neglected principle that may be employed in earthquale measurements. Japan. Asiat. 

Soc. Trans., 5, 1877, pp. 181-202; Phil. Mag., 8, 1879, pp. 30 50. 

- A duplex partial-earth test Telegr. Journ., 1877, pp. 262-263. 

On the employment of an electrometer with a Wheatstone’s bridge. Telegr. Journ., 5, 

1877, pp. 289-299. 

- A new determination of the number of electrostatic units in the electromagnetic unit. Brit 

Assoc. Rep., 1878, pp. 487-489. 

- On the electrical properties of bees’wax and lead chloride. Brit. Assoc. Rep., 1879, 

pp. 497-498. 

- Rain-cloud and atmospheric electricity. [1877] Phil. Mag., 5, 1878, pp. 197-201. 

Experiments on the heat-conductivity of stone. Phil. Mag., 5, 1878, pp. 241-267. 

- Contact theory of voltaic action. Roy目 Soc. Proc., 27, 1878, pp. 196-238; 28, 1879, 

pp. 421-424; Phil. Mag., 5, 1878, pp. 219-222; Phil. Trans., 171, 1880, pp. 15 34. 

On th巴 viscoc町 ofdielectrics. [1877. J Roy. Soc., Proc., 27, 1878, pp. 238-245. 

- The resistance of galvanometer coils. Soc. Telegr. Engin. Journ., 7, 1878, pp. 297 300. 

19 



技術と文明 7巻l号（20)

エアトンの教授方針と日本入学生lζ対する評価を，1877発行の ClassReportsの Ayrton iζ 
問

よる物理学（NaturalPhilosophy）の分から知る乙とができる。 物理学の教科書としては， 1年

生 ・2年生にはド シャネル（Deschanel’sNatural Phylosophy. translated by Prof. Everett), 3年

生の熱学にはマクスウェル（Prof. C. Maxwell’s book）を用いた。学生たちの年令が若い ととに

鑑みて，講義中Kエアトンはよく質問した。エアトンの出す問いは出来合いの答えがすぐに思

いつけるようなものではなかったし I回かぎりしか述べられずききかえす乙とはできなかっ

た。 質問された学生は答えぶりに対する評点をつけられ，毎授業時間の終わりには学生全員が

めいめいの評点の合計を言ってエアトンが記帳する乙とになっていた。とのように，学生全員

が授業時間中に集中力と思考力を保つ乙とをエアトンは求めた。数週毎lζ 筆記試験が課され

た。 上級生には試験中lζ本を参照するととを許し，授業中lζゃったのよ りも難しい問題を解く
GU 

思考力を要求した。彼はエアトンは学生寮へ行って下級生に質問し，上級生や秀才の助け舟な

しの学生のナマの実力を知ろうとした。優等賞を授けるにあたっては， 1回の試験結果ではな

く，通年のすべての成績 ・学生実験の成績が評価され， 教授のオリジナルな実験研究を手伝っ

た成績が特に重視された。乙のオリジナルな研究の手伝いは，ボランタリーであって，たいて

いは放課後行われた。 学生の大半が武士階級の出身であっ たので，自ら手を使って長時間実験

室で勤勉に働くのは抵抗感があっ ただろうが， 学生たちは非常によくやっ たとエアトンは評価

している。外国（すなわちイギリス）の若者たちと くらべて，日本入学生はおとなし く勤勉で応

用力があるが，観察力には欠ける。日本人は記憶力よりも観察力を養うような訓練を幼いとき

からするべきだと，彼は述べている。

来日したエアトンは，イギリスへ帰国後のキャリアを切り拓くべく日本でオリジナルな研究

業績をあげようと考えていた乙とであろう。彼はそのときすでに，電気工学者としてのある程

度の評価を得てお り，インド というアジアの国での生活経験を持っていた。電気工学の成立期

すなわち日進月歩の変化期にあって，東アジアの遠隔地で 5年をすどす聞に学界の進歩にとり

残されないためにはいかなるテーマを選ぶべきか，エア卜ンは熟慮し賢明な選択をしたにちが

いない。乙のように能力を持ち不退転の決意を固めたエアトンの研究の日々に，日本人学生た

ちが深く感銘したのは当然である。

工部大学校の学生や助手スタッ フらの回想記には，エアトンの研究への精励ぶりについてい

ろいろなエピソ ー ドが記されている。彼は，夜間はもちろんの乙 と日曜日やクリスマスであろ

側 ClassReports，注 (18b). pp. 18 33. 

日 試験出題にあたってのエアトンの方針は，彼自身がかつてケルビン（卜ムソン）のもとで味わった次
のような体験に由来すると考えらる。 エア トンが試験中lζ答えあぐねていると，卜ムソンが来て，下宿
へ持って帰ってやっても良いと言った。 重要な試験Kどう してそんなことが許されるのかと反問したエ
アトンIC, トムソンは「君が明日もって来る答案を見れば，どとを本から写したかすぐわかるさ」と答
えたという。新しい課題lζ対しては本など大して役立たないものだということをトムソンは教えたかっ
たのであろうと，エアトンは回想している。 Ayrton，注側。

(52) 「旧工部大学校史料附録』， 注 （18n）；加藤木，注（26b）， 後篇， pp.1350 1479. 
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エアトンとその周辺（高橋）

うが研究室Kとじ乙も った。夫人も夜や日曜日に一緒lζ来て，それぞれに研究に没頭すること

もあった。彼は文字通り寸暇を惜しんで研究し，階段を昇降するには二つ宛飛び越えて歩いた

という。実験中にとなりの外務省が火事になり鎮火したのを気づかなかったという逸話さえあ

る。帰国の日も実験を行ない， いちどは横浜行きの列車に乗り遅れた。服装や礼儀を重んじ

ず，社交にも意を用いなかったので，同僚外国人教師たちから疎んじられる傾向があったと伝
悶

えられる。ペリーとは気が合ったが，そのペリ ーは都検ダイアーとは不仲であったという。府

癖が強く，日本人スタッフや学生たちを叱責する ζ と甚だしかったという。乙のようにエア ト

ンは 1個の奇人であったとも評されるが，それは研究への熱中から来たものであろう。反面，

学生を 1月fC::1度ぐらい工部大学校構内の官舎に招いて夫人の手料理を馳走したり， 新富座の

芝居に学生を招待したとともあった。彼は当りの柔らかい親切な教師ではなかったが，きび し

くまた人間味あふれる教師であったといえよう。

エアトンは，講義においては学生が自ら考えるように意を用い，実験研究を手伝わせるとき

には「オリジナル ・インベスチゲーション」というととを強調した。エアトンの指導ぷりと し

て伝えられると ζ ろを，いくつか引用してみよう。

「先生自身が研究に熱心で昼夜も分かたず寝食を忘れて従事せら hるので生徒も又其指図

によりでよく熱心K実験室に閉じ篭った，…・ー先生は常に注意深く胸中に泌み込む様lζ

『オリジナルイ ンベスチゲーション』をやらせたものである，何でも他動的ではない自動

的に研究に進ませて深き注意と鋭き観察と綿密な思考力とを養うふうに教育されました，

是即ち研究に対する必須の用件である，或る一つのセオ リーを与へたならばその上自己の

研究自己の工夫で自己の実力を研き修養を積むととを教えられた。それであるから普通の

スラスラ流る h如き講義は印象甚だ薄く往々重要なる点を脱す恐れがあるがエルトン先生

に教はった乙とは永く確実な感動を与へて忘れんとしても忘る h事は出来ぬ。例へば教科

書を以て規則的lζ講義をするよりは先ず講堂lζ入るや諸君は何の為に学校に来りつ〉ある

かと突飛な質問を出す……その頃は実験室は狭く機械も少ないので平常は先生や上級生の

試験に用ふるので吾々は其手伝を命ぜられた。 よく学理を呑込めないので叱られる。そし

関 ペリ ーの伝記は，注（47-b）を見よ。日本では， 「ジョン，ペリ ー氏略伝」， 『電気之友』，第32輯，
大正4年， pp.465-466の紹介がある。 北アイルランド生まれのペリーは楽天家であって， 性格の異な
るエアトンとはよいコンビとなった。エアトンは休日も研究に励んだのに対し，ぺリーは休暇をエンジ
ョイしたと伝えられる。来日前の1871年に，ペリーは講師としてつとめていた CliftonCollegeで物理
学実験室と工作室を設けた。乙れは同校の校長の発案によると伝えられるが，およそ学校で物理学実験
室や工作室がそなえられた最初であると言われる。帰国後のペリーは，後述のように，フィンズパリ・
テクニカノレ ・カレッジでエアトンの同僚教授lζなり，またエアトンと共同研究を続けた。技術者が数学
に親しまない傾向があるのを改善すべく，ペリ ーは技術教育IC.方眼紙の使用を導入し数学教育の改革
をリードした。ペリーとエアトンは，工部大学校時代にすでに，学生たちに方眼紙を使わせていた ：
注（41-b），および， WilliamH. Brock and Michael H. Price，“Squared paper in the nineteenth 

century: Instrument of science and engineering, and symbol of reform in mathmatical education”， 
Educational Studies in Mathematics, Vol. 11, 1980, pp. 365-381. ぺリ ーは，1885年にロイ ヤノレ・ソ
サエティの会員にえらばれ， 1890年！ζはイギリス電気学会の会長をつとめた。
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技術と文明 7巻 1号（22)

て私たちの研究には平常は機械があいて居らぬから日曜に出で』 やれと云われた。随分ひ
倒

どかったがそれは又一方で大いに薬になったのです…－－」（藤岡市助）

「先生の講義はだ然として聞いて置るととは出来ぬ。 どうしても自ら自分の頭を働かせな

ければならぬ。斯く して注意，観察，研究等の思想を養成し実力を付与する ζ とのみを主

眼とせられ定期の試験などは殆ど眼中に措かぬ。例へは技術家は最も数字が必要だと云ふ

ζ とを説明せらる hにも面白い例話を挙げられる即ち或天文学者は天体のオブザベーショ

ン中或星が前夜より数分間遅くなり且つ若干位置が変更して居る乙 とを発見しとの異動は

いかなる理由であるかといふととを数学上より解釈して或る大きさの他の星が其方向lζ存

在して其引力の結果である乙とを推論してついに新たに一つの星を発見したるなど興味あ

る話を聞かさる hので学生は大lζ先生の講義を面白く了解し且つ一度教育せられた事は仲
間

々忘却するこ とはできませぬ…－」（大井才太郎）

「先生は非常な勉強家で常に熱中せられたので生徒に就てもオリジナル，イベスチゲーシ

ョンを盛にやらせた。それだから学事に通じない以前随分生徒は苦 しみましたがその代り

大に実力を養成されたのである。先生が講義の始まりやお終りに余談として話される事柄

は大Iζ有益な教訓であった。先生は決して人の真似などするな仮令仏蘭西人がどう云ふ ζ

とを発明 したとか，独乙人がどういふととを研究したとかいふととを聞いても直ちにそれ

を真似るような卑屈ではいけぬ。何でも彼等の研究以上lζ一歩を進めて新機軸の発明を試

みなければならぬとは先生がよく 云われた言葉である…－それから実験室でやって居て不

明な点が出て来る。先生にとれはどう云ふ訳ですと尋ぬれば先生は仲々教えて呉れぬ。そ

れは御前自分で能く考えなければならぬ。誰でも初めか ら解てゐるものではない。それを

よく考へよく工夫して初めて研究の効果といふものが顕れるのだといはれる。実際先生の

教育はかくの如く普通一遍の注意主義ではなく 飽迄開発的研究的思索的に吹き込まれたの
側

である一一」（山川義太郎）

「先生は盛lζ生徒lζ実験を命ぜられた。又自己の研究の手伝いもさせた。そ して余儀なく

形式的にやっては研究の価値が無い。又研究中には決して余念を挟まず注意を綿密にして

やれ。解らぬ点あっても妄りに尋ぬるよりは先ず自分で思を凝ら して工夫せよ……先生は

仲々能弁で且つ文章が巧であったから物理の講義などは実に趣味多く決して教科書を拘泥

しない。 実力を付与する ζ とを主眼として其上は各自の研修的修養K一任された。されば

試験問題の如きも教へた事ばかりは出さない。凡て実力の有無を試験する様lζ尽された。

生徒は之が為に随分骨を折ったが憶に学力を付けてもらう乙とができた。斯くの如く先生

(54) 『電気之友J，第19輯，明治41年，pp.817-818.ことに引用する ζれらの逸話・ 回想記は，エアトンの
言ト報lζ接した教え子らの追懐談であり，そのほとんどは加藤木，『日本電気事業発達史』後篇（注26-b)

lζ再録されている。
防） 『電気之友』， 第20輯，明治42年，pp.62-63. 

(56) 『電気之友』，第19輯，明治41年，pp.818-820. 
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が一種警抜の学者であったからして当時工部大学の英才は象然として先生の学風を慕うて
関

電信科に集ったと言っても過言ではなかったー…・」（五十嵐秀助）

「先生はドウしでも尋常一般の人ではなかった，先づ試験のときに更に教えない乙とを問

題に出さる hのでとれは教りませんから解りませんと先生に訴へると先生は教えた乙とは

誰でも解って居るから試験する必要がない教えない乙ともどれ丈け理解し得るかを試験す

るのが真の試験であるといはる bのです。それですから点数などは少しも眼中に措かぬ，

或時余り点数が少ないので困りましたと云ひましたらそれでは何点欲いのかと尋ねらるる

ので其点数を答へるとそれではそれだけ増してやると直に呉れられた，又一問題毎に点数

を付ない総体lと就て五十とか八十とか点数をつける，どの問題は何点でせうと尋ねますと

そんな点数の争ひなどはスクールボーイの仕事だと先生は済したものであった文面白いと

とがあったそれは試験の点数順序 ~r.席順を定めるので三四十人の学生中半分程は点数の順

序にする乙とは出来たが残りの半分の学生は皆零点で席Ji買の定めやうがないそとで先生と

れはどう極めませうと尋ねますと先生は平然としてそれではOの大きい者を先にし小さい
闘

ものを尻にしたらよからうと答へられたので皆大笑いした乙とがある……」（中山信順）

乙れらには研究を進めるにあたって基本というべき姿勢が示されており，それは今日我々研

究者が研究および研究指導を行うときの基本姿勢といささかも変わらないと言えよう。エアト

ンが電気工学者として後年に大をなし技術教育家として成功をおさめたのも，けだし当然であ

る。エアトンの教えぶりには，彼の師トムソンと共通なと乙ろがあると思われる。エアトンの

回想によれば， トムソンはグラスゴーの学生たちに “本に書いてあるととを学びたいのならば

本を読むがよい。私は諸君に，本lと書いてないととを教える”と語った。試験についての考え
日

方も，エアトンは師譲りである。

工部大学校の学生たちは，エアトンが学術研究において工部大学校教師のうちで一番である

乙とを知っていた。彼らが受けた印象の強さは，エアトンに助手兼給仕のようなかたちで仕え
側

た武永常太郎の次の回想からも知られる。

先生が帰国されて其後任として電気学の受持にはグレー先生，数学物理学の教授としてマ

ーシャル先生比二人が来られましたが学生聞の評判では比二人でも到底エアトン先生一人

丈けの価値がないといふ ζ とでありました。

エアトンが日本へ伴った夫人マチルダ ・チャップリン ・エアトンも，学者であった。彼女は

日本での研究成果によって， 後日医学博士号を得た。マチルダ、は；， 夫エアトンの研究室によく

夜おそくまでとどまって自身の研究にはげんだ。 彼女はまた，夫にかわって工部大学校学生た

ちに物理学を講じた乙ともあったと伝えられる。マチル夕、 ・チャップリンについては，補論を

（開向上， pp.820-821. 

(58) 『電気之友』，第20穏，明治42年， pp.60印

刷 Ayrton，注帥，および注闘を見よ。
側） 「エアトン先生逸話 ・武永常太郎氏談」，『電気之友』，第20輯，明治42年， pp.275-278. 
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見られたい。

5. エアトンの弟子たちと日本の電気工学の成立

1878 （明治11）年K，エアトンは離任し帰国した。翌年，工部大学校電信科はその第 1期卒業

生志田林三郎を送りだした。 彼は，世界で最初の電気工学の工学士である。卒業後まもな く，

彼はグラスゴーへ派遣され， トムソンのもとで学んだ、。 志田はグラスゴ一大学で物理と高等数

学の成績で 1番とな り， いくつかの賞を得， また 理学小説を書いたと伝えられE。ケルビン
関

（卜ムソン）は，生涯の多数の弟子の中で志田が最優秀であったと評したという。志田のおかげ

で，グラスゴーにおける日本人の評判がいっぺんに良くなったとも伝えられる。彼は，1881

（明治14）年のノfリの第 1回電気IJ;!J:覧会（エジソンの白熱電灯照明システムが出品されて，センセーシ ョ
附

ンをまきお乙した）を視察した。 1883（明治16）年に志田は帰国し，母校電信科の教授となった。

彼は日本人として乙の学科の最初の正教授であった。 1887（明治20）年から志悶は，東京電信学

校 （電信修技学校の後身）の校長と， 逓信省（工部省は 1885＝明治18年に廃止され， 逓信省ほかに引き

つがれた）の工務局長を工部大学校教授在任のまま併任した。工務局長は， 逓信省の技術官僚

としては最高の地位であった。 1883（明治21）年の電気学会創立も，志田の主唱によって実現さ

れたのである。 乙のように 彼は日本の電気工学界にあってもアクティブなリ ーダーであった

が，1892（明治25）年に36歳の若さで亡くなった。

1881 （明治14）年には乙の年の電信科卒業生のなかから，藤岡市助 ・中野初予 ・浅野応輔の 3

人が工部大学校の教授補になった。同年lζエアトンの後任者グレーが任期切れにともない解任

され， 以後 ζの学科は日本人教師だけによって運営されるようになった。 1884（明治17）年に

は， 電信科は電気工学科と改称 した。 1887（明治20）年K，乙れもエアトンの弟子である山Jll義

太郎が工部大学校 （帝国大学工科大学） 助教授に任じられた。

工部大学校を卒業したエアトンの弟子たちは工部省の技術官僚となり，その大半は電信 ・電

話の建設に従事した。五十嵐秀助と神田選吉は電信修技学校 （東京電信学校） の教授となった。

日本における電気工業のいくつかは，エアトンの弟子たちによ ってお乙された。藤岡市助は電

灯照明事業に転進し，東京電灯 (1883＝明治16年創立）の技師長をつとめた。東京電灯は，今日

の東京電力につながる。藤岡はまた，同郷の三吉正一 （電信修技学校出身）と協力して白熱電灯

国産化のために白熱舎を1883（明治16）年lζおとした。乙れは， 今日の東芝のルーツのひとつで

ある。同年に藤岡は，東京上野公園でひらかれた勧業博覧会で電車を走らせた。 ζれは，日本
仰

における最初の電気鉄道であった。乙のように，藤岡は日本の電力技術の推進者となった。岩

垂邦彦と長谷川廷は，それぞれ大阪電灯と横浜電灯の技師長をつとめた。岩霊はのち 1898（明

削 『故志田林三郎同富子記念録j，昭和2年。
(62) David Wilson, William Thomson Lord Kelvin, Glasgow, 1910, pp. 35-36 

(63) R. Shida, Report on the Electrical Exhibition at Paris, 1881. 

脚 注側 lζ挙げた丹羽と三宅の卒業論文は，藤岡の指導のもとに告かれたと恩われる。
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治31）年K, 前田武四郎（電信修技学校出身） と協力して， 日本電気を設立した。 浅野応輔は，

1891 （明治24）年に逓信省に電気試験所が設立されたとき，その初代所長となった。とれは，今

日の電子技術総合研究所である。中野初予は，母校電気工学科の教授としてとどま った。中野

・浅野 ・山川および大井才太郎は， 電気学会の会長をつとめた。

日本における電気工学の制度化の多くは，エアトンの弟子たちによって担われた。 学校教育

・学会のほか，電気ジ ャーナルも彼の教え子によってはじめ られた。日本で最初の一般電気ジ

ャーナルである 「電気之友』 は， 1891（明治24）年に加藤木重教によって発刊された。

前述のように，学生たちはエアトンのはげしい研究生活を見て強い印象を受けた。しかし，

彼らがその後エア トンのようにオリ ジナノレな研究をしたかどうかについては，むしろ疑問があ

る。 表一 5に挙げ、た20人の弟子たちの研究論文をロイヤル ・ソサエティの科学論文目録につい
制

て見る と， 志田の 5件と藤岡の学生時代の寄稿 1件だけである。志田の早世とともに，オ リジ

ナルな研究をしてその成果を｜並界の電気工学界に問うという習慣は杜絶したと言えよう。そ も

そも技術の移植という工部大学校の使命のなかには，欧米技術の受容・消化・模倣はあっても，

オリ ジナルな研究を行うととは合まれていなかったと見るべきであろう。学生の意識と しても
側

高級官僚としての立身出世が卒業後のコース として期待されていたのではなかろうか。

だが，日本入学生のなかにも自ら研究するととを希望した者がいた。卒業前に死亡した川口

武一郎は，卒業したら母校に残って教員になりたいと考え， エア トンに専属 して研究にはげ
1671 

み，また後輩を指導した。川口の卓抜な能力については，次のように伝えられている。工部省

の高官が電話の発明を外国雑誌で知ってエアトンに模造をたのんだが断られ，川口が苦心のす
側

えに乙れに成功したという。川 口が早世した ζ とはま乙とに惜しまれるけれども，オリジナル

(65) Catalogue of Scientific Papers (1874-1833), Royal Society of London, Vol. 9, 1891, p. 984; 

Ibid (1874 1883), Vol. 11, 1896, p. 407 ; Ibid (1884 1900), Vol. 18, 1923, p. 728 IC次のよ うに
記載されている。

Fujioka, ]. [Calculation of the copper-res凶 anceduring electric disturbance. J Teleger. Journ., 

6, 1878, pp. 188 189. 

Shida, Rinzaburo. On the number of electrostatic units in the electro-magnetic unit. Brit. 

Assoc. Rep., 1880, pp. 497-499; Teleger. Journ., 8, 1880, pp. 341-342; Phil. Mag., 10, 1880, 

pp. 431-436; 11, 1881, pp. 473-474; 12, 1881, pp. 154, 300-301 [W出 additions]; Journ, 

Telegraph., 4, 1878-80, pp. 806-808, 

一－Experimentaldeterminations of magnetic susceptibility and of maximum magnetisation m 

absolute measure. [1882. J Roy. Soc. Proc., 34, 1883, pp. 285 288; 35, 1883, pp. 404-454. 

Shida, R [inzaburo], Automatic current recorder. [1885. J Japan Seim. Soc. Trans., 9, 1886 

(Pt. 1), 23-31. 

一一一Onearth currents. Japan Seism. Soc. Trans., 9, 1886 (Pt. 1), 32-45. New instrument 

for continiuosly recording the strength and direction of a varying electric current. Phil. Mag., 

22 1886 96-104. 

防）浅野応輔， 「明治十五六年頃の工部大学校J，加藤木，注 （26-b），後篇，pp.1406-1410. 

（間 「工部大学校第一期生川口武一郎氏日記」， 『電気之友J，第24輯，明治44年， pp.755-759. ζれも 『日
本電気事業発達史』，後篇lζ再録されている。

(68）林董， 「故伊藤公爵工部卿時代の追懐」，『通信協会雑誌』，第3椅，第17号，明治42年，pp. 33-36; 

「逓信協会総裁伯爵林輩君略伝j，『逓信協会雑誌』第7絹，明治44年，pp.44 48. 
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な研究を行 う姿勢がエアトンから日本入学生たちに受けつがれるための客観的条件は当時ほと

んどなかったと息われる。

ζのように，日本人弟子たちが，エア トンの持てる ものを十分に摂取でき受けつぐととがで

きたかどうかには， 疑問がある。 ともあれ，電気工学の学校をひら き電気技術を移植するとい

う日本側からの課題に対し，エアトンは後継者となる日本人教授をは じめとする電気技術者を

育て，十分に務めを果たしたと言うべきであろう。

6. イギリス帰 国後のエアト ン

師団

1878年に帰国したエア トンは，ラ チマー ・クラーク＝ ミューアヘッド社のア卜‘パイザーとな

り，また電信学会誌の編集長になっ た。

翌年，彼は新設のロンド ン市同業組合学校 （C町 andGuilds of London In山 ti府，のちフィンズ
問

パリ ・テクニカノレ ・カレッジ Finsbury Technical College）の応用物理学教授になった。 ζ の学校

は，職工のための夜間コースとして発足した もので， 1879年に帰国 したペ リーも教授陣に加わ

った。同じ 1879年に，ζの学校で校外生技術試験 （TechnologicalExamination）がはじめられ，

200入が受験した。乙れは，乙の学校の在籍者でない者iζ技術者としての資格を与える検定試験

であった。ロンドン市同業組合学校はその後，教育 レベルの高いセ ント ラル・インスティテュー

ション （CentralInstitution, 1894年開校） と中レベルのフィンズノイリ ・カレッジ （FinsburyCollege) 

とに分かれた。セントラ ル ・インスティ テューシ ョンはのちイ ンベ リアル ・カレ ッジをつ くる

（日明 ζの会社は，LatimerClark kよって設立された。注(14)・闘も参照。
。。） エアト ンは滞日中fC，新設のロンドンのユニパーシティ・カレッ ジの技術学教授（乙の講座はロンド

ン布同業組合が寄付したものである） fC応募したが，採用されなかった。
刊 フィンズパリ ・テクニカノレ ・カレッジの設立については，Cardwell，注（3-d).pp. 126-135. 乙の
学校でのエア トンの第 1回講義については， (a) W. E. Ayrton, "The improvements science can 

effect in our trades and in the condition of our workmen" Elect円cian,Vol. 2, Nov. 8, 1879, 

pp. 29-300 and Nov. 15, 1879, pp. 310-312. 乙れらロンドン市同業組合の学校 ・教授 ・校外技術試
験については， (b）“Technical education’＇， Electrical Review, Vol. 10, Mar. 18, 1882, pp. 189-

190, (c）“Finsbury Technical College”，Electrician, July 5, 1884, pp. 181 182, (d) Silvanus 

P. Thompson，“The organisation of secondary and technical education 1且 London＇’， J.Soc. 

Arts., Vol. 38, Feb. 21, 1890, pp. 319 331, (e) D. W. Jordan，“The cry for useless knowledge ; 

educatio日 fora new Victorian technology”， IEE proceedings, Vol. 132, Pt. A, 1985, pp. 587-

601. エア トンとペリーの技術教育への寄与については，(f)John Perry，“The teaching of technical 

physics”，J. Soc. Arts., Vol. 28, 1880, pp. 167 176, (g) W. E. Ayrton and J. Perry，“Some 
remarks on the technical education of an electrical engineer”， Journal of the Society of Tele-

graph Engineers, Vol. 11, 1882, pp. 389-398, (h) W. E. Ayrton，“Electrotechnics", Jour・nal of 
the Society of Telegraph Engineers, Vol. 21, 1892, pp. 5-40. セント ラノレ ・インスティテューショ

ンfC新設された物理実験室や製図室は，工部大学校におけるそれの再現であったとも評される ・Brock

and Price，注側 ，Brock，注 （41-a）。日本帰りのエアトンとペ リーのコ ンビは，ζれらの学校の成功
の主要な原因であって，文化の逆移転（reversetrans culturation）の注目すべき例であると評される －
Brock，注 （41-a）。 19世紀イギリスにおける資格試験の流行とその批判については，Cardwell，注 （3-
d) ; (i) A. Rupert Hall，“The Royal Society of Arts: The two centuries of progress in science 

and technology" J. Roy, Soc. Arts., Vol. 122, 1974, pp. 641-658. 
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動きに合流し，今日のロント‘ン大学の一部となった。フィンズ、パリ ・カレッジは，物理学者ト

ンプソン（SilvanusP. Thompson）が主任教授をつとめ， 1926年まで続いた。エアトンは，セン

トラル ・インスティテュ ーションの物理および電気工学の教授として終生つとめた。技術教育

の制度化が遅れたイギリスにあって，乙れらの学校と技術試験は電気技術者の養成に貢献し，

エアトンは日本の工部大学校における経験をもとにイギ リスの技術教育制度の確立を主張する

リーダーとなった。

エアト ンの主書『実用電気学』は好評を博し，十数版を重ねた。 乙の本からも，彼が理論よ

り実地に重点を置いていた乙とがわかる。

エアト ンの学会活動について見ると， すでに述べたよ うにインド電信庁勤務中の 1872年に

イギリス電信学会の在外会員となり， 翌 1873年には工部大学教授在任中に同学会の日本書記

(Local Honorary Secretary of Japan）となった。滞日中の1877年に彼は同学会の本部（ロンドン）

書記の地位を望んだが，同学会は乙れに同意しなかった。帰国後に機関誌編集長になり，1892

年には彼は同学会（電安曜会と改称していた）の会長にえらばれた。 エアトンはまた， 1881年に

はロイヤル ・ソサエティの会員に選任され， 1890年から 1892年までイギリス物理学会の会長

をつとめた。 1898年に彼は，ブリティッシュ・アソシエーションの数学 ・物理学部門長になっ

た。 1881年の第 l回ノfリ国際電気博覧会にともなって開催された国際電気会議にはイギリス代

表団の一員として参加し，フ ランクフル卜 (1891年） ・シカゴ（1893年） ・ノfリ（1900年）の国際電気

会議にも イギリス政府代表団員として参加した。

エアトンとぺ リーとは帰国後も協力して研究し，その協調関係は1891年頃まで続いた。ロ イ

ヤル・ソサエティの科学論文目録によれば，エアトンは生涯に 100件以上の論文を発表し，そ

の大半がペリーとの連名論文であった。エアトン＝ペリーの研究のうちでは指示計器など電気

計測に関するものが著名であり ，そのなかには今日までも利用されている知見 ・発明が含まれ

る。電流計を “アンメーダ”（ammeter）と呼ぶのはエアトンとぺリーによる命名であるし，無

誘導抵抗巻線法エアトン ・ペリー巻も知られている。 1879年にはエアトンは，7j(力によって発

電 した電力を需要地まで送電して使う電力輸送のアイディアを述べてい2。ペリー とエアトン

は，セレンを使って画像を電送する乙とを試みたとも伝えられ2。

帰国後のエアトンと日本人教え子たちとの連絡は，密ではなかった。後年の1895（明治28）年

に西方七郎 ・1898（明治31）年に山川義太郎 ・1906（明治39）年に藤岡市助が，ロン ドンにエア卜
。曲

ンを訪ねたことがあった。

(12) Practical Electricty, Cassel, London, 1886. 。3) Rollo Appleyard, History of the Institution of Elect1・ical Engineers (1871-1931), The lnstitut10n 

of the Electrical Engineers, London, 1939, pp. 49-50. との学会とAyrtonとのかかわりについて
も，ζの文献を見られたい。

同 Ayrton，注（71a）。
(15) J. Murno，“Seeing by wire’＇. Electrician, Vol. 4, May 15, 1880, p. 304. 

間西方の追懐談， 『電気之友』， 第23q毒，明治43年， pp.338-344，藤岡，注側；山川，注（問。
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エア卜ンが日本へ伴った夫人マチノレダ ・チャップリンは，1883年に亡くなった。 彼は，1885

年lζ “ハーサ” ・マークスと結婚した。彼女は，フィンズ、パリ ・カレッジにおけるエアトンの教

え子で，女流電気学者として大成した。乙れら夫人たちについては，補論を見られたい。

ζのように，日本から帰国してのちエアトンは学会で高い名声を得，当時のイギリスを代表

する電気学者となる一方，技術教育における牽引車と して活躍した。その際，彼の日本での研

究業績とともに，工部大学校での教育者としての体験が大いに役立っ たと考えられる。

エアトンは， 1908年に61歳で亡くなった。死の原因は，はげしい研究生活から来た疲労であ

ったと伝えられる。 彼の墓は，ロンドンのブロントン（Brompton）墓地にある。 イギリス電気
trli 

学会では，同年にエアトン追悼会を行った。

エアトンの言卜報に接して，加藤木の 『電気之友』は追悼記事 ・教え子の追懐談 ・エアトンお

よびハーサ ・エアトン夫人の伝記などを掲載した。日本人教え子たちは，師エアトンを偲んで

石膏レリ ーフ像をっくり， 1911（明治44）年R：東京帝国大学に寄付した。乙のエアトン肖像は，

今日，東京大学工学部電気工学科 ・電子工学科の図書室にある。

むすび

イギリス人エアトンは，物理学者 トムソンのもとで学んだあと電信技術者としてインドで勤

務し，乙のインド勤務中の研究実績を背景K，日本の工部大学校へ電信科教授として 1873（明

治6）年に赴任した。工部大学校電信科は， 世界の大学あるいはポ リテクニックにおける電気

工学の教育の最初の独立した学科であり，エアトンは世界史上最初の電気工学教授であった。

草創期の電気技術者はしばしばまず物理学を学んだ者であり ，電気技術はは じめ電信技術とし

て成立 したから，エアトンのたどった軌跡も一典型例であった。

電気工学を教える学校は，各国でまず電信学校という形ではじまった。日本でも同様にまず

電信修技学校が1871（明治4）年lζスタ ー 卜した。乙れに 2年遅れて開校した工部大学校の電信

科は，高等教育と呼ぶべき高い レベルにあった。工部大学校それ自体は，最大 ・最新の理想の

技術学校をつくろうとする スコットラン ド人ダイアーの構想によるもので，先進国では実施困

難な巨大な実験でもあった。欧米における電気工学教育の制度化は日本よりも遅れ，大略1880

年前後からはじまった。

5年間の 日本滞在ののちエアトンは帰国し，電気工学者 ・技術教育者として活躍し名声を博

した。彼の後半生における成功にと って，滞日中の研究実績と教育経験は非常に役立った ζ と

間注（1-d）。米国の電気ジャーナノレにも，追悼記事があった ．“Prof. W. E. Ayrton", Electrical 

World, Vol. 52, 1908, p. 1102. 

問 「電気之友J，第19絹，明治41年， pp.785 823；第20絹，明治42年， pp.60 65, 271-279；第23輯，
明治43年， pp.338-344；第24輯，明治44年，p.759，および加藤木，『日本電気事業発達史j，注（26

b）， 後篇， p.1437. なお，乙れら「電気之友』記事のほとんどは 『日本電気事業発達史」後篇に再録
されている。
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であろう。工部大学校における彼の研究への精励ぶりは， 日本入学生たちに強い印象を残し

た。当時の社会状況からオリジナルな研究をするという姿勢は教え子たちに受けつがれなかっ

たが，エアトンは電気技術の移植という日本側から要請された課題に対しては十分にとたえた

といえよう。乙うして日本を含む全世界における電気工学教育の制度化というバースペクティ

ブにおいて，エアトンは歴史上最も傑出した人物のひとりであった。

補論 ：エア トンの夫人たち

エアトンの最初の妻マチル夕、 ・チャップリンは，医学博士号を得た世界史上最初の女性のう

ちのひとりであった。彼の後半生の妻ハーサ ・マークスは，全世界を通じてはじめての女性電

気学者であり，かつ熱心な婦人参政権論者で、あった。エアトン本人も合めて彼等 3人のエアト

ンは，人聞の知の解放と自由の獲得の歴史に足跡をの こしたバイオニア として，忘れるととが

できない。

エアトンには滞日中に日本人伴侶があり，男児 1人をもうけたととが知られている。 ζれに
附

ついては，深津正氏の稿を見られたい。

( 1 ）マチルダ・チャップリン・エアトン

エアトンの最初の夫人マチルダ ・チャップンは，エアトンのいと ζである。彼女は，女性が
側

医師になる道を自らきりひらいた人である。

7 チノレダ ・チャップリンは，1846年に生まれ， 1867年から医学の勉強をはじめた。ロンドン

女子医学学校（LondonMedical College for Women）で 2年間学んだ。 1869年lζ薬剤師予備試験

に合格したが，本試験は女性であるがゆえに拒絶された。エディンパラでも同様の経験をし，

1871年にノfリで学ぶととを決心した。彼女は，バリ大学で理学士号と文学士号をとった。 1871

年に，マチル夕、 ・チャップリンはエアトンと結婚した。 1873年には，彼女はロンドン産科協会

(London Ostetric Society）から助産婦の免許をもらった。乙れは，当時イングランド女性が得る

ととのできる唯一の医業資格であった。

1873 （明治的年に，マチルダ ・チャップリン ・エアトンは夫とともに来日した。日本でも彼

女は研究を続け，また助産婦学校をひらいで通訳を使って講義したと伝えられる。滞在中IC'

娘エディス（Edith）が生まれた。エディスはのち，ザンクウィル(IsraelZangwill）と結婚した。

マチルダ ・チャッ プリン ・エアトンは結核が悪化して， 1877年lζ夫に先立って娘をつれて帰

国した。彼女は日本での研究lζ基づき， 「日本人の体格と身体の形成』という論文をノfリ大学

間）注 （1g）ー
（制 マチJレダ ・チャップリン夫人の伝記は， “Ayrton, Matilda Chaplin’L Dictionary of National 

Biography, Vol. 1, pp. 764-765. 

(8U Recherches sur les dimensionc generaleu et sur le developpement du corpt chez les Japonais, 1879. 

29 



技術と文明 7巻 1号（30)

に提出して， 1879年に医学博士の学位を授与された。との論文では，種々の職業の日本人の身

長 ・腕を左右lζ伸ばしたときの手先聞の距離 ・座高の実測データを示して日本人の体格を述

べ，中国人 ・アイヌ人・マレ一人と比較 している。

その後，彼女はアイノレランドのキング ・アン ド・クイ ーンズ医学カレッジから内科医師免許

状を得た。 1880年には，マチル夕、、・チャップリン ・エアトンはロンドンに住んでロイヤル ・フ

リー病院（RoyalFree Hospital）で限病の研究をした。結核の進行につれて，彼女は冬期転地を

したが，転地先のアルジェやモンペ リエでも研究を続けた。彼女は結核のため， 1883年にロン

ドンで亡くなった。 37歳であった。

マチルダ ・チャップリン ・エアトンは滞日中からスコ ッツマン（Scotman）ほかの新聞 ・雑誌

に日本の政治・習慣の紹介やヨ ーロッノ干における教育問題などにつきいろいろな記事を寄せ
間

た。 1879年には， 「日本の子供の生活と童話』という本をロンドンで出版した。 ζ の本では，

お正月 ・獅子舞 ・雪合戦 ・乙ま回しなどが挿画入りで紹介されている。大版の挿画は日本人が

描いたもの ・小さい挿画のいくつかは7 チルダ ・チャッ プリン ・エアトン自身が描いたスケッ

チをそれぞれ下絵にしたと思われる。

女性への差別をのりとえて医師となった彼女は常に，女性の教育機会の拡大と社会における

地位向上に熱心に努力した。バリでは女子学生クラブ設立，ロンドンでは女性のためのサマ ビ

ル ・クラブ（SomervilleClub）の設立に参加した。乙のように，マチルダ・チ ャップリン・エアト

ン夫人は最初の女医のひとりであっただけでなく ，視野の広い教養人であっ た。エアトンがマ

チルダ ・チャップリン夫人から影響を受けまた助けられたであろうと とは， 想像iζ難くない。

( 2〕ハーサ・マークス・エア卜ン

エアトンの後半生の妻ハーサ ・マークスは，フィンス、パリ ・テクニカル ・カレッジにおける
間

エアト ンの教え子であり ，電気工学者として名をなした。

ハーサ ・マークスは，本名をフェーベ ・サラ・ 7 ークス （PhoebeSarah Marks）といい，1854

年lζイングランドで生まれた。両親は，ユダヤ系のポーランド移住者であった。 1861年lζ父親

が亡く なってから家運は傾き，長女フェーベは数学の個人教師をして一家の生活を支えた。彼

女は自ら名を変えて，ハーサ ・マークス （Hertha Marks）というようになった。 1874年にハー

サ ・7 ークスはケンブリッジ大学の女子入学試験に合格したが，学資の目途が立たなかった。

彼女は，ガ一トン・カレッジ（G川 onCollege，ケンブリッジ大学傘下の女子カレッジ， 1869年設立）の

創立者のひとりであるマダム・ボディション （BarbaraLeigh Smith Bodichon, 1827年～1891年）の

自2) Child Life In Japan and Japanese Child Stories, Griffith and Farran, London, 1879 

（凶） ハーサ ・マークス夫人の伝記は，Sharp，注制 および，（a）“Ayrton, Hertha”， The Electrician” 
Electrical Trades' Dictionary, 1902, p. IV. 近年では， (b) Glenis Moore，“Hertha Ayrton first 

lady of the IEE", Electronics & Power, Vol. 32, 1986, pp. 583 585. 日本では，（c）「電気之友』，
第19輯，明治41年，p.813 IC伝記がある。
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知遇を得ていた。マタム ・ボディショ ンは，ハーサ ・7 ークスのために，ジ ョージ ・エリオ ッ

卜（GeorgeEliott，女流作家） ほかからの援助をみつけてくれた。乙うして，ハーサ・マークスは

1876年にガ一トン・カレッジに入学 した。数学を専攻して卒業したのち，彼女はケン ジン トン

・ハイスクール （KensingtonHigh School）の数学教師となった。

1883～1884年の聞に，彼女は自然科学の道lζ進むととを決心 した。とれには，1884年lζ彼女
凶

が製図用ラインデPパイダを発明した乙とがきっかけとなった。同年，ハーサ ・7 ーク スはフィ

ンズパリ ・テク ニカル ・カレッジの夜学に通うようになっ た。

彼女は，乙の学校でエアトンと知りあい，2人は 1885年に結婚した。夫妻は一女 ノイーパラ

(Barbara）をも うけ，パーパラはのちグールド（Gould）と結婚した。

結婚後，ハーサ ・マーク ス ・エアトン夫人は，夫の研究を助けるとともに， 1個の研究者と

しても輝か しい成果をおさめた。1893年から始まった彼女のアーク放電に関する研究は電気雑

誌『エレク トリシャン』（TheElectrician）に掲載され，のち 1902年に単行本『アーク放電』と
関

して刊行された。乙の本は 450ページを越える浩桝なもので，アーク放電の研究にあたっては

今日もなお参照される名著である。彼女は，との本をマダム ・ボディションにささげている。

ハーサ ・マークス ・エアトンはセントラル ・インスティテューションで研究を続け， 1900年の

バ リ国際電気会議では彼女の論文 “アーク放電の光”（Thelight of arc）が発表された。

乙れらの研究によって，ハーサ ・マークス ・エアトンは学界における名声を確立 した。1899
凶

年に彼女はイギリス電気学会の正会員にえらばれた。乙れは，およそ全世界を通じて女性が電

気関係学会の会員になった最初である。ヴィク トリア朝時代にあって女性の入会を拒んでいた

イギ リス電気学会が彼女を受け入れたのは，彼女の学問研究上の実力によるものであろう。イ

ギリス電気学会で2人自の女性会員があらわれたのは1916年であって，しかもそれは学生会員

であったから，ハーサ ・マークス ・エアトンの事蹟が非常に古かった乙と，特に例外であった

ととがうかがえる。 彼女はまた，ロイヤル ・ソサエティ で論文を発表した 最初の女性であっ

た。すなわち，1904年に “砂に残される脈の生成” （Theorigin and growth of ripplemark）を発

表 し， との論文によりロ イヤル ・ソサエティか らヒ ューズ ・メダル（HughesMedal）を授けら

れた。 彼女がロイヤル ・ソサエテ ィ会員に推薦されなかったのは女性であったからであろう。

ハーサ ・マークス ・エアトンは，男女平等の鼓吹者であった。 1906年以来，婦人参政権運動

に参加し， 婦人社会政治連盟（Womens'Social and Political Union）のアクティブなメンバーで

あっ た。娘パーパラとエディスも乙の運動に参加した。ハーサ ・マークス ・エアトンは，1923

年fi'.:69歳で亡くなった。 1918年には30歳以上の婦人の参政権が認められ，彼女もその理想のー

(84) Sarah Marks，“The use of a line-divider", Phil. Mag., Ser. 5, Vol. 19, 1885, pp. 280-285. 
(85) The Electric Arc, The Electrician, London, 1902. また， A.P. Trotter, “Mrs. Ayrton's 

work on the electric arc", Natu1・e, Vol. 113, 1924, pp. 48 49も参照。

（前；） Appleyard，注(13),pp. 167-168. 
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部の実現を見る乙とができたのである。夫エアト ンも，妻と娘たちのとの運動への挺身を支持

したと伝えられる。

William Edward Ayrton- An Oyatoi teacher at the 

Imperial College of Engineering in Tokyo 

by 

Yuzo TAKAHASHI 

(Tokyo University of Agriculture and Techηology) 

Ayrton (1847-1908), English, was Professor of Physics and Telegraphy from 1873 

to 1878 at the n巴wly established Imp巴rialColl巴geof Engine巴ring in Tokyo. The 

t巴legraphycourse of the College was the first separate departm巴ntexclusively devoted 

to electrical engineering in the world, and Ayrton was the first professor of electrical 

engin田 ringin the world’s history. The curriculum of the course, Ayrton’s teaching 

method, his observation of Japanese stud巴nts,and the influence and impression that 

he gave the students are examined. S巴emingly Ayrton adopted the teaching method 

of william Thomson (Lord Kelvin) under whom he had studied. Ayrton carried out a 

number of original investigations in close collaboration with John Perry, a colleague 

Oyatori at the College. For the students, it was important work to assist him in the 

investigations. Ayrton’s students played an important role in th巴 formationof巴lectrical

engineering and industry in Japan. Very few of them, howev巴r, conducted original 

study in th巴irlater career. Aft巴rreturning home, Ayrton and Perry b巴cameleaders 

in the promotion of t巴chnicaleducation in England. Their exp巴rience in Tokyo was 

very useful for constructing the City and Guild’s technical college in London. 

Additional 巴xplanationsare given of Ayrton’s wives : Matilda Chaplin accompani巴d

Ayrton to Japan, and eventually b巴cameone of the earliest femal巴 medicaldoctors in 

the world ；“Hertha”Phoebe Marks was a student of Ayrton at the City and Guild's 

coll巴ge,and became the first female member of a professional body of el巴ctrical

engin田 rsin the world. 
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