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一般論文

アンサンブル理論と熱力学的アナロジーの系譜
――ギブスの統計力学についての一考察――

稲葉肇∗

The genealogy of ensemble theories and thermodynamic analogies:
A study on J. Willard Gibbs’ Elementary principles in

statistical mechanics

Hajime INABA

abstract

This paper shows that Josiah Willard Gibbs (1839–1903) integrated Helmholtzian
thermodynamic analogies with the Boltzmann-Maxwellian ensemble approach in
his book Elementary principles in statistical mechanics (1902). On one hand, Gibbs
took over the ensemble concept from Maxwell and Boltzmann, who developed it in
the 1870s and 1880s. A lecture note taken by a Gibbs’ student reveals that Gibbs fin-
ished his theory of statistical mechanics following the Boltzmann-Maxwell line al-
most completely by 1895. On the other hand, Gibbs made analogies with thermody-
namics in Helmholtz’s sense; in 1884 Helmholtz suggested the idea of monocyclic
systems to establish the fact that there are formal and operational correspondences
between mechanics and thermodynamics. In the same year, Boltzmann extended
the domain of monocyclic systems by means of ensembles, but he made only for-
mal analogies. The lecture note also mentions formal analogies. In the Elementary
principles, Gibbs applied the ensemble concept to make both formal and opera-
tional analogies, as can be seen in Helmholtz. Although there is no direct evidence
that Gibbs studied Helmholtz’s monocyclic systems, a detailed analysis allows us to
interpret Gibbs’ theory as succeeding Helmholtz’ thermodynamic analogies.

§1 はじめに
ジョサイア・ウィラード・ギブス（Josiah Willard Gibbs, 1839–1903）は『統計力学
の基礎的諸原理』（Elementary principles in statistical mechanics, 1902．以下『諸原理』
とする）において，アンサンブル概念に基づいた統計力学の体系を整備したことで知ら

∗ マックス・プランク科学史研究所 Predoctoral Research Fellow；Hajime.Inaba@gmail.com



2 『科学哲学科学史研究』第 8号（2014）

れている．ギブス自身が認めているように1，アンサンブル概念は彼の独創ではない．
広重によれば，その萌芽となる発想は既に 1871年にボルツマン（Ludwig Boltzmann,
1844–1906）が得ており，1879年にはマクスウェル（James Clerk Maxwell, 1831–1879）
が明確にアンサンブルを定式化した．この路線を発展させたのがギブスなのである2．
またその後の研究により，1880年代にボルツマンが詳しくアンサンブル理論を展開し
たこと3，これに対してヘルムホルツ（Hermann von Helmholtz, 1821–1894）の「単循
環系」とそれによる熱力学とのアナロジーが影響を与えていたことが明らかにされて
いる4．
一方でギブスは，統計力学によって熱力学が導出できることではなく，両者の間に
あるアナロジーが見出せることを主張したことも知られている．クラインによれば，
ヘルムホルツは熱力学の力学的導出を求める中で，1884年に「単循環系」を用いて力
学と熱力学の間にアナロジーを見出しており，またマクスウェルも 1850年代から 60
年代に物理学におけるアナロジーの役割を論じていた．ギブスの言うアナロジーには
彼らと共通するものが見出せるのである5．このような力学および統計力学と熱力学の
間のアナロジーを熱力学的アナロジーと呼ぶことにしよう6．しかしクラインには，ア
ナロジーとギブスのアンサンブル理論の関係の分析，そしてそのアナロジーが何だっ
たのかという特徴付けが欠けているため，具体的にどのようにヘルムホルツとギブス
が関係するのかが不明確である．
本論ではギブスの統計力学が，ボルツマンとマクスウェルに由来するアンサンブル
理論の系譜と，ヘルムホルツに由来する熱力学的アナロジーの系譜の双方に連なるも
のであることを示し，どのようにアンサンブル理論と熱力学的アナロジーが結びつい
ていたのかを明らかにする．前者は多原子分子気体に関するボルツマンの研究（1871
年）に端を発し，マクスウェル（1879 年）を経由してギブスへと至る（2 節）．後者
は，1884 年のヘルムホルツの「単循環系」による熱力学的関係式のアナロジーと熱

1 Gibbs [1902] 1981, p. vi．若干混乱を招きやすいことに，ギブスはボルツマン論文を参照するにあ
たって，その表題ではなく，第 1節の見出し（多原子気体分子の振舞いについての命題と，ヤコビの
最終乗式の原理との関係）を記している．
2 広重 1968, 9-4．なお，1871年から 1881年までの間は，系の集団に対してボルツマンもマクスウェ
ルも特に名称を与えていない．後に説明するように，ボルツマンは 1884年に「総体」（Inbegriff），ギ
ブスは 1894–5年に「アンサンブル」（ensemble）という用語で系の集団を指すようになる．
3 Brush 1986, 2:10.10；von Plato 1992；Renn 1997；Gallavotti 1999, 1.9
4 稲葉 2011
5 Klein 1973, p. 77. ギブスのアナロジーについては Navarro（1998）の議論も参照せよ．
6 熱力学的アナロジー（thermodynamic analogy）はギブスが統計力学と熱力学の間に見出される形式
的な類似性に対して用いた用語である（Gibbs [1902] 1981, Ch. XIV）が，ここではヘルムホルツと
ボルツマンが論じた（統計）力学と熱力学の間のアナロジーに対しても同じ用語を適用する．ヘル
ムホルツは「アナロジー」，ボルツマンは「アナロジー」および「力学的アナロジー」（mechanische
Analogie）という用語を用いた．
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力学的操作のアナロジーに始まり，同年のボルツマンの研究に一部受け継がれる．こ
こでアンサンブル理論と熱力学的アナロジーはいったん結びつくものの，ボルツマン
は操作のアナロジーに言及せず，またその後熱力学的アナロジーを追究することはな
かった（3節）．ボルツマンとマクスウェルのアンサンブル理論を採用して熱力学的ア
ナロジーを完全に継承し，かつ発展させたのがギブスなのである（4節）．

§2 アンサンブルの系譜
1868年，ボルツマンは「運動する質点の間の活力の平衡についての研究」の中で，熱
平衡状態にある気体について，気体分子間の衝突の考察を通じていわゆるマクスウェ
ル=ボルツマン分布を導いた7．1871年，彼がさらに「熱平衡に関するいくつかの一般
的な命題」を書いたのは，マクスウェル=ボルツマン分布がヤコビの最終乗式と密接な
関係にあることを示すためだった．その関係を示すため，彼は「（そのどれもがまたひ
とつの質点系であるような，非常に多くの分子からなる気体のように）非常に多くの
質点系があるとしよう」と想定した．それぞれの系の状態は n 個の変数 s1, . . . , sn で
指定され，その変化は微分方程式 ds1/dt = S 1, . . . , dsn/dt = S n で決定される．また，
異なる質点系の質点の間には相互作用が発生しないことや，質点間の衝突がないこと
も仮定される8．ボルツマンはここで考えられている系の集団に特に名称を与えていな
いが，これはアンサンブルと呼んでも差し支えないだろう．
ボルツマンはこのアンサンブルの分布の時間変化を調べ，1868年論文と一致する結
果をいくつか導いた．特に，リウヴィユの定理を証明し，分布が安定になる条件を見
出すとともに，より一般に，気体と接触する任意の物体の熱平衡状態を考察するため
に，彼は後にエルゴード仮説と呼ばれることになる仮定を置いた9．

熱運動の大きな不規則性と，外部から物体に作用する力の多様性により，次
のことが確からしくなる．それは，その物体の原子が，我々が熱と呼ぶ運動の
ために，活力［運動エネルギー］の方程式と両立可能なすべての位置と速度を
通過するということ，つまり先ほど展開された関係式が熱物体の原子の座標と
速度成分に適用できるということである10．

この仮定をもとにボルツマンはマクスウェル=ボルツマン分布を再導出し，その導出

7 このボルツマンの仕事については Brush（1986, 1:6.1）が詳しい．
8 Boltzmann 1871, pp. 679–680．Cf.広重 1968, p. 236
9 ボルツマン自身はこの仮定に何の名称も与えていない．今日で言うエルゴード仮説は 1911年にエー
レンフェスト夫妻によって定式化されたものである．エルゴード仮説の歴史については次を見よ．
Brush 1986, 2:10.10；von Plato 1992；Gallavotti 1999, 1.9

10 Boltzmann 1871, p. 707．角括弧は筆者による訳注．
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が 1868 年論文のものよりも容易であることを確認している．しかし，その仮定自体
は常に成り立つかどうか疑わしいので，1868年時点ではこのような方法を採らなかっ
たのだ，とも彼は述べている11．
ボルツマンの 1868 年論文にはもうひとつの反応があった．それがマクスウェルの

「質点系におけるエネルギーの平均的な分布についてのボルツマンの定理について」
（1879年）である．この中でマクスウェルはボルツマンの 1868年論文を高く評価し，
その内容を詳しく検討して，より多くの人に知られるようにするべきだと述べている．
しかし，分子どうしの衝突を考慮するのは非常に困難であり，衝突時間などに関する
特殊な仮定を必要とする．そこで，代わりにアンサンブルを用いることが有利になる
のである．

単一の質点系を考察する代わりに，運動の初期条件を除いてはすべての点で
互いに似ている多数の系を考察することが便利であるということを私は見出し
た．それら［初期条件］は系ごとに異なると仮定されるが，全エネルギーはす
べて［の系］において一定である．運動の統計的探求においては，我々はある
与えられた時間にある相にあり，この相を定めている変数が与えられた範囲内
に存在するような，これらの系の数に注意を向ける12．

続いてマクスウェルは系の分布が定常（stationary）である条件と，いわゆるエルゴー
ド仮説に言及し13，最終的にはマクスウェル=ボルツマン分布と，運動エネルギーの等
分配則を導出し，また熱平衡状態においては温度が系の各部分で等しいことを述べて
いる14．

1881年，ボルツマンはこのマクスウェルの論文の詳しい紹介記事を書いた15．そし
てボルツマンがさらにこの理論に取り組む時，もう一つの系譜がアンサンブル理論に
合流することになる．それがヘルムホルツによる熱力学的アナロジーである．

11 Boltzmann 1871, pp. 710–711
12 Maxwell [1879] 1890, p. 715．強調は原文による．ギブスは「統計力学」（statistical mechanics）の名
の由来をマクスウェルに求めている（Gibbs [1902] 1981, p. vi）．Cf. 広重（1968, pp. 237–238）

13 マクスウェルもこの仮定には特に名称を与えていない．彼はいくつかの例外に触れているが，気
体分子が器壁と衝突することにより仮定は満たされるだろうとしている（Maxwell [1879] 1890,
pp. 714–715）．

14 Maxwell [1879] 1890, p. 726．なお，マクスウェルはボルツマンの 1871年論文に明示的には言及し
ていない．アンサンブルの導入の仕方がやや異なること，ヤコビの最終乗式への言及がないことか
ら，ボルツマンと独立にこの発想に至った可能性が残っている．

15 Boltzmann 1881
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§3 熱力学的アナロジーの系譜
ヘルムホルツは第二法則の力学的導出をめぐる試みの中でアナロジーという視点を
持ち込んだ．彼の「単循環系」に関する研究とその熱力学的アナロジーとしての特徴
付けを見た上で，それをアンサンブル概念によって拡張しようとしたボルツマンの議
論を見てみよう．ボルツマンにおいて，いったんアンサンブルと熱力学的アナロジー
が結び付くのである．

3.1 ヘルムホルツの「単循環系」と熱力学的アナロジー

1884年 3月，ヘルムホルツは「単循環系の静力学に関する研究」と題する論考を発
表した16．「単循環系」とは，現代で言えば循環座標をひとつだけ含むような系のこと
である．彼はそれを用いて，熱力学において基本となる dQ = θdsと同じ形を持つ関
係式を立て，温度に対応する力学的な量を求めた17．それによって，等しい温度を持
つ二つの物体を接触させる熱力学的な操作を，力学的に再現しようとしたのである．
導入部でヘルムホルツは，「単循環系」とはその速度がただ一つのパラメーターにの
み依存する，定常で周期的な運動を含む系であると説明している．系の内部では保存
力のみが働いているが，外部からは非保存力が働いていてもよい．ここでは非常に遅
い状態変化のみが考察されるが，それが「静力学」なる標題の由来である．このよう
に「単循環系」を導入するのは，熱運動が「単循環系」と本質的な特徴を共有し，ま
た熱力学における熱から仕事への変換可能性の制約が力学的な「単循環系」において
も現れるからであるという18．
「単循環系」とは何であるかを簡単に見ておこう19．Φを系のポテンシャル・エネル

16 この書誌については稲葉（2011, p. 86, n. 5）を参照せよ．「単循環系」を，第二法則の力学的導出と
いう文脈で大きく取り上げたのはクラインである（Klein 1973）．ビアハルターは「単循環系」の理論
を詳しく論じた（Bierhalter 1981；Bierhalter 1992；Bierhalter 1993）．シーマンは力学還元主義の仮
説化という観点からヘルムホルツの研究を扱っている（Schiemann 1997）．

17 dQ = θdsであることがしばしば熱力学第二法則と解釈されていたことに注意する必要がある．1891
年の英国科学振興協会での報告「熱力学，特に第二法則に関する我々の知識の現状」においてブライ
アン（George Hartley Bryan, 1864–1928）は，系に加えられた熱量 dQが積分分母として温度 θを持
つこと，そして二つの物体が接触するときにはそれぞれの持つ θの値の大小により熱の流れる方向が
決まり，特に同じ温度を持つ物体が接触しても熱の交換は起こらないことにより第二法則を特徴付け
ている（Bryan 1892, pp. 85–86）．エントロピー増大の法則を含む不可逆過程にも言及はあるが，ヘ
ルムホルツとボルツマンに関する限り，このような意味での第二法則を念頭に置くべきである．

18 Helmholtz 1884, p. 159
19「単循環系」の詳しい説明は次を見よ．Bierhalter 1981；Bierhalter 1992；Bierhalter 1993；稲葉 2011,

3.1



6 『科学哲学科学史研究』第 8号（2014）

ギー，Lを運動エネルギーとし，H = Φ − Lとする20．また，座標 pに外力 Pが働い
ており，その速度は q = dp/dtであるとする21．ところで，ある一群の座標 pb が非常
に速く循環運動を行い，Φも L も pb に依存しなくなるとしよう．このような座標は
「速く変化する座標」（schnell veränderliche Variable）pb と呼ばれる22．「単循環系」と
は，「速く変化する座標」を一つだけ含む系のことであると定義される23．一方で，pa
と qb は非常に遅く変化し，その結果 qa，dqa/dt，dqb/dt のかかった項は一次のオー
ダーで無視できるとしよう．すると，「運動 qb の加速のために使われる外部の仕事」
dQ = −Pbqbdtは，sb = −∂H/∂qb とおくと，

dQ = dU +
∑[

Padpa
]
= qb · dsb (1)

と書ける．ここで，U = Φ + L = H − qb · ∂H/∂qb は系の全エネルギーである24．
熱力学において，U を系の内部エネルギー，S をエントロピーとしたとき，温度 θ

とパラメータ pa の変化の間に系に入る熱量 dQは

dQ = dU +
∑

(Padpa) = θdS (2)

と表現される25．「単循環系」を用いて導かれた関係式 (1)はこれと形式的に同じであ
り，温度 θの代わりに速度 qb が，エントロピー S の代わりに sb が現れている．温度
θは方程式 dQ = 0（dQは系の熱量の変化）の積分分母であるが，これと同様に qb は
「運動 qb の加速のために使われる外部の仕事」dQについての方程式 dQ = 0の積分分
母となっている26．ここでヘルムホルツが行っているのは，力学的な関係式と熱力学
的な関係式の間のアナロジーである．
温度に対応する力学量 qb は，dQの積分分母となる他に，どのような性質を持つの
だろうか．ヘルムホルツが強調するのは，熱力学において，二つの物体を接触させた
ときに熱平衡状態が保たれるための条件が，双方の物体の持つ温度の等しさだという
ことである27．ヘルムホルツは「速く変化する座標」qb がこれに対応した性質を持つ

20 ヘルムホルツは運動エネルギー Lを「活力」（lebendige Kraft）と呼んでいる．H は負のラグランジ
アンである．

21 現代では通常，文字 qは座標にあてられるが，ここではヘルムホルツの記法に従った．
22 Helmholtz 1884, pp. 165–167
23 Helmholtz 1884, p. 169．ヘルムホルツは「単循環系」の議論では添字 bを落とすが，物理量が「速く
変化する座標」に属していることを明示するため，本稿では添字 bを落とさずにおく．

24 Helmholtz 1884, p. 169．和は aに関して取られる．ヘルムホルツ自身は dQ = sb · dqb としているが
誤植と思われる（Bierhalter 1981, p. 78；稲葉 2011, p. 87, n. 13）．

25 Helmholtz 1884, p. 160．ただし (1)との比較がしやすいように，仕事 pdvが ∑
Padpa に分割されて

いる．
26 Helmholtz 1884, pp. 169–170
27 Helmholtz 1884, p. 165
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ことを，等しい角速度（これが qb にあたる）を持つ二つのコマの軸を結合させるとい
う操作によって例示している．すなわち，同じ積分分母を持った二つの「単循環系」
を結合させても，その積分分母は変わらないのである28．また，ヘルムホルツはいわ
ゆる熱力学第 0法則に対応する命題を，「三つの単循環系に対する対応する条件は，次
のように定式化できる．結合方程式29が一方では系 1と系 2の間で，他方では系 1と
系 3の間において満たされるたびごとに，その方程式が系 2と系 3の間で満たされる
ことが要請される」30として，「単循環系」に関して確立しようとしている．これらは
熱力学的な操作のアナロジーと言うことが出来る．
以上のように「単循環系」は，熱力学的な系に類似した性質を持つ．しかし，だか
らと言ってヘルムホルツは，「単循環系」によって熱力学的な系の性質が説明されたと
主張するわけではない．何故ならば，熱運動は厳密な意味で「単循環」であるとは言
えないからである．

この意味において私は，熱運動の振舞いと，私によって研究された単循環な
運動の振舞いの間に見出されるアナロジーをともかくも強調したのである．け
れども，最初から熱運動は厳密な意味においては単循環でないことも表明して
いた．それゆえ私は力学的熱理論第二主則の「説明」をなしたとは決して主張
しないのである31．

それでも「単循環系」を研究することには十分な意義が認められる．というのは，熱
に関して我々が不十分な知識しか持っていない以上，既知の力学的な系において熱運
動の特質が現れる条件を求めることの方が合理的だからである32．熱力学的な系の持
つ性質が，力学的な系においてどの程度再現されるのかという問題意識は，この後ボ
ルツマンに引き継がれる．ボルツマンはアンサンブルを用いて，ヘルムホルツの問題
意識と道具立てを継承するのである．

3.2 ボルツマンの「総体」と熱力学的アナロジー

第 2節で示したように，ボルツマンはこの時既にアンサンブルの扱いに習熟してい
た．ヘルムホルツが「単循環系」について論じると，同年ボルツマンは「単循環系と，

28 このような結合は「等分母結合」（isomore Koppelung）と呼ばれている（Helmholtz 1884, p. 171）．
稲葉（2011, p. 88）も見よ．

29 2つの「単循環系」の間の力学的な結合を表現する方程式のこと（Helmholtz 1884, p. 311）．
30 Helmholtz 1884, p. 314
31 Helmholtz 1884, p. 757．ブライアンは「単循環系」により温度の性質は説明（explain）されるものの
証明（prove）はされないと述べている（Bryan 1892, p. 104）．

32 Helmholtz 1884, p. 757．ここで「合理的 rationell」ということの意味についてはシーマンが論じてい
る（Schiemann 1997, p. 397）．
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それに関係した系の性質について」を発表した33．彼によれば，第二法則の完全な力
学的証明の要点は，任意の力学的現象において熱力学的な関係式とアナロジカルな関
係式を立てることにあるという．しかし一方でこのことは完全に正しいとは思われず，
また原子について我々は無知であるために熱運動の生じる力学的な条件を正確に述べ
ることは困難である．このような考察を通じてボルツマンはヘルムホルツの熱力学的
アナロジーに着目した．

そこでは，熱物体と完全に一致した力学系を作り上げることではなく，むし
ろ熱物体の振舞いと程度の差はあれアナロジーを示すようなすべての系を見出
すことが問題になる．このような仕方で，まずフォン・ヘルムホルツによって
問題が立てられた．私は以下でヘルムホルツにより発見された，彼が単循環と
命名した系と力学的熱理論の命題との間のアナロジーを，単循環なものと密接
な関係にあるいくつかの系においてさらに追究することを意図している34．

ここに見られるように，ボルツマンはヘルムホルツの熱力学的アナロジーを継承し，
その適用範囲を拡大しようとしているのである．
アンサンブルが「単循環系」と関わりを持つのは，アンサンブルによって「単循環」
でない系でも「単循環系」に変換できることがあるからである．ボルツマンは，楕円
軌道上を中心力を受けて運動する一個の質点からなる系を，軌道上に質点を一様に分
布させて軌道上のどの点でも質点の密度が一定になるようにすることで「単循環系」
に変換できると述べている．このとき，1871年に彼が「熱平衡に関するいくつかの一
般的な命題」で適用し，1879年にマクスウェルが追究した方法が使用される35．さら
にボルツマンは「単循環系」への変換にとどまらず，より一般的な場合をアンサンブ
ルを用いて論じた．
ボルツマンはアンサンブルのことを「総体」（Inbegriff）と呼ぶ36．「総体」は次のよう
にして導入される．系の状態が座標 p1, . . . , pg と運動量 r1, . . . , rg によって記述される

33 この書誌については稲葉（2011, p. 90, n. 22）を参照せよ．「単循環系と，それに関係した系の性質に
ついて」はエルゴード仮説の起源を探る上で論じられてきた（Brush 1986, 2: pp. 367–370；von Plato
1992；Gallavotti 1999）．Cf. Bierhalter 1992, pp. 55–57；Renn 1997

34 Boltzmann 1884, p. 231．クラインは，ボルツマンがヘルムホルツの熱力学的アナロジーを受け容れ
るにあたって，マクスウェルのアナロジー概念が影響していたとしている（Klein 1973, p. 38）．ブラ
イアンは熱力学第二法則を力学的に導出する試みを (1)クラウジウスらの（擬）周期的運動の仮説に
よるもの，(2)ヘルムホルツらの単循環系によるもの，(3)マクスウェル，ボルツマンらの統計的仮説
によるもの，の三つに分類した（Bryan 1892, p. 87）．ここに示したように，ボルツマンは明らかに
ヘルムホルツの問題意識を引き継いでいるが，ブライアンはこの論文もまた (3)に属するとしている
（Bryan 1892, p. 96）．これはおそらく統計的手法の使用によるものと思われる．
35 Boltzmann 1884, p. 232
36 「総体」およびそれに付随する種々の用語については次を見よ．稲葉 2011, pp. 91–92；Gallavotti

1999, 1.9
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とし，ψが系の運動エネルギー，χがポテンシャル・エネルギーだとする．また，χの定
数のひとつが非常に遅く変化することで外力の変化を表すとしよう．ここで「さてこ
こで，非常に多くの N 個の同じ性質を持った系が存在すると考えよう．それぞれの系
は，それぞれ他の系から完全に独立であるとする」37と系の集団を導入する．「総体」の
一種「ホローデ」は，座標と運動量がそれぞれ dσ = ∆−1/2dp1 . . . dpg, dτ = dr1dr2 . . . drg

（∆は運動エネルギーを二次形式で表したときの係数を並べた行列の行列式）38の間に
入っているような系の数が

dN = Ne−h(χ+ψ)

√
∆dσdτ!

e−h(χ+ψ)
√
∆dσdτ

(3)

で与えられるような「総体」である39．「ホローデ」に関しては，

s =
1
√

h

(∫
e−hχdσ

) 1
g

=

√
2L
Ng

(∫
e−hχdσ

) 1
g

e
Φ
2L , q =

2L
s

(4)

と置くことで（hは定数），
dQ = 2Ld log s = qds (5)

が得られる40．L と q は dQ の積分分母であり，温度に対応する．このようにボルツ
マンはヘルムホルツの関係式のアナロジーを引き継いでいるのである．

1887年に出版された「熱力学第二法則の力学的アナロジーについて」41では，1871
年から 1884年までのアンサンブル理論の展開が示された上で，「総体」と単一系の関
係が述べられている．熱物体と力学的な系の対応関係を良くするためには，その観測
可能な性質が系の内部にはたらく力，外部にはたらく力，全エネルギーのみに依存す
る一方で，初期条件は異なるような力学系を考えなければならない．ここで「総体」を
「唯一の系の代わりに，その中ではどの系にも同じ量のエネルギーが含まれているが，
その他の点においては可能なすべての初期状態を持つような，無限に多くの，完全に
同じ性質を持った系を作ろう」として導入する必要が生じる42．そしてボルツマンは
エルゴード仮説に相当する仮定の上で，次のように「総体」と単一系の関係を述べた．

いまや我々は，初期条件から独立な任意の個別系に関する量の値が，系の任
意に作られた総体に関するその量の平均値に等しいことを証明したので，その

37 Boltzmann 1884, p. 240
38 ∆はマクスウェルにより導入された量である（Maxwell [1879] 1890, p. 556）．
39 Boltzmann 1884, p. 240
40 Boltzmann 1884, p. 241
41 執筆自体は 1885年 9月に完了している（Boltzmann 1887, p. 212）．ここでは力学的アナロジーは熱
力学的アナロジーと同じ意味である（注 6を見よ）．

42 Boltzmann 1887, pp. 205–206
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総体に関してその量の平均値を計算すれば十分である．それに関しては，計算
が可能な限り簡単になる43．

1884年から 87年にかけてのボルツマンの仕事は，アンサンブル理論を用いて「単
循環系」を拡張し，またその基礎をより明確にするものだった．そして，ヘルムホル
ツの関係式のアナロジーも継承されていた．その意味で，ここにおいてアンサンブル
理論と熱力学的アナロジーが出会ったと言える．しかしボルツマンはこの後，アンサ
ンブル理論による熱力学的アナロジーを展開することはなかったようである44．例え
ば『気体論講義』第一部（1896年）においても「力学的アナロジー」という言葉は登
場するが，それは力学的な像（Bild）を意味しており，ヘルムホルツの意味での熱力
学的アナロジーではない45．またボルツマンは「いわゆる熱学第二主則の基礎となっ
ている事実と，気体分子の運動における確率法則の間の力学的アナロジーもまた，単
なる外的な類似性を遥かに超えているという証明を以下で与えることが出来ることを
私は望んでいる」と述べている46．第二部（1898 年）では再びアンサンブルが現れ，
1871年にボルツマン自身が，1879年にマクスウェルが論じたようなリウヴィユの定
理の導出や，1887年にボルツマン自身が論じたような熱物体と「総体」の関係が詳し
く述べられている．しかし，やはりヘルムホルツの意味での熱力学的アナロジーは現
れないのである47．

§4 ギブス『統計力学の基礎的諸原理』
ボルツマンの後，ヘルムホルツの熱力学的アナロジーはそのまま消え去ったのでは
ない．1902年，ギブスが『諸原理』において，アンサンブルを使用することで関係式
のアナロジーと操作のアナロジーを数多く行ったのである．

4.1 『諸原理』への道

確認できる中で，ギブスが最初に統計力学について発言したのは 1884 年，米国科
学振興協会での講演「統計力学の基礎方程式および天文学と熱力学への応用」におい
てである48．今日残っているのは 1ページほどの概要に過ぎないが，その中には後の

43 Boltzmann 1887, p. 207
44 ただし「単循環系」に範を取って，カルノー・サイクルと同様なはたらきをする機械的モデルを考案
している（Bryan 1892, pp. 108–109；Bierhalter 1992, pp. 57–59）．

45 Boltzmann 1896–98, 1:§1
46 Boltzmann 1896–98, 1:6
47 Boltzmann 1896–98, 2: Abschn. III
48 『諸原理』の形成過程については次を見よ．Klein 1969；Klein 1987；Klein 1990；Mehra 1998
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『諸原理』におけるのとほとんど変わらないアンサンブルの定義と，その分布の時間発
展を表す方程式が現れている49．ギブスが欧州における気体運動論の発展を追ってい
たことは確実であり，そのことはクラウジウスの追悼記事から明らかである50．1892
年には，彼はレイリー卿（John William Strutt, Third Baron Rayleigh, 1842–1919）への
書簡の中で，マクスウェルとボルツマンの路線に沿った統計力学を準備中であると述
べている51．
ギブスは 1890 年代に統計力学に関する講義を数回実施している52．ここではギブ
スの学生の一人スタークウェザー（George P. Starkweather）による 2分冊の講義ノー
ト「動力学と熱力学．ギブス教授の講義，1894–5年」（Dynamics and thermodynamics.
Prof. Gibbs’s course, 1894–5）の内容を調べてみよう53．明示的に参照されてはいない
ものの，この講義を行った時点で，ギブスはボルツマンの 1884 年論文を読んでいた
と思われる．というのは，ギブスは当初アンサンブルのことを「全体」（totality）と呼
んでおり54，これはボルツマンの「総体」を受け継いだ命名だと思われるからである．
なお，ギブスは後に「全体」からアンサンブルへと用語を変更している55．
この講義ノートの中でアンサンブルは，「非常に多数の独立な系があり，それらの
位置が n個の座標によってそれぞれ決定されるとしよう．それらを一般化された形式
q1 . . . qn で書こう」として導入される56．この定義は『諸原理』におけるものと若干異
なるが，その後の記述を見る限り，この違いがそれほど大きな差をもたらしているよ
うには見えない．実際，この講義ノートは多くの特徴を『諸原理』と共有している．
そのため，遅くとも 1895年までには，ギブスは基本的に自身の統計力学の体系をほと
んど完成させていたのだと言える．
例えばギブスは，最初にアンサンブルの相密度（density-in-phase）Dを定義し，D

49 Gibbs 1884, pp. 57–58．「天文学への応用」は，マクスウェルの気体運動論における土星の環の考察
を想起させるが，実際に何が論じられたのかは不明である．この講演がボルツマンの 1884年論文に
影響を受けたものである可能性は排除できない．1884年の米国科学振興協会はフィラデルフィアで
9月 3日に開催されているが（Putnam 1884, p. xxi），ボルツマンの論文は 7月 17日にヴィーン科学
アカデミーに送付されているからである（Anon. 1885, p. 201）．もっとも，実際に論文が出版される
までの期間や，欧州と米国の間の通信にかかる時間，そしてギブスがボルツマンの用語に触れていな
いことから，そのような可能性は低いと考えるのが妥当かもしれない．

50 Gibbs 1889
51 Wilson 1945, p. 38
52 Klein 1990, pp. 46–47
53 Starkweather n.d., MS Vault Gibbs, Box 15 (b)（第 1分冊）；Starkweather n.d., MS Vault Gibbs, Box 2
（第 2分冊）．前者（pp. 1–155）では変分力学，多重積分，統計力学，後者（pp. 156–199）では統計
力学のみが論じられている．以下では煩雑さを避けるため，この講義ノートからの引用では分冊を明
示しない．

54 Starkweather n.d., p. 89
55 Starkweather n.d., p. 121
56 Starkweather n.d., p. 56
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の時間変化 ∂D/∂tを与える方程式を導いた57．次にそれをゼロと置いて「統計的平衡」
の条件を得，この条件を満たす分布の一つとして D = e

ψ−ϵ
Θ を定義する58．この後，ギ

ブスは確率 P = D/N（N はアンサンブル中の系の総数）を定義するが，N は定数で
あり，Dに関して得られた結果は Pに関しても成立する59．以後の議論は Pによって
行われる．このように，始めに相密度 Dに関するさまざまな性質を論じた後に，確率
Pを定義して，Dに関する結果を Pで書き換えるという議論の進め方は『諸原理』に
も共通している60．また，『諸原理』における特徴である熱力学的アナロジーも既にこ
のノートに現れている．二つのアンサンブルの接触61，温度のような役割を果たす量
としての θ62，外部座標 a63を考察する他，ギブスは関係 θdη̄ − dϵ̄ =

∑
Āidai を導いた

（¯ は分布 Pにおける期待値）．これは Āidai = p̄dvとおけば dϵ̄ = θdη̄ − p̄dvとなって
「熱力学の基礎方程式と顕著なアナロジーをなす」と彼は述べている64．

4.2 『諸原理』におけるアンサンブル

それでは 1902年に出版された『諸原理』ではどのようにアンサンブルに基づいた理
論が展開されているのだろうか65．一般化座標 q1, . . . , qn と一般化運動量 p1, . . . , pn で
記述される系を考え，この系には F1dq1 + F2dq2 + · · · + Fndqn なる力のモーメントが
かかっているとしよう．Fi は「一般化力」と呼ばれる．また，系のエネルギーが運動
エネルギー ϵp とポテンシャル・エネルギー ϵq の和 ϵ = ϵp + ϵq で書けるとしよう．Fi

が保存力である場合（Fi = −∂ϵq/∂qi），ハミルトン形式の運動方程式は

q̇i =
∂ϵ

∂pi
, ṗi = −

∂ϵ

∂qi
(6)

57 Starkweather n.d., p. 70．方程式の形は後の『諸原理』における (8)と同形である．
58 Starkweather n.d., p. 87．ギブスはこの分布のことをカノニカル分布と呼んでいる（Starkweather n.d.,

p. 122）．これがカノニカル・アンサンブルの初出であると思われる．
59 Starkweather n.d., p. 90
60 廣政（2006, p. 50）は『諸原理』に関してこのことを指摘している．
61 Starkweather n.d., pp. 91–92
62 Starkweather n.d., p. 92および p. 112
63 Starkweather n.d., p. 114
64 Starkweather n.d., p. 119
65『諸原理』については，広重（1968, 9-4），Brush（1986, vol. 2, p. 419），廣政（2006），稲葉（2008）
，稲葉（2010）を見よ．Navarro（1998）はギブスの理論をアインシュタインの統計力学と比較して
いる．ハースによる注釈も参照せよ（Haas 1936, Arts. S–T）．
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となる66．ポテンシャル・エネルギー ϵq は，通常は座標 qi の関数だが，ギブスは ϵq

をさらに「外部座標」ai にも依存させる．すなわち，

dϵq = −F1dq1 − · · · − Fndqn − A1da1 − A2da2 − . . . (7)

である．ここで Ai は外部の物体 ai へ系から及ぼされる一般化力を表している67．ai

はしばらくの間固定されて議論に影響を与えないが，熱力学とのアナロジーを考える
際に重要な役割を果たすこととなる．
アンサンブルは次のようにして導入される．

自然界においては同一だが，相においては，すなわちその配位と速度に関す
る状態においては異なるような，非常に多数の独立な系を想像しよう68．

このアンサンブルの分布は「確率係数」（the coefficient of probability）P，またはその
対数である「確率指数」（the index of probability）η = log Pで表現される．Pの時間
変化は (

∂P
∂t

)
p, q
= −

∑(
∂P
∂pi

ṗi +
∂P
∂qi

q̇i

)
(8)

によって与えられ，これがゼロに等しい場合は「統計的平衡」（statistical equilibrium）
と呼ばれる69．『諸原理』においては，「統計的平衡」にあるアンサンブルの性質を調べ
ることが主な課題である．
「統計的平衡」は，Pがエネルギー ϵ の関数であれば満たされる．そのような関数は
無数にあるが，ϵ は非負であることや，確率の規格化条件を考慮すると，もっとも簡単
な分布は

P = e
ψ−ϵ
Θ (9)

となる．ここで ψは規格化定数，Θは指数関数の指数を無次元化するための正の定数
で「係数」（modulus）と呼ばれる．この分布 (9)に従って分布するのがカノニカル分
布するアンサンブルである70．

66 ギブスは偏微分記号 ∂を用いず，添字に固定する変数を明示することで偏微分であることを示してい
る．また彼は，和の記号 ∑においてダミー変数を 1と書くが，本稿では iに書き直した．

67 Gibbs [1902] 1981, pp. 3–4
68 Gibbs [1902] 1981, p. 5
69 Gibbs [1902] 1981, pp. 16–17．記法に関しては注 66を参照せよ．「統計的平衡」という用語の初出は
相密度に関して（∂D/∂t = 0）である（Gibbs [1902] 1981, p. 8）が，カノニカル・アンサンブルに関
する部分を見れば分かるように，「確率係数」に対しても ∂P/∂t = 0を満たすという意味で用いられ
ている．Cf. 廣政 2006, p. 50

70 Gibbs [1902] 1981, pp. 32–34．「カノニカル」という名の由来についてギブスは「その統計的平衡の理
論における無比の重要性」を挙げている（Gibbs [1902] 1981, p. ix）．実際，カノニカル・アンサンブ
ルは『諸原理』全 15章のうち 4章分の主題となっている．稲葉（2008）はこのようなカノニカル・ア
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このようにして導入されたアンサンブルと，我々が実際に観測するような単一の系
とはどのような関係にあるのだろうか．ギブスはカノニカル・アンサンブルについて，
エネルギー ϵ の平均値からの「ずれ」（deviation）を計算をしている．その尺度として
彼は (ϵ − ϵ̄)2 = ϵ̄2 − ϵ̄2 を採用し（¯ はカノニカル・アンサンブルにおける期待値），運
動エネルギー ϵp とポテンシャル・エネルギー ϵq のそれぞれについて「ずれ」を計算
した後に，エネルギー ϵ の「ずれ」

(ϵ − ϵ̄)2

ϵ̄p
2 =

2
n

dϵ̄
dϵ̄p
=

2
n
+

2
n

dϵ̄q

dϵ̄p
(10)

を求めた71．エネルギーの平均値からの「ずれ」は，dϵ̄q/dϵ̄p が nのオーダー以上でな
い限り，非常に小さい72．従って，そのようなアンサンブルは，人間の観察にとっては
運動エネルギーとポテンシャル・エネルギーがそれぞれ一定な系のアンサンブルとし
て現れ，ギブスの言うように，「このことは，個々の系の運動エネルギーとポテンシャ
ル・エネルギーが，時間が経っても実質的に一定な値を，それぞれ個別に持つことを
含意する」のである73．同様の主張は η や Ai などについても繰り返される74．また，
カルノー・サイクルに類似した過程をカノニカル・アンサンブルを用いて構成する中
で，ギブスは等確率の原理に触れている．彼によれば，我々は熱力学的な系の状態を
完全に知ることは出来ない．しかし，その系が「完全に記述されている非常に多数の
物体（アンサンブル）からランダムに取られたものである」と考えれば，最も正確か
つ単純に記述できるのである75．

4.3 『諸原理』における熱力学的アナロジー

ギブスがアンサンブルを用いて行ったのは，ヘルムホルツの意味での熱力学的アナ
ロジー，すなわち，関係式のアナロジーと，操作のアナロジーである．カノニカル・

ンサンブルの導入法を，熱力学的な状況設定を利用する現代的な導出法と対比させている．この他，
ギブスはミクロカノニカル・アンサンブル（Gibbs [1902] 1981, p. 115），グランドカノニカル・アン
サンブル（Gibbs [1902] 1981, p. 191）も定義している．後者については稲葉（2010）が論じている．

71 Gibbs [1902] 1981, p. 73
72 そのような例外には，臨界現象が属する（Gibbs [1902] 1981, p. 75†）．
73 Gibbs [1902] 1981, pp. 74–75
74 Gibbs [1902] 1981, p. 168
75 Gibbs [1902] 1981, p. 163．ここでエルゴード仮説を想起する読者がいるかもしれないが，ギブスは
エルゴード仮説については特に発言していない．彼はミクロカノニカル・アンサンブルを「時間が
経過するうちに単一系が通過する相のアンサンブル」と表現することもあるが（Gibbs [1902] 1981,
p. 169），これを統計力学の力学的基礎としてのエルゴード仮説の表現と解釈することには無理がある
ように思われる．注 9に挙げられた文献も見よ．
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アンサンブルを例に，まず前者のアナロジーを見ていこう．ギブスは分布 (9)から

dϵ̄ = −Θdη̄ − Ā1da1 − Ā2da2 − etc., (11)
dψ = η̄dΘ − Ā1da1 − Ā2da2 − etc. (12)

を導いた．この 2式は，それぞれ熱力学的な関係式

dϵ = Tdη − A1da1 − A2da2 − etc., (13)
dψ = −ηdT − A1da1 − A2da2 − etc. (14)

と形式的に類似している76． (11) と (13) を比較すると，「係数」Θ が温度 T に，負
の「確率指数」の平均値 −η̄がエントロピー ηに対応することがわかる．続いて (12)
と (14)を比較すると，ψが「エネルギーから温度とエントロピーの積を引いて得られ
た関数」すなわちヘルムホルツの自由エネルギーに対応することが分かる．また熱力
学ではエントロピー ηの定義に不定性が残るのに対し，η̄の定義にはそのような不定
性はない．しかし，こうしたアナロジーがどの程度，またいかなる意味で熱力学的関
係式の証明になっているのかは，まだこの時点では答えられない問いであるとギブス
は言う77．
いっそう興味深いのは操作のアナロジーである．「係数」Θ が温度に対応する役割
を果たすことを示すために，ギブスは共通の Θを持つ二つのカノニカル・アンサンブ
ル e

ψA−ϵA
Θ と e

ψB−ϵB
Θ からそれぞれ系を取り出して結合させ，新しい系を作る．そのエネ

ルギーの分布は相互作用を無視すれば二つの確率分布の積 e
ψA+ψB−(ϵA+ϵB)

Θ に従い，これは
明らかに「統計的平衡」である．また相互作用のエネルギー ϵAB を考慮すれば分布は
e
−(ϵA+ϵB+ϵAB)

Θ に比例し，ϵAB が無視できるほど小さければやはり「統計的平衡」である78．
しかし，もしその二つのアンサンブルがそれぞれ異なる「係数」ΘA と ΘB を持ってい
れば，結合後の確率分布は e

ψA−ϵA
ΘA
+
ψB−ϵB
ΘB であり，「統計的平衡」にはならない79．このよ

うなアナロジーは，ヘルムホルツのコマの例を想起させるだろう．
『諸原理』における操作のアナロジーはこれだけに留まらない．ギブスは「統計的平
衡」でないアンサンブルにおける「確率指数」の平均値 η̄の変化を考察し，時間が経
過すれば η̄の値は減少するだろうとしている80．この結果をもとに，彼は「外部座標」

76 ただしここでは，通常は圧力 pと体積 vを用いて pdvと書かれるところが，ヘルムホルツの「単循環
系」の場合と同様に ∑

Aidai に分割されている（注 25）．また，『諸原理』では (14)の左辺が dψで
はなく ψと書かれている（Gibbs [1902] 1981, p. 45）が，これは誤植と思われる．

77 Gibbs [1902] 1981, pp. 44–45
78 相互作用のエネルギー ϵAB が無視できるという条件は，熱力学における対応する条件と完全に類比
的であるとギブスは述べている．つまり熱力学においては，化学反応などのエネルギーが無視でき
ることが，等しい温度を持つ二物体の接触の際に熱平衡が保たれることの前提になっている（Gibbs
[1902] 1981, p. 37）．

79 Gibbs [1902] 1981, pp. 35–37
80 Gibbs [1902] 1981, pp. 148–150．Navarro（1998, 4.3）による議論も見よ．
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ai を動かしてアンサンブルの「統計的平衡」を乱すことを考える．最初このアンサン
ブルの「確率指数」の平均値が η̄′ であったとすると，「統計的平衡」でないアンサン
ブルにおける η̄の振舞いにより，変化後の「確率指数」の平均値 η̄′′ について

η̄′′ ≤ η̄′ (15)

が成り立つだろう．ギブスが「このことは，物体のエントロピーが（熱的とは異なる）
力学的な作用によっては減少し得ないという熱力学の定理と対照できる」81と述べてい
るのは， (15)を指してのことである．また，変化の間に（近似的に）「統計的平衡」が
満たされるならば，η̄′′ = η̄′ となり，このことは「その間に物体が各瞬間において（実
質的に）熱力学的平衡状態にあるような力学的な作用によっては，その物体は（実質
的に）影響を受けないという熱力学の定理と対照できる」のである82．可逆過程にお
ける第二法則のみならず，不可逆過程におけるエントロピー増大の法則も扱っている
ので，これらのアナロジーはヘルムホルツによるアナロジーよりも包括的である．
ギブスは『諸原理』の第 14 章「熱力学的アナロジーの議論」においてこれらのア
ナロジーを要約し，熱力学における命題との対応関係を詳細に論じている．しかしそ
うしたアナロジーは何を意味するのだろうか．ギブスによれば，大きな自由度を持つ
系について統計力学によって得られる命題は，熱力学的な法則と顕著な一致を見せる．
ところが，そのような一致はどんなに興味深く重要であっても，決して熱力学的な法
則に関する自然現象の説明にはならない．というのは，統計力学で扱っているのは有
限自由度の系というあまりにも単純な場合であり，それでは放射熱や化学電池といっ
た事例が扱えないからである．また，既に二原子分子気体の比熱比が正しく導かれな
いことも判明している83．とはいえ，有限自由度の系に対してこれまで論じてきたこ
とは理論的には興味深いし，「自然界から我々に提示される，はるかに困難な問題の解
決へ向かう道を示すのに役立つかもしれない．」84さらに，有限自由度の系の統計的な
性質から，その極限が熱力学における法則と同じ形を取るような法則が出てくるので
あれば，やはり統計力学は重要であろう85．このように，ギブスはヘルムホルツと同
様に現象との不一致を認めつつも，将来の理論への道筋を示すものとして熱力学的ア
ナロジーの価値を認めたのである．

81 Gibbs [1902] 1981, p. 157
82 Gibbs [1902] 1981, p. 157
83 Gibbs [1902] 1981, pp. 166–167．こうした意味でのアナロジーとしての特徴付けはクラインが指摘し
ている（Klein 1973）．

84 Gibbs [1902] 1981, p. 167
85 Gibbs [1902] 1981, p. 167
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§5 結論
1870 年代にボルツマンとマクスウェルがアンサンブル理論を発展させた一方で，

1880年代にはヘルムホルツが熱力学的アナロジーを論じ，ボルツマンがアンサンブル
を用いてそれを拡張した．熱力学的アナロジーによれば，力学および統計力学と熱力
学の間の形式的な類似性が明らかにされるが，決して熱力学の力学的な導出は得られ
ない．その後ボルツマンは『気体論講義』の中で，第二法則の熱力学的アナロジーに
留まるのではなく，その証明をも与えることを目指した．そこではアンサンブルによ
り熱力学的アナロジーが論じられることはなかった．彼は一度アンサンブル理論と熱
力学的アナロジーを結び付けたが，やがて後者を顧みなくなったのである．
対してギブスは 1895年までに統計力学の基本的な部分を完成させ，『統計力学の基
礎的諸原理』の中で，二つの系譜を統合した．ひとつは，彼が明示しているように，ボ
ルツマンとマクスウェルに由来するアンサンブル理論の系譜である．ギブスは「統計
的平衡」の条件を満たすアンサンブルの一種としてカノニカル・アンサンブルを定義
し，その単一系との関係を「ずれ」や等確率の原理を通じて考察したのだった．
もうひとつは，ヘルムホルツに由来し，ボルツマンを経由する熱力学的アナロジー
の系譜である．後者を支持する（ギブスがヘルムホルツの「単循環系」を参照してい
るというような）直接の文献的な証拠はない．しかし，当時の物理学会の頂点に立っ
ており，研究分野も非常に近かったヘルムホルツの論考をギブスが読まなかったとは
考えにくい．また関係式のアナロジーと操作のアナロジーの二種を展開したこと，熱
力学的アナロジーとして自身の理論を特徴付けたことがギブスとヘルムホルツの両者
に共通している．また，ギブスが自身の理論を熱力学的アナロジーとして特徴付けた
のは，理論的な困難がまだ多く存在したからだった．しかし，だからといって統計力
学が無意味な試みとして否定されるわけではない．統計力学と熱力学の間の形式的な
一致は理論的に十分に興味深く，来るべき理論への指針を与えているように思われる
からだ．このような熱力学的アナロジーの正当化もギブスとヘルムホルツの両者に共
通している．そのため，ギブスの統計力学理論はヘルムホルツの熱力学的アナロジー
の継承者としても位置付けられるのである．
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der Wärmelehre aus dem Jahre 1884. Archive for History of Exact Sciences 25:
71–84.

———. 1992. Von L. Boltzmann bis J. J. Thomson: die Versuche einer mechanis-
chen Grundlegung der Thermodynamik (1866–1890). Archive for History of Exact

Sciences 44: 25–75.
———. 1993. Helmholtz’s mechanical foundation of thermodynamics. In Hermann

von Helmholtz and the foundations of nineteenth-century science, ed. D. Cahan,
pp. 433–458. Berkeley: University of California Press.

Boltzmann, Ludwig. 1871. Einige allgemeine Sätze über Wärmegleichgewicht.
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