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第一版の序

本書を書くに至った動機はゲッティンゲン大学の哲学部が 1884年度ベネーケ
（Beneka）賞として発表した懸賞にある。1884年に提出された課題は次の如くで
ある。
「トーマス・ヤング（Thomas Young, Lectures on National Philosophy, London

1807, Lecture VIII）以来，多くの物理学者に依って，物体はエネルギーを有する
ものとされ，ウィリアム・トムソン（William Thomson, Philosophical Magazine

and Journal of Science, IV Serease, London 1855, p.523）以来しばしばエネルギー
恒存の原理はあらゆる物体に妥当するものとされるに至った。

しこう

而してそれは既
にそれ以前にヘルムホルツ（Helmholz）に依って力量恒存の原理の名の下に発表
されたと同一の原理と解すべきものの如くである。
で

ま

先ず最初に要求することは，物理学に於けるエネルギーなる語の意義並に使
用の正確なる歴史的発展であり，次に，エネルギーの色々な種類を区別し得るか，
その各々を

い か

如何に定義すべきかの根本的な物理学的研究であり，最後に
い か
如何なる

方法に於てエネルギー恒存の原理は普遍妥当な自然法則として確立され証明され
得るかである。」
この課題を果すに当って私を導いた思想過程並びにその際眼前に

ほうふつ

髣髴した目標
は，私が論文に添えて提出した序言の中から重要な箇所を次にお知らせすること
に依って最もはっきりすると思う。
……「最初に私はこの論文の計画並びに遂行に関していくらかの前置をして置
こうと思う。私は既に以前からエネルギー説に特殊の興味を抱いていたので，懸
賞の問題に答えることに依ってこの説を詳細な論文の対象にしようと考えたので
あるが，これまで多くの著者に依って種々様々に言い表された，エネルギーなる
概念は第一は物理学専門家に取って缺点のあることを痛感しているだけに，私は
之に対する色々の形式と適用とを一つの共通な観照の下にまとめようとしたので
あった。何となれば最近 40年間に於て既にエネルギー説に関しては

い か

如何に多く
のことが書かれ又語られたにしても，之に関する出版物は，唯一つ，力量恒存に
関するヘルムホルツの 1847年の論文を除いては，その

いず

何れもがエネルギーなる一
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般概念を取扱い，之が言わば特殊の適用，例えば熱学への適用に触れていない限
りに於て，主としてより広汎な読者層を目標としたものばかりであるからだ。マ
イヤー（J. R. Mayer）の論文から，セッキ（A. Secchi），クレプス（G. Krebs），バ
ルフォア・ステワート（Balfour Stewart）等のより浩瀚な著書に至る迄が

いず

何れも
この類である。
「だから根本に於て実用物理学上の要求を，私は本書を以て満足せしめようと
するのであるが，唯私はこの見解が

しか

然も
なお

尚提出された課題の精神からあまりかけ
離れず，課題の論文として通り得ることを望む。―――与えられた制限は兎に角私
には，使いこなすべき，材料の状態をも考慮するとき大変都合よいものに思わ
れた。何となれば準備中に於て粗材は膨大な量に達し，思い切って全材料を

ふるい

篩
にかけない限り，私の特に重きを置く叙述の統一性を

そこな

害う恐れがあったからだ。
従って，エネルギーなる概念にしばしば結びつけられている所の，純物理学的領
域をはみ出ている哲学的思索に関する吟味は簡単に省略して差支えなかった。更
に，この表題の選び方に依って知られる如き物理学的見解に従って，研究の主力
を絶えずエネルギー恒存の原理にそそぎ，エネルギーなる概念には，それがこの
原理と関聯せしめられ得る限りに於てのみ，詳しく触れて置けばよかった。エネ
ルギーなる概念は，それを含む原理に依って初めて，物理学に対する意義を得る
と考えられるからだ。他方，エネルギーなる概念の存在の痕跡がエネルギーなる
言葉の使用よりも遙かに遠く過去に溯る点を考えると，この概念の，トーマス・
ヤングに依って名称を与えられる以前の，歴史的発展を少くとも簡単には考えて
みる必要があると私には思われた。
「其の他の点に関しては，

もちろん

勿論叙述を出来るだけ課題の文意に近づけようと努
力した。特に私はそれに従って，歴史的発展，エネルギーの異った種類，エネル
ギー恒存の原理の形成及びその証明，なる三つの章に分つことにした。

もっと

尤も，筆
を進めてゆく中に考える所もあったので，表題の位置を変えて，課題に従えば三
番目に来る章を二番目の章の前へ持って行った。一方から言えば，この順序の変
更が本気になって考えなくてはならぬほど本質的なものだとは思われなかったし，
他方から言えば，出来るだけ論文の筋道が通るように考慮した方が，文字の末に
こうでい

拘泥して
か

嘗つて心に浮んだ生きた聯関を
そこな

害うよりは，
かえ

却って課題提出者の企図
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にも添うことになろうと考えたからだ。
「既に上に述べた見解の出発点に従って，全論文の重心は第 2及び第 3章に置
かれている。とは言え第 1章にも亦私は多くの労力と努力とを払ったので，殊に
私は何等かの意味で注目に価する事実の数々は

ことごと

悉 く述べつくしたと信ずる。又，
すべての引用及び引用又は，それに関した論文が手に入る限り，詳細に調査した
ので，その正確さを保証することが出来ると信ずる。
「殆どすべての科学上の発見が，

いくばく

幾許かの着弾距離から一度ならず，
しか

然も異な
る研究家に依って相互に無関係に，なされるものであることは古来吾々のよく経
験する所である。

しか

然し
なが

乍ら其の発見に幾分の目鼻がつくや否や直ちに
おびただ

夥 しく多
くの競争者が現れて，発見者の名声を要求することも亦，同様にしばしば起るこ
とである。かかる問題，周知の如く，正にエネルギー恒存の原理に関してもこの
上もなく盛に討論され，

なかんずく

就中，共に第一線に立って物理学完成のために従事し
つつある人々に対する法外の攻撃に迄立至ったような，かかる問題は，本書に於
ては，この原理の歴史的発展の客観的叙述に必要と思われる限りに於てのみ触れ
ることとした。かかる事件に関しては，彼等自身の証言を以て最も権能ある判決
を下し得る人々が未だ多く存命中なので，私自身その裁判者となる資格を有する
ものとは更々感じてはいない。唯ここに簡単な一般的な注意を附け加えて置くこ
とは私にも許されよう。確かに，一つの意味深い思想を初めて発表した者が永久
不変の功績を立てたことにはなる。だが常に，彼自身がかかる思想の有効範囲を
も十分に承知していたが，彼が，この思想を以て何事かを始め，この思想を更に
発展させる術を知っていたか否か，を調べて見ることが大切である。

も

若し発見者
の権利争いの判決に際してかかる條件をも加えるならば，確かに競争者の数を著
しく制限しなくてはならぬことになろう。今日では，古い所の物理学者や哲学者
の文書の中に，エネルギー恒存の原理或は熱の力学説を聯想せしめる如き言辞を
探すことが殆んど一つの流行となっている。この方面では人々は既に多くのこと
を発見したし，更に探索をつづければ疑いもなく

なお

尚多くを見出すであろう。とま
れ，或理念が，熟した果実となって人類に共有財産として送られる前に，箇々の
すぐれた人々の頭脳の中できわめて静かに成長していたという事実を確証するこ
とがいかに大切に思われようとも，直ちに一面的に，発見の功績を，時にその萌
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芽を含む思想を発表したとはいえ，その萌芽の発展能力に関しては何等の豫感を
も持っていなかった人々に，帰してしまうことは出来ない。
「或現象界の法則探求のために或物理学上の命題を明かにすることが必要であ
る場合は，何はさて置き命題の内容を，経験によって十分なる正確さを以て確認
された事実と比較することが必要である。そうして，研究さるべき命題に与えら
れる意味が深重にして広汎であればあるほど，観察の直接の結果を頼るようにし
なくてはならない。観察のみがすべての自然科学の唯一の確実なる出発点をな
しているからだ。かかる事はエネルギー恒存の原理にあっては最も大切なことで
ある。即ち,全般的にしてすべての自然科学上の理論に深い影響を及ぼす作用を
もっているこの命題は，いかに注意しても，種々の自然現象の法則上の聯関にた
やすく見通をつけんがためになされ勝なすべての仮説的想像を払いのけることが
難しいからである。という訳は，何等かの疑わしい仮定，何等かの未証明の仮説
を研究の中に引入れるときは，原理そのものの吟味をするのみに

あら

非ずして.同時
にその仮説をも吟味することになり，従って理論と実験との間に差異を生じた場
合，それは原理の・せ・いのみならず，同様に仮説の・せ・いにもさるべきであるからだ。
かかる考慮に基いて私は叙述に際しては次の如き点に主目標を置くべきであると
信じた。即ち，エネルギーの概念並に原理は何よりも

ま

先ず純粋なる実験上の事実
の上に形成し，あらゆる仮説―――最近分子説の或者は注目に価する地位を科学の
中にかち得たとは言え，之をも含めて―――を出来得る限り避けること。かくて私
はカルノー・クラウジウス（Carnot-Clausius）の原理即ち

いわゆる

所謂力学的熱学説の第
二主則をも，その論断と共にこの研究からは徹底的に除去してしまった。何とな
ればこの法則はそれ自身，「異なれるエネルギーの種類相互間に於ける変化の條
件」なる全く新しい一要素を加えることに依って，エネルギーの原理から初めて
発展したものであるからだ 1) 。必要によっては私はこの法則を或特殊の論文の
対象にしようと目論んでいる。

1) 〔1908年註。今日に於ては当時よりも尚一層，熱理論の両主則相互を注意深く区別する必要がある。何と
なれば，例えば今日に於ても尚，熱のより高い温度より，より低い温度への移行と，重い液体のより高い
水準より，より低い水準への沈降と，この二つの本質的に異った現象が全く混同されて，両者が共にただ
一つの法則，「エネルギー論の第二主則」に基くものと信じられている有様だからである。実際に於ては唯
上述の中の第二の現象のみがエネルギーの原理から演繹される（137頁）。然るに第一の場合は今に至る迄，
蓋然性観察によってより以外に説明することが出来ない（54頁参照）。〕



v

「かくてエネルギーの学説が基いている根抵が固められて初めて，この説を研
究のより遙かな領域に移していいことになる。

しか

然しその場合は原理それ自身はも
はや

せんさく

穿鑿さるべきでなくなり，
かえっ

却てそれによって他の仮説を吟味する
き く

規矩とな
る。この点に於ては私は

もっぱ

専ら私の自由になる時間の許す限りに於て出来るだけ
のことをした。だが

かつ

嘗てこの原理から作られたあらゆる箇々の応用を完全に通観
することは私の思いよらない所であった。とまれ，外面的な事実の数に於てでは
もちろん

勿論ないとするも，解釈の仕方に於て幾らかの新しいものを
もたら

齎し得たと私は信
ずる。
「最後に私は貴学部に対して，かかる豊富にして興味深い課題に答えることに
依って私が受けた多方面な科学上の刺戟と促進とに対して，私の心からなる感謝
を表明する義務のあることを感ずる。」―――
私の課題論文の他に

なお

尚，栄冠をかち得られなかった二箇の論文が提出された。私
の論文に対する学部の批判を次に原文のまま掲げて置こう。
「第一章に於て著者はエネルギーなる概念の発展力学的熱理論の等値法則の詳
細なる歴史と結びつけているのであるが，それは著者の健全にして独自的な判断
並に出所に関する該博な知識を最も有利に証拠立てている。非常な明晰さと正
確な専門知識とを以て，原理を準備し根拠づけた劃期的な業績が叙述されている。
発展の永続性は洗練された科学的感情に基く所の，中間項の価値評価に依って与
えられている。だが，原理の逐次的な拡張並にその物理学の種々な領域への適用
にも亦非常に詳細な叙述が費されている点はこの論文にとって望ましいことでは
なかった。著者は論文のこの部分に於ては

わず

煩らわしい反復の印象を避けることに
必ずしも成功してはいない。そうして純歴史的な観点を先に置くことに依って著
者が叙述の自由に加えた制限がここでは特に目立って感じられる。

も

若しも著者が
歴史的発展の境界として 1860年という年にあんなにも固執しなかったであろう
なら，ここに使われている材料を第二第三の章に譲り，同時に他方に於て

なお

尚
いくばく

幾許
かの考慮を払った方が，全体の経済のためにも，もっとよかったであろう。著者
が十分意識して取った偏した物理学的の観念の結果，著者はエネルギーなる概念
の発展に対する技術の干与には軽く触れたのみであり，哲学的思想範囲の干与に
は何等の顧慮を払っていない。今少し豊富な叙述と，

こ れ ら

之等の影響の詳細な評価と
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が当学部にとっては望ましい所であった。
「非常な興味を以て当学部は論文の第二章を読んだ。ここでは著者の方法論的
な考え方と，根本的に数学的，物理学的な教養と，判断の特殊性とが遺憾なく発
揮されている。著者が研究の対象に没頭した愛と，あらゆる方向に向ってそれを
せんめい

闡明することを知っている細心な注意とが一致している。非常な満足を以て当学
部は，二三の事実上取るに足らぬ誤謬を除いては，エネルギーの原理の方式化と
その証明との問題が，論文のこの部分に於て見事な

しか

而も完全な解決を見出してい
ることを確認するものである。
「論文の最後の部分に対して当学部が与えんとする承認はしかく無條件のもの
ではない。

も

若し時間の制限が著者をして，エネルギーの色々な種類の叙述に，望
ましい完全さと均齊とを与えしめることを妨げたのであれば，当学部は之を惜む。
著者の観察が甚だ魅力あるものであり，その中から非常に多くの教示を受取り
得るにしても，当学部は，

い か

如何に多くのエネルギーの種類が区別されるか，
しこう

而
してその各々が

い か

如何に定義さるべきであるかの問題の比較的一般的な研究が缺け
ているのを残念に思う。かかる問題の代りに著者は，物理学の種々な領域に於て
い か

如何にエネルギーの原理が叙述の確実にして単一な基礎として利用され得るか
を，箇々のものに於て証明すること以外に出ていない。著者がかかる見地から力
学に対して取った老練な取扱は，

も

若しも著者が，彼自身引用した所の，各種エネ
ルギーの結合の原理を，より精密な批判にかけたならば，より大なる意義を得た
ことであろう。当学部の見解に従うも，やや詳細にわたる光の反射と屈折の観察
は決して課題の範囲をはみ出したことにはならなかったであろう。光学の取扱と
同様，熱と化学とのエネルギーの取扱も亦幾分簡に過ぎたように思われる。特に
著者は力学的熱量等値の数的価値に関する吾々の知識が依って来る所の実験研究
の批判的論究を等閑に附している。電気及び磁気のエネルギーに関する項は著者
のこの方面に於ける

ひろ

博くして深い学識を十分に示している。とは言え，彼の観察
は，彼の論文を快よく読ましめた所の明晰と徹底と首尾一貫とを失っている。最
後に当学部は，著者がウェーバーの法則を軽くあしらおうとしている記述には賛
成し兼ねる。当学部はウェーバーの思想圏の詳細な研究を必要と認めない訳には
ゆかない。
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「著者には，この論文を公にする前に上述の如き点を補うことは難しいことで
はあるまい。かかる希望に於て，又，この論文の十分なる承認に於て，当学部は
この論文に二等賞を与える。」―――
学部に依って述べられた希望に対して

なお

尚かつ私がこの論文を大体に於て不変更
のまま公にしようと決心した場合，私はかかることを真面目な考慮と十分な熟考
を抜きにしてなすのではない。何となれば，既に或程度迄完成された仕事に尊敬
する方面から望ましいことだと認められた所の仕上げと研きとを施すことは私に
とって最も大切なことである筈だからだ。にも

かかわ

拘らず，私は
ま

先ず，学部に依っ
て述べられた希望を実現することが一体私に成功するであろうかを考慮してみな
くてはならなかった。そうして之には容易ならぬ疑問を抱かしめられた。かかる
ことは特に，学部の判断の中に含まれている注意の意味に於て，第 3章，

なかんずく

就中
電気のエネルギーに関する節の改訂をしようという場合に当てはまる。私は言
うまでもなく，ウェーバーの思想から，之が最近十年間に，特にドイツに於て得
た所の重大な意義の幾分かを取り去ってしまおうなどとは更に思わない。この天
才的な学者に負う所の，電気の全領域並にそれを越えた領域に於ける，力強い促
進と眼界の大規模な拡張とは，

い か

如何なる物理学者だって知っている所だ。だから
と言って

しか

然し
なが

乍ら私は次のことを正直に告白しない訳にはゆかないし，そうする
のを実際自分の義務であるとも考える。即ち，私は綿密な研究と照考とに依って，
ウェーバーが進むことを教えた所の，冥想に傾いた，演繹的軌道を指示している
方向なるものは，既にその最も価値ある果実を結んでしまい，従って将来に対し
てこの先の本質的な進歩を同じ程度にそれから期待することが出来ないという固
い確信に迄到達したのである。私自身の個人的な所信に従えば，かかる次の時代
に対する進歩はむしろ唯帰納的な方法をとることに依ってのみ得られるであろう。
かかる見解を私は，電気現象の叙述に於て，一様な閉じられた電流―――その法則
は実験に依って十分に確立されており，その法則自身がまた一般的なウェーバー
の法則なしに導き出され得る―――に大体に於て私の研究を限ることに依って表
現しようと試みている。一方私はそれに対してウェーバーの法則がその中に於て
本来の意義を持ち始める所の領域，即ち閉じられない電流

な い し

乃至は，運動せる電気
質点の作用は，原則として避け又は唯軽く触れることに止むべきであると信じた。
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恐らくどんな物理学者でもが，現象界概観の便を増すために，観察された自然法
則に出来るだけ適合した根本観念を，彼自身の個人的な趣味に従って作り上げて
いる世の中だから。私も告白して置くが，私は現在の所では，直接的遠隔作用の
仮説，従ってまたウェーバー流の電気根本法則の根本的存在の思想全般を認めな
い学説の信奉者の一人である。かかる問題に関する決定は確かに将来に

ゆだ

委ねらる
べきである。だがその際私は一つの重大な事情を考えてみなくてはならない。即
ち

も

若しも私が指示された如き意味に於ける改訂を試みる場合，どうしたって初め
の時と同じ歓喜を以て仕事に着手することは出来ないであろう。

しか

而もこの歓喜こ
そは，私にとって名誉この上もない学部の期待に添うよう考慮するとき，無條件
の前提でなければならない。満足な結果に対する望みがかくも不確かなのにかて
て加えて，かかる種類の改訂と必然的に結合されている時間の消費―――之は目下
他の研究に従事している私にとっては何にもまして苦痛である―――と，並に，そ
れと関聯して起る所の本書出版の遅延―――この原稿の書き上げられたのは既に一
年近くも前のことである―――と，

こ れ ら

之等のことを考え合せるとき，二三の編輯上の
都合による変更にのみ止めて，その他はむしろ，前掲の学部の評にもある如き全
然もとのままの形でこの論文を公にしようとの私の決心を，私が非常に気にして
いる学部におかれても諒とされるであろうとの望みを全然捨ててしまうにも及ぶ
まいと信じるのである。

1887年 7月 キールに於て
著　　　者
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第二版の序

本書の第一版が発行されて以来過ぎ去った 20年の間に，物理学に於ては種々
様々な方向に向って数々の変革が行われた。そのあわただしい連続とその範囲と
の点に於てそれは全く

み ぞ う

未曾有のことであった。それは 1888年のヘルツ（Hertz）
の偉大なる発見に始まり，今日も未だ完全には見きわめのつかない放射能の領域
の開拓にまで至っている。

しか

然し，あらゆる新しい発見とあらゆる新しい概念形成
とが常に，エネルギー恒存の原理をその中心点に於て主張し又確立するという結
果になっているのである。或一定の事実，例えば活放射性物体の間断なき熱の発
生の如き，に依って時に喚起された所の，エネルギー原理の普遍妥当性に対する
箇々の疑問と疑惑とは，誤解であることが容易に証明された。

しか

而も私の知る限り
では，その根抵に於てエネルギー恒存の原理が席を占めていないような物理学上
の理論を組立てようとする試みさえもが決してなされはしなかった。
かかる重要な事情に依って私には，新版に於てなさるべき改訂を，二三の瑣細
な変更と追加とに限る可能性が与えられた。

もちろん

勿論，私も初めは全素材のより徹底
的な推敲と改訂との問題を自ら提出し，

しか

而もこの問題を，特に次の如き点，―――
即ち，エネルギー原理の箇々の適応並に一般的なエネルギーに関する思考方法は
最近 20年間に，すべての物理学上の領域に於て著しい進歩をしているのである
が，

しか

而も之は特に電気力学に於て著しく，熱力学に於ては左様でもなく，後者に
於てもむしろ望ましい結果は，本書に於ては原則としてその取扱を避けた所の第
二主則の方から，ずっと著しい程度に生れて来ている―――点に関して，実際十分
に考えてみたのである。其の他にも，新しい著述を以て，よし既に非常に時期お
くれだとは言え，前掲のゲッチンゲン哲学部の評の中で述べられている希望に出
来得る限り添い得る機会も亦ないことはなかったのである。

しか

然し
なが

乍ら，かかる熟
考にもかかわらず遂に私に再び決定を与えたものは，私が第一版の序の終りに於
て述べたと全く同一の疑問

ちゅうちょ

躊躇であり，
しか

然もこの
ちゅうちょ

躊躇が今度も前と同様，
しか

而も
一層著しい程度に於て，正当さを持って来たのである。

も

若しかの計画を実行した
とすれば之も亦必然的に，

かつ

嘗て或特殊な外面的な動機に依って書かれた本書の性
質を変更する結果になるべき筈であったろう。

しか

而もかかることは私には必要でも
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なければ正当なことでもないと思われた。其の他，私が本書に於てエネルギー原
理のあらゆる箇々の適応に関する全く遣漏なき叙述をなそうと試みたのでは決し
てないことは，第一版の序に於て明らかに強調されている所である。
上述の如き理由から私は本文の注意深い校正と記述上の二三の修正とにのみ止
めることにした。そうして唯箇々の特に特徴のある註解に依って，記述されてい
るすべての命題の内容が最近の研究の結果と歩調を共にするように注意を払った。
唯一つの命題とその結論とを私は直接本文に於て（173頁）変更した。それは私
によって先に作られた所の，二箇の金属の接合点に於けるペルチェ熱（Peltier-

Wärme）はその金属の電位差を直接に計量するものである，との仮説であるが，
この仮説が成立し得ないことを私は後に至って（Wied. Ann. 36, p. 629, 1889）
認めたからである。
全体として私は，本書の通読に際して，最も新しい物理学者と

いえど

雖も，―――よし
いくばく

幾許かの遺漏はあるにしても―――誤謬を見出すことはなかろうとの希望を抱くこ
とは許されようと信じるものである。

1908年 7月 ベルリンに於て
著　　　者
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第 1章　歴 史 的 発 展

実験自然科学の現在の構造の基礎となっているのは，物質恒存の原理と，エネ
ルギー恒存の原理と，この二つの命題である。この二つは他のすべての包括的な
物理の諸法則の上にその争うべからざる優位を占めている。何となれば，偉大な
るニュートンの諸法則・慣性の法則，力の平衡の法則，加速度の法則，及び作用
反作用同等の法則，にした所でその及ぶ範囲は物理学の或特殊な部分即ち力学に
限られており，のみならず，後に説明する或一定の前提の下では，力学に対する
ニュートンの法則も全部エネルギー恒存の原理から演繹される有様だからである。
（第 3章参照）。確かに近来益々すべての自然現象が運動現象に，従って力学の法
則に，還元されそうな形勢になって来てはいるが，

しか

然も
なお

尚，任意の自然現象にこ
の力学の諸法則を直接に適応することが許される迄には未だ

かつ

嘗てこの還元方法も
成功したことがない。エネルギー恒存の原理は之に反して，

も

若しも今日全然新し
い一つの自然現象が発見されたとすれば，この新しい現象に対する尺度と法則と
は直ちにこの原理から得られるであろうことに依って，その包括的な性質を証明
している。

しか

然るに，他には，同様の確かさを以て自然に於けるすべての出来事に
迄及ぼさるべき法則は存在していない。かかることは各種の電気理論の基礎づけ
に際して特に明らかに知られるに至った。実験に依って証明された事実を除いて
は，エネルギー恒存の原理の承認のみが，確信を要求するすべての理論にとって
の，唯一の共通な出発点となっていたのだ。
最初に述べた両原理は言わば相互に並列的に対立している。即ち一方は物質（詳
しく言えば，重量に従って計られた質量）の不滅を，他方は力（この言葉の対応
的な意味に於ける）の不滅を表現している。―――これは，

なお

尚詳しく箇々にわたっ
てなされ得る類推であり，この類推は見解を明確にするためには決定的に多大の
貢献をしている。とまれ，

なお

尚法則がその内容上いかに類似して見えようとも，両
者は全然別種の発展過程を

たど

辿っているのである。物質の恒常性が既に古ギリシ
ヤの自然哲学者，特にデモクリトス (Democritos)に依って主張され，あらゆる原
子論者に依って確立され，最後にブラック (Black)とラボアジエ (Lavoisier)とに
依って，物体体系の重量は

い か

如何なる化学的方法によるも―――焼却によってさえも
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―――変化することなし，という法則に依って，無制限の承認を得ているのに反し
て，エネルギー恒存の原理の発見は比較的新しい時代の収穫として，―――とくに，
精確な，最も普遍的な　形式に於ては，ごく最近の収穫として，―――観察しなく
てはならない。
かかる種類の原理の存在の痕跡は既に幾世紀か前，部分的には困難にして覚え
難き実験に依って―――従って帰納的方法に依って得られた所の経験の中に，うか
がわれる。それに従えば，永久機関 (Perpetuum mobile1) )を作ること，即ち週期
的に働く機械を作りそれに依って任意の量の仕事或は活力を得ることは，一定の
物質の消耗にしろ或は活力の喪失にしろ何等かの，それに相応した他の原動力の
消費なくしては不可能である，換言すれば，かかることはそれと関聯している何
等かの他方に於ける変化―――クラウジウス (R. Clausius)が全く異った機会にでは
あるが，使用した表現法をかりれば―――直接にしろ間接にしろ或仕事或は活力の
消費を招くことなくしてはそれ自身旧にかえり得ないという特性をもった所の変
化なくしては不可能であるというのである。かかる変化は補償，即ちなされたる
仕事の代償と

み な

見做され得る。そこで要約して言えば，仕事行為並に活力生産は何
等かの補償なくしては生じ得ない，

なお

尚簡単に言えば，無より仕事を得ることは不
可能である。
いかなる程度に迄この命題が，エネルギー恒存の原理をその總体に於て証明す
るのに役立つか，については本書の次章に於て述べるであろうが，とにかくこれ
だけでも，この経験命題の認識から普遍的原理の正確なる数字的形成に到る迄に
は
なお

尚遙かなる道程を
たど

辿らなくてはならなかったことは推察されよう。何と言って
もかの命題の逆も亦真であり，従って何等他方に於ける補償と

み な

見做さるべき変化
なくして，仕事或は活力が絶えず消費される設備なるものも亦あり得ないという，
より進んだ，ここでは最も本質的な認識に迄到達するには長い間かかっている。
後でも

なお

尚判然するであろう如く，このあとの方の命題が一般的に承認されたのは，
比較にならぬほど新しい時代のことである。―――そうしてこの事は，吾々はここ
では純粋な経験事実を相手にしなくてはならぬことの，もう一つの証拠となるの

1) Perpetuum mobileなる術語はその文字本来の意味とは反対に，不変恒常の仕事行為の意味に用いられる
のが常で，不変なる運動の意味ではない。
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であるが，人間には常に，仕事力を得ることの方が，それを失うことよりも大切
であったからだ。
その他に

なお

尚打ち克たなくてはならない困難は主として次の如き問題の解答に関
したものであった。一体

い か

如何なる出来事に於て上述の補償なるものを探し得るか，
補償の大さはなされたる

な い し

乃至消費されたる仕事に対して
い か

如何なる聯関を有するも
のであるか，かくて何を補償の尺度即ちなされたる仕事の等量価値と

み な

見做すべき
であるか。後になって吾々は，吾々の原理適用に際して時間の経過するに従って
明らかになった所の大部分の

しか

而も最も重大な意見の相違と誤解とは，命題そのも
のの承認とか否定とかに関してよりも，―――原理の妥当性は大体に於て一般に認
められていた―――むしろ補償の計量と，なされたる仕事の等量価値とに関するも
のであったことを認める機会がしばしばあろう。かかることは極最近の時代に迄
及んでいる。
その不完全な形式にも

かかわ

拘らず，仕事は物質と同様無より生じ得ずとの原始的
な命題は，既に古い時代に於て一定の結実性を示していた。そうしてこの命題が
益々深く人間の思考の中に刻み込まれてゆく間に，この命題が後に一般的な原理
に依って正確に言い表わされるに至る最善の準備がなされたのである。力学に於
て，科学的な断定に迄も永久機関の不可能性の命題が繰返し応用されているのが
見出される。ステヴィン (S. Stevin1))が 1608年ライデン (Leiden)に於て出版した
彼の “Hypomnemata mathematica”2) に於て行っている斜面に於ける平衡の法則
の証明は有名なものである。彼は之を彼の静力学の全体系の根抵として利用して
いる。鉛直に立てられた三角形の底辺を水平にし，その頂点並にそれに隣る両辺
に重い鎖をのせその底辺の両側に垂れ下っている両端を結合した場合を考えると
き，鎖が平衡を保つことはステヴィンに従って明らかである。

も

若しそうでないと
すれば鎖は一方に向って滑り始め，

しか

而もこの体系の状態は常に同一であるが故に，
この運動は無限に続く筈である。故にこの仕掛を利用して，それ相応の補償なし
に，無限に仕事を得ることも出来よう。かかる装置の不可能であることからステ
ヴィンは平衡の成立を推断している。この平衡は，底辺の両端から対称的に垂れ

1) E. Mach: Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt, Leipzig 1883, p. 24.
E. Dühring: Kritische Geshichte der allgemeinen Prinzipien der Mechanik, Berlin 1873, p. 61.参照

2) S. Stevinus: Hypomnemata mathematica, Giriardの仏訳。Lieden 1634, p. 448.
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下っている鎖の両端を同時に切り取った時も乱されない。かくて遂に，最初の一
瞥に於ては全く不明であった命題は次の如き結論となる。鉛直なる不等辺三角形
の上に置かれたる結ばれざる鎖は，その両端が水平面にある場合平衡を保つ。
ガリレイ (G. Galilei)も亦，重い物体の任意の軌道を落下することに依って得ら
れた速度は始点と終点との鉛直距離にのみ関しているとの命題の証明に際してス
テヴィンと類似の仮定から出発しているようである。即ち

も

若しもこの命題が正し
くないとすれば，或物体を一定の軌道に従って落下せしめ，再び他の適当な軌道
を上らしめることに依って，それを一定の，より高い箇所に持ち上げる方法が見
出され得る筈であり，従ってその場合は

もちろん

勿論それに依って永久機関が作られ得る
というのである。
之と密接に関聯しているものに，同じく既にガレリイに依って認知された命題
がある。即ち

も

若し落下する重量に依て，より大なる重量が徐々に持ち上げられた
場合，重量と，同時に

たど

辿られた道程との積は互に相等しいというのであり，この
命題は後にベルヌーイ 1) に依って 1717年仮設変位（速度）の法則に迄拡張され
るに至った。―――正にこの，物体はそれ自身の重力に依って上方に上り得ずとの
命題，

なお

尚一般的に言うならば，重量を有する点の体系即ち物体は，それ自身の重
力の作用に依ってその重心をより高く上げることを得ず，との命題は，ホイヘン
ス (C. Huygens) に依って，力学の発展にとって

すこぶ

頗る重大な意義を有するものと
なった。ホイヘンスは周知の如く 2) 彼の物理学的振子の理論の基礎を次の如き
命題に置いている。互に固く結合されたる数学的振子―――

もちろん

勿論總ての物理学的振
子は之と

み な

見做され得る―――の体系は上昇運動に際して，最初の速度に依ってその
重心を，振子がすべて同一の最初の角速度を以て相互に無関係に振動する場合よ
り以上に，上に上げることを得ず。この命題の証明を与えることをホイヘンスは
必要と思わなかったらしい。従ってこの命題が正しいという本能的な確信，言い
変えれば永久機関の不可能性の認知が彼にあっては既に存在していたに違いない。
この命題を正しいと認める場合，結果として直接この命題から振動中心点の学説
が生れてくる。

1) Joh. Bernoulli: Opera. 1742, T. III.
2) C. Huygens: Horologium oscillatorium, Paris, 1673.
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ホイヘンスの命題には既に，重力に適用されたる活力の法則が含まれている。何
となれば投げ上げられた物体が上り得る高さはその速度の二乗に比例すること
が既にガレリイに依って明らかにされており，従ってライプニッツ 1) が 1695年
mv2なる数量に対して vis visa（訳者註，活力の意）なる名称を与えて以来（因数
は恐らくコリオリス 2) に於て初めて見出される）。この命題は次の如く言い表し
得るに至った。重力の影響の下に動く物体の活力は，全然自由であろうと或は廻
転軸等に固く結びつけられることに依って束縛されていようと，それに

かか

拘わりな
く
もっぱ

専ら重心の高さにのみ関係するものである。
残念

なが

乍ら，今日まで伝えられて来たライプニッツの表現方法は，ニュートンの
力の概念との混同の結果，思想の救い難き混乱と無数の誤解とを

じゃっき

惹起している。
こ れ ら

之等の混乱と誤解とは，ライプニッツが，静止せる重い物体即ちニュートンの
いわゆる

所謂力に対して，区別をつけて vis mortua（訳者註，死力）なる表現を適用され
ることを希望したにしても，避けられることは出来なかった。活力と死力と，こ
の両様の力は

かつ

嘗ては全然異った領域に属していた。吾々は後に
なお

尚，マイヤー (R.

Mayer)の仕事について述べる場合に，この点に帰って来るであろう。
活力の概念が衝突の法則に対して有する意義は既に早く (1669)レン (Wren)と
ホイヘンスとに依って認められた。この両人は弾性衝突の各自の理論に於て，三
箇の弾性物体の衝突に際しては活力は失われることなしという同一の結論に到達
している。之に反して，同時にウォリス (Wallis)が非弾性衝突の研究に於て発見
した法則に従えば，かかる衝突に際しては活力の喪失が行われる。
しか

然し
なが

乍ら活力の概念が最も人の興味をひいたのは，デカルト (Descartes)，パパ
ン (Papin)対ライプニッツの，運動中の物体の力の正しき尺度に関する論争で，之
はその死後も

なお

尚久しい間両派の門弟たちに依って，一層の激烈さを以て続けられ
た。ライプニッツがその場合根拠とした実験は，一定の重量を 4フィート持ち上
げるためには，四倍の重量を 1フィート持ち上げるのと同一の力（仕事）を要す
る，何となればその

いず

何れの場合に於ても，全体の仕事行為を，一単位の重量を 1

フィート持ち上げるだけの，四つの箇々の仕事行為に分解することが出来るから

1) G. W. Leibniz: Acta Erud. Lips. 1695.
2) Coriolis: Calcul de l’effet de machines, Paris 1829.
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と言うのである。
重量を持ち上げることが，それを一定の高さに迄持ち上げるに丁度足りるだけ
の，上に向けられた速度を与えることに依って，なされると考えるとき，一単位
の重量が四単位の高さに達せんがためには，ガレリイの法則に従って，四単位の
重量が一単位の高さに達せんがために要する速度の二倍（四倍ではない）を与え
なければならない。

しか

然し
なが

乍ら同等の結果には同等の原因が属しているが故に，一
単位の重量に二単位の速度を以て内在する力は四単位の重量に一単位の速度を以
て内在する力に等しく，従って一般的にmv2なる表現が力の尺度だという結果に
なるとライプニッツは断定している。
之と異って，デカルトと彼の門弟とは，二単位の力は同一時間に同一物体にあっ
ては二単位の速度を生ずるが故に運動の量mvが正しい力の尺度となる，と主張 1)

する。
力と仕事とを厳密に区別する吾々の今日のより正確な物理学上の見解に従えば，
この論争を

ま

先ず純然たる言葉の上の争であると言わなければならないのは
もちろん

勿論で
ある。何となれば概念の定義はもともと任意であるが故に，客観的な論争は問題
となっている概念の定義に関して意見の一致を見たときに初めて

う ん い

云為さるべき性
質のものである。従って力なる言葉に明晰な表象を結びつけない限り，力の尺度
に関する論争は完全に拠り所のないものであった。然し

なが

乍らこの論争にも
なお

尚本質
的に深遠な内容がその根抵に横わっていたことを見逃してはならない。何となれ
ば両派は，たとえそれが折にふれて漠然と表明されたのではあるにしても，事実
上，或程度迄「力」の解釈に於て一致していた。デカルトにした所でライプニッ
ツにした所で，完全に明瞭には言い表し得なかったにしても，あらゆる運動と作
用とが依って以て生ずる所のものの不変性と不滅性とを表明する或原理の存在
を考えていたに違いなかった。そうしてデカルトがこの原理の妥当牲を，創造者
の永久性に基礎を置いた彼の神学的観察に依って支持したに反して，ライプニッ
ツは原因と結果の法則から出発している。或原因は，それに相当した結果をのみ
招来し得るもので，より大なる結果も，より小なる結果もそれからは生じ得ない。

1) M. Zwerger: Die lebendige Kraft und ihr Maß. Ein Beitrag zur Geschichte der Physik. München
1885.
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かくて，世界の現象が依って以て形成されている因果の連鎖には生長も衰退もあ
り得ない。即ち常に不変である何者かが存在している。この何者かを力と呼ぶ場
合，非常に不完全ではあるが，力なる概念に於て，二つの異なれる見解に対して共
通の出発点を形作ったものの表象を得ることになる。何となれば，ここに至って，
この概念の正しき尺度はデカルトの

いわゆる

所謂運動量であるか或はライプニッツの
いわゆる

所謂
活力であるかに関して，意見の相違が生じ得た筈である。

も

若しも論争がこの幾分
精密さを増した形式に於て行われたとしたならば，ライプニッツが勝を得た筈で
あった。―――吾々はここに於て早くも先に述べた場合の一つに遭遇するのである。
即ちここでは問題は力の不変性の承認に関してよりはむしろ，両派に依って不変
と認められた大きさの等量価値に関してであり，言いかえれば，或物体の運動が
一定の作用を生ぜしめんがために利用される場合に，この物体の速度を以て入り
来る補償の尺度に関してである。同一の思想には

なお

尚しばしば出逢うであろう。
17世紀の末にかけて，当時

なお

尚物理学の殆ど唯一の部門をなしていた力学がアイ
ザック・ニュートンに依って完成されたとき―――ニュートンに依る完成は今日と
いえど

雖も大体に於て何者にも凌駕されていない―――，力の概念も亦あらゆる時代に
対して決定的に確立された如くである。

しか

而もそれはデカルトに依って用いられた
力の尺度の方の意味に於てである。ニュートンは（1687年）力を直接に，筋肉感
から感覚に迄

もた

齎らされる如き圧力と解し，従って或力の大きさを，この圧力が単
位質量にあって単位時間に於て招来する速度に依って計量した。ここから質量と
加速度との乗積としての力の大きさが生ずることになる。この大きさなるものは
もちろん

勿論「力」の恒存の原理とは何の係りもない。
しか

而も
なお

尚この原理が一定の時期の間
興味を失った一つの理由はここにあったにちがいない。ライプニッツ流の力の概
念は今やニュートン流の力の仕事行為或は仕事であるということになる。ニュー
トン流の力とは，唯仕事行為をなすに必要な

しか

而も未だ十分ならざる條件の謂で
ある。
ニュートン自身は，力の仕事行為

な い し

乃至仕事の概念に―――たとえ彼の著書の中に，
この概念に接近した二三の箇所が見出されるにしても―――一度も

かか

拘わりを持たな
かった如くである。
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力によって単位時間に於てなされたる仕事の大きさ如何というActio agentis1)

（力と，それに相当する加力点の分速度との積）の定義―――吾々は之を既にしば
しば引用した―――はこの領域に属する。とは言え，この定義はこれから先何の役
にも立ちはしない。要するに作用反作用同等の公理の註釈から取り出して来たこ
の箇所から，エネルギー恒存の原理を導き出そうとする試みは，

い か

如何なる結果を
も
もた

齎らし得ないように私には思われる。上述の両命題の内容は全然別箇の領域に
属しているからである。とにかくニュートンは摩擦或は不完全弾性に依って運動
が失われるという事実を，何等の疑念をさしはさむこともなく，その他何等の註
釈を施すこともなくして採用しているのである 2) 。
仕事並に活力の概念の之以上の形成は，むしろバーゼル市の物理学者，

なかんずく

就中，
ヨハン・ベルヌーイの功績に帰せられる。彼はライプニッツの見解に極めて接近
している。彼は繰返しConservatio virium vivarum（訳者註，活力の恒存）につい
て述べ，その際，活力が消失した場合も，仕事をなすの能力 (facultas agendi3) )

は失われたのではなく，他の形たとえば圧縮に変化されるのだ 4) ，と主張してい
る。オイラー (L. Euler)に従えば，或点の活力は，その点が或固定した中心点か
ら遠隔力に向って引寄せられ或は引離された場合も，その点が空間に於ける同一
点に帰った場合に於ては常に同一であり，その他に関する活力の増加は力の仕事
(effort)に依って計量される。(Travailなる術語はポンスレ 5) から出ている。）ダ
ニエル・ベルヌーイ (Daniel Bernoulli)はこの命題を多くの動点に迄拡張し，その
他にも

なお

尚，彼の父に依って作り上げられた諸原理を液体の運動法則に応用して良
好な結果を得ている 6) 。
工学に於ても，仕事概念の，より精密な研究への要求が起り，ワット (J. Watt)

に依って「馬力」（一秒間に於ける馬一匹の仕事）なる術語が用いられるように
なった。

1) I. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica. Opera, ed. S. Horsley. Vol. II. Londini
1779, p. 28 s.

2) I. Newton: Opera, ed. S. Horsley. Vol. IV, Londoni 1782, p. 258.
3) Joh. Bernoulli: Opera, 1742, T. III, p. 239.
4) Joh. Bernoulli: Opera, Lausannae et Genevae 1742, T. III, p. 243.
5) Poncelet: Cours de mécanique appliquée aux machines. Metz 1826.
6) Dan. Bernoulli: Hydrodynamica, 1738. 其他 Remarques sur le principe de la conservation des forces

vives pris dans un sens général. Histoire de l’Académie de Berlin, 1748, p. 356参照
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動かされた物体の活力に対してエネルギーなる名称を初めて使用しこの語の今
日の如き意味の基をなしたものはトーマス・ヤングであった。（Ενέργειαなる語
は物理学的意味に於ては既にアリストテレスに於て見出される。他に，ガリレイ，
ヨハン・ベルヌーイ 1) 等の物理学者はこの言葉を時に使用はしているが，之に
一定の特別な意味を結びつけてはいない。）衝突の法則の研究に際してヤング 2)

は，―――彼以前既にレン，ウォリス，ホイヘンスもこの発見をなしているのであ
るが，―――二物体の正面衝突に際しては，運動量即ち重心の運動の大きさなるも
のは，

い か

如何なる事情に依るも保持されていることを発見した。そうしてこの大き
さを，全然デカルト流の意味に従い，その反対の，ライプニッツ及びスミートン
(Smeaton)に依って発見された見解を排斥して，運動物体に内在する力の正しき
尺度とした。とにかく彼は他の人々に依って活力と名づけられた量なるものを
十分に尊重し，之に一つの特別な名称，運動物体のエネルギーなる名称を与える
ことを必要であるとした。特に，運動物体の作用が明らかにその物体の速度の二
乗に依って計量される場合もあるのだから。かくて弾丸は，柔かい壁土或は脂肪
の塊に対しては，二単位の速度を以てすれば，一単位の速度を以てした場合の四
倍の深さの穴を穿つ。

しこう

而して或物体の速度を二倍にせんがためにはこの物体を
四倍の高さから落さなくてはならない。又ヤングは完全弾性の球はその衝突に際
しても自己のエネルギーを保持していると力説する。それにもかかわらず，彼は，
一般的なエネルギー恒存の原理には未だあまり接近していない.，何となれば，そ
のためには缺くべからざるエネルギー概念の拡張は

なお

尚後の時代のためにお預けに
なつていたから。
18世紀末葉及び 19世紀初頭に到る迄の，吾々に依って記述された範囲に於け
る研究を簡単に概観するに，その最も成熟した結果として活力恒存の法則の認識

1) ハーゲンバッハ氏は，エネルギー恒存の法則に対するベルヌーイ父子の功績に関する講演 (Verh. d. naturf.
Ges. zu Basel,T. VII, 1884)に於て繰返し (p. 24, p. 28)ヨハン・ベルヌーイが既に仕事概念に「エネル
ギー」なる名称を与えていると力説されている。然るに私はベルヌーイの全著書 (Opera, 1742)を注意深
く通読したにも拘らず，この記述を証明する如き箇所を見出し得なかった。唯一度 ènergieなる語が目に
ついたのであるが (T. III, p. 45)ここでは全く別の意味に用いられていた。 〔1908年註。上記の註に対
してハーゲンバッハ‐ビショフ氏は (Verh. d. naturforschenden Ges. zu Basel, Teil VIII, p. 833)，バ
リニヨン著 1725 年出版の Nouvelle mécanique 第二巻 174頁に，ヨハン・ベルヌーイから著者にあてた
（今は恐らくもう存在しないであろう）手紙に関する記述があり，ここでは「エネルギー」なる語が仕事の
意味に定義されている由，回答された。〕

2) Th. Young: A course of lectures on natural philosophy, London 1807. Vol. I. Lect. VIII, p. 75. On
collision.
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を挙げることが出来よう。中心点に隷属せしめられた質点の体系に於ては，活力
は唯体系の瞬間瞬間の配列，詳しく言えば（R.ハミルトンの

いわゆる

所謂）力の函数がか
かる配列に於て有する価値，にのみ依存している。従って力の函数の変化が，力
に依ってなされた仕事を計量する。いかなる道程に於て変化が行われたかは問題
にならない。同一の配列に帰った場合，活力は再び同一となる。この命題に依っ
て，純力学的作用による永久機関の組立は全然不可能とされるに至る。

もちろん

勿論この
命題の妥当性は，現在「

コンゼルバチーフ

保 存 的」と呼び習わされている一定の力にのみ制限さ
れなければならなかった。摩擦，非弾性衝突等々に対してはこの命題は適用され
ない。

こ れ ら

之等の場合にはむしろ規則的に活力の損失が行われる。
活力の法則が

い か

如何に大規模な普遍化の能力を有するものであるかに関しては当
時唯極少数の者のみが豫感し得たことであろう。とは言え既に 18世紀の末には，
永久機関の組立が，力学的方法以外の方法によるも不可能であることが，

か な り

可成一
般的に認知されたのは事実である，フランス 1) の

アカデミー

学士院が 1775年断乎として，こ
の問題の解決と称するものはすべて信ずるに足らずと公言した事情の如きは，此
の上ない証拠である。同時代の人々の大部分にはこの不可能性は，残念至極な事
実，一種必然的な災禍と思われたことであろう。

しか

然も誰一人として，このことを，
ステヴィンとホイゲンスがこの方面に於て既にかち得た成果に劣らず，科学のた
めに利用することには考え及ばなかったであろう。
その時サディ・カルノー 2) (Sadi Carnot)は 1824年，最初の決定的な一歩を踏
み出でて，この命題が，非力学的現象にも亦適応され得ることを指摘した。蒸汽
機関の発見が，熱の力学的作用に関する満足なる理論の缺乏をこの上もなく痛
感させたので，カルノーは永久機関不可能の思想から出発して，熱の新理論の樹
立を企てた。後になってクラペイロン 3) (Clapeyron)はこの理論を，同一の意味
に於て，

しか

而もより優雅な分り易い叙述方法を以て
ふ え ん

敷衍している。
しか

然しここでも亦
再び，かの原理を適用せんがためには，なされたる仕事の等量価値を規定するこ

1) Hist. de l’Acad. Roy. des Sciences. 1775, p. 61 u. 65. H. v. Helmholtz: Vorträge und Reden.
Braunschweig 1884. I. p. 61.

2) Sadi Carnot: Réflexions sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à développer
cette puissance. Paris 1824.再版 Ann. de l’école norm. (2) I. p. 393, 1872.

3) Clapeyron: Mémoire sur la puissance motrice du feu. Journ. de l’école polytechnique, T. XIV, p.
170, 1834. Pogg. Ann. 59, p. 446 und 566, 1843.
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とが最も重要な條件として要求された。そこで問題となるのは，熱に依って仕事
が生産されるとすれば，

い か

如何なる出来事が，なされたる仕事の補償と
み な

見做される
か，

しこう

而してこの補償は
い か

如何にして計量すべきであるか？ なる問題である。カル
ノーの時代には，熱は不滅の物質であり，その存在の量の多少に応じて，物体は
高い或は低い温度を有するのであるとの熱の理論が

すこぶ

頗る有力であったので，彼
は，熱物質は，重量を有する物質の重力と類似の方法に於て活力を生ずるとの思
想に到達したにちがいない。重量を有する物質の重力は，より高い位置よりより
低い位置に落下せんとするの性向を有する。その際生産された活力は，重力と落
下した高さとの積に依って計量される。従ってこの積が生産された活力の等量価
値である。以上からカルノーは推断している，熱の伝導法則に依って知られてい
る如く，熱液体は高温度より低温度に移行せんとするの性向を有する。

しこう

而して
この性向を利用するときはそれより活力を生ぜしめることが出来る。しかすると
き活力は移行した熱量と,生じた温度間隔との積によって計量される。かくてカ
ルノーは仕事の生産に対する補償を，高温より低温への熱の移行に求め，熱量と
温度差異との積を補償の尺度即ち仕事の等量価値と

み な

見做している。クラペイロン
の計算によれば，1カロリーの摂氏 1◦より摂氏 0◦への移行は丁度 1.41キログラ
ムを 1メートル高く上げる能力がある。従って 1.41なる数はカルノーの熱当量と
呼ばれる。（この数はジュールの力学的熱当量を，融解しつつある氷の摂氏度に
おける絶対温度で割ったものに外ならない。）誰も気づく通り，

こ れ ら

之等の観察は形
式の上では，後にマイヤー並にジュール (Mayer, Joule)に依ってなされた観察と
全然類似しているのであるが，カルノーの誤謬はただ彼が，生産された仕事に対
する補償を探し得る出来事の種類に関して誤った考え方，―――当時支配していた
熱学理論に依って本質的に規定された考え方，を導き入れたことにのみ存する。
力学に於ては仕事は二様の方法に依って生産される。他の仕事の仕事行為に
依って或は活力の消費に依って，熱による仕事の生産の類例を第二の出来事に求
める代りに，換言すれば補償を熱の消失に際しなされたる仕事を消失された熱の
量に依って計量する代りに，カルノーは熱の作用を，それ自身は不滅でありその
位置をかえることに依ってのみ作用を生じ得る所の重量物質の重力による仕事行
為と比較したのである。従ってカルノーに於ける熱なるものは，ニュートンに於
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ける力，即ち作用を生ずるためには必要缺くべからざる，
しか

而も未だ十分ならざる
條件，に他ならなかったのである。
更に一歩を進めるならば，カルノー・クラペイロンの理論に，本質的には永久
機関不可能の理論の上に基礎を置いているが故に，その上に更にエネルギー恒存
の原理が樹立されるのではないかと考えられる。唯其の場合は，単なる熱物質を
ではなく，熱物質と温度との積を熱エネルギーと

み な

見做さなければならない。それ
故に，エネルギー恒存の原理それ自身が物質的な熱理論に対して矛盾を含むと考
えるのは正しくない。正に反対に，カルノーは全然この理論の基礎の上に立って
いるのである。かかる見解と一致して，ヘルムホルツ 1) はその「力の恒存」の
中に於て，物質的と力学的と，この両様の理論を，もともと同等の資格を有する
ものとして引用している。そうして彼が物質的理論の方を棄てるに至った唯一の
理由は，実験に依って，熱の量は変化し得ることが証明されているからに外なら
ない。
カルノーの業績を判断するには次の如き事実は兎に角非常に重要であり，大抵
の人々には全然知られずにいる事であろうが故に，ここでは特に注意に価する。
カルノーは，彼の後に残った兄弟 2) に依ってフランスの学士院に贈られた手記
の遺稿論文によって明らかなる如く，彼の主著の出版後ややしばらくして，之迄
彼に依って代表されていた熱の理論を放棄して熱を運動であると公言するに至っ
ているのである。Comptes rendusに於て上述の論文の内容が報道されている限
りに於ては，カルノーが，エネルギー恒存の原理から新しい観念のために生じて
来る帰結を，彼の後間もなく J. R. マイヤーと J. P. ジュールがなしたと同様，十
分気付いていたことが知られる。同一の箇所及びその他には次の如く書かれてい
る，仕事の消失する場合は

い つ

何時でも (où il y a destruction de puissance motrice)熱
の生産 (production de chalcur)が行われる。

しか

然も逆に，それに比例する量に於て，
その際，大体の計算に従えば 1仕事単位（1立方メートルの水を 1メートル高く
上げるだけの）は，2.70カロリーだけ熱することに等しい。―――この数は 370キ
ログラム（マイヤーの数，参照）に対する力学的熱当量が結果する所のものであ

1) H. v. Helmholz: Wiss. Abh. I. Liepzig 1882, p. 33.
2) H. Carnot: Lettre, Compt. Rend. 87, p. 967, 1878.
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る。カルノーがこの計算を少くともマイヤーよりも 10年早く行った（彼は 1832

年死んだ）ことを考えれば，力学的熱等量を最初に決定した功績は無條件で彼に
帰せられるべきである。

もちろん

勿論科学にとってはこの発見も，時を得た発表を缺いた
が故に，残念

なが

乍ら既に役には立たなかったのだが。
カルノー・クラペイロンの熱作用説はその先の完成を特に英国に於て見出して
いる。早く 1848年W. トムソン 1) はこの説を基礎として，彼の絶対温度目盛を
作り出した。熱と温度との積が仕事に等しいなら，熱の尺度が与えられれば，こ
の方程式から温度の定義が導き出されることは明瞭であるから。

しか

然るときは一定
の温度間隔は，この間隔を「降下する」カロリーがなし得る仕事の高に依って完
全に定義されている訳である。この説の本質的な弱点は既に，仕事は無より成り
立つことを得ないとは言え，無に終熄することを得るとの仮定に存している。ク
ラペイロン 2) はこのことを明白に断言している。彼は言う，熱い物体より冷い
物体への熱の伝導に際しては，作用量（仕事をなすの能力）は失われる。従って
彼に依れば，何等の補償として役立つ等量価値を代りに得ることなしに容易に仕
事を失い得ることになる。彼は摩擦に関しても同様なことを考えていた，摩擦は
何等の等量価値を代りに手交することなしに，活力を消滅せしめる。之に反して
トムソンは当時既に明らかに，永久機関の命題の逆も亦真であるとの確信を抱い
ていたが故に，上述の点に関してカルノーの説に非常な無理のあることを看破っ
ている。彼は次の如く言っている 3) 。

も

若しも高温より低温への熱の直接伝導に
依って熱作用が消費されるなら，この移行に依って得られるであろう所の力学的
効果はどうなるのか。自然に於ては何者も消滅せしめることは出来ない。エネル
ギーは不滅である。従って伝導された熱の代りとなって現われるものは一体

い か

如何
なる作用であるかが問題となる。彼はこの問には陥穽がある (perpleking)となし，
完全なる熱理論なら之に対して満足なる答を与えるべきだと言っているにも

かかわ

拘
らず，彼は上述の論文に於ては

なお

尚カルノーの説を固執し，この説を放棄する場合

1) W. Thomson: On a absolute thermometric scale founded on Carnots theory of the motive power of
heat, and calculated from Regnaults Observations. Phil. Mag. (3) 33, p. 313, 1848.

2) Clapeyron: Mémoire sur la puissance motrice du feu. Journ. de l’école polytechnique, T. XIV. p.
170, 1834. Pogg. Ann. 59, p. 446 u. 566, 1843.

3) W. Thomson: An account of Carnot’s theory of the motive power of heat. Transact. of the Roy. Soc.
of Edinburgh. vol. XVI, p. 541, 1849.
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に生ずる困難を比較にならぬほど高く見積っている。
しか

然もこの困難なるものは意外にも速かに打ち克たれることになった。不可抗力
を以て熱不滅の命題を放棄すべく強いた経験が積り積って，遂には力学的熱当量
の輝かしい発見に依って，物質的熱理論に対する急速な終熄が用意された。熱を
運動と

み な

見做せば，熱に依ってなされたる仕事の補償は熱の消失に求めらるべきは
自明の理であり，

しか

然るときは，熱運動の失われたる活力が，なされたる仕事の等
値と見なされなければならない。

しこう

而してこの命題の結果の，経験による証明こ
そは，力学的熱理論をして決定的優勢を得しめたものであった。既に永い間，摩
擦によって生ずる熱を説明することの困難は，箇々の物理学者を駆って熱は量
の点では不変であり，従って物質ではあり得ないとの見解を抱かしむるに至って
いた。物質的熱理論に従えば，摩擦熱は外部から導き来られるとするか，或は摩
擦された物体がその熱容積を小さくする結果，同一の熱が遙かに高い温度を物体
の中に

じゃっき

惹起するのであるとしなくてはならない。この両仮定が根拠のないもので
あることはリュームフォード 1) が適切な方法で指摘している。彼は鋭利ならざ
る
さんこう

鑽孔器を砲身の基底にあて，それを馬力に依って旋廻せしめ，かくて摩擦熱に
依って少なからざる量の水を沸騰さえもさせている。金属の熱容積はその際全然
変化していないことが明らかにされた。かくの如くして生産された熱はこの方法
をつづけることに依って任意に高め得られるが故に，リュームフォードはこの熱
を，消費されたる力と聯関せしめたのであるが，

しか

然も，なされたる仕事と生産さ
れたる熱との数の上での比較をなす迄には至らなかった。同一のことを殆ど同時
にデヴィ 2) は，空気ポンプによる自動的時計仕掛を媒介とする二箇の金属の摩
擦に依り，更に適切な方法，外界の影響を全然絶った二箇の氷塊の摩擦―――結果
氷は溶解されるに至った―――に依って，証明している。この場合，水の熱容量は
殆ど氷のそれの二倍に近いという事情は未だ特に注意を惹かれる，其の後

なお

尚その
他の多くの実験が行われ，熱は発生せられ得る―――即ち，光線或は熱線（この両
者の同一性はメロニ (Meloni)の実験以来証明ずみである）の吸収に依って，更に

1) Rumford: An inquiry concerning the source of the heat which is excited by friction. Trans. of the
Roy. Soc. London 1798. Jan. 25.

2) H. Davy : An essay on heat, light and the combinations of light, in Beddoes Contributions to physical
and medical knowledge, Bristol 1799. Works Vol. II, London 1836, p. 11.
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又電気の（それが化学的方法に依って成立しようと，機械的な仕事に依って成立
しようとに

かかわ

拘らず）媒介によって，―――ことが最も明瞭に証明された。
かかる事実のどれをとってみても，それが熱の物質的解釈に痛棒を喰わしてい
るに

かかわ

拘らず，力学的熱理論の代表者―――上記の他に
なお

尚特にトーマス・ヤング，ア
ムペール (Ampère)，フレネル (Fresnel)の名が挙げられる―――は 19世紀の中葉迄
は徹底的に少数であった。そうして，それ迄は決して，永久機関不可能の原理を，
カルノーが物質的理論のために完成した如く，力学的理論のために完成せんとす
るの試みが，真面目になされたことがなかった。
確かに如上の努力の散在した痕跡には時として遭遇することがある。老セギュ
イン 1) の著書 “Étude sur l’influence des chemins de fer” (1839)には次の如き注
意書きが見出される，蒸気は力を生産する手段に過ぎない。活力と同じように行
為をなし得る動力原因は熱である。セギュインはこの思想の創始権は，その伯父
にあたる有名なモンゴルフィエ (J. M. Montgolfier, 1740–1810)のものだと言って
いる。
しか

然し
なが

乍らかかる考えは
ひと

独り熱の領域のみならず，他の自然現象にも及んでいる
のであるが，その際吾々は，この原理の妥当性そのものは誰によっても疑われた
のではなく，その帰結の解釈のみが意見の相異を

ひ

惹き起したのだという，既にし
ばしば強調された事実が証明されているのを見るのである。
ロジェット 2) は例えばこの原理を電気接触説に対する反証として利用し得ると
信じ，次の如く論じている。「吾々がその原因を知っている運動のあらゆる力と
源泉とは，それが本来の作用を行う場合に於ては，この作用が

じゃっき

惹起されると同一
の関係に於て消費される。

こ れ ら

之等を利用して絶えず持続する運動を創造することは
従って不可能だということになる。」ロジェットは，その故を以て，永続する電
流を生産することは，

それ

夫に相当した他の原動力の消費（ここでは化学的親和力）
なくしては不可能であると明言し，之を以て接触説を反駁している。

も

若しも接触
説がかかる出来事を認めているならば，彼も亦十分正しいと言えるのであろうが。

1) Séguin Aı̂né:Étude sur l’influence des chemins de fer, Paris 1839, p. 378. Compt. Read. XXV, p.
420, 1847参照。

2) Roget: Treatise on galvanism, 1829, p. 113. (Libray of useful knowledge.)
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似たようなことをファラディ 1) も言っている。「接触説は，張い抵抗に打ち克
つ能力を有する力が無より生じ得ると仮定している。之は力の創造だということ
になろうが，創造なるものは，他の何処へ行ったって，それに相当する養分供給
者の消耗がなくっちゃ行われないのである。接触説が正しいとすれば因果同等と
いうことは否定されなくちゃならない。とすると，永久機関が可能だということ
になり，接触に依って電流が生じた最初の場合を利用して間断なく機械的能率を
得ることも可能な訳である。」この接触説に対する非難が誤解に基いていること
はここで詳説する迄もあるまい。全論争は電流維持の種類に関するものでは全然
なく，電流の導入に関している。何となれば電流がエネルギーの絶えざる浪費な
くしては維持されないこと位は今日では接触説によるも化学理論によると同様自
明のことであるから。
化学に於ても吾々は既にこの原理の適用を見出す。一列の連続的な化学反応に
依って，全体として作られた熱量は，組織の始めの状態と終の状態とが同一に止
まる限り，

い か

如何なる道程に於て，或は
い か

如何なる順位に於て箇々の反応が行われた
かには

かか

拘わりなしとの思想は，極めて徐々に目立たずに，理論物理の中に移植さ
れている。この思想が始めて詳しく述べられたのは恐らくヘス 2) の次の言葉に
依ってであろう。「化合が行われる場合，それが直接に行われようと，間接に行わ
れようと発生した熱量は一定である。」疑いもなくこの命題の信ずるに足る正し
さは，熱は無より生ずるを得ずとの理念に由来している。この思想は

もちろん

勿論熱物質
の不滅性の観念に依って支持されてはいるが，後者よりも遙に普遍的であり，こ
の観念からは独立している。
しか

然し
なが

乍ら，箇々の物理学者が既に異なれる自然力の単一性並に相互可変性の認
証に於てどの程度迄進んでいたかはK. Fr. モール (Mohr)3) の，熱の性質に関する
論文の次の如き箇所が最も雄辯に語っている。著者はこの書に於て，主としてメ
ロニー並にリュームフォードの試みに刺戟されて，活溌に力学的熱理論のために
辯じている。「既知の 54の化学的元素の他に，物の世界にはもう一つの動因があ

1) M. Faraday: Exp. Researches. Phil. Trans. London pt. I. p. 93, 1840. Pogg. Ann. 53, p. 548, 1841.
2) H. Heß: Thermochemische Untersuchungen. Pogg. Ann. 50, p. 392, 1840.

3) K. Fr. Mohr: Über die Natur der Wärme. Zeitschr. f. Physik v. Baumgärtner, V, p. 419, 1873. Ann.
d. Pharmazie 24, p. 141, 1837.
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るばかりである。それは力である。それは適当な事情の下にあっては，運動，化
学的親和力，凝聚，電気，光，熱及び磁気となって現れることが出来る。

しこう

而し
てこの各種の現象の各々から，他のすべての現象が

ひ

惹き起され得る。鉄槌を上げ
るのと同一の力は，他に適用されるならば，その他のすべての現象を

じゃっき

惹起するこ
とが出来る。」すべての

こ れ ら

之等の，同等と認識された自然力の共通な尺度の問題へ
はほんの後一歩であることがわかる。
この一歩が，殆ど同時に異った方面から，異った道程を

たど

辿ってなされたのであ
る。

も

若しも吾々が箇々の発表の年代順に従うならば，吾々は
ま

先ず注意を，ハイル
ブロンの医者ユリウス・ロベルト・マイヤー 1) 博士の仕事に向けなければなら
ない。
経験的にこつこつ築き上げたというよりはむしろ哲学的天賦をもったマイヤー
の全精神方向に従って，彼の証明の形式は演繹的であった。彼の最初の 1812年 5

月発表された短い論文 2) に於て，彼は次の如く言っている。原因なくして結果が
生ずることは全然あり得ない。又逆に，原因が結果を生ぜずにいることもあり得
ない。Exnihilo nihil fit.又逆に，Nil fit ad nihilumというよりは，すべての原因は
一定の，正にそれに相応した―――それより大きくも小さくもない―――結果を有す
る。原因の中には，だから，結果を規定するすべてのものが含まれており，之は例
え形式が変ったにしても結果の中に於て完全に見出されるのである。原因と結果
とは従って一定の意味に於て互に相等しい。Causa acquat effectumここからマイ
ヤーは原因を，量的には不滅な，質的には可変的な事象と名づけている。そうし
て彼はあらゆる原因を二部に分つ，一部を物質とし，他を力とする。両者の

おのおの

各々
は不滅であり，相互間に一より他への変移は行われ得ない。と言う意味は，物質
は力に変じ得ず，その逆も亦同様である。然し

なが

乍ら物質も力もそれ自身に於ては
種々の方法に依って形を変え得る。物質には

しか

然し
なが

乍ら多くの異なれる種類即ち相
互に変化を許さざる化学的元素があるに反し，力には一つの種類があるだけであ
る。何となれば，すべての力は相互に変化することを得，すべての力は同一なる
事象，同一なる原因の，異なれる現象形式であり得るから。

1) J. R. Mayer: Die Mechanik der Wärme, Stuttg. 1867, 2 verm. Aufl. Stuttg. 1874.
2) J. R, Mayer: Lieb. Ann. 42, p. 233, 1842. Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur.—

Phil. Mag. (3) 24, p. 371, 1744.
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ここでは力なる語がライプニッツ流の意味に用いられていることは明らかであ
る。当時に於てはこの語のかかる意味は

なお

尚
か な り

可成しばしば行われていたのだから，
之は別に珍らしいことではない。

いず

何れにしろ，その故を以てマイヤーに，不明瞭
だとの批難を浴せるのはよくない。というのは，次にも述べる如く，彼はかかる
概念相互を区別すべきことを十分知っていたからである。ニュートン流の力を彼
は特性 (Eigenschaft)と名づけている。種々の力の性質を精密に調べて，彼は三つ
の形式の名を挙げている。熱と落下力と運動と。

こ れ ら

之等は相互に異ったものではあ
るが，一定の数関係に従えば一より他に変化することを得るが故に，共通な尺度
に従属せしめ得る。もともと落下力と運動とは同一の尺度に依って計られるが故
に，

なお

尚残っていることは，熱の単位をこの尺度と比較することである。「空気圧
搾」の実験から，マイヤーは重力の加速度の平均価値に際しては，1カロリーは
1キログラムを 365メートル持ち上げるに等しいことを計算している。この計算
の詳細は，之に次いで表れた論文 1) に於て初めて報道されているのであるが，兎
に角，その根底には次の如き考が横わっている。一定量の空気を一定の温度だけ
高めんがためには外部から熱量が導き入れられなければならないのであるが，こ
の熱量の，多くの実験に依って確立された差異なるものは，加熱が或場合は圧力
をかえずに，或場合は容積をかえずに行われるならば，最初の場合に於て空気の
膨脹に依ってなされた仕事に等しい。この場合

もちろん

勿論暗黙の中に，一定の圧力によ
る場合の熱容量が一定の容積による場合の熱容量以上に過剰になったときこの過
剰の容量は

もっぱ

専ら外部的仕事行為にのみ役立つ，との仮定がなされているのであ
る。

しか

然しこの仮定は決してそのまま許容されることは出来ない。何となれば殆ど
すべての気体と蒸気とは，何等の外部的仕事行為をせずに膨脹したときでさえも，
著しい温度降下を示すから。

しか

然し
なが

乍ら
いわゆる

所謂完全気体に対してはこの仮定―――時の
経過と共にこの仮定はマイヤーの仮説の名の下に熱理論の発達に重要な役割を演
じている―――は正しいとして許容される。
かくの如くして力学的熱当量が確立された以上，熱は力学的の力を計ると同一
の尺度を以て計り得ることになる。即ちキログラム，メートル，秒を単位とし，常
に 1 kgr. カロリーは 365 · 9.81力単位（仕事単位）に等しいと置けばいい。特に注
目すべきことは，マイヤーが全然，熱は運動なりとの見解から出発せず，むしろ
1) Mayer: Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel, 1845. (Mechanik

der Wärme, Stuttg. 1874.)
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大事をとって，熱の本質の問題を度外視している事実である。彼は明確に言って
いる。熱，運動，落下力は一定の数関係に従えば一より他に変化し得る，このこ
とからは，落下力と運動とは同一であるとの結論が出て来ない如く，熱は運動よ
り成り立つとの結論も導き出すことは許されない。事実，すべての熱理論は，後
にR.クラウジウスに依って彼の両原則の上に樹立された如く，熱は一定の條件の
下にあっては運動に変化され得るとの仮定を採用すれば，熱の力学的性質を考え
ずとも十分に導き出されるのである。今日吾々が熱の本質に関して考える如き考
え方に一定の形式を与えたのは，後になって発達した気体理論を以て最初とする。
マイヤーは上述の詳論にのみ止まってはいなかった。第二の，幾分詳細に亘る
論文 1) に於て，彼は自己の理論を自然科学の他の分野に迄

ふ え ん

敷衍している。彼は
化学を物質変化の学，物理を力変化の学と名づけ，

しか

然るのちもう一度，彼の熱並
に運動の等値に関する見解を總括している。

しか

然るのち電気が観察の圏内に引入れ
られているが，ここでも一般に行われている言葉の使用とは残念

なが

乍ら矛盾する所
の術語が使用されている。電気を彼は熱の如き力であると名づける。その場合彼
は
もちろん

勿論吾々が電位と呼ぶ所のものを意味しているのである。起電盤の作用を，彼
が消費された力学的仕事に依って説明しているのは全く正しい。二物体の「化学
的差異」も亦，それに依って熱が生産され，その量が次には消費された力に対す
る尺度となり得る故を以て，力として記述に上されている。最彼に彼は無機の世
界に於て作用している六箇の，異なれる，

しか

而も一定の等値に従って一より他に変
化し得る力を数え上げている。落下力，運動，熱，磁気，電気，化学差異。有機
界に迄もこの結果は

ふ え ん

敷衍されている。特にマイヤーはここでは植物に於ける同化
作用の過程の意味をあらゆる動物的生命の保存に迄展関している。
彼は自己の理論を宇宙現象に迄適用して，以上の他に特殊な著述 2) をしている。
太陽熱の本源に対する合理的な説明を与えたのは彼が最初である。彼は始め，太
陽の照射に依って生ずる

おびただ

夥 しい熱の消費はいかなる化学的方法（燃焼）による
も補うことは不可能であろうと言い，次いでこの熱は，絶えず太陽体に落ち込む
隕石の活力に依って与えられるとの見解を発表している，（下記ヘルムホルツ並

1) Mayer: Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel. 1845. (Mechanik
d. Wärme, Stuttg. 1874.)

2) Mayer: Beiträge zur Dynamik des Himmels, 1848. (Mech. d. W., Stuttg. 1874.)
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にトムソンの見解参照）彼は，流星の輝くのは，流星が空間に於て経験する摩擦
による活力の喪失によると説明している。潮現象は潮流摩擦に依って必然的に地
球の廻転速度に対して妨止的作用をなすものであり，干潮満潮の速度に依って得
られる仕事はすべて地球廻転の活力の支出に依って得られるものであると彼は説
明している。
この各種の考は

いず

何れも，たとえ彼が部分的には廃れた学術語彙を用いたとは言
え，彼に依って代表される見解の意義については，彼が十分意識していたこと
を示している。彼はそれを他の論文 1) に於て詳細に説明し，ライプニッツ及び
ニュートンに依って「力」なる名称を与えられた概念が実は相異なること，並に
「死力」（ニュートン）と「活力」（ライプニッツ）との区別の無意義であること，を
非常に明瞭に述べている。この意味にとれば，力なる語は共通の種属概念を表す
ものであり，その中に二つの特殊概念が特殊の種類として含まれているというこ
とになるのであろうが，実は両概念が全く異なる容積の大きさを表し，依って全
然比較することを得ないが故に，かかることは全く不合理である。その故に，両
者の中の一を

ほうてき

放擲する必要が起る。マイヤーは力なる語をライプニッツの意味に
用いることに決めている。彼はこの概念の方が基本的であると考えたからである。
この名称はそれによって又物質なる語の正反対の意味となることにもなる。吾々
は今日も

なお

尚，力と物質と，この対立を使用している。その際吾々の意味するのは，
エネルギーと物質と，である。両者は共に不滅である。
この考に於てはマイヤーは正しいに違いない。自然科学の現在の立場に従えば
事実ライプニッツの概念の方が重要なものとなっているのだから。

しか

然し
なが

乍ら彼は
科学の歴史的発展の力を考慮に入れなかった。物理学は力学の上に建設された。
そうして力学に於てはニュートンの概念が既にあまりにも固く根を張っているが
故に，之を簡単に他の名称に依って排除することは出来ないのである。かくてマ
イヤーの提唱は，たとえ二三の表現に於て（活力，力の恒存）ライプニッツによ
る名称が

さしあた

差当り
なお

尚残っていたにしても，行渡る迄には至らなかった。歴史を回顧
することに於てのみこの撞着―――之は少くとも今日では以前ほど誤解される危険

1) Mayer: Bemerkungen über das mechanische Äquivalent der Wärme, Heilbronn 1850. (Mech. d. W.
1867, p. 237.
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を含んではいないにしても―――を説明することが出来るのである。
吾々はマイヤーのこの方面に関する種々の著述を，たとえその発表年度に於て
各々二三年の隔りがあるにしても，聯関させて述べて来たのであるが，之れは彼
が自然科学に

もたら

齎した新しい思想の概観を容易ならしめんがために外ならなかっ
た。厳格な意味に於ける学派が彼には缺けていたこと，彼が恐らく多くの点，特
に第一の論文に於て，もっと明瞭に正確に自分の専門物理学者であることを明ら
かにし得る可能性があったこと，

しか

然し
なが

乍ら主として全体の殆ど形而上学に接触し
ている理論の基礎附けが非常に虚弱な根抵の上になされていること，

こ れ ら

之等の点に
関しては，彼の意義を認めることを欲しない人々の言う所を認容しなくてはなる
まい。

しか

然し
なが

乍ら彼が初めて，吾々の今日の科学に固有の思想を発表したのみなら
ず，―――之が最も重要なことである―――がそれを尺度と数に従って価値附け，自
己の力の及ぶ限りの自然現象に箇々に亙って之を適用したのであることは，覆う
べくもない確かなことである。

しか

然し
なが

乍ら，命題の基礎附けに関しては，この命題
が，次の章に於て詳述する如く，正にその一般的なることの故に厳密な演繹証明
を全然なし得ないこと，従ってマイヤーが彼の証明に際して失敗に終った事柄は，
い か

如何なる物理学者に依っても成し遂げられなかったことは忘れてはならない。最
も直接の，あらゆる前提から出来るだけ遠去かった証明は，箇々の結果を吟味す
る事に依ってなされる。この点，マイヤーは，自らは実験を行わなかったにして
も直接の刺戟に依って多大の貢獻をしているのである。―――

しか

然し
なが

乍らこの原理を
吾々にもっとはっきりと，分り易いようにしようとする場合，言いかえれば，之
を他の吾々に熟知された表象と命題とに聯関せしめようとする場合，自然に於て
は

い か

如何なる作用も消滅するものでないとの思想に基いてマイヤーが行った所のも
のは，

なお

尚相変らずこの類の最たるものの一であることを失わない。かかることも
亦その意義を軽視さるべきでない。何となれば，吾々にして

も

若し誤っていないな
らば，一つの非常に広汎な命題，例えばエネルギー恒存なる命題が，最初の難関
を突破した後，人間の頭脳の中に宿るに至った

か な り

可成驚異的な迅速さと容易さとは，
多くの箇別的な帰納証明の御蔭であるばかりでなく，むしろその大部分はこの命
題が因果法則と密接な関係にあるとの考え方の御蔭であるのである。それ故にマ
イヤーの哲学的観察には物理学的証明力があるとなし得ないことは確かであるに



22

しても，彼の観察は，原理の全内容の概観を容易ならしめ，かくて根本的思想を与
え，それに従って自然に対する質問がなされるに至る，という限りに於て，非常
なる実際上の重要性を有するのである。人はどうかすると，漠然たるものに向っ
て哲学するマイヤーに対して相手のジュールを無趣味な，ただ箇々の事実にのみ
こだわ

拘っている，几帳面な経験論者として対立させることを好むものである。だが
ジュールが彼の有名な実験をあの様なたゆみなき熱心とねばり強い忍耐とを以て
し，直接彼の生涯の一部分をこの唯一の問題の解決に捧げたことは，

も

若し彼が既
に前から，彼の最初の実験―――それ自身としてのみ考えるとき，之があの様に大
規模に普遍化される権利を与えなかったにしろ―――に際して，新しい理念に感激
し又この理念を直ちにその全的普遍性に於て理解しなかったとしたら，どうして
考えることが出来よう。とにかくマイヤーの功績が最近に於て完全にその価値を
認められ（之は最初英国に於て J.ティンダル 1) に依って正当に詳価された）吾々
の第一流の科学専門家に依って十分に承認されたこと 2) は人々の熟知する所で
ある。
マイヤーが，少くとも彼が公然と登場した初めの時代に於ては，新原理の普及
と発展とに対して殆ど何等の影響を及ぼしていないことは，確かに

も は

最早や変更を
許さない事実となっている。恐らくは彼なくとも新原理の普及発展は同様迅速に
行われたことであろう。特に殆ど同時代に，

しか

而も彼とは全然無関係に又相互間に
も何等の連絡なく，同一の諸埋念が，異れる形式に於て，異れる基礎附を以って
出現しているからである。
1843年 1月 24日ジェームス・プレスコット・ジュール（サルフォードの醸造
家）はガルヴァーニ電流の熱作用と化学作用との関係に関する論文 3) をマンチェ
スターの哲学協会に提出した，彼は既に，之に先立つ二著述 4) の結果に依って，
閉じられた回路に於て電流に依って生ぜられた熱量は，電池の中に於て作用する

1) J. Tyndall: On force. Proc. of Roy. Inst. June 6, 1862. Phil. Mag. (4) 24, p. 57, 1862.
2) H. v. Helmholz: Robert Mayers Priorität. Vorträge und Reden, I, Braunschw. 1884, p. 60.

R. Clausius: Über das Bekanntwerden der Schriften Robert Mayers. Wied. Ann. 8, Anhang, 1879.
3) J. P. Joule: On the heat evolved during the electrolysis of water. Mem. of the liter. and phil. soc. of

Manchester, (2) Vol. VII, 1846, p. 87 u. 96.
4) J. P. Joule: On the heat evolved by metallic conductors of electricity and in the cells of a battery

during electrolysis. Phil. Mag. (3) 19, p. 260, 1841.
J. P. Joule: On the electric origin of the heat of combustion. Phil. Mag. (3) 20, p. 89, 1842.
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金属―――水素をも含めて―――の直接酸化に依って得られる熱量と同一であるとの
確信を抱いていた。このことから彼は，化学熱一般は本質的には電気に起源を有
するものであるとの見解を形成している。ジュールに於て，

い か

如何にして，初めは
未だ幾分漠然たる観念から漸次徐々たる注意深い発展を

たど

辿り，一般的原理の妥当
性の意識が明瞭になるに至ったかを追求することは非常に興味深いことである。
上述の論文―――その中では電流の熱作用は化学の熱作用と同一であるとの命題が
ふ え ん

敷衍され証明されている（他にベックレル 1) の実験参照）―――に於て初めて，自
然に於ては仕事力 (power)の消滅 (annihilation)は，それに相当した結果 (effect)を
生ずることなしには行われ得ずとの，より一般的な記述が初めて見出される。同
時に，電磁的機械に電流を通ずることに依って仕事をなさしめる場合，化学作用
に比例して作られた熱は，なされた仕事に比例して減少するであろう 2) との推
測も発表されている。
この思想が動機となってジュールは特殊な研究に着手し，その結果 3) を，「電
磁気の熱作用並に熱の力学的価値に関して」と題して同年 8月 21日，当時コーク
(Cork)に開催中のブリテーン協会 (British Association)の数理物理学部に報告し
ている。この論文に於てジュールは

ま

先ず特に，熱の性質並にガルヴァーニ電池の
中に於ける現象に関する自己の見解を述べている。彼は熱を振動から成る一種の
運動であると説明し，ガルヴァーニ電池に於ては，熱の如何なる生産 (generation)

も行われず，ただ熱の一種の配当 (arrangement)が行われるとの確信を述べてい
る。かくして液体電流の中に発生した熱は元素に於ける燃焼から由来し，磁石電
流即ち磁石の運動に依って生産された電流の中に発生した熱は消費された力学的
仕事から由来する。そうして

こ れ ら

之等の熱の大きさは常にあたかも燃焼或は仕事が直
接熱を供給したかのごとくである。―――この主張は実験に依って証明される。そ
の目的でジュールは，水を充たし，水平に置かれたガラス管―――之が熱量計の役
をする―――の中に感応コイルを入れ，之を落下重量に依って，二箇の強い磁極の
間に立てられた垂直軸のまわりを廻転させ，

しこう

而して感応電流に依ってコイルの

1) E. Becquerel: Des lois du dégagement des la chaleur pendant le passage des courants électriques à
travers les corps solides et liquides, Compt. Rend. t. 16, p. 724, 1843.

2) l. c. p. 96 u. 104.
3) Joule: On the calorific effects of magneto-electricity and on the mechanical value of heat. Phil. Mag.

(3) 23, p. 263, 347, 435, 1843.
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中に生産された熱を重量に依ってなされた力学的仕事の熱と比較している。そ
の結果は，任意の量の水を華氏 1◦だけ温めることはその 833倍の量を１フイー
ト，或は 1倍の量を 838フィートだけ持ち上げることに相当している。―――又一
方ジュールは力学的仕事より熱への直接変移を，水が狭い管を通して圧迫される
ときに生ずる摩擦に依って計量している。華氏温度によればこの場合 770フィー
トが力学的当量という結果になる（摂氏度では 423メートル）。
ジュールは，この二つの発見された数は，多くの誤謬の源を考慮に入れるとも，
十分に一致的であるが故に，マイヤーと同一の主張をそれに依って支持すること
が出来ると考えている。自然の原動力は不滅である，

しこう

而して力が消費される場
合は

い つ

何時でもこの消費に相当した量の熱が成立する。この見地から彼は潜熱並に
化学変化に依って生産された熱をも説明している。潜熱は例えば重力の如く力
を表している。潜熱は一定の場合に於て，丁度ねじを捲かれた時計仕掛が何時の
瞬間に於ても力学的仕事をする能力を有する如く，事実上の熱に変化する能力を
もっている。ジュールは彼の最初の著述に依っては特別な成果を収め得なかった。
それどころではなく，大部分の物理学者は大体に於てここに述べられた見解に対
して否定的な態度をとった。その主な理由を吾々は，当時自然科学界に支配して
いた所の，何等かの点に於て自然哲学の如くに見えるものすべてに対する一般的
な不信任に求めることが出来よう。

しか

然し
なが

乍らジュールの最初の著述が現れたと同
じ年，1843年 11月 1日にデンマークの技師A. コルディングはコペンハーゲンの
学士院に，「力に関する諸

テ ー ゼ

命題なる」表題の下に彼の実験 1) を報告している。そ
れに従えば, 固体の摩擦に際して発生した熱は，消費された仕事の大きさと一定
の関係に立つ。そうして彼は同時に，力の恒存の原理は普遍妥当の原理であると
の見解を述べている。彼はマイヤーと同様，遙かに形而上学の領域に迄及んでい
る所の演繹的観察に依って，この命題に迄到達している。即ち彼は自然力は精神
的にして物質的なる実体であり，かかるものとして可滅性に服従することはあり
得ないとの見解から出発している。従って彼は力を不死なりと呼んでいる。―――
様々な固体の

おびただ

夥 しい数の実験から彼は，摂氏度とデンマーク・フィートとを取

1) A. Colding: Det kongel. danske vidensk. selsk. naturv. og math. afh. (5) II, 1813, p. 121, 167.
On the history of the principle of the conservation of energy, Phil. Mag. (4) 27, p. 56, 1864.
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れば，力学的熱当量が 1185.4（
およ

凡そ 370m）であることを発見している。
第四の，矢張同じ頃になされた機械的熱当量の計算はＣ. ホルツマン 1) から
来ている。彼は大体に於てマイヤーと同一の道を

たど

辿り，1キログラムの水の温度
を 1◦C高める熱は 374キログラムを 1メートル揚げる能力のあることを発見した。
しか

然しここで注意すべきことは，ホルツマンは彼が熱の消滅を仮定している意味に
於て決して力学的熱理論の見地を代表しているものでないということである。む
しろ彼は大体に於て物質的理論を固持している。何となれば彼は

なお

尚常に熱液体の
不変性の命題を辯護していたから 2) 。
其の間に，休みなき活動家ジュールは彼の熱当量に関する実験を全然変えた方
法で続けていた。

ま

先ず彼は 3) 空気の圧搾に際して消費された力学的仕事を，この
際生ずる温度上昇と比較し再び豫期した比例を見出している。この温度上昇は正
に外部的な仕事に依って行われるのであって，空気の熱容量の変化なんかに依っ
て行われるのでないことを彼は特殊な実験―――22気圧に圧搾された空気を排気
された空間に流出せしめることに依って，証明している。この場合，既に以前に
ゲイ・リュサック (Gay Lussac)に依って得られた結果と同じく，空気が流出に
際して何等の外部的仕事をなさなかったという状況に相応して，平衡が達せられ
た後も温度の減少は見出されなかった。この実験は，空気の体積変化に際しては
何等内部的仕事は行われずというマイヤーが寡黙の間に認めていた所を証明して
いるが故に非常に重要である。之に反して圧縮された空気を自由な雰囲気に流出
せしめた場合は抵抗の克服に依ってなされた仕事に比例して温度の減少が起った。
こ れ ら

之等のことからジュールは，種々の実験の後，熱当量を 823と計算し，次に 795

と計算している（452.436m摂氏度）
其の後間もなく又もや新しい観察が発表された 4) 。今度は力学的仕事が摩擦に
依って熱に変化させられている。

ぼくりん

蹼輪が水糟の中で沈下重量に依って廻転され摩
1) C. Holtzmann: Über die Wärme und Elastizität der Gase und Dämpfe. Mannheim 1854. Auszug in

Pogg. Ann. Erg. II, p. 183, 1848.

2) C. Holtzmann: Über dir bewegende Kraft der Wärme. Pogg. Ann. 89, p. 445, 1851.
R. Clausius: Erwiderung auf die Bemerkungen den Herrn C. Holtzmann. Pogg. Ann. 83, p. 118,
1851.

3) Joule: On the changes of temperature produced by the rarefaction and condensation of air. Phil.
Mag. (3) 26, p. 369, 1845.

4) Joule: On the existence of an equivalent relation between heat and the ordinary forms of mechanical
power, Phil. Mag. (3) 27, p. 205, 1845.
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擦に依って水の温度上昇を
じゃっき

惹起した。この場合の結果は熱当量 890（488m摂氏
度）であった。

しか

然るに狭い管を通して水を圧迫した場合の数値は 774（425m摂氏
度）であった。
こ れ ら

之等の結果の比較的確かな一致が動機となってジュールは
こ れ ら

之等の種々な実験に
依って実証された見解を，力学的作用，化学作用，ガルヴァーニ電流作用，電磁
気作用，熱作用，並に動物的仕事行為による力の生産の法則に関して簡単に總括
して発表している 1) 。
かくの如く著述の数が増し，それが熱の本質の新解釈に基いて力の恒存の原理
の適用を促進し，特に間断なく繰返される変化に富んだジュールの実験が漸次同
じ専門家達の注意を引いた一方に於ては，エネルギーの概念も亦他の方面から自
然科学の他の部門に導き入れられることになった。
その一つとしてF.ノイマン 2) の，感応電流の法則に関する研究（1845及 1847）
を挙げることが出来る。その結果は，導体に於けるガルヴァーニ電流感応は導体
に対する感応電流体系の電気力学的ポテンシャルの変化に依ってのみ左右され，
この変化が導体並に電流体系の有重量部分の相対運動に基くものであろうと，或
は電流の強さの変化に基くものであろうとに

かか

拘わらないということになっている。
もちろん

勿論かかる対象を取扱っているノイマンの二つの著述に於ては彼の命題と吾々の
原理との密接な聯関は未だ直接には現れていない。
有機物の領域にも亦新しい思想が転用された。J. リービッヒ (Liebig)は，蒸気
汽関はそれがもと汽鑵から受取った以上の熱を生ずることを得ず，又閉回路内に
於けるガルヴァーニ電流は，元素に於て変化する物質の通常の化学反応に依って
得られる以上の熱を生産せずとの見解から出発し，動物体に於て生産される熱は
全然食物の燃焼に依って直接に供給 3) されるとの命題を

さかん

旺に辯明している。こ
の場合確かに彼にとっての因難が生じた。即ちデューロン (Dulong)に依って，又
デスプレッツ (Despretz)に依って，動物体に依って発せられた熱に関して行われ
1) Scoresby and Joule: Experiments and observation on the mechanical powers of electro-magnetism,

steam and horses. Phil. Mag. (3) 28, p. 448, 1846.
2) Franz Ernst Neumann: Allgemeine Gesetze der induzierten Ströme. Abh. d. kgl. Akad. d. Wiss.

Berlin 1845. Pogg. Ann. 67, p. 31, 1846.
F. Neumann: Über ein allgemeines Prinzip der mathematischen Theorie induzierter elektischer
Ströme. Abh. d. kgl. Akad. d. Wiss. Berlin 1847, G. Reimer 1848.

3) J. Liebig: Über die tierische Wärme. Lieb. Ann. 53, p. 63, 1854.
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た熱量測定実験は著しく過大と思われる数値を結果している―――水素並に炭素
物質の直接燃焼熱は実際に動物に依って与えられた熱の 70

な い し

乃至90%にしかならな
かったのだから。この事情の正しい説明はヘルムホルツに依ってなされた。彼は
食物の燃焼に依って得られた熱を直ちに食物中に含まれている化学的元素の燃焼
熱に依って置きかえることは出来ないと主張している 1) 。
上述のヘルムホルツの論文に於て吾々は同時に最も簡単に，「自然力の，他の自
然力による誘発に際しての力当量の恒常の法則」が当時の研究状態に於ける物理
学の種々な領域に於て一般に行われていたことに相応した様々の結果を概観する
ことが出来る。力学的力の熱への変化に関してはヘルムホルツは，それに接近し
た，既に上に述べた理由から，之迄の物質説に反対し運動説を採っているに

かかわ

拘
らず，確かに未だ力学的熱当量の説をなす迄には至らなかった。それに反して彼
は化学的熱生産の恒常の法則を，化合が行われる過程とは無関係として述べてい
る。一定の液体電流に於て行われる経過に関して言えば，オーム (Ohm)の法則
はレンツ (Lenz)の（ジュールの）閉回路内に於ける熱生産の法則並にファラディ
(Faraday)の電気分解の法則と結合することに依って，閉回路内に於て生産された
すべての熱は電池の中に於ける電気化学的変移の大きさに等しく，その他の配置
に関係することなしとの命題に迄導かれる。静電気による熱生産に関してはリー
ス (Riess)の放電熱の諸命題から，放電熱は放電された電気量とその密度（今日
の適当な言葉で言えば，張力）との積に等しいという結果が得られる。
こ れ ら

之等の観察はヘルムホルツの，この論文の直ぐ後であらわれた著述に於て一層
完成され一層組織的な形となって表れている。そうしてその中で初めて，力の恒
存の原理のあらゆる自然現象に対する普遍的意義が，当時の発達した物理学の立
場の上に立って，簡潔な概観の形で展開されている。
1847年 7月 23日ヘルマン・ヘルムホルツはベルリンの物理学協会に於て力の恒
存の原理について講演をしている 2) 。―――その中に於てヘルムホルツは，―――
彼に依って使用された他の言葉，「活力」，「張力」もそうである如く，―――マイ
ヤーと同様，ライプニッツの力の概念に従っている。一体その他に於ては彼は科

1) H. Helmholtz: Fortschr. d. Phys. v. J. 1845. p. 346, Berlin 1847. Wiss Abh. I. p. 8.

2) H. Helmholtz: Über die Erhaltung der Kraft. Berlin, Reimer 1847. Wiss. Abh. I, p. 12.
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学に於て行われているニュートン流の術語を採用しているのであるが，そうして
この原理の緒論の様式として特色あることは，ヘルムホルツが自然力学的自然観
の見解の上に立脚して，この原理を活力恒存の力学的な命題（5頁）の直接の普
遍化であると解していることである。そうしてこの観察から物理学の目的とし
て生れて来る課題は，自然現象を，牽引力或は反撥力―――之はその距離と一定の
関係に立つ―――を以て相互に作用する所の箇々の物質点の運動に還元することで
ある。ニュートンの公理の力を借りてこの仮説から活力恒存の原理が導き出され
得ることは力学に於て教えられている。ヘルムホルツは

しか

然し
なが

乍ら又逆に，この出
発点の代りに，既にカルノー及びクラペイロンが彼等の理論の根柢とした所の出
発点，即ち永久機関の不可能性を利用するも全然同じであることを指摘している。
力学的自然現象への適応に於てヘルムホルツは次の如く言っている。「吾々が自
然物体の或体系を考え，

こ れ ら

之等の自然物体が空間関係に於て相対向し，その相互対
他的な力に依って運動を起し，その結果或他の位置に来たと考える場合吾々は物
体の得た速度を一定の力学的仕事と

み な

見做し，又それに変化せしめることが出来る。
さてこの力を再び働かせ，同一の仕事をもう一度得ようと欲するなら」（かくて週
期的に働く機械を得ようと欲するなら），「吾々は物体を何等かの方法に依り，他
の吾々の自由になる力を用いることに依って，最初の條件に帰らしめなくてはな
らない。従って吾々はそのためには一定の仕事量を再び消費しなくてはならない。
この場合には，この体系の物体が最初の位置から第二の位置に移った場合に得ら
れ，それが第二の位置から第一の位置に移った場合に失われる所の仕事量は，そ
の「移る」方法と道程と速度とに関係なく，常に同一である。」
数学の形式にすればこの命題は活力の原理として表される。この原理を，すべて
の力は唯点より点にのみ作用する力に分ち得るとの仮定と結びつければ，ニュー
トンの公理を用いて，

エレメンターヌクラフト

要 素 力 は中心力である。―――言いかえれば要素力は
唯距離にのみ左右される所の強度を以て牽引的に或は反撥的に作用する，という
結論に導かれる。

しこう

而してこの仮定こそは正に上述の第一の場合の出発点となっ
たものである。
活力の原理を以て，力の恒存の原理たらしめんとしてヘルムホルツが企てた所
の変形は次の如くである。彼は，活力Lの，作用力に依ってなされた仕事Aに対
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する関係を表す方程式 (L = A+ konst.)に於て，仕事の概念Aの代りに，仕事の
量Aに等しくそれに対抗する所の張力の量 uの概念を導き入れている。従って張
力は仕事と同様ただ体系の瞬間瞬間の状態にのみ関係している。そうすると上の
方程式は次の如くなる。活力の量と張力の量との和は時間に

かかわ

拘りなく一定であ
る。L+ U = konst.この和を簡単にこの体系に内在する力とすれば，それを以て
力の恒存の原理が得られることになる。
この転義が最初の一瞥に於て

い か

如何に瑣細なことの如く見えようとも，之に依っ
て物理学のあらゆる領域に開かれた展望は見極め難い迄に広い。今や任意の自然
現象への一般化は一目瞭然であるから。かかる事情の主なる原因は，力の恒存の
原理が，既に吾々に熟知の，

い

謂わば本能に迄なった所の物質恒存の原理と対比さ
れるに至ったことにある。一物体系の中に存在する，重量に依って計られた物質
の量が，たとえあらゆる物理学的並に化学的変化を起し得るにしても，

い か

如何なる
方法に依っても減少され或は増加され得ない如く，一体系の中に存在する力の量
も亦独立した全然変化し得ざる大きさを表している。力も亦物質の如く多様の形
式をとり得る。

さしあた

差当り，力は二様の主要形式をとって表れる。活力として或は張
力として，

しこう

而して力は
なお

尚お多種多様の方法で表れ得る。活力は可視的運動とし
て，光として，熱として。張力は重量を揚げることとして，弾力圧力として，電
圧として，化学的差異として，等々。

しか

然し
なが

乍ら
こ れ ら

之等の
い

謂わば様々の倉の中に蓄積
された力の貯蔵の額は不可変的に同一であり，自然に於けるあらゆる変化過程は
おのおの

各々のものを一より他に移すことに於てのみ成立する。
ヘルムホルツの見解が大体に於てマイヤーのそれと区別される点は，後者が，運
動，重力，熱，電気等々の如く数々の質的に異れる力の諸形式を認めているに反
して，ここでは力学的見解に相応して，すべての異れる現象形式が活力と張力と
の二つの概念の下に包括されていることで，すべての自然現象の解釈の単純化に
於て遙かに一歩を進めたものと言える。
この原理を物体の体系の中に於て行われる任意の変化過程に適用せんがために
は，唯或時間点に於てすべての異なれる種類の活力と張力とを總括して之を合計
すればいい。この合計高は

しか

然るときは体系に内在する全体の力を表し，外部より
の影響が絶たれている限り，時間に

こだわ

拘りなく不変である。この合計高の箇々の



30

項，従ってすべての箇々の力量が同一の尺度に依って計られなければならないこ
とは

もちろん

勿論である。
しか

然し
なが

乍ら吾々は物理に於ては種々異れるが，例えば可視的運動
の活力，熱等を

それぞれ

夫々異れる，伝統的な尺度に依って計量するが故に，合計する前
に
おのおの

各々の種類の力を共通の力学的尺度に還元することが，即ち
こ れ ら

之等の力学的当量
を確定することが必要となろう。

しこう

而してこの点に，この原理の適用をもともと
妨げている難関が存するのである。当量がよってもってそのままあらゆる場合に，
原理とは無関係に，計算される如き一般法則は存しない。吾々は実際繰返し，原
理の適用が間違った当量価値を基礎とすることに依って誤れる結論に到達してい
ることを見て来ている。それ故に

おのおの

各々の種類の力に対して，特にそれに相当した
当量の値を試すことが必要である。

しか

然もかかることは原理を特に簡単な見極め易
い場合に適用することに依て最も都合よく行われる。かかる見解から，ヘルムホ
ルツの，異なれる物理的現象を力の恒存の原理と聯関させて述べているあの考え
方を追求することは興味深いことである。

ま

先ず最初に狭義に於ける力学の領域が観察されている。既述の如くこの領域に
対しては一般的な原理は，吾々の熟知の活力の命題となって表われる。万有引力
の影響の下に起る運動，圧縮し得ざる固体及び液体の運動は，摩擦或は非弾性衝
突に依って可視的運動の活力が失われない限り，この法則に従うものであり，ま
た完全弾性固体及び液体の運動もこの法則に従う。その他，音響，光，並びに輻
射熱の諸現象も，吸収による運動の消滅が超らない限り，この中に数えられる。
―――除外されたすべての場合に於ては力の恒存の法則に従って，失われた活力は
何等かの他の力の形式に於て表れる筈である。事実，活力は熱線の吸収に際して
は熱として，又光線の吸収に際しては―――この光線が，熱を高め及び化学的作用
をする所の輻射線と同一であることをヘルムホルツは既に認めている―――光（燐
光）或は熱或は化学的作用として表れる。非弾性物体の衝突，並に摩擦に際して
の力の損失に対して，力の恒存の原理は何等かの形に於ける補充を要求する。こ
の補充をヘルムホルツは初め，摩擦され或は衝突する所の物体の分子的構成に
於ける，内部張力の量の増加に伴う変化に於て見出し，次に音響及び電気の作用
なかんずく

就中熱の作用に於て見出している。彼の推論に依れば，摩擦に際して分子の変
化，電気発生等々が避けられた場合は何時も，力の恒存の原理に従って，力学的



31

力のすべての損失に対して必ず，消費された仕事と等しい一定量の熱が発生しな
くてはならない。ここでジュールの最初の実験が引用されるが，この実験では計
量方法が未だあまりに不正確に思われるので，完全な信頼を托する訳にはゆかな
い。（R. マイヤーの仕事は当時は未だ殆ど知られていなかった。）カルノー・ク
ラペイロンの，熱はそれ自身としては不滅であり，従って高温より低温に移行す
ることに依ってのみ力学的仕事を生産し得るとの見解も取扱われ，詳細に論じら
れた結果，根拠なしとされている。摩擦による熱量絶対増加の仮定に対しては既
にデヴィーの実験が証拠立てている。それから，電気運動―――特に，起電盤によ
る電壜の充電によって起る電気連動，或は磁気による電流誘発によって起る電気
運動―――による熱生産も同一の結論に到達する。従てその結果，熱は物質の存在
に於てではなく，その変化或は運動に於て成立し，従って「一物体に含まれてい
る熱の量は，熱運動の活力（自由熱）と，その排置の変化に際してかかる熱運動
を起し得る原子間の張力（潜熱），内部的仕事の量との和であると解されなくて
はならない。」
熱の化学的生産に関しては，ヘルムホルツはヘス（16頁）に依って発表された，

「化学的化合に際しては化合が如何なる順序に於て又
い か

如何なる過程を経て行われ
ようと

かか

拘わりなく常に一定量の熱が生産される」なる命題を引用している。この
命題はもともと熱物質の不変性の観念から生れたものではあるが，とにかく力の
恒存の原理の帰結とも

み な

見做される。
次には熱作用の観察が述べられ，ここでは主として力学的力の生産が研究され
ている。ここでジュールの実験（26頁）が述べられている。ジュールは圧搾され
た空気を一度は外気に，次には真空の器に流出せしめている。その第一の場合に
於ては気圧の克服に依ってなされた仕事に相当して空気の温度低下を来している
に反し，第二の場合に於ては，全体に於て全然温度変化が認められなかった。最
後に

なお

尚クラペイロンとホルツマンとの理論研究が述べられている。
この論文の重要な部分をなすものは原理の電気と磁気とへの適用である。之は
大部分全く新しく行われたことである。

ま

先ず静電気が取扱われ，その作用は力学
的作用（電気の導体と共にする運動）と熱作用（導体内に於ける運動）とに区別
されている。この際ヘルムホルツは力学的単位系―――今日の

いわゆる

所謂静電単位系を使
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用している。電気張力の量の値は異った，当該体系の中に存在する，充電された
物体相互の，又自己に対するポテンシャルの和に依って与えられる。ヘルムホル
ツはここで今日の慣用からはやや遠ざかったポテンシャルの定義を利用して，

ま

先
ず最初ポテンシャルを相反した符号と共に用い，その他自己自身に対する充電の
ポテンシャルを，今日行われている二倍に計算している。故に電気の作用に依っ
て活力（可視的運動或は熱）が生産された場合，その大きさは電気張力の減少に
依って計られる。

も

若しも放電に依って熱のみが生ずる場合，この熱はそれに従っ
て全ポテンシャルの増加（今日では減少）に等しく，このことから，外被蔽が誘
導された所の電池に対して次の如き法則が結果として表れる，放電熱は放電さ
れた電気量の二乗と，電池の誘導量の逆数（容量）とに比例し，リースの実験に
依って本質的に実証されている如く，閉鎖電線の形式には無関係である。この他
に，力学的単位系の利用のために，放電熱に対する式の中に分母に於て因子とし
て
なお

尚力学的熱当量なるものが見出される。
ガルヴァーニ電流に筆を運ぶに際して

ま

先ずヘルムホルツは，ガルヴァーニ電流
の原因に関して二箇の相対立した仮説，接触説と化学説について述べている。第
一の説は電流の誘発点を金属の接触面に求め，第二の説は電池の化学的変化の中
に求めている。ヘルムホルツはガルヴァーニ電流に依ってなされた仕事の当量を，
同電流に依って引起された第二種導体の化学的分解に於て見出している。このこ
とからは，

も

若しも電流に依って分解されない所の，第二種の（即ち張力法則に従
わない所の）導体が唯の一箇でもあったとしたら，接触説は力の恒存の原理と矛
盾する，という結果になる。この仮説から導き出された所の接触説反駁は既に前
に（15頁）述べた通りである。

しか

然し
なが

乍ら直ちに第二種の導体を電解質と
み な

見做せば，
接触説の仮定は何等の矛盾を含まないのみならず，各種の金属が各種の引力を以
て電気に作用すると考えれば，簡単にして都合のいい電気張力の本質観が得られ
もするのである。次に平衡状態に於ては，電気張力は，単位電気が

おのおの

各々の金属の
内部へ移行するに際してこの引力に依って得る所の活力の差異に等しくなければ
ならず，従って電気張力は接触面の大きさと形式とには関係しない。次に順々に
結合された金属の一列に対しても亦―――最初の金属と最後の金属との間に於ける
電気張力が，その間に存する金属と無関係になることに依って―――張力法則の妥
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当性が直接得られることになる。
ガルヴァーニ電池の中ヘルムホルツは

ま

先ず，唯化学分解をのみ生じ，分極作用
を生じないものを観察している。ここで，電流の強さに関してはオームの法則を，
閉回路に於ける熱の発生に関してはレンツの法則を基礎に置けば，電気の熱と化
学熱との相等しいことからして次の如き結果が得られる。或電池（ダニエル，グ
ローブ）の動電力は，

なお

尚金属の当量の酸化に際し，又酸性中に於ける酸化物の溶解
に際して生ずる熱階調の差異に等しい。以上のことからその中で互に相等しい化
学的変化が行われる電池は矢張同じ動電力を有する，という結果も得られる。之
に関してはポッゲンドルフ (Pogggendorff)の実験が挙げられる。又分極作用を有
する電池もこの観察の中に入れられる。

ま

先ず最初に，分極作用のみが行われ，判
然たる化学的分解が行われない所の電池であるが，この場合は一定ならざる，大
部分は間もなく消失する電流―――之は大体に於て液体と金属との間の電気的均
衡を恢復するに役立つのみである―――が得られる。もともと相等しい金属板の分
極作用が他の電動力に依って引起された場合は，もとの電流のその際失った力は，
誘発電池の電路遮断に依って第二次電流（反分極電流）として取返される。分極
作用現象と化学分解現象とが同時に行われるときは，発生する電流を分極電流と
分解電流との二つの部分に分って，この二つの部分を前述の方法に依って別々に
観察することが出来る。又全閉回路に於て生産された熱は，その成長が到る所に
於て電流強度の平方に比例するものであろうと，或はヘルムホルツも亦認めてい
る如く一定の箇所に於ては他の法則に従うものであろうと，常に，電池内に行な
れる化学的変化に依って生ずる熱に等しい。但，之は化学的変化が通常の道程を
たど

辿り，電気発生を伴わない場合に限る。
従って化学的変化が液体電気の電流の源と

み な

見做される一方に於て，ヘルムホル
ツは熱電気の電流に依って生産された力の当量として，かかる電気の二箇の金属
の鑞接点に於ける作用―――之はペルチェに依って発見された―――を見出している。
この場合

もちろん

勿論力の恒存の原理は，導体の内部に於て発生した熱が，鑞接点に於て
全体として吸収された熱と等しいことを要求する。この仮定の結果として

なかんずく

就中，
次の如き命題が得られる。鑞接点に於けるペルチェ効果は電流の強度に比例する，
しこう

而して熱電池の電熱力は，
なお

尚鑞接点に於て合せて単位電流に依って吸収された
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熱と同一の比に於て増加する。
次にヘルムホルツは静電気と全然同一の方法に依って磁気の力の作用を扱って
いる。磁気の張力は，磁石相互並びに自己自身に対する磁気ポテンシャル（類推
的定義による）に依って計られる。

しこう

而して磁気ポテンシャルの大きさの増加は
活力の増大を来す。この場合，永久磁気と感応に依って変化する磁気とが区別さ
れる。第一の，永久鋼鉄磁石の場合は，磁石の自己自身に対する磁気ポテンシャ
ルは一定であり，従って之は全然省略することが出来る。感応磁気の場合は之に
反してこの磁気ポテンシャルは変化する。ヘルムホルツはこの場合観察する物体
に制限を設け，或物体（軟鉄よりなる）をのみ取扱っている。この物体に於ては
磁気が完全なる結合に迄感応され得，従って常に内部分布の代りに置かれ得る所
の磁気の表面被覆が，電気的に感応された，もともと充電されざる，絶縁された
導体に於ける電気の表面分布と全然同一の法則に依って形作られるのである。こ
の仮説は周知の如くポアッソン (Poisson)の磁気感応説の中に特殊の場合として
含まれている。
ヘルムホルツは電磁現象に筆を移し，アンペール並に F. ノイマンに依って展
開された電気力学作用の法則を基礎として，力の恒存の原理を閉電流に適用して
いる。

ま

先ず永久磁石が例えば液体電気的に静止せる電流 Jの影響鎖の下に動かさ
れるとすれば，力の当量として，1)磁石の運動の活力，2)電流に依って伝導のた
めに発生せしめられた熱，3)元素間に生産された化学的仕事が数えられる。

こ れ ら

之等
の当量の代数的總和は時間と共に変らない値を有する筈であり，従ってその時間
的変化= 0。そうすると，時間要素 dtに於て得られた磁石の活力は，磁石に対す
る電流のポテンシャル J · V .（電流 Jをアンペールに従い磁石の二重層に依って
置きかえて考える）の助を借りれば J · dV

dt
· dt更に，同一時間に於て回路に発生

した熱は J2 ·W · dt（W は抵抗），最後に，生産された化学的仕事は−A · J · dt（A

は電池の動電力）となり，ここに於て條件

J
dV

dt
dt+ J2Wdt− AJdt = 0

或は

J =
A− dV

dt
W
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が得られる。オームの公式と比較することに依ってここから電磁感応の法則が次
の如くして得られる。閉導体に於ける磁石の

おのおの

各々の位置変化は電動力，−dV

dt
を

感応し，之は導体に対する磁石のポテンシャルの変化速度に依って計られる，導
体は単位電流に依って貫通されていると考える。この法則は大体に於て F. ノイ
マンに依って，全然別の道を

たど

辿って導き出された電気感応に対する法則と一致す
る。唯前者が後者と異るのは形の上で，ノイマンが感応動電力を得んがためには
ポテンシャル変化に不定のまま残された常数を乗じなければならなかったに反し
て，ヘルムホルツの導き出した所ではこの常数は，選ばれた単位系にのみ依存し
た一定の値をもっている（現今使用されている磁気単位系に於てはこの常数は 1

に等しい。当時ヘルムホルツの使用した体系に於いては =力学的熱当量の逆数
となる。之は彼がその場合抵抗を，単位時間に於て単位電流がその中に生じた熱
に依って計っているからである）。
力の恒存の原理の上述の如き種類の適用は吾々を根本的に重要な考察に迄導く
のである。即ち，

まさ

正に上に於てなされている如く，磁石の活力，電流回路に於け
る熱発生，化学的仕事，と種々の力の当量を勘定に入れることが一体もともと正
しいことであるかとの問題が提出され得ることであろう。以前の命題からの類推
に従えば，とりも直さず或は磁石に対する電流のポテンシャル J · V も亦一定の
力の種類と

み な

見做し，一つの項として種々の力の当量の總和の中に取り入れること
が出来るとの推測が当らずとも遠からずと言えようし，それに依って次には力の
恒存の方程式は

なお

尚一つの追加項 d(J · V )

dt
· dtを得ることにもなろう。二箇の磁石

の運動に際しては吾々は磁気張力を一定した力の当量として計算し，之をポテン
シャルの値に依って計っているのであるから，磁気と密接な関係にある電磁気力
の場合にも，他の力の種類と同様，電磁張力を特別の当量として挙げようとの考
が起るのも当然である。

しか

然する時は力の恒存は
もちろん

勿論上に導き出された感応の法則
並に経験とは背反した結論に導かれる。
この問題に対する正しい答は，実験を頼ることなしに直ちに電磁ポテンシャル
が特殊の種類の力と

み な

見做され得るか否かを決定する方法は実際に於て存しないと
より言い得ないのである。（30頁参照）。唯，上述の推論の仮定が力の恒存の法則
の適用の下に於ては実験との矛盾に導かれるという事実のみが，次の如き結論を
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なす権利を吾々に与えるのである，実際に於ては，少くとも今迄用いられた磁気
の観念に従う場合は，磁気張力が存する如く，電磁気張力が存するということは
言えない。
それ故に，電磁感応は力の恒存の原理の直接の結果であるとの，

しばしば

屡々述べられ
た主張も亦全然正しいという訳にはゆかない。実際又例えば，磁石と相互作用を
なす電流は，磁石に対しては，永久磁石が有すると全然同じ関係を有する，と仮
定することも出来る訳である。そうすると，運動が起っても電流の強さは一定に
止まり，化学的仕事は全然電流熱に変化し，

しこう

而して力の恒存の原理は，磁石と
相互作用をなす一定の磁気二重層の運動に於けると全然同様満足させられること
になろう。閉金属伝導はそうすると任意の非磁気物体に対すると同様，磁石に対
しても無関係ということになり，之に反して静止する一定の磁石は静止的可変性
の電流に対して一定の感応作用を及ぼすということになろう。
感応現象はかくの如く，

ひと

独り力の恒存の原理からばかりでは不可で，同時に実
験を用いるときにのみ推論され得る。即ち感応現象は原理そのものの帰結ではな
くしてむしろ，上に勘定した以外に力の種類は存しないとのやや進んだ仮定の帰
結であり，

しこう

而してこの仮定からして
もちろん

勿論数的に完全に規定される結果となるの
である。
かかる吟味が

い か

如何なる実際上の意義を有するかは，原理を二つの電流の相互作
用に適用する場合明らかになる。かかる場合はヘルムホルツに依って与えられた
方程式は不十分である。即ちこの方程式は力の当量として唯電流導体の運動の活
力，伝導に於て生産された熱，及び消費された化学的仕事のみを含んでいるので
あるが，後に明らかになった所に依れば，電気力学的力の当量即ち今日の

いわゆる

所謂電
気運動学的エネルギーも存在し，之は

なお

尚電流相互の（量の）ポテンシャルに依っ
て計られるのである。この量も，力の恒存の原理の完全な方程式を作るためには，
一つの項として箇々の力の種類の總和の中に加えられなければならない。そう
して初めてこの方程式は正しいものになる。―――諸電流相互のポテンシャルと同
じく，一電流の自己に対するポテンシャルも亦一の特定な力の種類をなしている。
之も亦，正確に言えば，前に電磁作用が述べられた場合に考慮に入れらるべき筈
のものであった（自己感応）。かかる問題の組織的記述は本書の第 3章に於てな
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されるであろう。ここでは唯もう一度，力の恒存の原理の適用に際しては
おのおの

各々の
箇々の現象に対する正しい力の当量が

い か

如何に大切であるか，を指摘するに止めて
置こう。
有機界に於ける変化過程―――之が吾々の原理と聯関され得る限りに於ける―――
への論及，特に植物に於ける化学的作用を有する太陽光線の影響下に於ける化
学的張力の累積への論及，及び動物体の熱生産―――之は既に述べた―――への論及，
並に原理に対する二三の異論の指摘，

こ れ ら

之等がヘルムホルツの論文の終の部分をな
している。大規模な計画に従って企てられ，最少限度の紙面に於て実に

おびただ

夥 しい
数の事実と思想―――

こ れ ら

之等は部分的には年の経過につれて他の研究家に依って拾い
上げられ，箇々別々に

ふ え ん

敷衍されている―――を包括しているこの書物は永久に，力
の恒存の原理発達の歴史に於て，最も注目すべき最も教示に富んだ記念碑をなし
ていることであろう。
この労作が発表されたとき，之が同じ専門家の間に呼び起した感銘は決して顕
著なものではなかった。新原理は当時にあっては正に不人気であった。この原理
は一般的には

け げ ん

怪訝の感を以てあしらわれ，大部分拒否的判断を受けたほど，あら
ゆる物理学上の観念の急激な変革を要求しているのである。かかる事情で，この，
後にはかくも有名になった論文も初めは決して広くゆき渡りはしなかった（W.

トムソンは例えば，彼の言う所に依れば 1852年になって始めて本書を見ている）。
一般的

よ ろ ん

輿論の中に急激な変革が行われる迄には
なお

尚二三の他の衝動が之に加わらな
ければならなかったのである。
そのことに筆を移す前に吾々はここで直ちに，ヘルムホルツのこの論文に関す
るクラウジウスの批評に言及しようと思う。その第一部 1) は 1853年に出版され
ている（だから，その時には既にこの原理の勝利は決定されていた訳である）。こ
の批評に於ては，一面，ヘルムホルツが行った所の力の恒存の原理の二三の適用，
特に或導体のそれ自身に対するポテンシャル（32頁）の定義の仕方，次に，放
電の熱作用に関するリースの実験の，理論との一致，並に，この理論から導き出
された所の，生産されたる熱の，閉鎖電線の性質よりの独立性，更に，熱と仕事

1) K. Clausius: Über einige Stellen in der Schrift von Helmholtz über die Erhaltung der Kraft. Pogg.
Ann. 89, p. 568, 1853.
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との等値のホルツマンの見解，―――
こ れ ら

之等が批評され，他面に於て，自然力の中心
力（距離にのみ依存した強度を以て，結合線の方向に，点より点に作用する所の），
への分解性が活力の命題の必然的帰結あるというヘルムホルツに依って立てられ
た命題に対して異議が述べられている。―――この批評に対してヘルムホルツは細
目に亙った解答 1) を与え，特に最後に述べられた命題に関しては（常に力学的
自然観の上に立って），彼の導き出した所の命題は唯一つの仮定，現実の作用は
その完全なる理由を現実の事実相互間の関係に有する，にのみ基いている由を詳
細に述べている。或点の他の点に対する相対的位置は唯距離に依って規定される。
しこう

而してこのことから，活力は，点の位置如何によってのみ左右されるときは，又
距離の

い か ん

如何によってのみも左右され得る，という結果になる。このことは次に中
心力の仮定に迄導くことになる。その詳しいことは第 3章を参照されたい。点の
代りに，立体的に拡がれる無限小の要素を置きかえるときは事情が異る。即ちこ
の場合には一般に多様の方向が存在する。そうして，作用する要素の影響の下に
運動する点の活力が，その要素よりの距離の方向に従って異る価値を有すること
は考え得られる。だがヘルムホルツがここで立証していることは次の如くである。
も

若しも点の活力が点の坐標の全然任意に与えられた権能である場合は，点の排置
は要素の内部或は表面に於て無限に多様に見出される。

しこう

而して点そのものは唯
単に中心力に向って作用し，要素の作用の代りをする。かかる方法で，この一般
的な場合も亦中心力の存在に還元される。周知の如く，この命題を利用して吾々
は例えば或小さな磁石の遠距離作用を，単一の中心力を以て作用する二つの極の
共同作用より生ずるものと考えるのである。最後にヘルムホルツは，ポアッソン
の磁気感応説並に彼自身の感応電流の偏向に関する研究 2) を基礎として，先に
彼に依ってなされた原理の磁気並に電気力学への適用を補っている。この際ガル
ヴァーニ電流はその成立そのものに従って，自己の強度の平方に比例する力の等
値を表していることが発見された（自己自身に対する電気力学的ポテンシャル）。
電流が断絶されれば，この力の貯蔵は直接に熱に変化する（断絶の火花）か，或

1) H. Helmholz: Erwiderung auf die Bemerkungen von Hrn. Clausius. Pogg. Ann. 91, p. 241. 1854.
Wiss. Abh. I. p. 76.

2) H. Helmholtz: Über die Dauer und den Varlauf der durch Stromesschwankungen induzierten elektis-
chen Ströme. Pogg. Ann. 83, p. 505, 1851. Wiss. Abh. I. p. 429.
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は
ま

先ず間接の道を通り発生する格外電流に依って熱に変化するかである。F. ノ
イマンの磁石或は電流の感応の一般法則も亦力の恒存の原理と一致することが証
明されている。クラウジウスの第二の回答 1) に依ってこの議論は終結を告げた。
さて再び歩を 1847年に戻すならば，ここで吾々が

ま

先ず見出すものは，又もや
ジュールの新しい仕事 2) である。彼は，力学的熱当量を決定せんがために，液
体中に於ける摩擦に依る熱生産に関して行った

おびただ

夥 しい数の実験を発表している。
液体（水，ウォルラス油，水銀）の中に沈められた真鍮或は鉄の

ぼくりん

蹼輪は落下重量
に依って廻転を始め，

しこう

而して液体中に於ける摩擦に依って生産された熱が消費
された仕事と比較されている。その割合は，平均力学的熱当量 420キログラム・
メートルという結果になっている。
さて

偖こうなるとジュールの過程に従って，自ら展開された領域に於て新理論の完
成に助力する者が漸次数を増して来た。既に前に述べた老セギュインは彼の熱の
本質観に確信を得て，力学的熱当量をも計算している 3) 。この計算は水蒸気が
その膨脹に依って仕事をする場合に受ける冷却（180◦

な い し

乃至80◦摂氏度）に依って
なされている。平均の結果は 449キログラム・メートルである。更にここでは又
W. グローブの仕事 4) が挙げられる。彼は永い間，力学観が結果する所の，異れ
る諸自然力の相互間の変化の諸法則の研究に従事していた。そうして彼はこの主
題に関してロンドンの王立研究所でなした講義を，それ以上に評判になった自然
力の関係性に関する著書 5) と合冊にしている。之は 1856年モアニヨ (Moigno)に
依って仏訳され，後には繰返し 6) 独訳もされている。
特に注目すべきことは，すべての自然現象は運動に基くとの見解の完成が，力
学的当量の発見並にエネルギー恒存の一般原理の発達と相提携して進み，のみな
らずしばしば同一視さえもされていることである。何となれば厳密な意味で，こ
1) R. Clausius: Über einige Stellen d. Schrift. v. Helmh. üb. d. Erh. d. Kr. Zweite Notiz, Pogg. Ann.

91, p. 601, 1854.
2) Joule: On the mechanical equivalent of heat as determined by the heat evolved by the friction of

fluids. Phil. Mag. (3) 31, p. 173, 1857. Pogg. Ann. 73, p. 479, 1848.
3) Séguin ainé: Note à l’appui de l’opinion émise par M. Joule, sur l’identité du mouvement et du

calorique. Compt. Rend. 25, p. 420, 1847.
4) W. Grove: Résumé de quelques leçons sur les rapports des divers agents ou forces physiques. L’Institut

Nr. 750-753, 1848.
5) W. Grove: The correlation of physical forces. 3. Aufl. 1855.
6) W. Grove: Die Verwandschaft der Naturkräfte, deutsch von E. v. Rußdorf, Berlin 1863, von Schaper,

Braunschweig 1871.



40

の原理が教えている所は箇々の自然力の，確実なる関係による，相互間の可変性
に他ならず，かかる変化が

い か

如何にして行われるかに関しては全然何等の解明をも
与えていないのである。この原理の妥当性からは従って決して力学的自然観の必
然性は演繹されない。

しか

然るに逆に，この原理は確かにこの自然観の必然的帰結と
して明らかにされる―――少くともその際中心力（28頁）から出発する場合に於て
は。この最後の事情は，自然力の作用様式の単一な表象を得んとする要求と結合
することに依って，かくも速かに矛盾なくして結果した力学説の仮定の事実を十
分に説明しているのである。―――力学説は実際今迄到る所に於て立派に確かめら
れている。少くとも予は目下の所，この説を自然現象のあまりにも偏狭なる解釈
として，その一般的施行の可能性に結びつけられた危惧を共にする 1) 必要はな
いと信ずるものである。
ジュールの仕事がかく漸次，特にドイツに於て，それに相応した承認を得，の
みならず優先権争い（マイヤー 2) ，ジュール，セギュイン 3) ，コルディング 4) 間
に於ける）が既に始められた一方に於て，英国のすぐれた学者たちは新理論に対
して

なお

尚しばらくは控目の態度をとっていた。W. トムソンは確かに，ブリテン協
会への 1848年の報告 5) 「電磁感応の理論に関して」に於て，感応する磁石の運
動に用いられた仕事 (Work)とこの運動によって起された電流の強度との間に成
立する密接な関係に注意を向けてはいるが，

しか

然も彼は，感応された電流に依って
一定の額の効果が失われるとの仮定に止まっていて，一歩を進めてこの損失の補
充を問題にすることをしていないのである。それにも

かか

拘わらず彼は，無より仕事
を得ることは不可能であるとの命題の重要さと豊饒さとを非常に明らかに認識し
ていたので，同一の思想に基いているカルノー説を新しく取り上げ，之を最新の
観察の詳細特にルノー (Regnault)のそれを利用して熱機関の動力への適用に役立

1) E. Mach: Die Geshichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit. Prag. 1872 Calve.
2) R. Mayer: Sur la transformation de la force vive en chaleur et réciproquement. Compt. Rend. 27, p.

385, 1846. etc.
3) Séguin aine: Note à l’appui de l’opinion émise par M. Joule, sur l’identité du mouvement et du

calorique. Compt. Rend. 25, p. 420, 1847.
4) A. Colding: Det kongel. danske vidensk. selsk. naturv. og math. afh. (5) II, 1843, p. 121, 167.

On the history of the principle of the conservation of energy, Phil. Mag. (4) 27, p. 56, 1864.
5) W. Thomson: Report of the 18. Meeting of the British Association for the adv. of sc. Notices and

abstr. of communic. p. 9, 1848. On the theory of electromagnetic induction.
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てることまで始めているのである 1) 。彼がその際遭遇した困難に関しては，吾々
は既に前に（13頁）考察したのであるが，とにかく彼はこの困難を彼の講じた手
段によって克明することを不可能とは考えなかった。とにかく，古いカルノー説
が
なお

尚部分的には正しい根抵の上に立っているが故に，この説の帰結のあるものは
実験との一致を示している。例えば J. トムソンに依って引出 2) され，後にトム
ソンに依って実験的に証明 3) された結論，外部圧は水の氷点を低下すの如きは
これである。
その間にジュールは堅忍不抜の根気を以って常に正確な方法に依ってその仕事
をつづけていた。前には何は置いても力学的熱当量の存在，従って熱と仕事との
間の比例数の不変性を多種多様の変化過程に於て証明することが彼の目的であっ
たとすれば，今では彼は多方面な経験に基いてこの当量の出来得る限り正確な値
を発見しようと企てたのである。彼は先に彼に依って用いられたあらゆる方法
の中，最も確かなものとして，水或は水銀中に於ける

ぼくりん

蹼輪の運動による熱生産並
に鋳鉄板相互の摩擦による熱生産を選び，かくて，あらゆる考え得る誤謬の源を
出来得る限り考慮に入れた上で，多数の実験から，熱単位の力学的当量―――之を
英ポンド及び水銀寒暖計の華氏度に関せしめれば―――772フィート・ポンド，或
は―――熱単位をキログラムと摂氏度にとれば―――423.55キログラム・メートルを
決定している 4) 。この数値はその根抵となっている単位を斟酌すれば今日と

いえど

雖
も
なお

尚この重要な常数の最も確かな値の一つと
み な

見做され得るのである（第三章後半
参照）。
かくて仕事と熱の等値の命題は，ジュールの仕事の進行と均しく常に面目を施
して行ったのであるが，

しか

而も
なお

尚之迄には
い か

如何なる方面からも，この命題を詳細な
熱理論の根柢ならしめんとするの試みはなされなかった。科学をかかる理論に
依って豊富にしたのは実にルードルフ・クラウジウスを以て始とするのである。
彼がその僅か前に出版された著述 5) に於て，熱は不滅な物質であるとの見解に

1) W. Thomson: An Account of Carnots theory of the motive power of heat. Transact. of the Roy. Soc.
of Edinburgh, Vol. XVI. p. 541, 1849.

2) J. Thomson: Theoretical considerations on the effect of pressure in lowering the freezing-point of
water. Trans. Roy. Soc. Edingburgh XVI. p. 575, 1849.

3) W. Thomson: The effect of pressure in lowering the freezing-point of water experimentally demon-
strated. Phil. Mag. (3) 37, p. 123, 1850. Pogg. Ann. 81, p.163, 1850.

4) J. P. Joule: On the mechanical equivalent of heat, Phil. Trans. London, 1850, p. 61.

5) Clausius: Über die Veränderungen, welche in den bisher gebräuchlichen Formeln für das Gleichgewicht
und die Bewegung elastischer fester Körper durch neuere Beobachtungen notwendig geworden sind.
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従っていた後，1850年にクラウジウスはポッゲンドルフ物理年報 1) に熱の運動
に関する論文を発表し，その中で彼はヘルムホルツ及びジュールの著書に散見す
る思想と一致して，熱及び仕事の等値の根本思想を更に

ふ え ん

敷衍している。この根本
思想を彼は次の様に文章で表している。「熱によって仕事が成立する場合は

い つ

何時
でも，生産された仕事に比例した熱量が消費される。

しこう

而して逆に，同じ大きさ
の仕事の消費に依っては，同一の熱量が生産される。」之に依ってカルノー説の
反対が明確に言い表され，多くのカルノー流の概念が覆されている。或物体が輪
環過程を

お

了えて遂に再び元の，温度と密度に依って規定された最初の状態に帰っ
た場合，カルノーに従えば，この過程の間に外部から採取された熱量の總和は自
ら与えたそれと等しく，その際物体が全体として

い か

如何なる外部的仕事をなしてい
ようと，それには関係しないということになる。その結果，物体が一定の任意に
固定された零度の状態から一定の他の零度状態に到達せんがためには，物体は全
体に於て一定の熱量を外部から採用しなければならないのであるが，物体の移行
が行われる道程

い か ん

如何には全然関係しないということになる。この熱量をカルノー
は当該状態に於ける物体の總和熱と名づけている。クラウジウスはそこで，この
總和熱の概念は新しい理論に於ては

も は

最早や通用しないことを指摘している。その
理由は，物体が或状態に達せんがために外部から伝導に依り或は輻射に依って採
取する熱量は，本質的には物体がその移行に際してなした外部的仕事，従って移
行の道程

い か ん

如何にも関係するからである。残念なことにクラウジウスの「總和熱」
なる名称は或誤解を

ひきおこ

惹起すこととなった。この名称を他の物理学者たちの方では
事実，ただ瞬間の状態にのみ依属している所の他の大きさに与えているからであ
る。既に先に（31頁）述べた如く，ヘルムホルツの如きは「一物体中に含まれて
いる熱の量」なる名称に依って，物体中に含まれている活力と張力との總和を表
している。

しこう

而してこの大きさは
もちろん

勿論
ただ

唯瞬間的の状態にのみ依属し，物体の最小
部分相互間の作用に関して人が

い か

如何なる特殊の考え方をしようと，それには
こだわ

拘
りを持たない。―――何となれば，この大きさは物体に含まれている力の貯蔵を表

Pogg. Ann. 76, p. 46, 1849.

1) Clausius: Über die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze, welche sich daraus für die
Wärmelehre selbst ableiten lassen. Pogg. Ann. 79, p. 368, 500, 1850; 又、R. Clausius, Abhandl. üb.
d. mechanische Wärmethoeorie, 1, Aufl. Braunschw. 1864, 2. umg. Aufl. Braunschw. 1864, 2 umg.
Aufl. Braunschw. 1876.を参照。
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しているのだから。この最後の大きさに対して後には 1) クラウジウスは，W. ト
ムソンに依って使用され，今日では一般に行われている術語「物体の内部エネル
ギー」を採用しているのであるが，吾々が今ここで問題にしている論文に於ては
未だ之に対する特別な名称は見出せない。むしろクラウジウスは丁度ヘルムホル
ツと同じように，この全体の力の貯蔵を二つの部分に分解している。自由熱（活
力の總和）と内部的仕事（張力の總和）。

こ れ ら

之等の大きさの
おのおの

各々はそれ自身，状熊の
一定の函数である。古い潜熱概念は之に依って自然に揚棄された，熱が温度上昇
を起さない場合は，この熱は潜熱になるのではなく，全然消失するのである―――
何となればそれは仕事（作業）に変化させられるのだから。
この理論の根本的方程式の組立てのためにクラウジウスはクラペイロンの輪環
過程の方法を利用し，之を永久気体と飽和蒸気とに適用している。この際既に彼
は，後にあの様に箇々に発展した仮定，マリオット及びゲイ・リュサックの諸法
則に依って表された所のあらゆる永久気体の，圧力並に温度の変化に対する関係
の規則正しさは，その原因を，この気体の一致した原子排列に有する，を採用し
ている。

こ れ ら

之等の気体に於ては分子の結合が非常に弛緩しているので，気体の膨脹
に際して何等内部的仕事はなされず（マイヤーの仮説，18頁），従って内部的な
力の貯蔵はすべて，それが可変的である限り，自由熱（活力）に還元される。そ
の時は従ってあらゆる外部的仕事は唯気体の熱の消費に依ってのみなされるので
ある。この考え方は直接現代の気体理論に迄糸を引いていることが分るであろう。
こ れ ら

之等の仮説に，クラウジウスは
なお

尚進んで，「比熱は永久気体の一定量にあっては
一定である（温度と無関係に）」なる命題を附け加え，かくて比熱に関する種々
の命題を得ている―――その或者は全然新しく，その或者は既に実験に依って証明
済みとして発表されている，一定の外部的條件，一定温度，一定圧力，並に外部
よりの熱移入の遮断，の下に於ける膨脹の法則は実験との本質的な一致に於て導
き出される。
この論文の第二部は，カルノーの，熱の高温より低温への移行による仕事行為
の原理を引入れることに依って，この理論の科学的な拡張を行っている。クラウ
ジウスは，この原理が，本来の表現方法に於ては力学的熱理論の根本法則に正に

1) R. Clausius: Abh. üb. d. mech. W. 1, Aufl. I. p. 281, 1864, 2. Aufl. I. p. 33, 1876.
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矛盾するとするも，
なお

尚正しく
しか

而も非常に価値ある思想を含んでいることを発見し
ている―――この思想は新しい理論に於て一つの重要な役割を果さんが為には適当
な形式を与えられなければならない。この思想がその本質に於て意味する所は次
の如くである。輪環過程に依って熱が機械的仕事に変化させられる場合，この仕
事の獲得には必然的に或他の熱量の高温より低温への移行が結合されている。熱
は即ち高温より低温へ移行せんとするの性向を有する。
そうしてこの性向は仕事の獲得（熱の仕事への変化）に利用され得る。

しか

然し
なが

乍
らその際得られる仕事には一定の最大限度が存在する。

しこう

而してこの限度は，そ
の間を熱が移行する所の温度にのみ関係し，当該物体の性質には関係しない。逆
の方向に置ける熱の変化，低温より高温への移行をなさしめんとすれば，常に一
定の仕事の消費（仕事の熱への変化）を必要とする。―――

しこう

而してこの仕事は少
くとも逆の現象に於て最大限度に得られる仕事と同じ大きさでなければならない。
―――かくの如く修正すればカルノーの原理―――之を

ふ え ん

敷衍することによって後にク
ラウジウスは彼の力学的熱理論の第二原則を得ている―――は，仕事と熱の等値の
原理に対する矛盾ではなくしてその補足となる―――何となれば，之は等値を有す
る種々の力の，一より他への可変性の條件を規定しているのだから。この点から，
実際に於ても決して互に論理的に連結してはいない。この両原理 1) は熱理論の
之から先の発展に於て，互に

たもと

袂を別つのである。それ故に吾々は本書に於ては
今より後は，主として両原理の中の，直接エネルギーの恒存の命題と結合してい
る方の叙述に従事すればいいことになる。
クラウジウスの論文の終をなすものは力学的熱当量の計算に対する各種の方法
の叙述である。その際ジュールの実験も亦考察されている。最も正しい確率値と
しては最後に 400キログラム・メートルを少し越した数が採用されている。―――
熱の力学的理論が優勢になった時期をこの劃時代的な論文に依って劃して恐らく
間違ってはいないであろう。
クラウジウスと殆ど同時 2) にW. J. M. ランキンは新しい機械観的立場から熱
1) 〔1908年註。L. Boltzmannの，後にその各種の領域に於ける結果を認められた研究に依れば，熱理論の
第二原則はその本質上蓋然性命題である。〕

2) W. J. M. Rankine: Über die mechanische Theorie der Wärme, Pogg. Ann. 81, p. 172, 1850. (Brief.)
Phil. Mag. (4) 2, p. 61, 1851.
On the centrifugal theory of elasticity, as applied to gases and vapours. Phil. Mag. (49) 2, p. 509,
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理論を完成し始めている（吾々はここでは，力学的熱理論を立てようとの試みは，
それが注目に価する成果を見なかった限り省略する。ボイス・バロット 1) ，ウィ
ルヘルミイ 2) 等の試みがそれである）。ランキン 3) は

しか

然し
なが

乍らクラウジウスの如
き熱と仕事との相互間の可変性の簡単な仮定を以って満足せず，

なお

尚之に，吾々が
熱として知覚する所の運動の特別な性質に関する数多くの特殊な表象をつけ加え
ている。熱運動は，彼に従えば，原子を取捲く零囲気―――その活力は存在する熱
の量より成る―――の烈しい渦状運動から成っている。或物体に外部から熱が供給
された場合，この熱の一部分のみが活力の増大に用いられ（真の比熱），その残
りは分子の配置を変えるに役立つ。従ってここに於てもクラウジウスに於けると
同じく自由熱と内部的仕事との間に区別が附けられているのである。だが言う迄
もなく明らかなことであるが，クラウジウスの研究は確かな根抵の上に立ってい
る。何となればその包含する所は正に熱と仕事の等値の原理の厳密な帰結のみで
あって，熱の性質に関する少しの勝手なる仮定をも含んでいないからである。と
にかく吾々はこの叙述に於ては分子仮説からは出来るだけ自由でありたいと思う
ので，ここではランキンの考え方に之以上深入りする

いわ

謂れを持たないのである。
この頃ウィリアム・トムソンも亦，彼のガルヴァーニ現象の研究が機縁となって，
力学的理論の先駆者の列に加わるに至り，それ以後新原理の各種各様の適用を含
む
おびただ

夥 しい数の論文に於て理論の発達に貢献しているのである―――丁度ジュール
が実験に依って力学的熱当量の存在並に数値の確立に貢献したと同じように。
その最初の之れに関した著書 4) に於てトムソンが依って以て出発している原
則は次の如くである。全閉鎖回路に於ける電気磁機械の電流は，この電流が生産
されるに用いられた仕事と等しい価値の熱量を生産する。

しか

然しこの同一の電流に
依って同時に電気分解作用が起こされた場合は，生産された熱は，分解された物
質の再結合に依って生ずるであろう熱の高だけ小である。この最後の熱をこの故
にトムソンは，行われたる化学作用の熱当量と名づけている。この原則は地磁気

1851.
1) Buys-Ballot: Schets eener physiologie van het onbewerktuigde ryk der natuur. Utrecht 1849.
2) Wilhelmy: Versuch einer mathematish-physikalischen Wärmetheorie. Heidelberg, 1851.
3) M. Rankine: On the mechanical acton of heat. Trans. Roy. Soc. Edinburgh (geles. Febr. 4, 1850)

Vol. XX. p. 147, 191, 195, 205, 425, 441, 565, 1853.
4) W. Thomson: On the mechanical theory of electrolysis. Phil. Mag. (4) 2, p. 429, 1851.



46

の感応の影響下に於ける円形金属板の機械的回転に依って生ずる電流に適用され
る。故に適当に金属線を置けば電流はこの針金にも得られ，又化学分解をも引起
す。

しか

然るときは上述の命題の正しさを之れに依って試すことが出来る。この命題
からトムソンはヘルムホルツと類似の方法（33頁）に依って次の如き結論を導き
出している。絶対単位に於けるガルヴァーニ電池の動電力は，電池の中に単位電
流に依って単位時間内に起された化学作用の力学的当量に等しい。
之れに次ぐ論文 1) に於ては，電流に依って導体内に発生せしめられた熱が，絶
対磁気単位に於ける導体の抵抗を計るために利用されている。即ち時間単位に発
生した熱の，カロリーに於て計られた量を力学的熱当量で割れば，力学的単位に
於ける電流熱 J2 ·W を得る。そうしてこの大きさを

なお

尚磁気単位で計られた電流
の強度 Jの平方で割れば，絶対単位系に於ける導体の抵抗W なるものが得られ
る。

しか

然るときは抵抗の単位は，その単位に於て電流 1が時間 1に於て機械的仕事
1に等しい熱を発生することに依って表される。銀並に水銀の比抵抗に対してな
された計算は，W. ウェーバー (Weber)に依って全然他の方法で発見された結果
とよく一致する結果を得ている。ウェーバーの抵抗の定義は，ノイマンの感応常
数 ε（35頁）を 1に等しいと置くことに基礎を置いている 2) 。この二つの定義は
従って一致した抵抗の値を導き出す結果になっている。之はヘルムホルツの感応
の法則の理論的帰結に従うも亦同じことになる筈である。
同一の論文は

なお

尚，上述の，ガルヴァーニの方法に依って作られた熱と通常の方
法に依って作られた熱との同一性の命題の適用を含んでいる。ガルヴァーニの熱
が唯ジュール（レンツ）の熱として現われれば―――言いかえれば前者が到る所に
於いて電流の強度の平方に比例するならば，動電力Eは，既に述べた如く，単位
電流及び単位時間に還元された，元素に於ける熱階調Aに等しい。何となれば

しか

然
るときは熱作用の当量 J2 ·W 及び化学的作用 J · Aから

A = J ·W
しこう

而してオームの法則に従い = E.

1) W. Thomson: Applications of the principle of mechanical effect to the measurement of electromotive
forces and of galvanic resistances in absolute units. Phil. Mag. (4) 2, p. 551, 1851.

2) W. Weber: Electrodynamische Maßbestimmungen, insbesondere Widerstandsmessungen. Abh. d.
Leipz. Akad. I. p. 197. Pogg. Ann. 82, p. 337, 1851.
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トムソンはこの仮定がダニエル (Daniell)電池に対して通用することを発見して
いる。その際彼はこの元素に於て行われる変化の熱階調のアンドリウス (Andrews)

の数値を利用している。
しか

然し
なが

乍ら次の如きことも亦明らかに考え得られる。―――
忘れてならないことには，トムソンは既にここでかかる場合に特に注意を向けて
いる―――化学作用に相当した熱はジュールの熱として現れるばかりでなく，とい
う意味は，全部が電流の仕事に変化させられるのでなく，その一部分は，特に二導
体の境界に於て，局部的或は第二次的熱となって現れる。この局部的熱はジュー
ルの法則とは全然別の法則に従い得る。この熱は特に単一の電流強度に比例する
ことを得，従って又負にもなり得る。

しか

然るときは元素の動電力Eは生産された局
部熱に相当する量だけ減少させられるであろう。即ちこの局部熱が J · Cに等し
いなら，再びエネルギー原理に従って，總和熱を化学変化に依って生産される熱
に等しと置けば，

J2 ·W + J · C = A · J,

従って，
J ·W (= E) = A− C

となる。トムソンはここでファラディ 1) に依って発表された見解―――ジュール
も亦これに賛同している―――を引用している。―――ダニエル電池にあっては唯亜
鉛の酸化作用並に第二酸化銅の還元作用のみが電動力として作用し，之に反して
酸化亜鉛の硫酸中に於ける溶解並に第二酸化銅の丹礬よりの分離に相当した熱階
調は特殊の局部熱（陽極に於ては正，陰極に於ては負）として電流誘発とは無関
係に現れる。一般にかかる局部的熱生産が存在することはスメー (Smee)の電池
（白金を被せた銀，硫酸，亜鉛）の反応―――この動電力は化学的熱階調に従って
計られたそれよりも小さい―――からも結論される。この場合は従って化学的仕事
からジュールの熱を差引いた剰餘に等しい熱の発生が行われなければならない。
1851年はジュールのもう一つの出版物 2) を

もたら

齎している。この著書は当初はあ
まり顧みられなかったのであるが，後には物理学の一つの新部門即ち近代気体理
論の根抵となっている。気体の熱は最少微分子の運動の活力より成るとの考に出
1) M. Faraday: Exp. Res. Phil. Trans. London 1834 Apr., § 919.
2) J. P. Joule: Some remarks on heat and the constitution of elastic fluids. Mem. of the Phil. Soc. of

Manchester (geles. Oct. 3, 1848) (2) vol. IX p. 107, 1851, Phil. Mag. (4) 14, p. 211, 1857.
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発してジュールはこの運動を，デービィ及び少し後れてランキンが考えた如く振
動及び廻転より成るとは解せず，ダニエル・ベルヌーイ 1) 並びにヘレイパス 2)

(Herapath)の思想と一致して，気体の微分子は自由に飛び廻り
しこう

而してその容壁
への絶えざる衝突に依って力を生じ，この力が気体の圧力として認められるので
あると考えている。箇々の微分子は従って他の微分子か或は容器の壁に衝突する
迄は一定の速度を以て直線の方向に進み，そこで完全弾性物体の衝突の法則に従
うことになる。この簡単な仮定は同時に又微分子の平均速度の数値をも決定する
可能性を与えている，ジュールは気体を中空の正六面体に入れ，各微分子が同一
の速度を以て三つの稜角の方向の一つに向って運動すると考えることに依って計
算を容易ならしめている。その結果ボイル・マリオットの法則が妥当であること，
並に熱単位（全活力）と温度（箇々の微分子の活力）と圧力とが比例することが
明らかにされた。水素分子の 60◦F及び 30インチ水銀圧に於ける速度に対して毎
秒 6225英フィートなる数値が得られた。異なれる気体に対しては，同一圧に於
ける同一容積は同一の活力を有す，との命題が得られた。
分子は単純なる質点と

み な

見做され得，従って気体の全熱量，全活力は唯分予の前
進運動にのみ基いているとの仮定から，ジュールにとって，目下の所打ち克ち難
い難関が生れて来た。即ち先に計算された速度を基礎として，あらゆる分子の前
進運動の活力に対する式を形作る場合，この活力を力学的熱当量で割れば気体に
含まれている熱がカロリーに於て得られることになり，このことから一定体積に
於ける気体の比熱を計算することも出来ることになろう。
ジュールはかくの如くして計られた比熱が実際に於て観察されたそれよりも著
しく小なることを発見したのであるが，その事情に対する満足な説明を見つける
ことが出来なかった。この説明並にそれに相当した理論修正は後になって初めて
クラウジウスに依ってなされている。
同じ年に J. J. ウォーターストーン 3) (Waterston)がブリテン協会に提出した報
告に於ては，大体に於て気体の性質に関するジュールの考が繰返されているに過

1) Daniel Bernoullis: Ansicht über die Konstitution der Gase. Pogg. Ann. 107, p. 490, 1859.
2) Herapath: On the dynamical theory of airs. Athen. I, p. 722, 1860.
3) J. J. Waterston: On a general theory of gases. Rep. of the 21. Meeting of the Brit. Ass. 1851,

Notices and abstracts p. 6.
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ぎないのであるが，部分的にはこの考が更に
ふ え ん

敷衍されている。この思想は初めは
全然顧みられなかったのであるが，後にその立脚地が好都合に展開し始めると共
に再び探し出され，化学者の之に迎合的な見解に支持されて，比較的迅速に一般
的承認を得るに至っている。兎に角熱理論はこの時以後初めて「力学的」なる名
称を冠せられる価値を有することになる。何となれば，唯仕事に変化する能力が
あると言っただけでは何等熱の性質に関しては説明されていないのであるから。
吾々はここでエネルギー恒存の命題のその先の発達の観察に帰ろうと思う。一
度この原理の普遍的妥当性とその多数の場合場合に於ける結実性とが確認された
後は，相前後して急激にその適用と拡張とが数を増し，之に対する興味は順次広
汎な範囲に拡がって行ったのである。そうしてどの年もどの年もこの領域に於け
る
おびただ

夥 しい数の新しい収穫を
もたら

齎している。
ま

先ずW. トムソン 1) は古いカルノー
の見解と決定的に

たもと

袂を分つことに依り，クラウジウスと類似の方法で力学的熱
理論を完成している。彼が根拠としたのは，熱は運動に依って生じ，従って熱に
依ってなされた仕事はそれに相当した振動する分子の活力或いは内部的仕事の
消費を必要とすると言う考え方である。同時に彼は又修正されたカルノーの原理
をその可逆的変化への適用と共に彼の理論に導き入れている。この論文に於て初
めて，物体に含まれた力学的エネルギーの定義が，今日吾々が用いると同様一般
的な意味に於いて見出される。周知の如く，物体が一定の零度状態から他の一定
の状態に到達せんがために外部から与えられなければならない熱は，本質的には，
物体がこの移行に際してなす外部的機械的仕事に関係している。この仕事が大き
ければ大きいだけ，多くの熱を物体は外部から取り入れなくてはならない（42頁）
しか

然し
なが

乍らなされた仕事の量を与えられた熱（力学的に計られた）のそれから減ず
るときは，移行の道程の

い か ん

如何にかかわらず常に同一の大きさが得られる。この大
きさをトムソンは，仮定された状態に於ける物体の力学的エネルギーと呼んでい
る。この大きさは，選ばれた零度状態に関係する正の常数を除いては，すべて状
態そのものに依って完全に規定される。既に明らかなる如く，之はヘルムホルツ
に依って（42頁）物体の總和熱の量（内部活力並に張力の總和）と名づけられた
と全然同一の函数である。トムソンの定義の仕方は

しか

然し之を用いれば直ちに函数
1) W. Tomson: On the dynamical theory of heat, Phil. Mag. (4) 4, p. 8, 105, 168, 424, 1852.
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の値の数的規定がなされると考えられる点にその長所を持つている。―――トムソ
ンのもう一つの他の論文 1) に於ては，物体のエネルギーの特徴並にその計算方
法が尚詳細に亘って述べられている。この論文に於ては，物体が或状態より他の
状態への移行に際して外部に交付する力学的効果の總量（熱と仕事との代数和）
は，ただこの二つの状態にのみ関係し，移行の種類

い か ん

如何に関しないことを詳説し
ている。力学的エネルギーはそれ故に，物体がその状態から（任意に選ばれた）
零度状態に移行する場合に得られる所の總和効果を表している。絶対零度状態と
は，物体がその状態から出発するも何等の

マ マ

ジ正の効果，即ち熱をも仕事をも
も は

最早
や生産することを得ない状態であるということになろう。

しか

然し
なが

乍らかかる状態は
吾々の手段に依っては到着することが出来ない。既に先に注意した如く，トムソ
ンのエネルギーなる名称は

ま

先ずクラウジウスに依って受継がれ次に漸次一般に使
用されるに至っている。
トムソンの

こ れ ら

之等の，熱の力学的仕事に関する理論的論著に次いで，この理論の
適用として，輻射熱及び光の作用に関する研究並に自然から人類に提供される力
の根源に関する研究がなされた 2) 。光と輻射熱とがこの場合同一視され，太陽光
線の植物の同化作用，従って又動物の呼吸に対する意義（R.マイヤー 19頁参照）
が認められ，地上に於ては全体として仕事の三つの根本源泉が区別される，

なかんずく

就中
太陽の照射，次に第二に，地球，太陽，月（潮汐）の相対性運動，最後に少量で
はあるが，地球上の力の源泉。
その他太陽熱の起源並にその輻射された熱の絶えざる補充に関する問題は J. J.

ウォーターストーンの一論文 3) に於て取扱われている。彼は，物体が無限の距
離から地球或は太陽上に落下する場合，その際に得られた活力に依て生ずる熱を
計算している。そうしてこの計算を基礎としてウォーターストーンは，既にマイ
ヤー（19頁）がなしたと類似の方法で次の如く推論している，太陽に依って費さ
れた熱の補填はニュートンの引力の仕事の消費に依って行われる。それは天体の

1) W. Thomson: On the quantities of mechanical energy contained in a fluid Maß, in different states, as
to temperature and density. Phil. Trans. Edinburgh (朗読 Dec. 3, 1851）Vol. XX p. 475, 1853. Phil.
Mag. (4) 3, p. 529, 1852; 尚詳しくは:Phil. Mag. (4) 9, p. 523, 1855.

2) W. Thomson: On the mechanical action of radiant heat or light; on the power of animated creatures
over matter on the sources available to man for the production of mechanical effect. Phil. Mag. (4)
4, p. 256, 1852.

3) J. J. Waterston: On dynamical sequences in kosmos. Athen. 1853, p. 1099.
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太陽への落下に依ってであるかも知れないし，或は絶えず
なお

尚続けられる太陽体自
体の凝縮に依ってであるかも知れない。

しこう

而してこの初めの方の考は後にW. ト
ムソンが

ふ え ん

敷衍し，後の方の考はヘルムホルツが
ふ え ん

敷衍している。
この時代既に，活力恒存の原理の上に基礎づけられたエーテルの振動と重量を
有する分子の振動との間の交互作用の理論が J. パワーの著書 1) に見出される。
熱理論からトムソンは再び電気及び磁気の理論に移り，ここに於ても新原理の
適用を試みているのである。

ま

先ず最初に公表されたのは熱電電流に関する研究 2)

である。この研究は
もちろん

勿論大体に於て訂正されたカルノーの原理を利用しているの
ではあるが，1823年カンミング 3) に依って発見された熱電の逆を基礎として，新
しい，驚異的な結果を出している，ガルヴァーニ電流は，その強度の平方に比例
するジュールの熱の他に，不等に温められた導体に於ては

なお

尚他の熱―――後に
いわゆる

所謂
トムソンの熱―――を生産し，この熱は，単に電流の強さに比例し，従って電流を
逆流せしめるときはその符号を変える。ジュールの熱が導体の抵抗に基くと

み な

見做
されているに反して，トムソンの熱は導体の内部に於て作用する動電力に由来す
る。トムソンは後に多くの努力を経て，この純理論的に導き出された命題が実験
的にも亦証明されることを見出している 4)

この理論のその他の重要な適用はトムソンの，帯電導体―――例えば細い針金に
依って，他の導体と連結された球―――の放電電流に関する論文 5) の中に含まれ
ている。電流が一導体から他の導体に流れても，この体系の總和エネルギーは一
定でなければならない。

しこう

而してこのエネルギーは次の三部分から成り立ってい
る，1.静電気学的ポテンシャル，2.放電電流に依って生産された熱，3.電流の電
気力学的エネルギー。この最後の種類のエネルギーが存在し，従ってガルヴァー
ニ電流はその存在そのものに依ってエネルギーの一定の貯蔵 (Actual energy)或
は (mechanical value of the current)を表していることは，電流が何等他のエネル
1) J. Power: Theory of the reciprocal action between the solar rays and the different media by wihch

they are reflected, refracted or absorbed. Phil. Mag. (4) 6, p. 218, 1853.
2) W. Tomson: On a mechanical theory of thermo-electric currents. Phil. Mag. (4) 3, p. 529, 1852.

Proc. of Edinb. Soc. III, p. 91, 1852.
3) Cumming: Phil. Trans. Cambridge 1823, p. 61.
4) W. Thomson: On the dynamical theory of heat. Thermo-electric currents. Phil. Mag. (4) 11, p. 214,

281, 379, 433, 1856; 8, p. 62, 1854.
W. Thomson: On the electrodynamic properties of metals. Phil. Trans. London 1856, p. 649.

5) W. Thomson: On transient electric currents. Phil. Mag. (4) 5, p. 393, 1853.
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ギーを消費することなく，唯その消失に依って熱を生産し得ること―――例えば格
外電流として―――に依って明らかである。かかるエネルギーはその本質に於て正
であり，従って電流の強度の平方に比例する。だが之を簡単に，電流中に運動す
る，惰性的質量を有する電気粒子の活力と解することは出来ない。何となればこ
のエネルギーの値は実験に従えば大体に於て電流導体の形体に関係していると
言っただけでもその理由は明らかである。

おのおの

各 の電流要素に並んで直後反対の電
流要素が流れるように導体が形作られる場合，このエネルギーの値は零に等しい。
何となればその時は格外電流は完全に消失するのだから 1) 。
さて

偖上の三つの式を總計して体系の總和エネルギーの式を作り，この大きさの変
化を

おのおの

各々の時間要素に対して零に等しと置けば，電流強度の時間への従属性を規
定する方程式が得られる。トムソンは，問題中に含まれた異なる常数の値に従っ
て放電は二つの全く異なれる方法に依って行われ得ることを発見した。それは放
電電流が絶えず同一の方向に於て初は増大し，次に漸次再び減ずる所の強度を以
て流れるか，或は電流方向が振動しそれに依って導体を交互に正及び負に充電す
るかである。その際最高電流強度の絶対値は漸次零に向って減少する。放電の二
つの種類はこれ以来繰返し実験的にも理論的にも証明されている。
トムソンに次いで，英国の物理学者中，新思想の完成の点に於て最も頭角を表
したのはランキン (Rankine)である。二三の特殊な適用 2)の他に彼が試みた所は
エネルギーなる概念の一般的な定義を与えることであった。彼はその適用を熱の
領域のみに限らず，以てすべての自然力を包括させようとしたのである 3) 。
彼はエネルギーを名づけて Every affection of substances which constitutes or is

commensurable with a power of producing change in opposition to resistanceと言
い，之をヘルムホルツは飜訳 4) して「それに際しては抵抗が打ち克たれなけれ
ばならない様な変化を

じゃっき

惹起する能力のある力より成り，或は力と比較し得る所の，
実体の

おのおの

各々の属性」と云っている。その際ランキンはエネルギーの二箇の主な種
類を区別し定義づけている。現実的，運動的エネルギーと潜在的エネルギー（運
動のエネルギーと位置のエネルギー）。

しこう

而してその意味はヘルムホルツの，活力
1) M. Faraday: Exp. Res. Phil. Trans. London 1835, p. 50, § 1096.
2) M. Rankine: Mechanical theory of heat — Specific heat of air. Phil. Mag. (4) 5, p. 437, 1853.

M. Rankine: On the application of the law of the conservation of energy to the determination of the
magnetic meridian on board ship. Phil. Mag. (4) 6, p. 140, 1853.

3) M. Rankine: On the general law of the transformation of energy . Phil. Mag. (4) 5, p. 106, 1853.
4) Fortschr. d. Phys. v. J. 1853, Berlin 1856, p. 407.
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と張力なる概念に全く符合するのである。彼は又エネルギーの異なれる種類相互
間の変化に関しても研究 1) を行っている。

しか

然してその中に於て，無制限の普遍
性を引出すことは，唯表現の正確さを奇妙にも犠牲にすることに依ってのみ購わ
れているのである。要するに上述のエネルギーの定義も亦物理学的見地に於いて
は特に高い価値を有する訳では決してない。何となればそれはあまりに漠然とし
ているから。物理学的に使用出来る定義とは，その助を借りる時は，任意に与え
られた

おのおの

各々の場合に対して，定義された大きさの数値を定め得る時にのみ言い得
るのである。―――上に述べられた定義の如きは，正にトムソンのそれ（49頁）と
は反対に，かかることを満足せしめることからは遙かに隔っていることは明らか
である。
ここでは

なお

尚ガルヴァーニの方法に依る二三の化学上の化合熱（第二酸化銅，酸
化亜鉛，水）の計算に関するジュールの仕事 2) を述べて置くべきであろう。電
流の中へ，金属性導体の代りに分解器を挿入し，電流強度を前と同じに保たしめ
る時は，明らかに，電流より分解器に通じられたエネルギーは全体に於て，前に
導体に通じられたエネルギーに等しい。何となれば其の他の電流回路内に於ては
正しく前と同一の現象が行われるのであるから。導体に通じられたエネルギーは
唯熱のみより成るに反し，分解器に通じられたそれは熱と化学的仕事とより成る。
従って分解器の中に発生した熱の減少額に依って化学的仕事の熱の値が見出され，
之が丁度分解された実体の化合熱である訳である。
さて

偖吾々は最後の所では，英国物理学者側に依ってなされたエネルギー原理の発
展を 1853年迄追求して来たのである。この新しい理論がこの時代に科学界に於
て既に持っていた所の決定的優勢は，W. ホプキンスが会長としてフルに於てブ
リテン協会第 23回の会合を開くに当って述べた演説に依って適切に表明されて
いる。その中ではリュームフォード，ジュール，ランキン，トムソンの功績が称
揚されている 3) 。
かくの如く英国に於て絶えず理論の完成に盡力されていた間に，ドイツに於て
も人々は決して無為閑散の日を送っていた訳ではなかった。ここではクラウジ

1) Rankine: Outlines of the science of energetics. Edinb. Journ. (2) II, p. 120, 1855参照。
2) J. P. Joule: On the heat disengaged in chemical combinations. Phil. Mag. (4) 3, 481, 1852.
3) W. Hopkins: Dynamical theory of heat. Rep. of Brit. Ass. 23. Meeting Hull 1853, p. XLV.
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ウスが，既にその熱の運動に関する最初の論文に於て樹立した原理を更に
ふ え ん

敷衍し
て，最も主だった功績を立てている。

ま

先ず最初に著われたのは放電作用の研究 1)

である。放電作用は種々な牲質―――特に力学的或は熱的―――を有し得るのである
が，いかなる場合も，放電に依って生産された總和エネルギー，従ってなされた
機械的仕事と生産された熱との總和は，電気エネルギーの減少，従って静電気学
的ポテンシャルの減少，に等しい。この命題をクラウジウスは次の如き形で言い
表している。「或放電に依って

じゃっき

惹起されたすべての諸作用の總和は，その際生じ
た，全電気の自己自身に対するポテンシャルの増加に等しい。」―――之は

もちろん

勿論ま
だポテンシャルを相反する符号をもったものとして考えた上の事である。この命
題の

ふ え ん

敷衍に力を借したものは，理論と箇々の実験との一致に関する説明である。
その後の仕事 2) に於てクラウジウスは静電気学的作用から，定常的ガルヴァー
ニ電流が金属性導体の内部に於て引起す所の作用に移っている。金属性導体を通
して一定の電流が流れ，之が外部より

い か

如何なる感応作用をも受けない場合は，電
流は唯異なれる導体の表面に累積された自由な静電気に依ってのみ流れるのであ
る。このことからクラウジウスは次の如き命題に到着している，「或電気量の一
定の運動に際して，導体内に作用する力に依ってなされた仕事は，運動に際して
生じた所の，この電気量及び自由電気の相互に対するポテンシャルの増加（減少）
に等しい。」

さて

偖金属性導体に於ては力学的作用も化学的作用も行われないが故に，
この仕事は全然熱に変化する。そうしてこの事から次にジュールの加熱の法則が
生れて来るのである。―――かくの如く，流れつつある電気が導体の内部に於てポ
テンシャルの高い値より低い値に下り，それに依って絶えず熱を生産する一方に
於ては，この電気がその循環路程に於て閉鎖電池を通り再び元のポテンシャルの
高さに迄揚げられる箇所がなくてはならない。そうしてかかる箇所はそれぞれ二
箇の隣接した導体の境界面に於て見出される―――そこではポテンシャルが飛躍を
受けかくて貫流する所の電気は無限小の道に於て，或有限の仕事を行い

な い し

乃至消費
するのである。この仕事は事情に従って熱に或は又化学的エネルギーに変化する

1) R. Clausius: Über das mechanische Äquivalent einer elektrischen Entladung und die dabei stattfind-
ende Erwärmung des Leitungsdrahtes. Pogg. Ann. 86, p. 337, 1852.

2) R. Clausius: Über die bei einem stationären Strom in dem Leiter getane Arbeit und erzengte Wärme.
Pogg. Ann. 87, p. 415, 1852.
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ことが出来る。前者は熱電気的電池にあって起る場合で，この電池の作用をクラ
ウジウスは更に他の研究 1) の対象としているのである，ここでは電気が二箇の熱
電気的作用を有する金属の鑞接点を通過する場合に行う仕事は，ペルチェに依っ
て発見された熱生産或は熱吸収の形に於て表われる。ペルチェの熱が常に鑞接点
に於ける電気張力の克服に依ってなされた仕事と等価であるや否やの問題に関し
ては，クラウジウスは根本的に重要な，今日に至る迄未だ決定的には

せんめい

闡明されな
かった点を詳細に論じているのである。二箇の金属の鑞接点に於けるペルチエ効
果は周知の如く決して，この金属が相互的接觸に際して電気計に示す所の検電器
的（ヴォルタの）張力とは比例しないのである。吾々は

こ れ ら

之等エネルギー恒存の原
理の適用にとって重要な事実の，詳細にわたる記述は後の第 3章に於て行うこと
としよう。

なお

尚簡単に，クラウジウスが，先にトムソンがなしたと同じように，力
学的熱理論の第二主則を熱電気現象に適用し，その際それに相当した結果に到着
していることを言って置こう。
新しく発見された原理のかくも急速に進展する発達に対してフランスの物理学
者たちが 50年代の半ばまで持した消極的態度は，やや奇異の感を抱かしめるに
違いない。彼等は明らかに熱物質の仮定を基礎として，主としてフランスに於て
完成された熱理論の放棄をかくも急に決心することは，たとえ熱量測定と熱伝導
の領域に於てなされた重要な実験がそのまま殆ど変えられないで新観念の中に取
り入れられ得たとは言え，出来なかったのである。実に 1854年に於てさえ 2) も，
Comptes rendus（報告書）の中に，退役士官エルミートの書く所の，同時に電気
と仕事とを供給すべき

か

且つ起電盤様の作用をする機械に関する記述をさえも見出
すのである。
優れたフランスの物理学者中，古い観念と

たもと

袂を分つことを企てたのはカルノー
が気体の比熱に関する彼の実験上の著述 3) に於てなしたのを以て最初とする。彼
はその中に於て正確な計量に依って，永久気体の比熱は本質的には体積と無関係

1) R. Clausius: Über die Anwendung der mechanischen Wärmetheorie auf die thermoelektrischen Er-
scheinungen. Pogg. Ann. 90, p. 513, 1853.

2) Hermite: Théorie et description d’une machine à courants électriques. Compt. Rend. 39, p. 1200,
1854.

3) V. Regnault: Recherches sur les chaleurs spécifiques des fluides élastiques. Compt. Rend. 36, p. 676,
1853.
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であること，従って圧縮に依って生産された熱は以前に人々が仮定した如き熱容
量の可変性のためではあり得ないこと，を決定的に確証している。
その間に，新理論に依って科学界に起された運動は益々拡張され，絶えず新し
い観点，新しい適用が探求された。その帰結は或は経験に依って実証され，或は
興味ある，之迄は発見されずに居た，自然の内情への洞察を供給したのである。
1854年 2月ヘルムホルツはケーニヒスベルクに於て自然力の交互作用に関する通
俗科学講演 1) を試みている。その主要内容は新しい原理であり，

なかんずく

就中之が熱理
論への適用を主としている。すべての地上の生活の源泉なる，輻射される太陽熱
の代価の問題は，太陽が絶えざる凝縮に依って常に自己を温めているとの仮定に
依って解決される。その際得られる結果は，太陽の直径が今の大きさの 10000分
の 1だけを減少することに依って得られる熱量は太陽の輻射を現在の強さに於て
2100年（その後の計算に依れば 2289年）間維持することが出来る，ということ
になる。
之とはやや異った方法でトムソン 2) は同一の問題を解いている。彼は未知の宇
宙的団塊の存することを仮定し，之が太陽体に落ち込むことに依って太陽が温め
られるものとしている。トムソンの計算する所に依れば

も

若しかかる方法で太陽熱
の消費が常に丁度補充されるものとすれば，太陽の直径は 4000年間に 1

10
秒（角

度）だけ増加しなければならない。
この他にトムソン 3) は，光エーテルの密度と聯関させて，力学的熱理論を太陽
照射のエネルギーに適用している。光線と熱線とを同質と考えれば，太陽の輻射
に依って地球に与えられるすべての熱エネルギーは振動するエーテルの分子の活
力に依って交付される。従ってこのことから，プイエ (Pouillet)の輻射強度の計
量を基礎として，光エーテルの密度を計算することが出来る。

もちろん

勿論それにはエー
テル分子の振動の速度を知ること，或は―――振動期間が知られているが故に―――
この振動の振幅を知ることが必要である。トムソンはエーテル分子がその平衡点
を通過する速度は光の

で ん ぱ

伝播速度の 50分の 1よりも小なることを認めている。之

1) H. Helmholtz: Über die Wechselwirkung der Naturkrafte, Königsb. 1854. Vortr. und Reden I p. 25.
2) W. Thomson: Mémoire sur l’énergie mécanique du système solaire. Compt. Rend. 39, p. 682, 1854.
3) W. Thomson: Note sur la densité possible du millieu lumineux et sur la puissance mécanique d’un

mille cube de lumière solaire. Compt. Rend. 39, p. 529, 1854.
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は，振幅の波長に対する比が小であるが故に，証明され得る。従って，1英立方
フィートのエーテルは，1ポンドの 156000 000000 000000分の 1よりも

や や

稍々大き
な量を有していることが断定される。
すべて

こ れ ら

之等の計算は
もちろん

勿論力学的熱当量を知ることを必要とする。そうして，出
来るだけ正確にこの重要な常数を決定しようとの要求が間もなく感じられるに
至ったのは明らかなことである。何となれば，ジュールの測定が比較的に確かな
るものとして通用し得るにしても，その最も精密な実験の結果さえもが

なお

尚相互間
に第三位に於て常に差異を生じていたからである。ここに於て物理学者たちには
実験研究に対する豊饒な分野が与えられ，かくて吾々は漸次力学的熱当量決定の
全記録が成立するを見るのである。

もちろん

勿論かかる決定の大部分は既知の方法に依っ
て行われているのであるが，唯そのうちの少数のみがその正確さに於てジュール
の計算に匹敵し得たのである。吾々は次に於ては特に，本質的に新しい思想に基
いているもののみに叙述を費すこととしよう。ジュール―――その数々の実験はL.

ソレ 1) がまとめている―――に次いで長くつづけられた実験上の仕事の数々に依っ
てこの領域に於ける重要な功績を立てたのはG. A.ヒルン (Hirn)である。最初ベ
ルリン物理学協会の縣賞が動機で，1855年彼は全然異った，多少独創的な方法に
依って行われた数箇の実験の結果を報告している 2) 。

もちろん

勿論個々の実験に依って
得られた，力学的熱当量に対する数は少なからず相互間に隔りはある。かくて鋳
鉄鼓輪を金属体に依って摩擦することに依る熱生産を観察した結果は 371.6キロ
グラム・メートルという数を得，或金属の錐もみに依る結果は 425キログラム・
メートルなる数を得ている。根本的な重要性を有するものは，蒸汽機関に依って
なされた仕事と同機関内で消費された熱との比較に依る熱当量の計算である。何
となれば，圧力に抗して空気を膨脹せしめた場合のジュールの少数の実験を除い
ては，ここに於て初めて仕事の消費に

あら

非ずして仕事行為が測定の根抵とされるに
至ったからである。その結果は（クラウジウス 3) に依って訂正された計算に従え

1) L. Soret: Sur l’équivalence du travail mécanique et de la chaleur. Arch. d. scienc. phys. et nat. 26,
p. 33, 1854.

2) G. A. Hirn: Recherches expérimentales sur la valeur de l’équivalent mécanique de la chaleur. 1855.
Fortschr. d. Phys. v. J. 1855. （クラウジウスの引用文）
G. A. Hirn: Recherches sur l’équivalent mécanique de la chaleur présentées à la société de physique
de Berlin. Colmar 1858.

3) Fortschr. d. Phys. v. J. 1855, p. XXIII.
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ば）413である。最後にヒルンは人体に依って休息の状態並に仕事の状態に於て
外部に交附される熱の量を研究している。後者の場合に於ては働いている人体の
呼吸が強まる結果，この熱は他の場合よりも高くなる。

しこう

而して理論に従えば，生
産された熱の超過額は，同時になされた仕事の故に，増加した酸素の消費に相当
するだけよりも少くなければならない。ヒルンはこのことが証明されるのを見出
しているが，幾多の統制し得ざる過誤のために，量的に非常に異った値を有する
諸結果を得ている。このことが元で彼は，熱当量は一定ならず，従って，又力学
的熱理論は誤れる根抵の上に立っている，との奇妙な結論を下しているのである。
しか

然し之を以てヒルンはこの問題を断念したのではない。後になって，強圧の下
に於ける固体の摩擦に依る実験 1) ―――その結果当量数 451キログラム・メートル
を得た―――及び特に蒸汽機関の新しい実験に依って得た結果が動機となって，彼
は遂に熱当量の一定の仮定を認める旨宣言するに至っている 2) 。
この思想はでも矢張彼の力学的熱理論に関する浩瀚なる著述 3) (1862)に於て
完成されている。彼はその中に於て兎に角熱を運動と解せず，マイヤーと同じ様
に，「特殊なる原理」と解しようとしている。この著述に於て彼は熱当量測定の
ための新しい実験を多数発表している。

こ れ ら

之等の実験は
ま

先ず中味のつまった円筒と
空洞の円筒との間に注入された液体の摩擦に依り（結果，432キログラム・メー
トル），次には高圧の下に於ける水の流出に依り（結果，433キログラム・メート
ル）更に固体の衝突に依って行われている。二対の綱に水平に懸けられた鉄の円
筒は，

てつちん

鉄砧の役をする。同様に懸けられている砂岩塊に向って横に倒れ，一方両
者の間には鉛の円筒が置かれ，之が衝突に依って温められる（結果，425キログ
ラム・メートル）。

なお

尚他の実験が気体の膨脹に依って行われている（結果，441.6

キログラム・メートル）。彼のすべての実験よりの平均としてヒルンは最後に力
学的熱当量の値 432キログラム・メートルを採用している。之は従ってジュール
の数よりも約 2%だけ多いことになる。―――之に反してファーブル 4) は 1858年，

1) G. A. Hirn: Recherches sur l’équivalent mécanique de la chaleur présentées à la société de physique
de Berlin. Colmar 1858.

2) Hirn: Equivalent mécanique de la chaleur. Cosmos XVI, p. 313, 1860.
3) G. A. Hirn: Exposition analytique et expérimentale de la théorie mécanique de la chaleur. Paris et

Colmar 1862.
4) P. A. Favre: Recherches sur l’équivalent mécanique de la chaleur. Compt. Rend. 46, p. 337, 1858.
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鋼鉄の発條が廻転する円板に圧し附けられるときに発生する摩擦熱の観察により
数 413.2キログラム・メートルを発見している。
他の電気的方法に依って得られた熱当量測定に関する記述に筆を移すに先だち，
吾々は

なお

尚当時に於ける熱理論のその先の発達を一瞥しよう。熱と仕事との等値の
命題の普遍的妥当性が一度全般に承認された後は，一般的興味は既に漸次この命
題より離れ，力学的熱理論の第二主則即ち修正されたカルノーの原理に移り始め
たのである。従って吾々はこの理論の発達に関しての叙述を既にここで大体に於
て止めなくてはならないのである。この時期以来この領域に於て行われた研究は，
実験的性質のものにしろ理論的のものにしろ，その大部分がカルノーの原理の妥
当性を取扱い，或はそれを前提としているのである。従って純粋にエネルギー恒
存の原理の帰結と認められる新しい命題に之以上出会うことは稀である。かかる
命題の一つはG. キルヒホッフ (Kirchhoff)の論文 1) に於て発表されている。
之は二物体の化学的化合に際して外部に交付される熱の，反応が行われる際の
温度への，並びに，物体及び化合の比熱への従属性に関するもので，唯，或物体
の内部エネルギー（キルヒホッフに従えば，作用函数）はその瞬間瞬間の状態に
依って全然規定されるとの前提にのみ基いている―――このエネルギーの熱，従っ
て又外部に交附された全作用によっては，化学変化が直接行われようが，或は前
以て

なお

尚物体が別々に異った温度の下に置かれ次いで変化が行われるのであろうが，
唯究極に於て終結状態が同一である限り，全然同じことである。
異なれる温度に於ける塩の溶解熱に対する全く類似した命題を既に 1851年に
於てペルソン 2) (Person)が作つているのであるが，彼はそれに際しては

なお

尚熱物質
の古い考え方から出発している。事実ここに於ては二つの観念が同一の目的（外
部的仕事は兎も角も）に向っているのである。これは丁度既に吾々がヘスの化学
熱の命題，（16頁）に於て先に認めた所である―――ヘスの命題も全く同一の根抵
の上に立っているのである。
トムソンは或液体表皮の膨張に関する研究 3) に於て或新種のエネルギーを取

1) G. Kirchhoff: Über einen Satz der mechanischen Wärmetheorie und einige Anwendungen desselben.
Pogg. Ann. 103, p. 177, (203), 1858.

2) G. Person: Recherches sur la chaleur latente de dissolution. Ann. d. chim. et d. phys. (3) 33, p.
448, 1851.

3) W. Thomson: On the thermal effect of drawing out a film of liquid. Proc. Roy. Soc. London IX, 255,
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扱っている。彼はその研究に於て表面張力が仕事をなす能力を有することを指摘
している。

しか

然し
なが

乍らここでは既にカルノーの法則の適用があまりにも本質的な役
割をしているので，その内容に之以上深入りすることは差控えなければならない。
その間にも狡義に於ける

いわゆる

所謂力学的熱理論も亦重要な一歩を進めているのであ
る。

ま

先ず最初 1856年にはクレーニッヒ 1) (Krönig)の論文―――その内容は大体に
於て上述のジュールの 1851年の著書と一致しているのであるが

しか

而も之れとは全く
独立したものである―――に依って一般の注意は或仮説の上に集められた。この仮
説に従えば，箇々の気体の微分子は空間を直線軌道を取って一定不変の速度で飛
びまわり，それが固い壁に突き当って弾き返ることに依って気体の圧を生じ，並
に，それの活力に依って気体の熱内容を生ずるのである。クレーニッヒはその際，
気体の膨脹力が仕事をなすや否や微分子の活力はそれ相当に減少することを立証
することに依って，熱と仕事との等値の命題の支持に特に重きを置いている。兎
に角彼は未だ，ジュールと同じく，気体の分子を単純なる質点と考え得るとの仮
定を持しており，従って吾々が先に述べたと同一の難関―――即ち力学的思考より
計算された一定容積における熱容量は，熱量測定的方法に依って観察されたそれ
よりも著しく小であるという難関に遭遇しなくてはならなくなったのである。初
めてこの疑点を晴すことに成功したのはクラウジウス 2) である。彼は，気体の熱
内容，従って全内部活力は分子の前進運動にのみ求めらるべきでなく，その他に
も
なお

尚分子の内部に振動的運動が存在し，全活力を得んとすれば一般的力学的命題
に従って，之れをも分子の前進運動に附け加えなければならないとの仮定に依っ
て物の見事に之れを解決したのである。従ってこの考え方に依れば，箇々の分子
は，それが単純気体の場合であっても，

なお

尚より小なる要素（原子）に分れ，
しこう

而
して気体の圧力が唯分子の前進運動に依ってのみ規定されるに反して，熱はこの
前進運動と振動運動とから成り立っているのである。

しか

然し
なが

乍ら完全気体にあって
は圧力も熱も共に絶対温度に比例するが故に，前進運動の活力は気体中に含まる
る全活力に対して，一定な，精々気体の性質に従属した比例関係にあるのである。
クラウジウスはこの比例がすべての二原子気体にあっては 0.6315に等しいこと

1858.
1) A. Krönig: Grundzüge einer Theorie der Gase. Berlin 1856. Pogg. Ann. 99, p. 315, 1856.

2) R. Clausius: Über die Art der Bewegung, welche wir Wärme nennen. Pogg. Ann. 100, p. 353, 1857.
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を発見している。一方，二原子以上が合して一つの分子を形作るすべての気体に
あっては全活力の之れよりもやや大なる部分が分子内振動に振り当てられるので
ある。
だがここ迄来ると既にエネルギー概念の発達を叙すべき吾々の任務とは遠ざ
かった特殊問題に深入りすることになる。唯吾々は，気体の熱を微分子の活力と
解する試みが事実本質的には成功であったと

み な

見做し得ること，及び，それに依っ
て之れ迄形式と概念とを異にした二種類の，熱と運動とのエネルギーが合併して
一種類になったこと，を指摘すれば足りる。かかる新しい立場より観察するとき，
熱現象が全然エネルギー恒存の法則に従うものであることは，気体理論一般に於
て認めている如く分子と原子との間に作用する力を中心力とし，或は二分子が衝
突するとすればこの衝突は完全強力性であるとの前提をなす限り，明らかなこと
である。何となればここに於ては実に吾々は全然純力学の領域にいるのであり，
しこう

而して之に対しては既にヘルムホルツが活力の命題がエネルギー恒存のそれと
一致することを強調しているのである。

しこう

而してこの活力の命題が
ただ

唯一般的術語
「内部張力」並に「活力」を以て名づけ得た所のものは，新しい気体理論に依っ
て箇々別々に正確に言い表されることになった。そうしてこの理論の液体並に固
体への拡張が複雑な関係の故に之迄言うに足る進歩をしていないとすれば，この
難関は問題の本質に

あら

非ずしてむしろ方法の不完全さにあったのである。
なお

尚吾々に残されていることは，吾々の原理が 50年代の中葉及び末葉に於て電気
並に磁気の領域に適用されたその先の経過を考察することである。ここで

ま

先ず出
会するのはW. トムソンの著述 1) で，之は電気並に磁気の変化に於て作用する各
種エネルギーの概観を与えている。即ちかかる変化に依って仕事が生産される場
合，それは言う迄もなく常に何等かのエネルギー貯蔵を消費することに依って行
われるのであるが，トムソンに従えばこの仕事は三種の異なるエネルギーの

いず

何れ
か一つから生ずる。1)静電気学的エネルギーから，2)磁気のエネルギーから，3)

電気動的（電気力学的）エネルギー―――之はガルヴァーニ電流中に含まれている
（51頁）―――から。電気微分子が惰性を有するであろうならば，電流中の運動の

1) W. Thomson: On the mechanical values of distributions of electricity, magnetism and galvanism. Phil.
Mag. (4) 7, p. 192, 1854.
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活力も亦この最後の種類のエネルギーに補助として加わるであろう。かくてこの
三種の箇々のエネルギーの總和に依って，物体の組織内に含まるるすべての電気
磁気エネルギーが得られる。
ガルヴァーニ電流回路中に於て行われるエネルギーの転移の様子はコーゼン

(Koosen)に依って詳細に叙述 1) されている。電流に依る熱の生産は，この現象
をも力学的当量の数値的計算に利用せんとする考えを暗示したにちがいない。そ
うしてこの方法に依って数多くの測定が完成されているのである。23頁以来述べ
て来た 460キログラム・メートルという数を結果したジュールの実験以来，この
問題を初めて再び取り上げたのはル・ルー (le Roux)であった 2) 。彼は磁電気機
械に依って電流を生産せしめ，この電流の熱効果を機械的仕事の消費と比較して
いる。その結果は単位の熱に対して 458キログラム・メートルであった。ファー
ブル 3) はやや異った方法を取っている。彼は電流を，感応による磁気的方法に
依らずして，水電池によって作り，次に電気発動機を挿入し，初めは発動機の仕
事行為と共に，電流に依って発生した熱を，次には之なしに発生した熱を，測っ
ている。後者の場合にあっては化学的作用に比例して作られた熱は

もちろん

勿論より顕著
なものであった，前者の場合になされた仕事との比較は，当量の値として 426よ
り 464に至る異った諸数を結果している。
ジュールの熱を直接に測定することに依ってクィンツス・イチリウス (Quintus

Ecilius)は之よりもやや小なる値 399.7を得ている 4) 。彼がこの研究をするに至っ
た動機は，レンツの，ガルヴァーニ熱発生に関する研究 5) から導き出された，電
流熱に対する値を理論が要求する値と比較した場合，著しい矛盾を見たためで
あった。この矛盾は時間 Iに於て生産された電流熱に対する式Q = c · J2 ·W の
不変係数 cの大きさに関係している。Qが力学的単位に依って計られる時は，電
流強度 J と抵抗W とが絶対単位に於て表されていることを前提として（46頁），

1) J. H. Koosen: Über die Gesetze der Entwickelung von Wärme und mechanischer Kraft durch den
Schließungsdraht der galvanischen Kette. Pogg. Ann. 91, p. 427, 1854.

2) J. P. le Roux: Mémoire sur les machines magnéto-électriques. Ann. d. chim. (3) 50, p. 463, 1857.
3) P. A. Favre: Recherches sur les courants hydro-electrique. Compt. Rend. 45, p. 56, 1857.

4) G. v. Quintus Icillius: Über den numerischen Wert der Konstanten in der Formel für dir elektro-
dynamische Erwärmung in Metalldrähten. Pogg. Ann. 101, p. 69, 1857.

5) E. Lenz: Über die Gesetze der Wärmeenwickelung durch den galvanischen Strom. Pogg. Ann. 61, p.
18, 1844.
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この不変数は理論に従って= 1である。
しか

然し熱がカロリーに依って与えられると
きは cは力学的熱当量の逆数に等しい。之に反してホルツマン 1) はレンツの実
験 2) より cに対して四倍以上の値を計算している。クィンツス・イチリウスはそ
こで理論と観察との抗争の調停を企てたのであるが，その場合兎に角決着はもと
もと疑う餘地のないものであった。という訳は既にトムソン（46頁）は全然同様
の研究を行い，その際十分なる一致を見出しているからである。
事実クィンツス・イチリウスの実験からはその常数に対して，レンツのそれよ
りも著しく小なる値が得られ，この値は遙かに理論に依って要求された値に接近
しているのである。この値を理論の要求する如く実際に力学的熱当量の逆数と
み な

見做すときは，ここから上述の数 399.7が得られる。レンツの結果とクィンツス・
イチリウスの結果との背馳の原因についての問題は相変らず未解決のままであっ
たので，後に J. ボッシヤ 3) (Bosscha)はこの問題に今一度帰る必要を感じ，レン
ツの実験より計算された数の不正確さの原因は察する所，レンツが実験に使用し
た銅の品質が，後にホルツマンがその計算に使用したのと等しく異っていた為で
はないかと主張している。
力学的熱当量を知るためにボッシャは他の方法を講じている 4)。彼はガルヴァー
ニ電池（ダニエル）の動電力を一度は熱単位に於て，次には絶対的磁気単位に於て
表し，この函数を相互に除し合っている。その商が力学的熱当量となる訳である。
かくの如くして彼はジュールの二三の結果を利用して，熱当量に対して数 421.1

キログラム・メートルを見出している。
ボッシヤは又，一般的になった要求に従って 1858年，それ迄に色々の物理学者
に依ってなされた，力学的熱当量の測定―――それが単なる計算によるものであろ
うと或は直接の実験に依るものであろうと―――を初めて 5) 總括している。この
表は

もちろん

勿論未だ非常にまちまちな数の列を示している。
しか

然し
なが

乍ら兎に角最も信用出
1) C. Holtzmann: Die mechanische Arbeit, welche zur Erhaltung eines elektrischen Stormes erforderlich

ist. Pogg. Ann. 91, p. 260, 1854.

2) E. Lenz: Über dir Gesetze der Wärmeentwickelung durch den galvanischen Strom. Pogg. Ann. 61,
p. 18, 1844.

3) J. Bosscha: Über das mechanische Äquivalent der Wärme, berechnet aus galvanischen Messungen.
Pogg. Ann. 108, p. 162, 1859.

4) p. 168. 1, c.
5) J. Bosscha: Het behond van arbeitsvermogen in den galvanischen stroom. Leiden 1858, E. Jochmann
に依る補充 Fortschr. d. Phys. v. J. 1858, p. 351.



64

来る実験―――何と言っても相変らずジュールの実験とヒルンのそれとが第一に之
に属している―――は大体に於て僅かに 420及び 430キログラム・メートルの境界
の間を動揺しているのである。その後の熱当量の測定に

つい

就ては，吾々は
なお

尚本書の
第 3章に於て述べるであろう。
かの時以来新しい力学的原理の，ガルヴァーニ電池並にその中に起る部分的に
は非常に複雑な電気分解の過程への適用が特に興味をひいていた。既にグロトッ
ス (Grotthuss)はガルヴァーニ分解の理論を純力学的な考え方の上に建設する試
みをなし，クラウジウス 1) は次にこの考え方を

ふ え ん

敷衍している。が彼はその際
なお

尚
一層オームの法則と一致させんが為に古い方の見解に二三の本質的な修正をなし
ており，

なかんずく

就中，或電解質の分子は，自然の状態に於ては，その振動の中心とな
るべき釣合の位置を有せず，全然不規則に雑然たる運動をなすものであるが，そ
の際と

いえど

雖も偶然の組合せに依って，分子が二箇の成分，陽電気と陰電気とのそ
れ（部分分子）に分裂し或は逆に二箇の別々の部分分子が偶然の邂逅に依って合
併して全分子となることは或は容易に起り得ると云う，仮定を導き入れている
のである。だが吾々は

もちろん

勿論かかる箇々の問題に之以上深入りすることを許されな
い。吾々はエネルギー恒存の命題がかかる諸現象に対してなされた適用を，かく
の如き特殊な表象とは全然独立して研究しなくてはならないのである。この範囲
に属するものに

ま

先ず，電流が電解質の内部に於てなす所の，
しこう

而して第一種の導
体に於ける如く一般に全然熱に変化させられる所の仕事の研究がある。クラウジ
ウスはこの仕事の量が全然金属性導体に於ける仕事に相当することを発見してい
る 2) 。ジュールの加熱の法則は従って，既に実験がずっと以前に証明している
如く，ここにもあてはまるのである。電気分解質に

こうきょう

孔竅のある隔壁，動物性の
膜或は

かく

斯の
ごと

如きものを挿入するときはやや事情が異なり，この場合は一般に電気
的滲透の現象が行われる。即ち一定量の液体が電流より隔壁を透して運ばれるの
である。この場合には電流は既に行われた仕事の他に

なお

尚他の仕事をなさねばなら
ない。

しこう

而してこの仕事は一度は液体の運動に反作用する液体静学的圧力の克服
に依り，次ぎには又隔壁の

こうきょう

孔竅内にある液体の摩擦に依って制約されている 3) 。
理論にとって

なお

尚一層重要であるのは電流の化学的仕事と，その熱的仕事行為と

1) R. Clausius: Über die Elektrizitätsleitung in Elektrolyten. Pogg. Ann. 101, p. 338, 1857.
2) R. Clausius: 1, c. p. 340.
3) p. 357, 1. c.
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の一般的聯関を確立することである。―――之は吾々も既にしばしば触れる機会が
あったし，又極最近に至る迄物理学者たちが携って来た所の問題である。ボッシ
ヤはこの問題に特に貢獻した最初の人である。彼

ならび

並にそれに次ぐすべての者の
この問題に関する研究の前に

ほうふつ

髣髴として浮んでいた根本思想は，エネルギー恒存
の命題の直接の帰結，定常的ガルヴァーニ電流に於ては，電流に依って生産され
た熱の總和は化学的エネルギーの全体の消費と等しいと云うことであった。

しか

然し
なが

乍らボッシヤ 1) は初め，電流の熱作用はジュールの熱にのみ限られると云う無
根拠の前提より出発した。之に依れば既に先にヘルムホルツ及びトムソンに依っ
てなされた観察に従って，動電力は直接に単位電流に依り単位時間に於て消費さ
れた化学的仕事に依って計られるということにもなる筈である。この命題は特別
にダニエル電池に対しては証明される。（47頁）ボッシヤはかかる電池の動電力
を最初電磁気的に規定することに依り，次に之が量をファーブルとジルベルマン
(Silbermoun)，アンドリウスとジュールの熱化学的諸実験と比較することに依っ
て，完全に満足な一致を見出しているのである 2) 。電池の電動力の，之に相当
した化学的熱階調との等値に対するこの信用は当時

か な り

可成広く拡っていたようであ
る。かくてマリエー=デービィ (Marié-Davay)及びトゥルースト 3) (Troost)は熱
化学的実験を早くも全然省略し，その代りに唯磁針をのみ観測しているのであ
るが，之はついに

しょうそう

尚早の
そしり

誹を免れ得なかった。電流回路内にはジュールの熱の
他に

なお

尚他の熱作用が行われること（さなきだにペルチェの熱は前から知られてい
た）が一度気付かれるや否や，かの根本原理よりの帰結は動揺を免れ得なかった。
吾々は既に 48頁に於て，すべての附随的に発生した。

な い し

乃至吸収された熱は必然
的にかの法則の修正を必要とすることを詳細に述べて来た。逆に，動電力の大き
さの上述の法則よりのすべての偏差からは必然的に，ジュールの法則より偏差す
る所の電池内の熱作用が推論されなければならない。
この帰結はボッシヤも亦認め，之を箇々にわたって証明しようと努めている 4) 。

1) J. Bosscha: Über die mechanische Theorie der Elektrolyse. Pogg. Ann. 101, p. 517, 1857.
2) 同上。
3) Marié-Davy et Troost: Mém. sur l’emploi de la pile comme moyen de mésure des quantités de chaleur

développées dans l’acte des combinaisons chimiques. Ann. d. chim. (3) 53, p. 423, 1858. 更にCompt.
Rend. 43, p. 936, 1858.

4) J. Bosscha: Über die mechanische Theorie der Elektrolyse. Pogg. Ann. 103, p. 487, 1858: 105, p.
396, 1858.
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既に上に述べた（47頁）ファラディの見解 1) 即ちダニエル電池に於ては唯亜鉛と
銅との酸化のみが動電力として作用し，之に反して酸化物の溶解乃至分離は唯局
所的の熱を生産するのみであると云う見解を彼は拒けている。その理由は，この
仮定を根抵としてファーブルとジルベルマンの実験より計算した動電力はあまり
にも小さい結果となったからである。之に反して彼は水の分解にあっては局所的
の熱の生産を承認しなければならないことを見出している。即ち白金電極間に於
ける水の分解に際しての分極作用の動電力を一度は水素の燃焼熱より，次には分
解器の挿入に依って生じた電流の減少に依て計算するとき，第二の場合の数は第
一のそれよりも約 60%だけ大であることが解る。この偏差は次の如き事情から生
ずるものとボッシャは考えている。電気分解的に発生した気体は直ぐにはその通
常の形態をとって現れず，最初「能動的」状態を経過する。之は一つの，同分子
異量説的修正であって，その特性とする所は，この場合はすべての気体が自然状
態に於けるよりも・よ・り大なる潜在的エネルギー（・よ・り弛緩した原子の連関）を有
し，従って能動的気体相互の結合にあっては・よ・り大なる熱階調が生じなければな
らないということにある。分極作用に関して観察される所の動電力はボッシヤに
従えば能動状態に於けるこの・よ・り大なる結合熱に相当することになる。だからこ
の見解に従えば，分極電流の動電力が，水素の化学的燃焼熱との比較に於て交附
するエネルギーの餘剰は，両方の気体に於て能動状態より自然状態への移行に際
して放たれる潜在熱に等しい，ということにもなろう。この潜在熱は

もちろん

勿論水の分
解がその中で行われる所の電池全体の電流の加倍的減少を

じゃっき

惹起する。何となれば
この潜在熱が必要とするエネルギー消費は動電的作用より取去られるが故である。
この外経験によれば分極作用の動電力は一定に

あら

非ずして，本質的には電極に於
ける電流の密度に関係するが故にボッシヤは彼の仮定に

なお

尚次の如きを附け加え
なければならない，即ち，一般的には気体の能動的状態より通常状態への移行に
際して放たれる熱がすべて潜在的に現れるのではなく，特にやや大なる電極表
面―――そこでは気体の一定部分が既に直接電熱に於て通常状態に移行する―――に
あってはそれに相当したエネルギーの量は

な

尚お全電流に役立ち，従ってジュール
の熱に変化させられる，とするのである。かくの如くして初めて分極電流の電流

1) M. Faraday: Exp. Res. Phil. Trans. London 1834 Apr, § 919.
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密度への並に電極金属及び電気分解質の性質への従属性が説明されるであろう。
潜熱発生の直接の原因に対しては，ボッシヤの見解とは全く別の諸見解も亦妥
当することは

もちろん

勿論である。―――だが之はもともと，それに対してエネルギー恒存
の原理が何等の解明をも与えない所の問題である。この原理にとっては，潜熱が
前以て計算された額となって，相当した箇所に現れれば，既に十分なのである。
ボッシャはこのエネルギー原理に依って促された所の，ガルヴァーニ熱発生の
ジュールの法則よりの背反についてはその後の叙述 1) に於て最も明瞭に語って
いる。この中では主として，スメーの電池とその潜熱発生とが観察されている。
吾々は今や吾々の原理の

ほ ぼ

略々1860年頃に於ける発達を叙述しつつあるのである。
18年にも充たぬ短期間に於てこの命題は，全然埋もれた，或は少くとも完全に
顧みられなかった存在より一躍して，自然科学の全領域に重きをなす一権威に迄
なったのである。かかることは之迄には唯々ニュートンの偉大なる発見について
見られる位のものであるが，之にした所でその及ぶ範囲は自然現象の或限られた
部分に過ぎなかった。その普及の迅速さの故に，上述の年代頃にも

なお

尚特に古い物
理学者の中に相変らず新しい観念に味方し得なかった者があったとしても，之は
別に怪しむに足りない。かくて天才的ファラディ 2) については，彼がランキン
の解する如き潜在的エネルギーの概念に

なお

尚幾多の非難すべきものあるを見出した
のは周知のことである。彼は二箇の互に牽引する物体が，より大なる距離に於て
はより大なる潜在的エネルギーを有する，との単純なる仮定を以て満足せず，こ
のエネルギーに対して

なお

尚一つの特殊の土台を中間媒介物の変化した状態に求めて
いる。その場合

もちろん

勿論注意すべきは，かかる反省熟慮が本来エネルギー原理の内容
に関せずして，唯その実施の方法に関していることである。
新原理の適用に時に誤解を生じたことは，この原理に依って規定された思考方法
及び推断方法が不慣れであったことを考えれは別に奇とするに足りないであろう。
既にヘルムホルツ 3) はその「力の恒存」の中に於て，マトオッチ 4) (Matteucchi)

1) J. Bosschä: Über das Gesetz der galvanischen Wärmeentwicklung in Elektrolyten. Pogg. Ann. 108,
p. 312, 1859.

2) M. Faraday: On the conservation of force. Phil. Mag. (4), 13, p. 225, 1857; 17, p. 166, 1859. etc.
M. Rankine: On the phrase ‘potential energy’ and on the definitions of physical quantities. Phil.
Mag. (4) 33, p. 88, 1867参照

3) H. v. Helmholtz: Wiss. Abh. I, p. 66, 1882.
4) Matteucci: Bibl. univ. Genève Suppl. Nr. 16, 1847, p. 375.
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が自分の実験を根拠として新見解―――之は
もちろん

勿論当時
なお

尚特別に原理に形成されては
いなかった―――に対してなした所の異説について論じているのであるが，この根
拠附けが吾々に，当時は博学の物理学者でさえもこの原理の精神に徹底すること
の

い か

如何に困難であったかを，最もよく示しているのである。
なかんずく

就中彼は，亜鉛は
硫酸中に於ける溶解に際しては，その溶解が通常の化学的過程をたどる限り，白
金板を第二電極としてそれよりガルヴァーニ（スメーの）電池を作る場合と丁度
同じだけの熱を生産すると云う事実より異論を導き出しているのである。何とな
れは，第一の場合に於てはその過程に依って熱のみが生産されるに反して，第二
の場合に於ては同時に熱と電気とが生産される。だから問題になっている命題に
従えば後の場合に於て生産された熱は，生産された電気の等値額だけ小でなけれ
ばならない，というのである。マトオッチはこの等値が過程の最終に於て= 0で
あることを注意していない。という訳は生産された電気は再び消減するものであ
り，之は唯化学的潜在エネルギーの熱的エネルギーへの移行に対して中介者の役
をするに過ぎないからである。
之以上に途方もなく思われる主張は，電流は原理に従えば，閉回路内に於ては，

も

若し磁針を偏向せしめる場合は偏向せしめない場合よりも小量の熱を生産しなけ
ればならないというものである。この推断は仕事概念の全然の誤解に基いている
のである。
しこう

而して
なお

尚後の時期になっても吾々は時として誤謬を含む見解に遭遇するので
ある。例えばソレ 1) は，閉回路の一部分の電磁作用に依って機械的仕事をなす
所のガルヴァーニ電流は，この部分に於ては，同一の，かかる作用を現さない所
のガルヴァーニ抵抗を有する他の部分に於けるよりもより少なくジュールの熱を
発生する，ことを原理の要請と見做している―――この誤謬は

なお

尚他の物理学者たち
の犯す所ででもあった。
兎に角

こ れ ら

之等の稀に散見する誤解を除けば，1860年頃に於ては新理論承認のため
の争いは終結した事，

しこう

而して軍配は決定的にこちらの側に上げられたことを，あ
らゆる確実を以て主張し得るのである。エネルギー恒存の原理は，実験的方法の

1) L. Soret: Recherches sur la corrélation de l’électricité dynamiques et des antres forces physiques. Arch.
d. sc. phys. 36, p. 38, 1857.
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完成に依って試験をなし得る能力を与えられた限りに於ては，到る所に於て完全
なる妥当性を認められ，かくてこの先の研究の根抵となり出発点となる公理の一
つとして採用されるに到った。そうして全く徐々にではあったが，「エネルギー」
なる言葉も亦，特にクラウジウスが之を熱学説に採用して以来，英国より大陸に
帰化されることになった。
この時以来すべての実験自然科学の発達に対して一つの新しい時期が劃せられ
る。之迄人々は，力学及び天文学に於ける如く，すべての箇々の現象がそれより
発生する根本法則を未だ発見するに成功しなかった所では，何処に於ても純帰納
的方法を顧るより他なかったのであるが，今より後はあらゆる既知の領域に於て
注意深い研究に依って試みられた所の，又未知の領域に対しては優れた指導者と
なった所の原理を所有することになったのである。最初既に，あらゆる成果を約
束する研究の最も本質的な一要素たる全質問が正しい軌道に導かれ，次には人々
はこの一度踏み出された軌道のあらゆる点に対して常に過失なき監査を怠らず，
その適用は

かつ

嘗て間に合わないことがなかったのである。それ以来エネルギー恒存
の原理はあらゆる自然科学的思索に対して最も確実なる出発点となり，事実また
この目的のために既に色々利用されているのである。
だが吾々は同時に，この原理の，他の自然法則に対する地位に於ける役割変更が，
吾々の目下の研究に対して何を結果したかを見るのである。以前はこの地位が狭
く限定されたものであり，之に関した文獻が多かれ少なかれ他とは明確に区別さ
れていたのに反して，今や適用はあらゆる方面に向って拡大し，漸次特殊領域に
自己を見失い初めたのである。かくて吾々が原理の先々の歴史的発展の跡を，た
とえ物理だけに於てでも，

たど

辿ろうとするならば，吾々はその大部分が未だ決定的
解決を見ない個々の

しか

而も最も仔細にわたる問題に深入りすることになるのである。
それ故に概観の必要上この問題は

なお

尚，それが未だ一般に原理の歴史そのものに
属する限り，

しこう

而して之が
もっぱ

専ら他域の未証明の仮説への適用なんかに関しない限
り，ここに於てではないが後に，異なれる箇々のエネルギー種族の叙述と共に本
書第 3章に於て，取扱うべきであると思われる。と同時に第 2章は，先行した歴史
的発達を根抵としてエネルギーの概念をその一般性に於て基礎附け，エネルギー
恒存の原理の形成の異なれる種類を分ち及び概観的に整理し，最後に原理の妥当



70

性のためになし得る証明並に之が能力に関して批判的展望をなすことに
ゆだ

委ねられ
る筈である。
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第 2章　原理の形式化並にその証明

使用に堪える如き物理学上の定義をなそうとする場合は，究極に於て定義さる
べき概念を，感覚による直接の知覚より生じた概念に迄還元し，その結果，当該
量を多少とも正確に数値で表すためには，唯直接なる観察のみが必要であるよう
にしなくてはならない。自然現象は吾々には各種の感覚を通して意識に迄

もたら

齎さ
れるが故に，エネルギー概念の一般的定義を立てることが

ま

先ず問題となる，ここ
では，例えば最初から力学的自然観の立場に立とうとするが如きことは何の役に
も立ちはしない。何となれば，吾々が依って以て

おのおの

各々の任意の現象を計り得る力
学的単位なるものは吾々に直接に与えられてなんかいない，どころか反対に之は
ま

先ず探し求められなければならないのである。従って
ま

先ずさし当って吾々の課題
となることは，エネルギーの定義を，あらゆる特殊の自然観とは無関係に，純粋
に測り得べき事実の上に作り上げることである。
この見地より出発するとき吾々は二様の方法を取り得るのである。即ち吾々は
或物質的体系のエネルギーを，体系の状態を規定する所の変数に一定の方法で
関係している―――従って体系の物質的要素の位地，速度，温度等に関係している
―――所の値を有する函数として定義することが出来る。だがこの定義は既にエネ
ルギー恒存の原理の普遍妥当性を前提としている。何となれば，かかる函数その
ものが一体存在するか否か，

しこう

而して之がかの箇々の量より
い か

如何にして構成され
ているかを知らんがためには，原理を既に承知しており之を適用しなくてはなら
ないからである。
だから吾々は

さしあた

差当り，大体に於てW. トムソン（49頁）に由来している定義を
選ぶとしよう。この定義を用いるときは原理の妥当性と非妥当性とには何等の顧
慮を払うことなく，或物質的体系のエネルギーの値を，唯，体系がその状態の一
定の変化に際して

じゃっき

惹起する所の，外面的な，観察に逆わざる作用のみより計算し
得るのである。それに従えば一定の状態に於ける或物質体系のエネルギー（仕事
をなすの能力）は次の如く名づけられる，体系がその状態より任意の方法に依り
任意に固定された零度状態に移行する場合に体系の外部に於て

じゃっき
惹起されたすべて

の作用の，力学的仕事単位に於て計られた額。
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さしあた

差当りこの命題の文句の中に含まれた二三の術語には説明が必要である。「体
系の外部に於て

じゃっき

惹起された作用」或は簡単に「外部的作用」とは，自然における
変化過程の終局に於て現れた，周囲の―――体系内に含まされない―――物体の位置
並に状態に関聯したすべての変化を意味する。従って例えば体系の，周囲に対す
る相対的位置の変化も亦之に属する。何となればこの変化は体系そのものの位置
の他に，周囲の物体の位置にも関係しているからである。外部的作用をその完全
さに於て得ようとするなら，

さしあた

差当り体系を無限の空間に於て完全に孤立させて考
え，

しか

然る後必要の変化を誘致する作用を有する物体を近くにもって来たものと考
えるのが最も好都合である。例えば体系が重力の影響の下に動いたとすれば，体
系の地球に対する相対的位置の変化も亦外部的仕事に関するのである。之の仕事
単位に於て計られた額が運動に際して重力に依ってなされた仕事である。（之が
詳細は更に後の方を参照のこと。）地球をも共に，観察された物質的体系に含め
るときは，

もちろん

勿論事情はやや異なり，この場合は重力の仕事は外部的作用としては
全く消滅するのである。
更に定義の中に於て使用された術語，外部的作用の「力学的単位に於て計られ
た額」（要約すれば，仕事価値，力学的当量）に関して言えば，之は

もちろん

勿論次の如き
前提の下に於てのみ一定の意味をもつのである，外部的作用そのものが全然力学
的性質のものである―――即ち活力

な い し

乃至機械的仕事の生産
な い し

乃至消費に於て成り立っ
ている―――か，或はそれが何等か他の性質のものである場合は，力学的当量は既
に他の所で知られているか，のどちらかである，とするのである。この前提が

しか

然
し
なが

乍ら充たされない様な事があるとしたら，吾々は例えば外部的仕事が何等かの
独特の変化，例えば一定の，仕事価値不明の動因の変化よりなることを仮定する。
そうなれば自然に定義は

さしあた

差当り見棄てられることになる。そうして人々は，新し
く生産された動因を，例えば機械的仕事をなすこと，或は力学的仕事単位に還元
され得る如き作用を

じゃっき

惹起すること，に消費することに依るかどうかして，何等か
の方法で再び除去することに依って手段を講じなければならない。かかる試みが
成功すれば，結局すべての外部的作用を仕事当量に於て表すことが出来，かくて
目的を達するのである。

しか

然るときは或作用の力学的当量は，この作用が己れに変
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化し得る所の仕事として表される。この場合兎に角，変化が異なる方法で行われ
る場合は仕事量が異なった結果になるか否かは全然未決定のままである。だが新
しい動因が全く機械的作用に変化することは

そもそ

抑も不可能であるという場合も容
易に考え得るのである。この場合には仕事価値の概念に対して与えられた説明，
従ってエネルギーの定義も亦，根拠なきものとなる。
吾々は例えば熱当量が未だ不明であると仮定し，一定の温度，普通の気圧下に
於ける或物体のエネルギーを計らなければならないとする。物体の零状態は一
定の低い温度，恐らくは摂氏零度に依って表すことが出来るだろう。そうすれば，
一定の熱量を取去ること―――熱の伝導の如きに依って―――に依って，物体を零状
態に置くことは非常に容易である。

しか

然し
なが

乍らその際生産された外部的仕事，即ち
周囲への加熱，は

い か

如何なる手段を講ずるとも完全には機械的仕事には変化され得
ないのである。この目的のために人々が

い か

如何なる実験を行おうとも，直接仕事単
位に依って計られない所の一定の変化が相変らず残っているのである。例えばこ
の熱はその帯熱体の膨脹に依って仕事に変化させられるかも知れない。

しか

然しその
時はその時でこの膨脹に依って一定の作用が行われ，

しか

而もその作用の力学的当量
は未知であり，それは又力学的に計り得る変化に還元されることも出来ない，と
言った風で，要するに，この方法に於ては決してエネルギーの価値の表現に到達
することは出来ないであろう。
以上のことからして，上に挙げた場合に於ては，或作用の「仕事価値」の概念
に対して与えられた説明には，適当な補足が必要であるという結果になる。そう
してこの補足を吾々は，一定の作用が完全には機械的仕事に変化され得ないにし
ても，それは絶えず一定の仕事量の消費に依って生産されるという事実に基いて
行うことが出来るのである。従って最初の説明が不十分であるすべての場合に於
て，外部的作用の力学的当量として，この作用を

じゃっき

惹起するために消費されなけれ
ばならない―――或は簡単に言えば，任意の方法でその作用に変化され得る―――所
の仕事量を挙げるならば，吾々はあらゆる事情の下に於て外部的作用の仕事価値
に対する，従って又観察された体系のエネルギーに対する，表現を得るのである。
かかる作用を完全に仕事に変化させることは不可能であるにしても，之に対して
は，純力学的手段を適用することに依って，かかる作用を

じゃっき

惹起する，即ち物体を
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本来の低温より高温に転ぜしめる種々なる方法が講じられるのである。例えば衝
突，摩擦，圧縮。

もっと

尤もこの中の最後の手段を適用するに際しては
もちろん

勿論，物体が，
行われたる圧縮の後，外部的仕事行為を伴うことなく再び膨脹し，物体がその本
来の圧に帰されたときも，圧縮に依って生産された熱が再び消滅しないように取
計らう必要がある。加熱の力学的当量は従つて加熱が消費した仕事量に等しい。
この事よりして吾々は，既に決定された事項を用いるときは，或物質的体系の
エネルギーの定義が，あらゆる場合に於て少くとも一つの，正又は負の数値を，
既知の単位に於て供給されることを，了解するのである。

しこう

而してこの数値は使
用する実験方法の精密さの程度に従って，より大なる或はより小なる正確さを以
て確定され得るのである。この定義が，自然に於て作用する様々の動因の状態か
ら人々が作り得る仮説的思考，特に又力学的見解から，独立していることは

もちろん

勿論
である。何となればこの定義は唯

ひと

独り機械的仕事の大きさの直接の測定にのみ基
いているからである。更に，之は特に注意すべきことであるが，この定義はエネ
ルギー恒存の原理の妥当性とは全然独立したものである。何となれば物質的体
系を，与えられた状態より零状態に導く，異なれる方法を適用する場合，エネル
ギーの異なれる値に到達するか否かはこの定義の問う所ではない。丁度，

おのおの

各々の
外部的作用に，明確に決定された力学的当量が相当するか否かが全く問題になら
ないと同様に，この与えられた定義の通用性に対して唱えられる異議については
吾々はここで

なお

尚特に述べなければならない。即ち，体系の，与えられた状態より
任意に固定された状態への移行なるものがそもそも全然不可能であるということ
はあり得る筈である。例えば吾々は物質的体系が一定量の炭素より成ると仮定し，
後者が与えられた状態―――この状態のエネルギーは決定され得る筈である―――に
於て，例えば無結晶の炭として現れるとするのである。

しか

然るにそれは零状態に於
ては

ダイアモンド

金剛石の変形を形作るのである。この場合零状態への移行は，その道の移行
が可能であるにかかわらず，いかなる実験的手段によるも，行われ得ないのであ
る 1) 。

しこう

而してエネルギーの定義はもともと何の役にも立ちはしない。のみなら
ず吾々は更に一歩を進め得る。移行が

い か

如何なる方向へも，即ち与えられた状態よ

1)〔1908年註。この間にモアサン (Moissan)は炭より金剛石を析出する方法を教えている。だがこの方法も
尚エネルギー測定に使用することは出来ない。従ってその限りに於て上の例は尚利用され得る。〕
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り零状態へも，或はその逆にも，行われ得ず，
しか

而も
なお

尚―――
もちろん

勿論之は仮定であるが
―――吾々がこの二つの状態に於て有するものが同一の物質的体系，即ち同一の化
学的元素である，といった場合も容易に考え得るのである。之に対しても一定の
例を選べば，

ぶ ど う

葡萄糖と果糖とは，正確に同等な量的構成を有する二箇の化学的個
体である。従って同一の諸原子が結合して或時は

ぶ ど う

葡萄糖に，或時は果糖になった
と考え得る。だがこの二つの化合物は今の所一より他に変ぜしめることは不可能
であり，又そのどちらをも，その要素より人工的に折出することが出来ないので
ある。従って科学の目下の状態では

い か

如何なる外部的手段によるも―――その元素へ
の分析によるも亦―――一体系を一の状態より他の状態に持ってゆくことは可能で
ない。従って一定量の

ぶ ど う

葡萄糖のエネルギーを，零状態としての同一量の果糖に関
聯せしめて決定し得るとしたならば，与えられたエネルギーの定義は全然放棄さ
れることになるであろう。

もちろん

勿論この例と並んで
なお

尚多くの他の例が挙げられ得る。
吾々はこの唱えられた異議に対して二つの異なる方法で対抗し得る。吾々は一
定の権利を以て一応次の如きことを楯に取り得るのである，即ちここでは実際上
実行出来るエネルギーの値の測定は全然問題外であること，かかる測定はさなき
だに絶対的正確を以ては決してなされ得ないこと，

しこう

而して吾々は間もなく後の方
で
なお

尚他の方法を見出すであろうこと，むしろここで問題となるのは，エネルギー
概念の意味を十分な程度に明らかにすることであり，但し吾々がこの概念に到達
した道程が唯観念にとってのみ通用するものであるか，或は実験にとっても亦通
用するものであるかには全く

かか

拘わりを持たないのである。だがそのためには確か
に，上述の，与えられた状態より零状態への移行がそもそも自然に於ては可能で
あること，即ち言い代えれば，適宜の共同作用に際して成立する自然力がこの移
行を引起す能力を有するであろうこと，を指摘するだけで十分であろう。ここで
考慮すべきことは，実験なるものが多かれ少なかれ一定の自然力を任意に配合す
ることより成るものであり，かかる配合の及ぶ領域が，

いず

何れにしても，無機有機
の世界に於て吾々の干渉なしに毎日行われる作用の多様性に比較するときは，極
端に制限されたものであると言い得ることである。吾々が意のままに無結晶の炭
を
ダイアモンド

金剛石に変化させ得ないからと言って，恐らくは千年の永きにわたる結晶過程
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に依って，
ダイアモンド

金剛石が普通の炭素化合物の溶液より遊離し得るものと仮定すること
に何の差支えもなく，事実多くの類推が之を保証してもいるのである。

しこう

而して
このことが一度承認された以上は，

もちろん

勿論一定の外部的作用及びその仕事価値につ
いても亦物を言うことは出来るのである。とにかく自然力は，実体並びに，有機
的及び有機化された物体をも亦，それが同一の化学的元素のみより形成されてい
る限り，そっくりそのまま他のものに変化せしめる能力を有するものと信ずるに
差支える如き事実は未だ何等知られてはいないのである。之以上吾々は歩を進め
る必要はない。
ここに述べた命題は兎に角非常に重要なもので，エネルギー概念の定義に少し
の遺漏をも残さざらんが為には，それ自身ありそうにもない仮定の可能性をも考
慮に入れる必要がある。事実吾々は，何等かの理由から吾々の定義が目的を達せ
しめない場合は

い つ

何時でも，常に他の方法を講じることが出来る。即ち吾々はかか
る場合を

しばら

暫く観察より全然除外し，かかる場合に対して与うべきエネルギー概
念の定義は，後になって（78頁），エネルギーの値の計算をすべての事情の下に
許容する種々の命題を得て初めて追加すればいいのである。
こ れ ら

之等の命題には吾々は，エネルギー恒存の原理を組立てることに依って，到達
する。

しこう

而して後者を吾々は，エネルギーの定義が
いやしく

苟 も適用され得るすべての
場合に対して，次の如く言い表すことが出来る。或状態に於ける或物質的体系の
エネルギーは，零状態としての一定の他の状態に関聯せしめられるときは一つの
決った値を有する。或は換言し，かの定義（78頁）の文句をここに置きかえれば，
物質的体系が，任意の方法で一定の状態より任意に定着された零状態に移行する
場合に引起したすべての作用の，力学的仕事単位で計られた額（力学的当量，仕
事価値）は一つの決った値を有し，従って移行の仕方には関係しない 1) 。
吾々はこの命題の証明の可能性の問題を他の箇所に譲るとして，ここではしば
らくこの命題を与えられたものと仮定し，

さしあた

差当り以下に於ては唯，すべての他の，
1) 〔1908年註。この命題は同時に，エネルギー原理の自然に於ける妥当性の実験的吟味を含み，体系が唯一
以上の方法に依って一定の状態より一定の他の状態に持って来られ得るすべての場合に適用される。即ち
体系を二つの異なる方法で一定の状態より他の任意に定着された零状態にもってゆき，適当の測定に依っ
て，すぺての外部的作用がこの二つの揚合に於て同一であるか否かを調べよ。その一であるか他であるかに
依って原理は妥当とも非妥当ともなる。このことからして，エネルギー原理は同意語反覆（トートロジー）
でもなければ，変装した定義でもない，要請でもなく，先験判断でもなく，一つの経験命題であるという
結果になる。〕
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人々が依って以てこの原理を表現するを常とする諸形式が，この一つの形式より
演繹され，従って又その中に含まれていることを立証することとしよう。

ま

先ず永久機関の不可能性の原理である。物質的体系の零状態を，与えられた状
態―――そのエネルギーは決定される筈である―――と一致するように固定するとき，
本来の状態より零状態に移行するために明らかに何等の外部的変化を必要としな
いが故に，エネルギーの値を 0と置くことが出来る。この値 0は移行の任意の種
類の

いず

何れに対しても一義的に決ったものである。従って次の命題が得られる。物
質的体系が，一定の状態より出発し，任意の方法に依って変化させられ，遂に再
び最初の状態に帰る（簡単に，循環変化過程を

お

了える）場合に，その周囲に於て
じゃっき

惹起する作用の力学的当量は= 0である。
永久機関構成の可能性を拒否するこの命題が必然的に，上に述べられた原理か
ら結果するに反して，命題の方より言えば，この命題は，かの原理を論理的帰結
として持ちはしないのである。之は吾々が今直ぐに気付くことであり，

なお

尚後の方
で詳細に証明する心算である。
原理よりのもう一つの帰結は次の如くなる。吾々は物質的体系が始発状態Aよ
り一定の中間状状態B,C, · · · · · · ,Mを通りNに至る全変化過程A−Nを，任意の
数の，連続する箇々の変化過程A−B,B−C, · · · · · · ,M−Nに分解して考え，

おのおの

各々
の箇々の変化過程の終局状態が，最後のものを除いた他は，同時に次の始発状態を
なすようにすることが出来る。

しか

然るときは明らかに全変化過程A−Nに対する外
部的仕事価値は，箇々の状態に配当される

それぞれ

夫々の額の總和に等しい。このことよ
り次の如き命題が得られる。零状態に関係せしむれば，状態Aに於ける体系のエ
ネルギーは，それぞれの状態，B,C,D, · · · · · · , Nに関して，状態A,B,C, · · · · · · , N

に於けるエネルギーの總和に等しい。或は理解し易い式にすれば

[AN ] = [AB] + [BC] + [CD] + [MN ]

この命題に吾々は
なお

尚一つ第二の，同様に簡単な命題をつけ加える。今導き出し
たばかりの方程式を，永久機関不可能性の原理と結びつけて考えれば，

[AN ] + [NA] = [AA] = 0.



78

従って，
[AN ] = −[NA]

即ち状態Aに於ける体系のエネルギーは，零状態としての状態Nに関せしめる
ときは，零状態としての状態Aに関せしめた場合の状態N に於ける体系のエネ
ルギーと，等しくして符号を異にする。適用された記号に対しては明らかに，直
線の幾何学的加法に対すると全然同様の計算法則が成立する。
さて

偖吾々はここに導き出された命題を同時に利用して，之迄観察から除外されて
いなければならなかった所の場合（76頁）に迄之を拡張することに依って，エ
ネルギー概念の一般的定義を完成することが出来るのである。即ち状態 Aより
状態N への移行が行われ得ないにしても，上に挙げた例の一つに於ける如くN

よりAへの移行が行われる場合は，吾々は求むるエネルギー [AN ]をエネルギー
[NA]と同値異符号の大きさと定義するのである。

しこう

而して事情が
なお

尚複雑した場合
は任意の中間状態やB,C, · · · · · · を導き入れ，それに依ってAよりNへの全移行
を，その各々が直接の或は逆の方向に向って行われるように選ばれた一列の箇々
の移行に分解する。かかる方法に依って吾々は先に述べた諸命題を利用して常に
エネルギーの表現に到着しなければならない。何となれば，

も

若しそうしない場合
は，即ち吾々が相当の中間状態を挿入することに依ってAよりN への移行を連
続するように仲介しない場合は，この二つの状態に於て全然同一の物質的体系を
持合さないことになり，そうなれば従ってエネルギー価値の問題はもともと不合
理であることになる。―――エネルギーの定義を拡張するこの方法が，巧妙に附会
された概念錯綜なんかを

かく

匿し持っていず事象の自然に基礎づけられているのであ
ることは，物質的体系のエネルギーの実際的計算―――例えば熱化学に於ける如き
―――に際しては

い つ

何時でも，事実
まさ

正に吾々の定義が規定する如き方法に頼られるの
であることに依って最もよく認められるのである。事実吾々が依って以てエネル
ギー価値の規定に到達した道を回避することを許す如き測定の手段も方法も存在
しないのである。
一定の状態 Aに於ける物質的体系のエネルギーは零度状態としての状態N に，
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次には他の状態N ′に関せしめる時は，その関係よりして，

[AN ]− [AN ′] = [AN ] + [N ′A] = [N ′N ]

即ち零状態を選び代えることに依って規定される Aのエネルギー価値の差異は，
状態 Aの特性には全然関係せず。唯

ひと

独り二つの零状態のみに関係する所の大き
さに依って与えられる，という結果になる。それ故にエネルギーを決定するに際
して零状態の選定を未決のままに置くときは，エネルギーの表現に於ては唯或一
箇の正の常数が未決のままだということになる。
だが吾々はここで原理に，吾々の将来の観察にとって最も重要となるであろう

なお

尚他の一つの解釈を与えようと思う。物質的体系が何等かの変化過程に依って一
定の状態Aより他の状態に移されたと考えれば，その際起る外部的作用の仕事価
値は，吾々の使用した記号に於ては [AB] = [AN ]− [BN ]に等しく，その際N は
同一の体系の全然任意に選ばれた状態を表わす。即ち行われた変化過程に依って
体系のエネルギーは，任意に定着された零状態N に関しては，

じゃっき

惹起された外部
的作用の仕事価値だけ減少させられる，或は同じことではあるが，体系のエネル
ギーは，状態を変える為に体系外に於て消失し，消費され，使用された作用の仕
事価値だけ増大させられる。

も

若しも変化過程が特別な方法で行われ，外部の周囲に何等の作用が起らない場
合は，[AB] = 0，従って [AN ] = [BN ]，即ち状態Aに於けるエネルギーは状態B

に於けるそれと等しい。
或物質的体系のエネルギーは従って，任意の零状態に関しては，何等かの変化
過程が行われるに際して，何等の外部的変化が行われない場合，換言すれば，体
系に於て唯内部的作用のみが行われる時は，変化しない。かかる形式でこの原
理はエネルギー恒存の原理として表わされる。

しこう

而してこの形式こそは，エネル
ギー観念のやや変化させられた解釈に依って，直接の見解にとっては並々ならず
好都合に，後々の取扱にとっては効果多きものであることを証せられたものであ
る。之迄に於ては吾々は言わば或体系のエネルギーを常に一つの量として観察し，
しこう

而してこの量の概念は本質的には，体系が何等かの変化に際して
じゃっき

惹起する所の
外部的作用の概念と結びついていた。何となれば定義に従ってエネルギーの額は
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唯この外部的作用に依ってのみ計られたからであり，従ってエネルギーに思考の
上で何等かの物質的基礎を与えようとする場合は，この基礎を体系の周囲に求む
べきである。ここに於てのみエネルギーはその説明を見出し，従って又その概念
上の存在を得ることになる。物質体系の外部的作用を度外視する限りこの体系の
エネルギーについて

う ん い

云為することは許されない。その場合はエネルギーは定義さ
れていないからである。かかる見解と一致してキルヒホッフはエネルギーを「作
用函数」と名づけている。

さて

偖一方，最後に導き出された原理の形式より，体系の
エネルギーは，内部的作用が

い か

如何に拡張され，
い か

如何に種類を異にするものである
にしても，体系を以て行われた変化過程が何等外部的作用を起さない限り，一定
である。この命題よりして，一体系に含まれているエネルギーを，概念上外部的
作用から独立して成立する量として解することが出来る体系は一定量のエネル
ギーを有し，之は定着された零状態に於てはその瞬間瞬間の状態に依って完全に
規定されており，

しこう

而して
い か

如何なる時も零状態に導くことに依って計算され得る
筈である。この量は一定であり，体系が何等の作用を外部に交附し

な い し

乃至受取らな
い限り保持される。

しこう

而して内部的変化に依っては唯その形のみが変えられその
大きさは変えられない。ここに於て吾々はエネルギーを体系そのものの中に存す
るもの，即ち内部的作用に依って減却するを得ない一種の貯蔵品（C.ノイマンに
従えば，「資本」）と考うべきである。

しこう

而してかかる解釈は種々の形式に変化し
得るもその量（質量）は不変である所の物質の性状との類推に依って，直接的見
解にとって非常に好都合である。或物体の全質量が，その中に含まれている個々
の化学的物質の質量の總和に依って表されると同様，或体系のエネルギーは

おのおの

各々
の種類のエネルギーの總計に依って構成される。かかる異なる種類の変化と変形
とは物質の変化と同様，最小の仔細にまで追求することが出来る。之に関しては
吾々は後々数多くの例を見出すであろう。エネルギー恒存の原理が依って以って
短年限の間に一般的承認をかち得，各人の確信の中に自らを固着せしむるに至っ
た，比較的驚異的な平易さと勝利的な明晰さとは，疑いもなく大部分かかる類推
に基いているのである。
ここで人々は，一体かかる方法で概念の根本的な定義を離れ，原理に，

ひっきょう

畢竟
類推にのみ基く，従ってそれ自身如何なる帰結に対しても権利を持たない特殊な
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実質的な解釈を与えることが，原理の健全な将来の発展にとって実際役に立つか
どうかという疑問を起すことが出来よう。この疑問がもともと決して許すべから
ざるものでないことは承認されなくてはならない。のみならず，正にこの変化さ
せられた解釈に依ってエネルギーの概念（エネルギーの価値ではない。之は一般
的定義に依って決定的に与えられている）がやや曖昧な点を得ていることも指摘
される。例えば平衡点に於ける充電された導体の体系の静電気学的概念に与え得
る種々なる解釈を考えて見るがいい。或人々はエネルギーを，空間的にはすべて
の不良導体の上に及んでいる，導体系が取巻く不良導体の強制状態に求め，他の
人々は導体の表面に拡がった，導体の電気的充電の遠隔作用に求める。この両説
の抗争を未決のままで置く限り，即ち自然現象―――之は両者に依って満足に説明
されるのだから―――の観察の

らちがい

埒外に出ない限り，この疑問は全然未解決のままで
ある。そうなると曖昧さはエネルギーの概念に存し，エネルギーのために指定す
べき席が判らなくなり，之を見附けるべき方法が又何等存しないのである。之に
反して

も

若し吾々が最初の定義に止まっていたとしたら，吾々はエネルギーを唯一
定の数，一定の仕事高と解すればよかったので，この場合は

もちろん

勿論概念の曖昧さは
除外されているのである。
だが兎に角，正しく挙げられたこの例―――後で

なお

尚他の例も挙げられるであろう
が―――に於て見逃してならないことは，ここで疑問となっているエネルギーの概
念の実質的解釈には，明解さの増進のみならず

なお

尚認識上の直接的進歩が結び附い
ていることである。この進歩は，更にこの先の物理学上の探究への刺戟に基いて
いる。人々は今や，体系のエネルギーの数値を知ることを以って満足せず，エネ
ルギーの色々な種類の存在を体系の色々な要素に於て箇々にわたって指摘するに
努め，他の形式への，並に他の要素への移行を，空間に於ける或重さの物質の運
動と同様，追求するであろう。だが人々がこの疑問に携るや否や，先に概念その
ものの中に横わっていた曖昧さは，解決され得る物理学的問題の形を取るのであ
る。そうして事実，この方法で，自然の中に働くすべての動因の作用の種類を究
めることに依って，エネルギーの物理学的意味も亦一定され，その結果或物質的
体系の總和エネルギーを，物質の中にその各々が決った特殊な席を有する箇々の
要素のみの

しゅうごう

聚合と
み な

見做し得るに至ることは期待することが出来るのである。確
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かにエネルギーを，作用の貯臓―――その数量は物質的体系の瞬間的状態に依っ
て規定されている―――とするこの（

い

謂わば物質的）見解が，出来得べくんば後に
い つ

何時かはその任務を果し
おわ

了り，他のより一般的にして高遠な考えに席を譲るであ
ろうことは，確かに承認さるべきである。だが現在の所では

いず

何れにしろこの見解
を最も明快にして収穫多きものとして，到る所に於て箇々の点に迄わたって完成
し，その結果を経験の手に依って吟味することは，物理学上の研究の主要問題で
ある。この方面に於ては，後に見るであろう如く，

なお

尚多くの新しい観点が探し出
される。
之が完成を組織的に実行すべき課題に着手すべきことに依って，―――その際吾々
は同時に適用にとって最も好都合な原理の形式を学ぶであろう―――吾々は自然に
於て何等かの一つの物質的体系を以って行われる或任意の変化過程の観察より
出発しよう。かかる変化過程は常に体系が受ける変化の一列より成っており，こ
こに於ては吾々は常に二つの場合を区別し得る。その一つの場合，体系の中に於
て行われる変化が，体系の存する外部的周囲とは完全に無関係であり，従って変
化過程は，体系に属さないすべての物質を空間より遠ざけて考える時と，全然同
一の経過を取るであろう。―――この場合は吾々は唯内部的作用のみを問題とする。
他の場合，変化過程の経過は本質的には外部的物体の存在に依って影響される。
―――この時吾々は或は起り得る内部的作用の他に

なお

尚外部的作用をも観祭に加えな
ければならない。かかる内部的作用と外部的作用との間の区別が絶対的のもので
はなく，本質的には物質的体系の選択に依存していることは明らかである。吾々
は作用がその内に，或はその間に行われる物体をも体系の中に含めて考えること
に依って，あらゆる外部的作用を内部的作用とすることが出来る。従って吾々は
任意に仮定された変化過程に対して，体系の適宜の拡張に依って，すべての変化
が内部的作用として表されるようにすることは常に可能である。厳密に解すれば，
もちろん

勿論内部的作用のみより成る変化過程なんか一つも存在しない。何となれば宇宙
万有の全物体は共々に絶えざる相関関係に置かれ，その結果，吾々が

い か

如何に遠く
吾々の物質的体系を拡張したとしても，その外部には

なお

尚常に，それに作用を及ぼ
す物質が存するであろうから。とまれ，計算が問題である場合は

い つ

何時でも，唯，一
定の小なる限界以内にある大きさのみを観察すれば足りる。それで吾々は事実あ
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らゆる自然現象に際しては，無数の物体が除外されているに
かかわ

拘らず，常に唯内
部的作用のみを究めればいいことになるのである。この体系の選定は次に行われ
る観察にとっては何時も既に行われたものと考え，

さしあた

差当り吾々は絶えず唯内部的
作用をのみ問題とすることとしよう。
かかる場合に対してはエネルギー恒存の原理は 79頁に従って，次の如き形で
表される。体系のエネルギーは一定な，時間と共に変化しない一つの量である。
従って変化の初めに於ける物体体系の状態を変化過程の始原状態とし，有限或は
無限に小なる時間後之に次ぐ状態を終局状態とすれば，始原状態に於ける体系の
エネルギーは終局状態のそれに等しく，換言すれば，エネルギーの始発状態と終
局状態とに於ける差異は 0に等しい。そこでこの命題を有利に適用し得んが為に
は，体系のエネルギーの一般的表現を知ることが必要である。だがエネルギーは，
知らるる如く，体系の瞬間状態に依って，正の常数を除く他は，完全に規定され
る。従ってエネルギーは，この状態を決定する所の大きさの一義的函数として表
されなければならない。従ってここでは

なかんずく

就中，物質体系の状態を決定する量は
何であるか？ なる疑問が問題となる。

しこう

而してこの疑問は状態概念一般の，より
精密なる説明に導くのである。
観察を運動現象にのみ限れば，或質点より成る体系の状態は，体系のすべての
点の位置と速度との總合として表される。状態の決定條件は従って点の空間坐標
と，之が時間に依る最初の微分商とであり，

ひと

独りこの大きさにのみ体系のエネル
ギーは依存している。それが与えられれば，運動の全経過，従って体系のすべて
の変数は時間の函数として決定される。だが任意の物理学的現象にとってはかか
る状態の定義では不十分である。それ故に吾々はより一般的に次の如く定義しよ
う。「一定の時間点に於ける或物質体系の状態は，体系の中に行われる変化過程
の全時間的経過がその瞬間的価値に依って完全に決定している所のすべての量の
總合である。」（外部的作用はここでは除外されている。）そうする時は体系のエ
ネルギーは，この量の一定の函数として現われる。
この「状態の決定量」（簡単に，「状態量」）に属するものに，既に述べた力学
に関する変数の他に，温度，電気及び磁気の密度，ガルヴァーニ電流強度等があ
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る。
こ れ ら

之等の量は常に，前の量に依って既に一緒に決定されており，
こ れ ら

之等を知るこ
とは従って変化過程の時間経過の決定にとっても必要ではないのである。この事
は，ウェーバーの電気の原則に於ける如く，力が位置と速度の他に，両加速度に
関係するものとされるときにも亦通用する。何となれば，一方，力は速度に比例
すると見られるが故 1) に，結局は，加速度を決定的に位置と速度とに還元する関
係が常に得られるのであり，従って加速度を決して，勝手に与えられることは許
されないのである―――之は見逃され勝な点である。
一般に，状態量は

いず

何れも相互に無関係であろう。それで，状態を完全に規定し
得んが為には，この変数の

おのおの

各々の個々の値を知らなければならない。兎に角，固
定した，もともと与えられている條件に依って，この異なれる量の間の数多の関
係―――之は量の或者をしてその他のものより無関係たらしめる―――が規定されて
いるということも亦しばしば起ることである。かかる場合は例えば力学に於て，
可動性の点の坐標の間に一定の條件方程式が成立する場合，即ち二つの点が互に
一定の長さの直線に依って結びつけられているような場合に起ることである。そ
の時は明らかに位置と速度とは互に無関係であるのではなく，

かえっ

却て状態は既に
少数の変数に依って規定されているのである，あだかも諸点が完全に自由である
かの如く。
他の変化過程に於ても吾々はしばしば類似の場合に遭遇する。例えばオームの
法則は，そのガルヴァーニ電池の定常電流への適用に於て，かかる状態量の間の
関係を表す。電池の動電力（

それぞれ

夫々二箇の互に接触する導体の電気張力の總和）抵
抗並びに電流張力はすべて状態量である。従って一般にはこの三つの

いず

何れもの量
の値は，電流を導く全物体体系の瞬間的状態が規定されているとすれば，相互に
無関係に与えられていなければならない。唯前から附せられている，状態は定常
的である，という條件のみが

こ れ ら

之等の量の相互間の依属性を結果し，従って
こ れ ら

之等の
量の一つは他の二つに依って規定されていることになる。だが

も

若しこの條件を築
いているとすれば，或瞬間に於てオームの法則に依って定常状態に対して求めら
れた値に相当しない所の電流強度が成立するものと考えて何等差支ない。事実，

1) W. Weber: Elektrodynamische Maßbestimmungen, insbesondere über das Prinzip der Erhaltung der
Energie Abh. d. k. sächs. Ges. d. Wiss. X. Nr. 1, p. 1, 1871; IX, p. 573, 1864.
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この状態が特別に与えられない限り，状態を決定されたものとして考える事は全
然許されない。そこで一般には電流強度は一定である訳にゆかなくなり，場合に
依っては，定常状態に移行するために一定の方法で変化することになる。この事
は例えば電流が，送電が遮断された瞬間より漸次上昇する現象に際して表れる。
強度は

しか

然るときは多少の時間内に於て 0より一定の高さに迄増大する。―――だが
一般的に言えばオームの法則は状態量の間の関係を何等言い表してはいない。何
となれば，動電力の一般的公式は，それ自身の，或は他の電流の感応に基く一つ
の項を含んでいるからであり，

しこう

而してこの項はそれ自身又時間に依る電流強度
の微分係数―――之は状態量に属さない―――を含んでいる。
吾々はもう一つの例，一時的磁化を観察しよう。世に行われているポアッソン
に依って立てられた理論に従って，磁気感応を受けた物体例えば軟鉄に於て，磁
気量を，磁化する力に比例するものとすれば，之に依って再び状態量のみの間の
関係が得られる。磁力も亦直接物体と周囲との磁気状態に依って表されるからで
ある。だが一方，この関係が唯有限の時間の経過後表れる一定の状態即ち磁気的
平衡状態にのみ相応すること，

しこう

而して吾々はこの時間をも共に勘定に入れると
きは，磁気量が，一定の磁気力に従って或平衡点に於て得られるであろう値を未
だ取っていない状態から出発出来ることも亦知られているのである。概して，あ
らゆる定常状態とあらゆる平衡状態とが状態量の間の特別の條件方程式を包含し
ていることが洞察される。
さて

偖，この一定の場合に表れる状熊量相互間の依属性がもともと吾々の観察にとっ
てかくも重要である

ゆ え ん

所以は，かかる
いず

何れの場合に於てもエネルギーの表現が種々
異なれる形式で表され，従って正しく既に 81頁に於て挙げた概念の曖昧さを招
来するという事情である。即ち吾々はここで，

い か

如何にして人々が一定の与えられ
たる場合に於て，一定の状態に於ける与えられたる物質的体系に対して，エネル
ギーの表現に到達するかを注目しよう。

さしあた

差当り，この量の数値が，一般的定義よ
り得られ，之が常に一義的に決定されている事を足場とすればいい。この数値は
定義の諸規定よりして，

ま

先ず任意に零状態を固定し，次に，述べられた如き方法
に従って，零状態への移行に依って起る外部的作用の仕事価値を計ることに依っ
て見出すことが出来る。一定の場合に対する数値が見出されても，

もちろん

勿論未だそれ



86

に依って体系の，状態量に依属した場合のエネルギーの一般的表現は得られず，
吾々は進んで，見出された数値が，状態の決定條件が変化させられる場合に，

い か

如何
に変化するかを吟味しなければならない。この吟味は，或現象の他の現象への量
的依属性を実験に依って確定することを眼目とするかのあらゆる実験的研究の一
般的課題の一部となる。この依属性の法則が発見されたものと仮定すれば，体系
のエネルギーは状態量の函数として表すことが出来，かくて課題は解決された事
になる。
だが丁度ここで二つの場合が区別されるであろう。

も

若しも状態量が実際に於て
あらゆる可能の方法で変化させられているとしたら，エネルギーの値はただ唯一
の方法で

こ れ ら

之等の量の函数として表される。何となればその時は変数はすべて相互
に無関係であるのだから。この函数を吾々は以後エネルギーの「原始的」公式と
名づけよう。この式は普遍的な，無條件の妥当性を

も

有っている。だが人々は，状
態量のすべての可能の値の結合より出発しないで，例えば，唯平衡状態或は定常
状態或は一般に，その多様性が既述の如く状態量の一つの或は数箇の條件方程式
に依って制限されている所の状態の如きより出発しているといったこともしばし
ば起るであろう。かかるすべての場合に於てはエネルギーの式は状態量の函数と
して一義的に決定されてはいず，

かえっ

却て，かの條件方程式を利用し，
いず

何れか一つの
変数が

いず

何れかの他の変数に依って置きかえられる事に依って，種々異なる形式で
表されることが出来る。この場合はエネルギーの原始的公式の形式に関する決定
も亦不可能であり，範囲が観察された状態に限られる限り，不可能のままである。
従ってこのことからして

なかんずく

就中吾々は，既に 81頁に挙げた静電気学的平衡状態の
例に依って察せられるごとく，平衡状態或又は定常状態のみよりエネルギーを計
算するときは，決してエネルギーの原始的公式を得られないこと，を知るのであ
る。ここに至れば事実今日も

なお

尚未だ，挙げられた両方の形式の
いず

何れがエネルギー
の原始的公式を表しているかは，確実に決定されてはいない。そこで人々はそれ
までは任意に両者の

いず

何れをも原始的公式と
み な

見做すことが出来るのである 1) 。同
様のことは他の 83頁以下に挙げた諸々の場合にも妥当する。例えば強度 i，動電

1) 〔1908年註。この間に周知の如く，両形式の中の初めの方が原始的公式と確立されるに至った。而も勿論
それは事実，力学的現象即ちヘルツの波の研究に依ってである。〕
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力 e，總和抵抗wを有する定常的ガルヴァーニ電流を取れば，抵抗wに於いて単
位時間に発生されたジュールの熱は色々に表される，i2wに依って，或は e · iに
依って，或は又 e2

w
に依って。

こ れ ら

之等の価値の
いず

何れを熱発生の原始的公式と
み な

見做す
べきかは，吾々が完常電流より非定常電流に移行する時に，即ちここで状態量を
相互に結合している條件を放棄した時に，初めて決定される。

しか

然る時は
ひと

独り i2w

のみが求むる原始的公式を表していることが発見されるのである。
吾々は尚一つの他の，同様之に関係した場合に

つい

就て述べよう。それは弾性物体
のエネルギーの決定に関してである。完全弾性の固体或は液体が，その中に内在
する力に依って運動（振動）を行い，その場合仕事行為と結び附いた何等の影響
をも外部より受けない場合は，吾々の原理に従って，この物体のエネルギーは時
間からは独立している。ここで更に，運動が，運動の経過中に歪みに依って成立
する温度差が熱伝導に依っては調整されない―――かかることは例えば規則的音
響振動に於て前提し得る―――といった性質のものであると考えれば，物体の瞬間
的状態は常に，そのすべての微粒子の位置（歪み）と速度とに依って決定されて
おり，特に微粒子の温度は唯その歪みにのみ依属していることになる。従ってエ
ネルギーの価値も亦位置と速度とのみの函数として表され得る。

さて

偖速度は常に活
力の形でエネルギーの表式の中に含まれているが故に，總和エネルギーの不変性
より，活力と歪みの一定の函数との總和は全連動の間一定不変である，との結論
が引き出される。この歪みの函数は周知の如く力函数或は弾性力のポテンシャル
の名を

も

有っており，歪みの總計に依って決定されている所のエネルギー種をなし
ている。兎に角このエネルギーの値の形式が物体の一般的状態より導き出された
ものに

あら

非ずして，唯，熱伝導を遮断することに依ってのみ別々に現れる所の諸々
の状態のみより導き出されたものであることをよく考えてみるべきである。そこ
で吾々はここに再び状態量の間の條件の場合に遭遇しているのである。

しこう

而して
事実，力函数がエネルギーの原始的公式をなしていないことは容易に指摘される。
それ故に力函数は，吾々がここに作られた制限を止揚し，より一般的状態の観察
に移行する場合にはその意味を失うのである。
この事は

いわゆる

所謂完全気体の運動に於て最も明瞭に現れる。何となれば之に対して
はエネルギーの原始的公式が一般に知られているから。一定の全体積に際して外
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部的作用が遮断されたままでいるように振動を行うような気体を観察し，
さしあた

差当り，
先に作った所の，内部に於ては熱伝導は行われないと云う仮定の下に，この気体
の力函数を計算してみよう。一つの質量粒子の圧力 pはその容積 vに依って完全
に決定される。即ち，

p =
C
cp
vcv

,

この場合Cは気体の牲質に関係する常数を，cpと cvとは両比熱を意味する。
しこう

而
して力函数が取る値は，

−
∫

pdv
1

cp
cv

− 1
· C

cp

vcv
− 1

+ const.

しか

然るときはエネルギー恒存の原理に従って，振動の全活力とあらゆる質量部分
の上に拡げられた力函数との總和は時間には関係しない。だが力函数はエネル
ギーの原始的公式をなさず，後者はむしろ単位質量に対して，cv · T + const.で
あり，容積には全く関しない。この場合 T は絶対温度であり，cvは力学的仕事単
位で測ったものである。従って吾々は兎に角同一の命題を，力函数の代りに公式
cv ·T +const.を置く場合に対しても言い表すことが出来る。事実直接に，ここに
挙げられた條件の下に於てはこの両方の式が同値であることは，

うな

肯ずかれる。何
となれば，

1
cp
cv

− 1
· C
cp
vcv

− 1
= cv · T,

であり，更に上の pの値を利用すれば之より，
1

cp − cv
· pv = T

が得られ，之は完全気体のあらゆる状態に対して全く普遍的に妥当するからで
ある。
ここに観察された種類の運動を固執する限り，エネルギーの両形式の中の

いず

何れ
を計算並に適用の根抵とするかは全然問題にならない。その上，先に述べた方の
形式は，之を用うれば温度の変化を全然顧慮する必要がないという長所を

も

有って
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いる。それ故に電気学に於ては多くの場合こちらの方が用いられる。だが作られ
た制限が破られるや否や，エネルギーの原始的公式に還る必要があるのである。
既に吾々が見て来た如く，エネルギーの原始的公式の獲得は，状態量の間の

おのおの

各々
の制限された條件の止揚と結び附いているが故に，吾々が実際にこの原始的公式
を所有しているのだと主張することは出来ない。何となれば，吾々が取扱う状態
が事実最も普遍的なものであるか否かに

つい

就ては吾々は決して確かではないのだ
から。そこで吾々は例えば相互に重力を働らかす二つの質量のエネルギーの原始
的公式として，これらの質量の積をその距離で割ったものを考えるのが常である。
―――之は直接の遠隔作用の考から生じて来る見解である。だが人々が

い つ

何時かは媒
介を経ざる，瞬間的に遠くに作用する引力の考を離れ，その代りに測り得る時間
内に中間媒質を通して媒質特有の歪みに依って粒子より粒子に

で ん ぱ

伝播する作用を置
き換えるであろうことは容易に考えられることであり，のみならず物理学理論が
最近に取った方向を考える時，必ずしも有りそうもないことではないのである。
かかる見解が事実

い つ

何時か行われるとしたら，吾々が之迄使用したエネルギーの式
はもはや原始的公式と

み な

見做すことは出来なくなるであろう。その妥当性は，一方
の質量から出発する作用は他の質量に既に到達しており，

しこう

而して中間媒質に於
て定常状態が形作られている，という條件に結び附けられている。だがこの状態
は
しか

然る時は
も は

最早や最も普遍的なものではない。従てそうなれば事実エネルギーの
原始的公式はその形を変え，全中間媒質の上に拡げられる積分として表れること
であろう。

もちろん

勿論この問題は，人々が或るかかるより普遍的な状態の研究を断念す
る限り，未解決のままであり，エネルギーの両公式の

おのおの

各々は等しいとされたまま
であるだろう。

い か

如何にこのエネルギーの原始的公式の問題が新現象の探求の上に
刺戟的に作用するかに関しては既に先に（81頁以下）注意した如くである。
さて

偖吾々は以下の為に，吾々に依って観察された状態の普遍性が丁度十分である
限りに於てエネルギーの原始的公式が知られている，と仮定しよう。かかる事が
正確にそう言われないときは

い つ

何時でも，吾々は
むし

寧ろ一時的にかの普遍性の方を制
限するとしよう。例えば吾々が電気の平衡状態の観察を以て満足する場合は，静
電気学的エネルギーはファラディ，マックスウェル (Faraday-Maxwell)と共に不
導体の内部に求むべきであるか，或はクーロン，ウェーバー（Coulomb-Weber)と
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共に導体の表面に求むべきであるかは全然未決定のままで置き，任意に，相当す
る式の

いず

何れをも原始的公式と
み な

見做せばいいのである。兎に角根抵に横わる物質的
体系を出来得る限り種々雑多な事情の下にあるものと考えよう，この体系の中に
は運動及び静止にある物体があってもいい，熱い及び冷たい，輝く及び暗い，導体
及び不導体，電流を通じた電気体及び磁性体，簡単に言えばあらゆる考え得べき
物理現象が体系の中に起ったとして差支ない。そうすると

さしあた

差当り，エネルギーの
原始的公式は一定の箇々の特殊の現象形式に相当した状態量から構成された箇々
の諸項の總和の形で現れる，という注目すべき事実が出現するのである。かくし
て，全エネルギーの値は

ひと

独りでに，相互に無関係にして，その各々が特別な方法
で観察された状態の箇々の特性より生ずる所の数箇の箇々のエネルギーに分解す
る。それに依って吾々は体系内に種々のエネルギーの種類を区別する機会が与え
られる，例えば力学的の，熱の，化学的の，電気の，磁気のエネルギー。

こ れ ら

之等を
總計することに依って吾々はそれより体系の總和エネルギーを得るのである。
エネルギー重合 (Superposition)の原理と名づけ得るこの事実は本質的には次の
如き事情と関聯しているのである，自然に於て現れる多くの現象は全然相互に無
関係な経過を取る，物体に熱を加うるもその重量は変ぜず，静電気学的荷電は磁
気に影響を及ぼすことなし等々，―――この事情がかの事実の原因と

み な

見做されよう
と或は結果と

み な

見做されようとに
かか

拘わらない。吾々は物理学に於ける周知の命題の
全部の普遍化を表しているこのエネルギーの重合の原理をここでは簡単に経験に
依って与えられたものとして受取って置こう。この原理は吾々の課題の以後の取
扱に際して，エネルギー原理より帰結を引出す為のこの上もなく価値多き手段を
吾々に与えるであろう。
かのエネルギー總和の箇々の項の概観を容易ならしめんが為に人々は種々の見
地に従って之が分類をなしている。かくて吾々が既に述べた所の，箇々の自然現
象の多様性に基いた，そうして恐らく最も手近なものとして通用し得る分類の他
に，二箇の被加数，現実的エネルギーと潜在的エネルギー（運動のエネルギーと位
置のエネルギー，（53頁））への分類がある。この分類は，自然に於けるすべての
変化は力学的性質のものであるとの仮定に基いており，之は

ただ

唯速度にのみ関係す
るすべての項を現実的エネルギーに，位置にのみ関係するすべてのエネルギーを
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潜在的エネルギーに算入する。だが位置と速度とに依って同時に決定されている
エネルギーの種類も亦存在することが発見されて以来，この分類の適用の仕方は
やや疑わしいものとなった。かかることは例えば，電流の強度のみならず，箇々
の電流要素の相対的位置にも亦関係している所の，

いわゆる

所謂ガルヴァーニ電流の電気
運動のエネルギーに於ける場合がそれである。かかるエネルギーが現実的エネル
ギーとして要求されなければならないか或は潜在的エネルギーとして要求されな
ければならないかは，もともと明瞭に洞察することは出来ない。

もちろん

勿論普通は前者
の方であるのだが（第 3章参照）。根本に於ては

もちろん

勿論之は何等問題にならない。何
となれば，總和エネルギーの値は

こ れ ら

之等の見解の相異に依って何等の影響を蒙る訳
ではないのだから。もう一つの他の分類方法は，外部的エネルギーと内部的エネ
ルギーとの間の区別をつけることである。之に依れば外部的エネルギーとは大体
に於て狭義に於ける力学的エネルギーのことであり（規律せられる運動のエネル
ギー），之に反して内部的エネルギーはその餘のエネルギー全体を指す。今一つ
の別の見地，即ち力学的仕事への直接的変化の可能性に従って，ヘルムホルツは
最近自由エネルギーと拘束エネルギーとへの分類を行っている。
個々のエネルギーの種類の記述は本書の最後の章に譲り，ここでは

さしあた

差当りエネ
ルギー重合の原理の妥当性より，概念の観察に対し又總和エネルギーの値の計算
に対して生じた便利を指摘するに止めて置こう。之に依って吾々は体系の總和
エネルギーを，

おのおの

各々のエネルギーを簡単に並列することに依って成立する貯蔵と
考えることが出来るのである。丁度物体の總和重量が，その物体中に含まれてい
る箇々の化学的要素を重ね合せることに依って生ずる如く。その際箇々のエネル
ギー種の大きさは，

も

若し之に相当する特殊の状態量さえ知られているなら，観察
される体系のその他の特性とは全然無関係に，それ自身独立して計算される。か
くて吾々は観念の中に於ける

おのおの

各々のエネルギー種に，その物質中に於ける特定の
席を与え得るに至り，それに依って箇々のエネルギー種を容易に概観し得るとい
う実際上の利益が得られる。かかる概観はかかるエネルギー種の一つを，總和エ
ネルギーの計算に際して，うっかり忘れるような過ちをなからしめる。一般的に，
体系内に於て作用している

おのおの

各々の力，或は一般に体系の
おのおの

各々の特殊な特性に相当
するものは，かの特性が現れる箇所に於て見出されると考え得る所の特殊のエネ
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ルギー種である。
体系に，測定する事の不可能なる小なる距離に於てのみ作用する力だけが働い
て居る時には，或物質的部分への作用は，この部分其者の，又はその部分の直接
的周囲の状態のみに関係するであろう，その際体系のエネルギーは体系の總ての
物質的部分のエネルギーの合計に依り簡単に得られる。

しか

然し直接的に遠方へ作用
する力が現われる時は根本的に異なって来る。何となればその様な力に制約され
たエネルギーは力其者と同様にその量に，殊に二つの相互的に作用する要素の距
離に関係するからである。エネルギーはこの場合その概念に従い二つの要素の同
時的位置の中にその基礎を有して居る，故に空間に於て唯一つの箇所は占めない，
そして最早体系の全エネルギーを箇々の物質的要素のエネルギーの總和に等しい
とする事は出来ない，むしろこの總和へ各々二つの要素の遠隔作用に依り制約さ
れて居るエネルギー種を附加しなければならない。
全エネルギーの表式は箇々のエネルギー種の總和なる事を発見したとすれば，体
系の

おのおの

各々の変更の価値は，箇々のエネルギー種はその量を相互的使用により変更
する事が出来るが，時間と無関係であると仮定しなければならない故に自然界に
起る過程は

いず

何れも箇々のエネルギー種の相互的変形と考えられる，
しか

然も總和，即
ち体系中に存在せるエネルギーの總ての貯量は増加もしなければ減少もしない。
吾々は更に一歩を進めよう。これ迄の観察は単に内面的作用に基いて居る体系
の変更のみに関係して居た。

しか

然し一方体系に属さない物質は之に何等の影響も及
ぼさなかった。この原理がこの場合だけに応用されるとすれば比較的少ししか役
立たない，何となればその時に此の原理はエネルギーの常数の示すのと同様の唯
一つの方程式だけしか与えないからである。其上与えられた過程に於ては常に，
總ての外部作用を除くために一般に非常に多数の物体を体系の中に加えなければ
ならないだろう，このために状態を規定する量の数は多くなり，エネルギー恒存
の原理の一つの方程式は

こ こ

此処ではほとんど働かないであろう。
しか

然し吾々は，物質
的体系の中に起る或一過程にとって一般には唯一つではなく，無数に多くの方程
式をこの原理から導き出す事が可能であり，従ってこれを

しばしば

屡々全体の時間的経過
を一義的に規定する為に利用する事が出来る事を示そうと思う。
吾々の原理と物質恒存の原理との類推が

こ こ

此処でその全効果を以て示されて居る。
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自然界に保持されたる重さある質量の總和は不変である，
しか

然し空間に占める位置
は変る，故に確定的に境界の作られた空間容積を観察すると，その中に保持され
た質量は一般には一定ではなく，或時間に於けるこの質量の変化（増加）は此時
間に外部より容積に入った質量に等しい。吾々は全然類似の命題を物質的体系
のエネルギーのために導き出す事が出来る。即ち物質が，總和は一定であるが空
間に占める位置を換えると同様に，エネルギーは物質内に占める位置と形式とを
変えるから吾々は次の観察をする事が出来る。何等の外部作用をも受けない物質
的体系のエネルギーは一定である。

しか

然し体系から，物質的要素からなる任意の合
成物を取り出し，之を特別の体系に観察すると，この体系は全体系のエネルギー
の表式の例に従い作られ得る特別のエネルギーを有するだろう。一般にこのエネ
ルギーは一定ではない，観察された体系が過程の経過中に外部から

い か

如何なる作用
も受けなければ一定であるが，これは一般的の場合ではない。故にエネルギーは
変化し，

しか

然も外部作用に比例して居る。故にエネルギーは外部作用に依り外部よ
り体系へ運び入れられる（移入される）。その額は 79頁以下で発展した次の命題
に依り定められる。即ち物質的体系の確定的状態変化に相当するエネルギーの変
化は，状態変化を起すために体系の外部で使用されたる作用の仕事価値に等しい。
もちろん

勿論，何等の外部作用も存在しない時には
い か

如何なるエネルギーも体系中に導き入
れられないと云う前の場合も特別の場合としてこの命題の中に含まれて居る。
前に引用した，一定の空間容積を満す物質変化との類推は次の境界点迄及んで
居る，空間に存在する總ての質量は箇々の空間部分に含まれた質量の總和に等し
い，

しか

然し物質的体系中に含まれた全エネルギーに対する類似の命題は存在しない，
少くとも遠隔作用 (die actio in distans)が許容される時は存在しない（92頁以下）。
体系のエネルギーはむしろ箇々の物質的部分のエネルギーの總和の外に

なお

尚他のエ
ネルギー種を含んで居る。そしてこれによりその性状は少し複雑になる。
与えられた過程に依り物質的体系が或る状態変化を受けると，その際使用され
た外部作用の仕事価値の計算は次の事を考えると

しばしば

屡々非常に簡単になる。即ちこ
の仕事価値は状態変化を起す方法とは全然無関係である故に，他の作用が体系の
同じ状態変化を起しさえすれば与えられた過程及び与えられた外部作用の他に任
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意にこれを代用せしめる事が出来る，何となればその時には求められた仕事価値
も亦等しいからである。吾々はこの為に力学から一つの例を観察する。運動状態
にある固体のエネルギーはそれの活力である。この活力は

い か

如何なる外部作用も存
在せぬ限り一定である。

しか

然し力学的の力が外部から物体に作用するとエネルギー
はこの力に依り物体へ移される。其際外部作用は受容された力（衝撃，摩擦の遠
距離に作用する力）の性質に従い非常に多くの種類となる事が出来る，故に周囲
に外部力学的又は内部分子的又は熱学的又は電気的変化が起り得る，

しか

然しこれ等
の外部作用の仕事価値は常に受容された力が物体にする仕事に等しい。この力が
何処に由来するかは問題にならない，そしてこの仕事は物体へ移入されたエルネ
ギーの額即ち活力の増加である。
与えられた過程への原理の応用の数は結局時間に関しても物質に関しても無限
である事が容易に分る。何となれば吾々は一方では，任意に大なる又は小なる時
間を，特に要素過程へ応用が出来る様に無限小の時間を，他方物質的要素の大な
る又は小なる合成物，特に無限小の合成物即ち要素物体を観察の基礎とする事が
出来るからである。原理はその様な合成物の各々に対して特別の方程式を与える。
計算が最も簡単に出来る様な結合を常に選ばなければならない，そして

もちろん

勿論其際
常に注意して最初から基礎とした物質的体系を―――吾々はこれを次には省略して
「基礎体系」と名づけようと思う―――十分に定めなければならない。
例えば吾々は圧縮又は外部からの熱の供給に依る状態を変化する或る気体量を
観察して見よう。気体のみを基礎体系として観察する限り使用された外部作用
は圧縮する物体の位置変化及び利用された貯熱物の熱放出である，故に気体のエ
ネルギーは圧縮及び導かれた熱の仕事価値だけ増加する。此の際

ただ

唯問題となるの
はこの圧縮を起す事の出来る力学的仕事だけであって方法は

いず

何れでもかまわな
い。

さ

扨て吾々は特別に，重力が気体の圧と均衡を保つだけの重さを与えられた活
栓に依り圧縮が起ると仮定し，この重さを基礎体系中に加えると，圧縮の仕事は
外部作用として消えるが，

しか

然しその代りに前者と量が同じく地球の引力に基く所
の，重さへ作用する重力の仕事が新しく加わる。更に吾々は地球を又基礎体系へ
加えると，前述の仕事は外部作用として全然消失するが，

しか

然しその代りに基礎体
系のエネルギーの式に新しい項即ち重さの重力のエネルギーがその存在する高さ
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の函数として現われる。この考は前の場合にとって非常に簡単で自明の様に見え
るけれども，これ等の簡単なる状態から，例えばその中では圧縮する重さが或速
度を有しガスの圧が

も は

最早や重さの重力に等しくない様な幾分複雑した場合へ移る
と非常に重大なる意義を帯びて来る。
この機会に言葉の使用に

つい

就て述べる事はおそらく無駄ではないであろう，この
言葉の使用は，正しく用いられなけれは容易に誤解を招くものである。

しばしば

屡々重い
物体のエネルギーは重力及び重心の高さの積として話される。この表現は物体を
基礎体系として考える時には不適当である，何となれば物体のエネルギーは常に
その固有の状態のみに関係し，決して同時に外部の質量の配置には関係しないか
らである。実際他の中心力に於てはこの表現法は見出されない。故に重力のエネ
ルギーに

つい

就て話す事が出来る為には，沈黙するにしても，地球を基礎体系の中に
含めて考えなければならない，

しか

然らざる場合には重力の仕事はエネルギー種とし
てではなく外部作用（偶然に近くに存在せる地球の，72頁参照）として計算に加
えられる。
原理の本来の意味を

く

酌んで行った一般化の意義を更に注意すると，これは元来
次の事に基いて居る。即ち吾々はエネルギーの恒存が總ての外部作用から取り出
した体系のために示す方程式を相当する外部作用に比例して，エネルギーの変化，
体系の箇々の部分に於けるエネルギーの受容，放出を規定する多くの方程式へ分
解した。

しか

然しこの際
なお

尚一つの点を特に注意しようと思う。
い か

如何なる外部の作用も
受けず従ってそのエネルギーが一定である全体系を例えば二つの部分に分ち，そ
の各々を順番に基礎体系として考えると，或時間に一方の部分に受容されたエネ
ルギーは同時間に他の部分から放出されたものに等しいとするのは誤って居る
であろう。この命題は全体系のエネルギーが二つの部分体系のエネルギーの總和
に等しい場合にのみ通用するであろう，

しか

然しこれは吾々が既に
しばしば

屡々主張した様に
一般には起らない。吾々は例として一中心力を以て引続いて作用する二つの質点
を取って見る。その時の体系のエネルギーは活力及び中心力のポテンシャルの總
和である，これは時間に関係しない。唯一つの点のエネルギーはその活力である，
その変化は点の受ける外部作用即ち力が点に対してなす仕事に依り測られる。こ
の際明かに或時間に各々二つの点に外部から積極的エネルギーが伝わり，その結
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果二つの点は同時に活力を増すと云う事は可能である。弾性波動，熱伝導の現象
に於ける如く遠隔作用が全然なくなると，物質的複合体へ移されたエネルギーは
同時に他の複合体から引き出されると云う事が出来る。
自然力の働きを理解しようとする時の出発点とするこれ等の考え方は，任意に
選ばれた物質的体系のエネルギーを問題とする

こ こ

此処では，一般に，全然外部作用
を受けない体系を観察した前の場合よりも重大なる役目を演じて居る。其処では
（85頁）エネルギーの原始的形式だけを取扱った，その量は体系の

い か

如何なる状態に
とっても一般的定義に依り規定されて居た。定義が示す如く測定する事が常に可
能ならば

こ こ

此処でも亦同様である。
しか

然しこの測定は不完全なる観察手段の結果必ず
しも出来るとは限らないから，一定の物質的体系のエネルギーにとっては作用す
る力の性質のために立てる仮定に従って種々の形式のみならず全然異なれる数価
値が得られる，そして生ずる差を実験的方法で処理する事は出来ないかも知れな
い。この例として繰返して吾々の説明した電場の性質がある。電媒質の任意に取
り出した部分のエネルギーはファラデーの考に従えば 0とは異って居る，この部
分を強制状態から中性状態へ移す事に依り仕事作用が得られる，之に反しウェー
バーの考に依れば，場合によれば起り得る第二次的変化は別として，自由荷電が
導体中に存在して居るか，居ないかに関係なく，絶縁体は常に同様の状態にある。
この疑問の特別の研究に依っても

い か

如何なる最後的決定も与えられない限り，エネ
ルギーの原理の示す方程式を立てようとする前に，常に研究さるべき事象を理解
する為に保持しようとする立脚地を確定する事が必要である。
吾々が前に行ったエネルギー恒存の方程式の分解は基礎体系としての本源的体
系から任意に取り出された物質的複合体及び之に入る又はその中より出るエネ
ルギーの観察に基いて居る。

しか

然し吾々は体系を分質的部分へ分解する代りに，同
等の，正当さを以て，

しか

然も
しばしば

屡々充分の利益を以て他の分解即ち容積部分への分解
に着手する事が出来る。与えられた空間容積は一定の時間には常に一定の物質的
体系を含んで居る。そしてこの体系が同じ時間に一定のエネルギーを所有して居
る限り容積のエネルギーに

つい

就て話す事が出来る。固定的空間容積のエネルギーは，
物質が容積へ入らず又容積から出ず，容積中に含まれた物質へ外部作用も加わら
ない時には時間に関係しない。即ちエネルギーの変化はこれ等の二つの原因の中
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の一つに基いて居る。故に吾々は次の命題を立てる事が出来る。一空間容積へ移
入されたエネルギーはその中に含まれた物質へ加わる外部作用及び新しき物の
容入に依り制約される。問題となるのは，その様にして容積中へ移されたエネル
ギーの式は観察された場合の詳細なる事情により簡単に立てられるかどうかと云
う事である。
実際この命題は種々の利用され，都合のいい効果も現わして居る。例えばクラ
ウジウスは，導体内に定常的ガルヴァーニ電流に依り発生した（ジュールの）熱
を計算する時にこの命題を利用した，その際金属的導体に於ける 1) 如く導体の
物質が休止しておろうとも，又は電解的導体に於ける 2) 如く物質が電気と共に
移転していてもかまわない。電流の通った任意の固定的容積を考えると，その中
に含まれたエネルギーは 1)外部作用により，2)新しく入って来る物質に依り増
加される。この増加を計算する際には元来ガルヴァーニ電流の性質に関する

い か

如何
なる見解が出発点となって居るかだけが問題となる。

ま

先ず吾々は，電気的粒子は，
導体体系中に存在する總ての自由荷電の遠隔作用をする引力及び斥力に依り前方
へおしやられる所の非常に小なる惰性を有する物質的原子と同様であると仮定し，
簡単にするために唯一種の電気を運動性のものと考えると，一定の電流中に動く
物質粒子（電気，イオン）のエネルギーはその位置に関係しない，外部の質量か
ら起るポテンシャル函数と共に変化しない。或時間に出るのと丁度同じだけの物
質が「基礎容積」へ入って来るからこの状態に依り

い か

如何なるエネルギー変化も制
約されない，従って外部作用だけ顧慮すればいい。これは全体系力が容積全体の
中に流れる物質にする仕事と同じだけエネルギーを増加せしめる。故に容積のエ
ネルギーはこの仕事の額だけ増加する。そして定常状態のために電気エネルギー
は一定であるから，熱のエネルギーの増加を結果しなければならない。
電気を，測る事の出来ぬ小なる距離へ作用する力（一種の圧）に依り導体を通
じて圧されて居る，連続的に拡がれる微細な圧縮不可能の流動体と考えると，思
考の路が変って来る。この場合にも亦流動する部分のエネルギーは場所に関係し
ない，故に

こ こ

此処では前の場合と同様に物質が観察された容積中へ入る事に依りそ

1) R. Clausius: Über die bei einem stationären Strom in dem Leiter getane Arbeit und erzengte Wärme.
Pogg. Ann. 87, p. 415, 1852.

2) R. Clausius: Über die Elektritätsleitung in Elektrolyten. Pogg. Ann. 101, p. 338, 1857. p. 340.
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の中に或るエネルギーの変化がほとんど制約されない。
しか

然し外部作用に関して言
えば，この作用は

こ こ

此処では容積の表面に作用する力（他の總てのものは内部作用
である）に帰する。この仕事は

いず

何れの場所に於てもポテンシャル函数の値（液体
に於ける圧の如く）と比例して居るから，従ってこの仕事は電流の入る場所の方
が出る場所よりも大である。それ故吾々は外部作用に依りなされた仕事全体のた
めに，上述の観察に依り得た値と一致する正の式を得る。
最後に二三の人が考える様に，電流の本質は物質の移動の中にではなく，熱伝
導と同様に，特別なる運動形式の伝達に於て成立つと仮定すれば，ジュールの熱
を説明する為には，或る時間に容積に入り来るこれ等の運動の活力は出る量より
も一定の額だけ大であり，従って導体の抵抗に依り電流を作る振動の一種の吸収
が起される事を必然的に仮定しなければならぬ。
今迄に導き出された命題に依り明かに，各々の物質的要素及び物体の各々の容
積分素に対してエネルギーの原理から特別の方程式を導き出す事が出来る。従っ
て吾々は実際既に前に注意した様に，その経過へ決定的に関係的無数の方程式を
各々任意の過程に使用する事が出来る。

しか

然し過程の時間経過の一義的規定が問題
となれば，吾々は得られた結果だけに止まる事は出来ない，何となれば一歩進ん
だこの課題をこれ迄に得た手段では

なお

尚解決する事は不可能だからである。唯一つ
の物質的要素の変化がこの要素に対して立てる事の出来る方程式に相応し，唯一
つの変数に関係して居る場合にのみ可能であるが，

しか

然しかような場合は一般には
起らない。
しか

然し更に一歩を進めるならば，多くの場合に於て提出された問題を解決するに
十分なる手段を得る事が出来る，即ち既に

しばしば

屡々利用したエネルギー重合 (Super-

position)の原理を利用する事である。経験に従えば物質的体系のエネルギーは互
に全然独立せる箇々のエネルギー種の總和として現われる，故にエネルギーの全
貯蔵量は概念に従えば各々それ自身で規定され得る多くの箇々のエネルギー種に
分解する。体系エネルギーを移入する作用が外部から加わると，この作用を一般
に色々の種類に分つ事が出来る。この作用の種類の

おのおの

各々は体系中に存在するそれ
に相当するエネルギー種の一定の変化を起す，従って全エネルギーの変化と外部
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作用との関係を示す方程式は多くの箇々の方程式に分解する，その
おのおの

各々は特別な
る外部作用に関する一定のエネルギー種の変化を定める。故に

こ こ

此処に一歩進んだ
エネルギーの方程式の分解が前の分解と異る点は，前には物質的体系を箇々の物
質的又は容積部分へ分ったが

こ こ

此処ではエネルギーを箇々のエネルギー種へ分った
点にある。
吾々は例として空間に自由に運動する一物体を考えて見よう。そのエネルギー
は二つの部分に分れる，即ち認め得べき運動の活力及び丙面的，例えば熱のエネ
ルギーである。

い か

如何なる外部作用も存在せぬ限り全エネルギーは一定である，
しか

然
しこれのみならず二つのエネルギー種の各々も亦一定である，物体は一定の速度
を以て運動し，一定の温度を保つ，一般原理に従えば単独のエネルギー種の他の
エネルギー種への変形は起り得るけれども，

い か

如何なる事情のもとに於ても相当す
る外部作用なしに量の変化は起らない。更に物体へ，例えば重力の如く遠くより
来る力学的力と其他に

なお

尚例えば輻射に依る如く熱供給に於て成り立つところの或
る作用が外部から加った場合を考えると物体のエネルギーは，力に依りてなされ
た仕事及び供給された熱の量だけ増加する。

しか

然し吾々は
なお

尚次の事を云う事が出来
る。外部作用は

こ こ

此処では二つの異なる種類に分れ，その
おのおの

各々は唯それに相当する
エネルギー種のみへ影響する。即ち力の仕事は単に速度のみを変化せしめるが，
物体の温度は変化せしめない。そして供給された熱は

ただ

唯温度だけを高めるだけで
あって速度には影響しない。種々の作用はそれに相当するエネルギーと共に全然
分離した領域に属し,従って各々特別の方程式を示す。
もちろん

勿論注意すべき事は，此場合に於けるエネルギー種並びに外部作用の種類の無
関係性は總ての類似の場合に於けると同様に決して先験的 (apriori)に主張し得る
のではなく，常に同時に実験的に基礎づけられなければならないと言う事である。
エーテルの振動にその本質を有する熱輻射は，これ迄にはその様な作用は確実に
証明されなかったけれども 1) ，物体へ直接の力学的影響を及ぼす事は容易に考
えられる，そして他方に又力学的の力は，遠距離からではなく例えば摩擦又は衝
1) 〔註，1908. 然しこれは其後レベデフ (P. Lebedew, Ann. d. Physik, 6, p. 433, 1901.)によってマクス
ウェル (Maxwell)の理論と一致して示された。故に現在では熱のエネルギーと力学的エネルギーとの分離
に利用する際には重合の原理はかなり精確に役立つものと考えても差支えない。本文に於ける次の命題及
びM. Planck: Zur Dynamik bewegter Systeme, Sitz.-Ber. d. k. preuß. Akad. d. Wiss. v. 13. Juni
1907.をも参照せよ。〕
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撃として物体の表面へ作用する時には少くとも大部分は直接熱へ変り得る事は明
かである。又或る時間内に互に独立的に観察され，或現次の近似的な計算の際に
は
なお

尚互に無関係として観察され得る二つのエネルギー種は，自然力を詳細に理解
すれば互に従属関係にある事も充分考えられる。

こ こ

此処に於て実際吾々はエネルギー原理の応用（妥当性ではない）の限界に当面
する，何となれば箇々のエネルギー種が最早互に無関係でないとすれば，即ちそ
れに丁度相当する外部作用に比例して変化するとすれば吾々はエネルギーの方程
式の分解を中止しなければならない。その時にはエネルギーの原理は物質的要素
に対して状態変化を計算するに必要なだけの方程式を与えない。

なかんずく

就中
こ こ

此処へは，
要素の内部に起る過程が外部作用と

い か

如何なる直接的関係もつけられない様な總て
の場合が属して居る。例えば總ての爆発的現象の如き場合には最少限度の外部作
用が個々のエネルギー種の最大限度及び最多数の変形を制約する事が出来る。そ
の際疑問となる事は，

い か

如何なる原則に従い，
い か

如何なる意味に於て其の様な場合に
エネルギーの交渉が起るかと云う事である。この疑問は吾々の現在の研究の範囲
を脱してしまう，その解答は

も は

最早やエネルギー恒存の簡単なる命題の立場からは
着手されないのであってむしろ全然新しい，その命題とは無関係の原理を基礎と
しなければならない。吾々は既にその様な命題をカルノー及びクラウジウスに依
り基礎を置かれた力学的熱理論の第二の主則の中に有して居る，この命題は種々
のエネルギー種の変化が互に起る方向を説明する 1) 。
しか

然し説明した制限には関係なく，箇々のエネルギー種へ及ぼす影響に従って外
部作用を区分することに内在する高き実際的価値が少くともそれに狭められない
で成立して居る。その価値は本来エネルギー種の変化の條件及び一般に自然力の
多様性を眺め得る確固たる基点を獲得する事にある。何となれば此際いつも次の
疑問が起るからである，

い か

如何なるエネルギーの変転が互に関係なく起るのである
か。そして此の疑問が解決されると，最も小さな過程の枠の中で演ぜられる，非
常に複雑して現われる事象を整頓し，それを別々に実験的に研究する事が出来
る様にする所の最初の手段が提供される。エネルギー重合の原理がなければ，力

1) 〔註 1908。その様な他の原理は完全なる一般性に於て初めてアインシュタイン (A. Einstein, Ann. d.
Physik, 17, p. 891, 1905)に依り立てられた相対性原理であろう，然しその普遍妥当性は現今でも尚確定
して居ない。〕
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学は熱から分離されないし，電気は磁気から分離されないだろう，そして物理学
全体を色々の領域に分類する事も最初から起らないであろう。後になれば，エネ
ルギーの種類を今より少く区別する事が出来はしないか，おそらく總てのエネル
ギーが唯一つ又は二つの種類に縮少されはしないか，と言う疑問に対しては，例
えば次の疑問，重さのある物質は光線エーテルと本質的に異なるものであるか，
否か，と同様に今の処ほとんど答えられない。

しか

然し現在得られた見解だけを足場
として，エネルギー恒存の原理の発展したる成式の助をかり，普通に種々の出発
点から企てられる様に，力学のみならず，物理学の他の領域の根本原理をも同じ
形式に於て導き出す事が，実際吾々に可能であると云う事を此書の最後の節で
最も明瞭に示そうと努力するであろう。同時に此仕事は，

こ こ

此処で説明した命題を，
エネルギーの個々の種類に対しても十分応用する事となるであろう。
応用するのに最も都合のいい形式に於てエネルギー恒存の原理を立てる様に
吾々を導いた所の研究を

こ こ

此処で終えるにあたって，此節の結果を，原理の正当さ
を裏書きする事の出来る証明の数と意義とをしらべる為に利用しようと思う。近
時になって

たしか

確に，此原理は証明も不可能であるし，又之を必要ともしない，何
となればこれは先験的に妥当であるから，即ちこれは吾々の直観及び思惟能力
の，自然から与えられた必然的形式を示すからと云う主張も高調せられるように
なった。これは丁度認識するのに数百年も要した様な他の多くの処理と同様であ
る。即ち習慣の力が勢力を得ると，後には自明のもの，生来のものだと主張され
る。故に吾々がこの様な主張を簡単に片付けようとすれば，原理の歴史的発展を
指示するだけで，この辯明には十分である。76頁の註をもこれと比較せよ。
自然科学の命題の總ての証明に於けると同様に，此原理に於ても二つの方法即
ち演繹法と帰納法とに

つい

就て話される。前者が命題をその全一般性に於て他の，た
とえ経験又はその他の何処から得られたにもせよ，一般に正当だと認められた一
列の命題の共存の論理的帰結として示すに反して，帰納法は経験の手によって，
命題を仮に妥当だとして他の十分に基礎づけられた多くの命題と結びつけようと
する時に，証明せられるべき命題から引き出されるところの箇々の結果をしらべ
ようとするのである。経験と一致しない唯一つの結果が現われたとしても命題は
必ず非認さるべきであり，

しか

然らざる場合には成立する事が出来る。
しか

然し帰納法に
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於ては証明せられるべきものの一定度の処理の蓋然性のみが目的とせられる，そ
れは実験が変化するだけ多くなる。それにもかかわらず帰納的証明法には特別の
高い価値が置かれる。何となれば吾々の總ての自然科学の真理は結局経験の上に
立って居るから，命題が直接経験に依って確認される事実と密接に関係すればす
る程，吾々は命題の正当さを深く信ずるからである。故に吾々は新しい原理を立
てんとする場合には，いつでもあらゆる方面から実験と観察により迫ろうとする
であろう。如何なる物理学者も，或射的距離をもった自然科学的法則の純粋の演
繹法だけで満足しないで，出来るだけ最高の法廷即ち経験に相談しなければなら
ない。
此見地から吾々によって取扱われた原理を見ると，前章及び後章に叙述した応
用に満足するであろう，その応用の一つだって，経験には少しも矛盾することな
く吾々に認識された總ての自然現象の上にひろがって居る帰納的証明の總体を，
最も確定した方法により，原理の絶対真理を保証する荘厳な力として現わすので
ある。此の場合，長い間に集めた種々の経験的証明を観察する事は，此原理の全
体の発展歴史を繰返すと言ってもいいだろう。新しい応用のほとんど總てが新し
い証明を持って来た，即ち互に摩擦する物体の性質，速度，温度等には関係なく，
唯加えられた機械的仕事のみに依って規定される摩擦熱からして，導体の性質に
は関係なく，磁気の速度によって起されるところのガルヴァーニ電流の感応現象
に至る迄

ことごと

悉 くそうである。
しか

然しこの帰納的証明の数と意義とが
い か

如何に圧倒的に見えようとも，演繹法の基
礎の上に立って，その原理を，之が含む總ての意義に於て，一つのまとまった完体
として，より一般的な処理から発生せしめる様な他の証明の必要を全然感じない
ような極端な経験家は恐らく一人もいないであろう。何となれば，なされた箇々
の経験の多様性は，必然的に吾々をして，この法則を受入れしめる様に見えよう
とも，今一度原理の結果に従わない所の箇々の，これ迄は或理由から看過された
所の事実の列が発見されないとは誰も保証する事は出来ないからである。吾々は
命題の真理を信せしめる完全な確実さを帰納法のみではなく，同時にその命題を
完全なる一体としてより高い見地から見る事に依って得る事が出来ると言う事を
ほとんど疑わない。演繹法のみに依って得られる彼の直接的一元の認識が簡単に
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又明瞭に總ての人の頭に浮ばなかったとすれば，マイヤー及びコルディングのか
なり広い範囲に於てはほとんど注意を払われなかった研究の外には単にジュール
の少しばかりの実験のみがあった時代，即ち帰納法がほとんど未だ話されなかっ
た時代に，エネルギー恒存の考が驚くべき速さを以て多くの場所に同時に根を下
し，そして色々の方面に於てそれに刺戟されて新しい研究が起った筈がないであ
ろう。

しか

然し今や疑問となる事は，演繹法を用いて，
い か

如何なる方法に依れば，吾々
の原理を立てる所迄到着する事が出来るか，又は現今の自然科学に於て要求され
る様な厳格な科学的意味で要求してもいい演繹的証明があるのだろうか。吾々は
この疑問を少し詳しくしらべて見よう。
正しい演繹法は

いず

何れも，証明されるべき命題の範囲よりも狭くてはいけない所
の，一般に真と認められた大前提を豫想するから，吾々の場合に於ける第一の難
点は，一方に於ては吾々の原理の正当の確実なる保証として役立つ事を總ての方
面から認識され，

しか

然し他方に於ては又，非常に広い範囲にまたがる原理全部をそ
れ自身に含むに十分足る様な大前提を発見する事にある，一見すると，多くの命
題の中で二つの要求を満足せしめるものはそんなに多くはない様である。それに
もかかわらず時代の経つ中には演繹的推定に於ける大前提の位置を要求した種々
の命題の名があげられる。
最も古い演繹法は恐らく創造者の人格に迄溯るより外はないであろう。彼はそ
の永遠性と不変性とに於て，自己のこの本質を彼に依って創造された自然及び自
然力に分与し，その結果，世界に存在する總ての「運動の群」をして

い か

如何なる時
代に於ても破壊されない，永久不変の価値を保たしめた。デカルトに始まるこの
観察は（6頁参照）明かに，存在せる物質の群と同様に自然界に働く力の總てを
規定するところの，普遍的自然法則を基礎づけんとするものであるから，疑もな
くそれはエネルギー恒存の原理と結びつけられる。兎に角これ等の思想は又容易
に吾々の原理の現在の形式へ伝わって来た。
コルディングが（24頁以下参照）力の恒存を証明せんとして用いた方法は，幾
分控目の見地から出発したとは言え，その本質に於ては同一の思索の道をたどる
ものである。彼は

も は

最早や直接最高法廷に訴えはしなかったが，自然力不変の原因
を，自然力が完全に自然を支配するから，自然力自身は，自然的死又は一時性に
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従うことのできない，超自然的，精神的存在でなければならないと云う事情に置
いた。それにもかかわらず彼は此の命題を経験に依って吟味する事が必要だと考
え，此意味に於て実験を始めた。現時の見解に従えば，その意義を形而上学的基
礎の上に置く自然科学的命題の証明は

いず

何れも最初からその力を失ったものである
から，この様な，又はこれに類した演繹法は簡単に看過してもいいだろう。
マイヤー（17頁以下参照）が説明の第一に用いた思考方法はかなりの注目に値
する。この方法の根抵は未だ幾分動揺をまぬかれないが，

しか

然し最早
たしか

確に，純粋
に形而上学だと言う事は出来ない。彼の主命題 Causa aequat effectum即ち原因
は作用に同じと云うことを彼は次の様に説明する，自然界に於ては，

おのおの

各々の原因
は之に独特の作用に変ずるし，又反対に作用の中には，何等かの形式に於て，既
に原因に含まれて居なかった何ものもない。故に自然界に起る總ての変化の本質
は，創生ではなくして，或る一定不変の大きさに従っての力の変転である。従っ
て種々の力は或る一定の関係に於て互に同価値であって，すべて共通の度量で測
る事が出来，そして世界に存在する總ての力の全体をこの共通の度量であらわし
たものは時と共に一定不変である。―――

なるほど

成程此の推理は，原因と作用との法則が
吾々の總ての自然認識の必然の公準を形作るから，幾分人の心を迷わす様なもの
を持って居ると考えられるが

しか

然し他方で懸念される事は，吾々が
も

若し他の理由か
ら此の命題の処理を認識し，彼の云いあらわす思考に幾年もかかって慣れなけれ
ば，マイヤーの演繹法が吾々に起す刺戟は全然力を失ってしまうだろう。此の事
柄が全く新しく見える様な人には，此命題は大きな印象を与える事は恐らく出来
ないであろう。故に今迄説明した思考径路がエネルギー恒存のすぐれた説明とし
て後天的に承認されるならば，物理学的意味に結合する証明の階級は之に対して
否認されるであろう。その上 aequatなる意味があまりに曖昧である。原因が実
際に作用と同じであるならば，自然界には全然変化はないであろう。
エネルギー原理の全部が証明された真に物理的な演繹法はヘルムホルツが力の
恒存に

つい

就て与えた論文の中に取扱われて居る。此の演繹法は力学的自然観に，特
に，自然界に作用する總ての力はニュートンの公理に従う点力 (Punktkraft)に分
解されると云う仮定に基いて居る。此の仮定は，總ての要素力 (Elementarkraft)

は中心力 (Zentralkraft)であると言う承認か，又は永久機関 (Perpetuum mobile)
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の組立は不可能であると云う承認かに結びついて居る。此の思想が
い か

如何にして生
れたかについては，吾々は既に前章（28頁以下）に根本を説明した。これに依れ
ば，エネルギー恒存の原理は，本質的には活力恒存の力学的命題に還元されるで
あろう。そして吾々は世界の總てのエネルギーを二つの種類即ち現勢的（活力）
と潜勢的（張力）とより成るものと解すべきであろう。
力学的自然観は昔からエネルギー原理の知られる様になった以前から既に永ら
く，

もちろん

勿論力学的自然観が現象の根抵に横わる力を出来るだけ単一ならしめようと
する吾々の因果関係の要求のために，自然哲学に於ては重要な役目を演じたと云
う事を思うならば，そして之と対照して力学的見地からエネルギーの概念の定義
や形式化や証明がいかに直観的であるかを見通すならば，演繹法に依るこの証明
が優って居た事，並びに現時に於ても

なお

尚
しばしば

屡々用いられる証明法として
み な

見做される
理由が明白となるであろう。ヘルムホルツの例に

なら

做ってこの証明法を他の物理学
者も採用した。（誰も知って居る様にマイヤーは力学的自然観には

あず

与からなかっ
た。）一方では又同時代に英国からジュール，並びに之に接続するランキン及び
トムソンに依って力学的理論が拡められ

か

且つ一般に承認された。
それにも係わらず，エネルギー恒存の原理を力学的自然観の支持とする事は，反
対に力学的自然観をエネルギー原理の演繹法の根抵とするよりも多くの確実さが
ある様に思われる，何となれば，自然界に於ける總ての変化を運動に属する仮定
は
なるほど

成程尤だとは思われるが，エネルギー恒存の原理の方がそれよりもはるかに確
実だからである。無数の重要な場合に於てエネルギーの原理の正当なる事が証明
された。

しか

然し力学的理論に用いられる基礎は，少くとも直接的経験に基いて居る
限り大部分は（全部ではない，気体論を比較せよ）エネルギー恒存の助を借りる
のであって，この恒存性からそれ等の基礎が必然的に与えられるのではない（40

頁参照）。何となればエネルギーの原理は
たしか

確に力学的自然観なしに成立し得るか
らである。これ迄電気及び磁気現象の總てを簡単な運動に帰せようとしたが無
駄であったし，そして吾々がエネルギー恒存の原理の証明を同様に拡めようとし，
又拡めなければならない所の有機界への利用には未だ少しも手をつけた痕跡が見
えない。
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力学的理論は物理学的研究の先験的公準として受容れなければならないと云う
見解は現に

しばしば

屡々発表されてはいるが吾々は断然之に反対しなければならぬ。この
考はその理論を合法的に基礎づけようとする義務を解放しはしない。自然科学は
唯一つの公準即ち因果律を知って居るだけである。何となれば因果律は自然科学
の成立條件だからである。この原理そのものが経験から得られたものであるか，
又は吾々の思索の必然的形式であるかはここでは研究する必要はない。
故に私には，總ての自然科学の中で少数の命題の様に，普遍妥当性が保証され
て居る様に見える命題の証明の出発点とするために急ぎ過ぎて未だ全然

たしか

確では
ない結果を先に立てるよりも，可能的に又蓋然的に得られる研究の目的として力
学的自然観を見る方が，これ迄輝かしく保証された現代自然科学の経験的特質に
似つかわしい様に思われる。力学的自然観の高い実際的意義はこの見方のために
少しも狭められはしない。この見方は吾々に，研究が当然たどるべき方向を示す。
何となれば経験の道程に於てのみこの理論が成立し得るか否かの疑問は決定さ
れるからである。故に物理学，化学等の總ての領域に於ける力学的見解を徹底せ
しめるためには用いる事の出来るあらゆる手段を利用すべきであろう，そしてこ
れ迄報導された努力はこの意味に於て本来の価値を有して居るのであり，

しか

而も其
等の努力は既にこれ迄に輝かしい結果を明かにしているだけ，

なお

尚更価値を示すわ
けである。

しか

然し一つの仮説を蓋然的として見るか，又は
こ こ

此処で問題となって居る
様に演繹法の先端に立てるかは大きな相違である。吾々は同時にかような用心に
依って好ましからぬ迷誤を豫防する。何となれば，吾々の空間及び時間の直観は，
自然が提供する多くの現象を説明するには決して十分ではないと云う顕著な経験
を実際になした 1) としても，そのために直ちに，既に今迄同様の場合に

しばしば

屡々起っ
た様に，基礎の十分である命題をも一緒に斥けはしないで，証明された本質的な
るものを証明されない非本質的なるものから容易に区別する事が出来るであろう。
吾々は以上の説明に依って，エネルギー恒存の原理の力学的証明に，それが一
体に受けて来た所の重大な意義を置こうとする事が出来ないから 2) ，より確か
な基礎に依り，演繹法の出発点として役立つのにより適した他の命題を探す義務

1) E. Mach: Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit. Prag, 1872, 私は
それ以外には此処で説明されて居る總ての見解に同意を表するわけにはゆかない。

2) 〔註 1908。私の判断し得る限りに於ては，力学的証明の詐価は現今著しく下った。〕
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がある。
さ

扨て実際に必要な性質を十分に有して居る様に見える命題がある。それ
は永久機関及びその逆転の不可能性を主張し，

しか

而も特別な自然観の
いず

何れとも全然
関係のない経験的命題である。吾々は前述の術語と関係せしめて（77頁）これ
を次の様に言い現わす事が出来る，「一物質的体系を以て外界の作用が零とは異
る，正又は負の仕事価値を有する様な循環過程（体系を精密に最初の状態に戻す
所の）を作る事は不可能である。」（外界作用の仕事価値の概念に

つい

就ては 104頁以
下を参照せよ）。又は簡単に云えば「正の仕事価値は無から生ずる事も，亦無に
帰る事も不可能である。」逆も亦本質的な仮定である。
次にこの命題の基礎づけに関しては，何百年も要したと云う事が考えられる，

しか

然
し無から仕事価値を作り出し，この命題の主張をくつがえす為に生命財産を賭す
事を辞せなかった人々もある。故に一般に経験に依って得られた間接的証明を承
認しようと思えばこの様にしなければならないし，

しか

而も總ての人類にとってそん
なに価値高い真理を購うために払った値は決して高過ぎはしない事がわかるであ
ろう。とにかく現在吾々は永久機関の組立に骨折る者を簡単に馬鹿者と云うのに
躇躇しないのは事実である。
仕事価値は無にはならないと云う逆の命題の証明は言う迄もなく幾分意味が軽
い。

きん

金を鉛にかえようとした者がないと同様に，仕事を無にしようとする問題に
実際に従事したものはほとんどなかった。故に吾々は，この問題の解決の不可能
を示す経験的証明に

つい

就て第一の命題に於けると同様の重要な意味に於て話す事が
不可能だと言うのではなくして，仕事価値の消滅以外に何も起さない様な過程は
決して今迄に観察された事はなかったと言う事実の主張に止まらなければならな
い。吾々は証明の代りにこの事実に満足しなければならぬ。何となれば總ての自
然過程が必ずしも逆にされるとは限らないから，直接的命題から逆にされた命題
を演繹することは問題とはならないからである。論理的に云えば，仕事は無から
生じないが事情に依っては無になり得ると言う仮定には少しも矛盾がない様に思
われる。（クラペイロンの説 12頁）
とにかく無から仕事を創造する事が不可能だと云う直接的命題の経験的証明も
亦自然力の全域の中で，比較的局限された部分に於てのみなされたと云う事は承
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認されなければならないであろう。現在では永久機関の実際的獲得を目的とした
ところの当時よりも遙かに多くの現象が知られて居るから。以前に狭い範囲で得
られた経験を，自然界に於ける總ての作用へ拡める事が

い か

如何なる程度迄正当であ
るかは，現在では容易に判断する事は出来ない。何となれば吾々はエネルギー原
理を信用する事に依って，あまりに多くこの真理の普遍妥当性に慣れて居るから，
一時的にもせよ，全然それを度外視する事は不可能だからである。
しか

然しとにかく有機的，非有機的全自然の範囲の中で，永久機関及びその逆の不
可能性なる命題を次の考察の一番先に立て，力学的自然観とは全然関係なしに此
命題がエネルギー恒存の原理の証明に応用され得るか否か，又応用されるとすれ
ば

い か

如何なる條件のもとになされるかを考究して見ようと思う。吾々は
ま

先ず 76頁
になされた注意，即ち此の原理の總ての異なる形式は「或る一定の状態に於ける
物質的体系のエネルギーを一定の零状態に比較した時に一義的の値を有す」と云
う命題の中に含まれて居る事を思い起すならば，

こ こ

此処では単に，永久機関の不可
能性から，但し吾々が（71頁）エネルギーの概念の為に立てた定義を基礎として，
この命題を演繹する事だけが問題となる。吾々は証明法として間接法を選ぶ。即
ちこの定義からエネルギーの二つの異なる価値が生ずる様な

おのおの

各々の場合に於て永
久機関の可能なる事を示そうとするのである。

さ

扨て吾々は物質的状態を任意の方法に依って与えられた状態Aから零状態Nに
持来し，其際外界作用の仕事価値が aに等しい事を見出したと仮定する。

しか

然し亦
他の方法に依る変移も可能であって，之は外界の作用に対して aとは異る仕事価
値 a′を与えるとする。そうすれば永久機関が常に成立つのであるが，それは

もちろん

勿論
これ迄

しばしば

屡々述べられた様に或る方法に依って体系をN 状態に，そして又他の方
法に依ってそこからA状態に戻す様な方法に依ってではない。何となればこの過
程は可逆的である事を必要としないからである。吾々はむしろ此体系を一つの並
びに他の方法に依ってN 状態に達せしめた後に，何等か任意の方法でA状態に
戻し，それに依って循環過程を完結させる。N から Aへの復帰の際に人って来
る外界作用の仕事価値を bで現わすと，二つの循環過程に対しそれぞれ仕事価値
(a+ b)及び (a′ + b)を生ずるとしなければならない。

さ

扨て上の仮定に依ればこれ
等の二つの仕事価値は大きさが異なるから，少くともその中の一つは 0とは異な
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るものでなければならない。それに依って永久機関又はその逆の可能性が与えら
れるわけであろう。
此証明を有効ならしめる根本的條件として，吾々は

もちろん

勿論与えられた状態から何
等か他の状態への物質的体系の変移は常に何等かの方法に於て可能であると言う
一般的仮定を承認しなければならない，この條件がなければ演繹法全体が欺瞞と
なってしまう。実際吾々は一度は化学的方法で，一度は物理学的方法，例えば電気
に依る方法で

ダイアモンド

金剛石を無晶形炭に変化せしめる外界作用を観察して見よう。此等
の作用が同じ機械的仕事価値を有して居なかったとしても吾々はこの炭を

ダイアモンド

金剛石
に逆変 1) して循環過程を完結させる事が不可能である以上，誰もこの事情を永
久機関の組立に利用する事は出来なかったであろう。

しか

然し私は，与えられた演繹
法の一般的許容性に反対してこの事情から導き出されたであろう抗議を正しくな
いと信ずる，何となれば

こ こ

此処で問題となるのは，或る状態から他の状態に任意に
移すのが人間の技術では可能であるか否かと云うのではなくして，自然に於ける
この変移が実際に起るものであるか否か，又は自然力の適当な結合作用によって
のみ生ずるのであるか否かと云うことであるからである。此結論を承認しないと
すれば，永久機関不可能の命題を自然法則に因るのではなく，人間の技能の不足
に因るとしなければならないし，それは

もちろん

勿論この命題の本質に反することとなる。
吾々のあらゆる経験に従って，前述の條件は当に満されたるものと認めなければ
ならない。何となれば自然は絶えずその現わす總てのものを最も簡単な要素から
創造するのであり，

か

且つ
もちろん

勿論その一部分は吾々には全然知られないけれども，無
機物質並びに最も複雑せる有機物を同様の容易さを以て準備し，それを再びそれ
らの要素に分解するからである。吾々は既に前の機会に同じ疑問を同じ意味に於
て説明した。（76頁）。
故に吾々は（エネルギーの種類の局限された変化とは反対に），化学的元素が保
持されるならば，物質をあらゆる可能的状態からあらゆる他の可能的状態へ変移
することの可能性を限定されないものと仮定しても誤って居ないと信ずる，それ
によってエネルギー恒存の命題並びにそれのすべての帰結を永久機関の命題から
演繹することが保証される。実際吾々は此証明法に演繹法の中で最高の位置を帰

1) 〔註 1908。前述 74頁と比較せよ〕。
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するに
ちゅうちょ

躊躇しない。
しか

然し自然科学がより高い発展の段階に到達するならば，他
の経験的命題，例えば力学的自然観を，より優った権利を以てこの演繹の基礎と
する事も出来ないとは決して限らない。
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第 3章　エネルギーの種々の種類

吾々は前章に於て展開した概念及び命題を別々に種々のエネルギーの種類に応
用する事を問題とする前に

ま

先ず眼前に横わる領域に視線を向け，そして同時に次
の研究に於て吾々を導くべき方法を確定しようと思う。上には単に原理の確立だ
けを問題となし，そして例えば上述の特別の場合を単に一般的命題の説明に引例
したに過ぎなかったが，

こ こ

此処ではその命題を物理学の全域を通じて系統的に研究
してゆくのを吾々の叙述の目標とするつもりである。それに依って他方で亦原理
そのものを明晰なる光のもとに置くこととなるに違いない。

しか

併しこれから着手し
ようとする応用と，前章でなされた原理的論述との異なる点は，後者は前者の様
に不変的の意義を常に保持することなく

むし

寧ろ物理学的見解の絶えざる発展に伴い
或る方法で変化し得ると云う処にある，故に常に同様に存続すべき以前の結果を
危険状態に曝らしめないために，この点を特に強調する事が一層重要になる。概
念の定義及びエネルギー恒存の原理は

い か

如何なる時代にも不変的に通用するが，
しか

然
し具象的自然現象へのそれの応用は，エネルギー種の概念（数として現わされた
エネルギーの値ではない）が其時々の自然観の特質に全く関係すると云う理由で，
変化を受ける自然に於て働く素因の本質に関する思考が

い か

如何に
しばしば

屡々変化したかに
つい

就て物理学の歴史的発展が提供する例は一つに止まらない。そして吾々はこの叙
述に於ても

たびたび

度々此事実に特に注意を促した。（98頁以下）。自然力の本質の理解に
於けるこの絶えざる変遷が

い か

如何なる最後の目標に向って居るかを答える事はむず
かしい。物理学の現代の発展状態に於てはその主動は總ての自然現象を力学的変
化に帰せしめようと努力することにある。同時に他の傾向が頭を

もた

擡げ始めた。即
ちそれは遠方への直接的作用をすべて無限小の距離に於てかなりの大さを有する
力を以て置き換えようとするものである。後に再び，特に電気及び磁気のエネル
ギーに

つい

就て話す時に，吾々の自然観の根本概念の，この絶えざる動揺に
つい

就て話す
機会があるであろう。―――但しこの動揺は単なる振動ではなく，或る一定の方向
に向う絶えざる進歩と

み な

見做される。何となれば見解の変化が必然的に起ると云う
ことは，いつでもそれと同時に叙述された自然現象の精密度が上り，従って認識
の高上がそこに基礎づけられるからである。
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吾々の現在の目的の為に，エネルギー恒存の原理を或る一定の自然現象に応用
しようとする前に，最初から経験に依り研究さるべき現象の性質に対して或る意
見を作り，これを次の観察の際に固く保持する事が

なかんずく

就中必要であると云う一事
を上述の中で維持しようと思う。此方法に依ってのみ錯誤から完全にまぬかれる
事が出来，特に或るエネルギー種を全然看過するとか，又は見落しのために過っ
て二重に勘定するとか云う危険から免かれる事が出来る。
求められた結果の精密度に応じて，出発点とする見解をより簡単に又はより複
雑に形作る事が出来る。例えば滴状性液体を取り扱うとすれば，此液体を全然圧
縮不可能と考え，圧縮不可能の液体のためにエネルギーの原理から導き出される
命題を応用するだけで既に或る目的には十分である。

しか

然しより精密の観察のため
には液体の内部に働く力を密度の変化に依って呼び起されたものと考えなければ
ならない。けれども或る場合には此考でさえも十分でなく，加えられた圧力に

なお

尚
他の或る圧力，即ち

いわゆる

所謂液体の粘性から出るところの，そして吾々が「摩擦」の名
に依って特色づけるところのものを附加する事を餘儀なくされる。結果の精密の
高上の列は之でもまだ終って居るのではない。従来は液体を連続体 (Kontinuum)

と仮定したのに，より精密な観察は，液体も最小の部分に於ては不連続的性質を
示す事を数えるのであり，そしてこの性質を考慮に取り入れるには，その際分子
力として現われる所の作用力について更に詳しい研究が必要となる。上述の種々
の異なる見解の各々にはそれぞれエネルギー種の特別の形式並びにエネルギー恒
存の原理の種々の応用が相当する。其際根本に横わる見解が占めるところ地位が
数えられた順番の中で高まれば高まる程，計算の簡単さは失われるが，益々より
精密な結果が得られる。
計算の際に出発点となる立脚地を十分に特色づける為には，観察せられた物質
的体系の研究せられるべき状態を関係づけさせる独立変数の数と種類とについて
精密に定める必要がある。この数が小さければ小さいだけ考察と計算とは簡単と
なる。体系のエネルギーは常にこの独立変数の一定の函数としてあらわされ，そ
の際この函数が実際にエネルギーの「原始的」形式（86頁）に相当するか否かは
問題とはならない。これに

つい

就ては 88頁以下と比較せよ。
とにかく吾々は後の計算の際に前章で導き出された命題を用いるから，その要
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点だけを今一度
こ こ

此処で總括しておこうと思う。
1. 物質的体系の一定の状態変化に相当するエネルギーの変化は，状態変化を何
等かの方法で起すために，体系の外部に施し与えなければならない所の作用
の仕事価値に等しい。（93頁）外部作用が全然起らないとすれば，体系のエ
ネルギーは変化しない。

2. 或る一定の容積のエネルギーの変化は，一方に於てはこの容積中に含まれた
物質に与えられる外部作用に依って他方に於てはこの容積中に新しい物質の
侵入する事に依って條件づけられる，（95頁）。

3. 物質的体系のエネルギーは，体系の中に箇々に存在する，互に関係のないエ
ネルギー種の總和である。そしで

おのおの

各 の外部作用はそれに丁度相当するエネ
ルギー種だけを変化せしめる 1) （重合の原理，98頁）。

I．力学的エネルギー

最も簡単なる物質的体系は内部の性質を単にその不変的質量mのみに依って決
定さる一つの質点である。そのエネルギーは活力

m

2

{(
dx

dt

)2

+

(
dy

dt

)2

+

(
dz

dt

)2
}

に或る任意の常数を加えたものである，この常数を吾々は普通 0に等しいと置く。
活力は，エネルギー恒存の原理に従えば，外部から点へ

い か

如何なる作用も加わら
ない限り一定である。

しか

然し外部作用が加わると，即ち他の質点から観察された質
点に力が加えられると，この力は或る時間にこの点のエネルギーに変化を

もたら

齎す。
その大きさはこの作用の仕事価値即ち力がその時間内に観察された点に行う仕事
に依って決定される。

しか

而もこれは
い か

如何なる原因からこの力が起ろうとも同じであ
る（94頁以下）。応用を時間要素 dtに限ると，この点に作用する總ての力の，仕
事の總和は次の形式を取る。

Xdx+ Y dy + Zdz.

1) 〔註 1908。此命題は最初の概観にはすぐれた役目をするとしても，既に 100貢で強調した様に，一般に一
つの近似に過ぎない。何となれば精密さが要求されればされる程僅かしか応用する事が出来ない様に見え
るからである。〕



114

ここにX, Y, Zは三つの坐標軸の方向にとられた合力の坐標分である。引用され
た命題の利用から次の結果が生れる。無限小の時間に於けるエネルギーの増加は，
即ち活力に対する前式の微分は此際加えられた仕事の大きさに等しい。この様に
して吾々はエネルギー恒存の原理の応用に依り点の運動の従うべき方程式を発見
するであろう。

しか

然しこの一つの方程式は三つの変数 x, y, zの
おのおの

各々の時間 tへの関
係を規定するには十分ではない。
しか

然し吾々は前に 3.の下に再説した命題を応用する事に依り必要な数だけの方程
式を作る事が出来る。注意すべき事は，観察された点のエネルギーが対称的に構
成せられた三つの項の總和として現われ，その

おのおの

各々の項が一定の坐標の方向に関
係し，

しか

而もこの変数のみに関係して居る事である。故に全体のエネルギーは互に
関係のない三つのエネルギー種から成り立っている。吾々は全然同様の性質を外
部から作用する力の仕事の式にも認める事が出来る。この大きさも亦三つの被加
項に分れ，その

おのおの

各々は一定の坐標軸に相当し，他の二つのものとは無関係の値を
有して居る。故に箇々の外部の作用には

いず

何れも一定の箇々のエネルギー種が帰属
して居る。エネルギー全体の変化は外部の力の仕事全体に依り測られると云うだ
けではなく，更に詳しく言えば上述の箇々のエネルギーの

おのおの

各々は，二つの他のも
のとは全然関係なしに，それに相当する箇々の作用のみから影響されると認めな
ければならない。この考を正当なるものとすると，上に導き出した一つの方程式
は，

いず

何れも一定の坐標軸と関係する所の三つの箇々のものに分れる。

d

{
m

2

(
dx

dt

)2
}

= Xdx,

d

{
m

2

(
dy

dt

)2
}

= Y dy,

d

{
m

2

(
dz

dt

)2
}

= Zdz.

微分を行うとニュートンの運動方程式
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m
d2x

dt2
= X,

m
d2y

dt2
= Y,

m
d2z

dt2
= Z,

が引出され，それは全体の運動を十分に云い現わしている。
もちろん

勿論ここに用いられたエネルギー重合の命題は先験的に適用されるわけにはゆ
かないから，この演繹でニュートンの最初の二つの公理を証明したと云うこと
は決して出来ない。この演繹の意義はむしろ，既に 100頁に詳細に説明した様に，
又この叙述の最後に於ても強調してある様に，本来はその開発的なる所にある。
丁度

こ こ

此処で三つの坐標方向が，エネルギー並びに外部作用をもそれに相当する部
分に分解することに根拠を与えると同様に，他の場合には，作用を互に全然関係
のない箇々の項に分ち，単に

こ れ ら

之等を加える事に依り全体の作用となる様に條件づ
ける他の見解点，例えば電気的又は熱学的性質のそれらが存する。

しか

然し
い か

如何なる
場合に実際に此の分割が可能であり，そして正しい結果に到着するかに

つい

就ては経
験のみがこれを教える事が出来る。何となれば，例えば作用が三つの坐標方向に
向って互に全然関係なしに起ると言う事も亦一つの経験命題に過ぎないからであ
る。吾々は

い か

如何なる事情に於ても
い か

如何なる叙述方法に依っても経験を超えて脱出
する事は出来ない。

しか

然しそれを一度承認すれば，上述のエネルギー恒存の原理か
らの演繹は完全に厳格となる。
二つの最初のニュートンの公理がエネルギー原理から供給される命題から展開
させられると云う事を吾々が見た後に，

なお

尚疑問となる事は，より合理的に力学を
理解する為には，それの叙述の際に今応用したのと類似した出発点を確実に現在
一般に通用して居るものの代りに用いる方が適当であるか否かと言う事である。
現在ではほとんど一般に力学を力と加速度との比例の命題から始るのが常である。
それは例えニュートンや，トムソン 1) と共に力の概念を結局筋肉感（触覚，接
覚）に依り直接に吾々に伝わる圧力の概念に帰せしめようとも，又は，キルヒホッ
1) W. Thomson und P. G. Tait：Handbuch der theoretischen Physik. Deutsch von Helmholtz und G.

Wertheim. Braunschweig 1871, I, § 207.
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フ 1) と共に，最初から定義に依って力と加速度とを同一視し，筋肉の感覚に少
しも頼らずに，従って力の概念の意義を失わしめようとも，

いず

何れでもよい。次に
力から仕事，エネルギー等が導き出される。之と反対に立つものはホイヘンス 2)

の開拓した見解であって，即ちエネルギーの概念（仕事，活力）を力学の最初に立
て，他の基礎概念，殊に力の概念を第二位に置く所のものである。一寸見た処で
は後の立脚点の方が，之を特色づけるエネルギーの概念を物理学の總ての分科に
対して定義された量とする点で長所を有している，之によって力学のみならず熱，
電気等の理論を同じ概念の上に立てる事が出来，従って疑もなく物理学的現象の
より統一的な，より高い見解が得られるからである。私は又，吾々が数度の練習
に依って比較的あまり用いられないこの概念に今少し慣れさえすればこの見解が
早晩軌道を破る事と信じて居る。

しか

然し他方で又注意すべき事は，ニュートン以来
力学が唯一の根拠とした力の概念がエネルギーの概念に缺けて居る利益を示すと
云うことである。即ち吾々は筋肉感と言う感覚器官を有し，これに依って圧力を，
精確に測る事は出来ないとしても直接に感ずる事が出来るのに反し，吾々にはエ
ネルギーの感覚が全然無いと云う事情である。此事情は疑もなく，力学の歴史的
発展に於て，力の概念が仕事の概念を後方にしりぞけ絶対的優勢の地位を占める
事の出来た理由である。力は，少くともニュートンの考に従えば，原始的のもの
(das primäte)，原因（die Ursache)として現われるが，運動，仕事 (Arbeitsleistung)

等は，時間的に一致し，
しか

而もそれは吾々が筋肉の活動に依り物体を動かす時には
生理的事情が，加って来る運動に事実上時間的に先立つと云うだけの理由ではあ
るが，作用 (die Wirkung)として現われる。物体が筋肉活動とは関係なく，例え
ば他の物体の引力に依って動き出すとすれば，引きつける物体を除いた後に，同
様の加速を自己の努力に依り作り，

しか

而もこの場合に最も確定的意味に於てこの運
動を起す力を知る事が出来る。吾々がこの力の量的大きさを，加わる運動を考察
する事に依って量る事が出来るのは筋肉感の不完全のためである。

しか

然し力の概念
は少しも変らない。
上述によって吾々は，歴史的発展と一緒に，力の概念の根本的意義を，筋肉感に

1) G. Kirchhoff: Vorlesungen über mathematische Physik, Mechanik. Reipzig. 1877, p. 5, 23.
2) E. Mach: Zur Geschichite der Arbeitsbegriffes. Wien. Ber. (2) 68, p. 479, 1873.
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より吾々に伝わる感覚との関係に於て眺めたから，吾々は亦キルヒホッフ及び他
の人々と共にこの関係を止揚して力の概念を純粋に運動学的に印しづけるべく決
断することは出来ない。

もちろん

勿論加速度概念のみから力学の大部分，
なかんずく

就中天文学の
全部及び肉眼のみに依りて認められるほとんど總ての運動過程を組立てる事ので
きるのは確かである。

しか

然し物理学は運動感に依るのみでなく，筋肉感，温感，色
感等に依っても吾々に伝えられる總ての現象形式を論じなければならない。それ
に応じて基礎的の物理学的概念は直後に特殊の感覚から導き出される。力を筋肉
感に依り又は色の濃淡を色感に依って測るのと同様に，吾々は温度を温感に依り
やはり正確にはかる事は出来ないけれども，それには吾々の感覚の鋭敏さが十分
でないと言うのではなく，此の目的を達するためには，経験上上述の感覚と或る
必然的関係に立ち，量的に測る利益を与える他の現象，即ち普通に温度に於ては
空気の膨脹，力に於ては加速度，色に於ては波長の様な運動現象をも見廻さなけ
ればならないからであるが，

しか

然しそれだからと言って熱，力，色等を運動学的概
念であると言う事は出来ない。吾々が「青」の語を以て第一着に，色の正確な物
理学的尺度となるエーテルの或る一定の振動数又は一定の波長の力学的思考と結
びつけはしない様に，一片の鉄へ作用する磁石の「引力」に

つい

就て話す時には，先
ず第一には磁石が鉄に与える所の，質量と加速度との乗積を考えはしないで，む
しろ吾々が正確な測定には適しないけれども，磁石によっての代りに自身の動作
に依って鉄に同じ加速度を与える時に筋肉が感ずる，感覚を考えねばならなかっ
たであろう。キルヒホッフは彼の感歎すべき力学の叙述に於て，因果関係の概念
をこの語が本来意味するもの，即ち時間的連続の必然性に帰したが，遺憾な事に
は彼は亦，たとえ筋肉感に依り伝えられた感覚が例えば比較的に鋭敏なる視覚と
同等の権利を以て，吾々に物理学的概念を作らしめる助けをしているに

かか

拘わらず，
之を物理学の基礎から遠ざけなければならないと信じた。―――

しか

併し現在の力学の
立場に対しては，力の概念を最初から筋肉感の感覚と関係せしめるか又は後に
なって，この関係を導き入れるかはどちらでも同じ事になってしまうだろう。何
となれば筋肉の力に依って動かされた最初の最も古い機械の理論を顧慮して見る
と，この関係がいつかは導き入れられなければならない事が明らかだからである。
しか

然し力学は，物理学のどの他の部分と比べて甚だ高い地位に立って居るには違い
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ないが，それでも同様にそれだけでまとまった科学ではない，一度観察された事
実は残り，絶えず新しく補われ完全にされてゆくけれども，見解は

しばしば

屡々豫期しな
い方法で変化する。吾々にとって唯一の確実なる，動かすべからざる出発点は明
かに感覚に依って供給せられる現象の中に横わって居る。故に吾々の總ての感覚
を絶えずはたらかせ，そして既に「力」なる語が意味するところの力の概念の理
解と発達とに対しては従来科学に最も重大な役目を演じ又恐らく将来も演ずるだ
ろう所の

こ れ ら

之等の感覚の中の一つの利用を最初から断念しない方が吾々にとって非
常に合理的であろう。
前に提出された疑問，即ち力学の叙述に取って力と加速度との比例の原理をエ
ネルギー恒存の原理から導き出す事が合目的であるか，否かに帰ると，吾々は既
に上述した見解を繰返す事に依る最初の考に賛成しようと思う。これに対して丁
度今説明された力の概念の直接性を顧みると，

ま

先ず仕事の概念を力の概念の上に
立て（加速度とは全然無関係に），そしてここから，この概念を形式づけた後に
結果として力と加速度との比例性を持つ所のエネルギー恒存の原理の利用に進ん
で行く事が絶対に必要の様に思われる。これが箇々の点で

い か

如何にして出来るかに
つい

就ては，殊に
こ こ

此処では個人的の趣味に或活動の餘地が与えられて居るから，これ
以上詳しく説明しようとは思わない。特に重きを置く唯一つの点だけを，強調し
ようと思う，即ち

こ こ

此処で述べられた見解は，物理学の他の部分，殊に熱の理論に
於て利用されすぐれた結果を得て居る所の方法と最も密接に関係して居ると言う
事である。吾々は熱の作用をエネルギー恒存の原理又は熱と仕事の等価の命題か
ら演繹する，

しか

然し熱学に於ては熱量の概念は，吾々が仕事に対すると同様にこの
概念に対しても少しも特別の感覚を有して居ないから，本来の意味の事実ではな
い。吾々がこの熱量概念に到達するのは，力の概念が筋肉感に依り，又は

ちゅうちょ

躊躇
なく言い得る様に力感に依ると同じく，温度感に依って直接に伝えられる温度概
念を通じてである。注目すべき事には，吾々はこの点では力学に於けるよりも熱
理論に於ていくらかより円熟した見解に到達して居る。何となれば現在既に温度
を熱の現れと見ると同様に，時がたてば力学に於てもエネルギーを原始的に存在
ぜるものと考え，力をこの潜在的又は顕勢的エネルギーの現れと見る様になるに
相違ないからである。エネルギーのない所には力感も温度感も又は他の感覚も起
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らない。
唯一つの自由な質点の運動に関する研究を中止する前に，今一つ将来の応用に
役立つ命題を挙げようと思う。質点が何かの作用に依り静止の状態から運動の状
態にうつる時には，此運動の最初の瞬間に於て作用する力の仕事全体は常に正で
ある，何となれば運動の始はいつも点のエネルギーの（点の活力の）増加と結び
ついて居るからこの増加を條件づける外部の作用は同様に正でなければならない。
この命題は

もちろん

勿論直接に作用する力に依りなされた点の移動は合力の方向に起ると
言う事情を考えた所から来て居る。点が運動中に再び出発点に帰るとしても，力
の仕事全体は一般には 0に等しくはないであろうし，従って点も亦前の速度を取
返しはしなかったであろう，

しか

然しこの事は作用が或静止せる質量から出る中心力
に起因して居る時には

しばしば

屡々起る。その時には作用する力のポテンシャルは次の形
で存在して居る。

X = −∂V

∂x
, Y = −∂V

∂y
, Z = −∂V

∂z
.

此際任意の有限的時間に行われた仕事の大きさはこのポテンシャルの減少に依り
簡単に測られ，この時点がどの道を通ったとしても同じである。最後に導き出さ
れた命題は次の様になる。静止せる点が，点の位置と関係せるポテンシャルを有
する力の影響に依り運動を始めると，この運動は常にポテンシャルが減少するよ
うに起る。
運動性が或る外部の，最初から確定された條件に依り制限されて居る所の質
点を更に詳しく観察すると，

こ こ

此処では
ま

先ず力の二つの種類を区別する事が出来
る。1) 点を或る方法に依り動かさんとする力―――吾々は以後これを促動力 (die

treibende Kräfte)と名付けようと思う，その大きさと方向とは一般に直接知られ
て居る，及び 2) 一定の條件の存在に依り

ひ

惹き起される力，―――吾々はこれを強
制力 (Zwangskräfte)と名づける，此力の特色とする所は，それが常に固定條件を
い か

如何なる事情のもとに於ても正しく保持するようにはたらくと言う事である。力
のこの二つの種類は共に，自由なる点に適用する一般的運動法則に従って点の運
動を決定する。強制力の値の中に

なお

尚含まれて居る不確定性は，仕事全体を箇々の
力の仕事に分解する事に基いて居る次の命題に依って除かれる。何等かの機械
的装置に依って目的づけられる，固定條件の実現及び保持がエネルギーの消費と
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も又発生とも関係しないならば，観察された質点に於ける強制力の仕事は 0に等
しい，何となればこの場合には固定條件の作用に依り点に少しのエネルギーも伝
えられないであろうし，もし

しか

然らずとすれば，無からこのエネルギーが生ずる事
になるからである。この事は條件が時間に関係しない時，例えば点が空間に於て
固定的平面又は曲線上に止まる事を餘儀なくされて居る場合には常に起る。故に
い か

如何なる促動力の作用も受けない点は固定的平面又は曲線上を不変の速度を以て
運動する。
前に仮定した場合から離れないで，吾々は点が最初に静止し，

しか

併し丁度或る促
動力の働きに依り運動を始めると仮定すれば，上に導き出された命題に従い点に
作用する總ての力の仕事全体は正でなければならない。

しか

然るに吾々が今見た如く，
強制力の仕事は零であるから，すべての力の仕事全体は箇々の力の仕事の總和に
等しいことを考えて，次の命題が結果する。「

い か

如何なる運動に於ても促動力の仕
事其者は正である」更に語を換えて言えば，促動力の合成力の方向は点が取る運
動の方向と鋭角を形作る。促動力がポテンシャルを有する様な特別の場合には
ポテンシャルは運動の始に於て減少する事となる。ここから直接に仮設変位の命
題 (die Sats der virtuellen Verrükungen)が生れる。即ち点が固定條件に従って受
けることのできるあらゆる変位の中で，促動力の仕事が正である様な変位が一つ
もない時には，運動は全然起らないし，その時に平衡が成立しなければならない。
何となれば，

も

若し
しか

然らずとすればそこにあらわれる変位に於ては促動力の仕事は
0か又は負であって，これは上の命題と相容れないからである。促進力の合成力
の坐標分を再びX, Y, Zとすれば，

おのおの

各 の許容せられる仮設変位 δx, δy, δzに対
して

Xδx+ Y δy + Zδz ≦ 0.

なる條件が成立するときに平衡が存在する。普通には固定條件が總て運動する点の
坐標間の方程式に依って（不等式に依ってではない）現わされて居るが，その場合に
は，δx, δy, δzの変位の中

いず

何れかが條件と矛盾しない時には，反対の−δx, −δy, −δz

も常に許容的であろう。従って平衡に必要なる條件は，總ての許容せられる変位
に対してXδx + Y δy + Zδz = 0なる場合に於てのみ満される。促動力がポテン
シャルを有して居る時には，方程式は δV = 0となる。この條件は問題となって
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居る空間点に対してポテンシャルの値が極大又は極小である場合に常に満される。
しか

然も第一の場合には平衡が不安定であり，第二の場合には安定である事は明白で
ある。何となれば質点を平衡の位置から少ししか離れて居ない場所に特って来る
と，点は

も は

最早や平衡を保たないでポテンシャルが減少するように運動するからで
ある。故に平衡位置に於てポテンシャルが極小である場合には，点は平衡の位置
に帰らなければならないし，反対の場合には之は不可能である。その中間に平衡
が，或る変位に対しては不安定であり，他の変位に対しては安定である場合があ
る。その時にはポテンシャルの値は極大にも極小にも達しない。
吾々は是等の總ての結果をかなり詳細に導き出したが，或る簡単な命題，例え
ば固定的面又は曲線の強制力は常にそれらの方向に垂直に働くということを利用
すれば，今少し簡単になったであろう。

しか

然しこのために利益を得た事は，この応
用された観察を，その本質に於ては少しも変じないで，任意に多くの質点よりな
る体系にも移されると言う事である（以下参照）。促動力の坐標分に

なお

尚

−m
d2x

dt2
, −m

d2y

dt2
, −m

d2z

dt2
.

なる量を加えると仮定すれば，一般に知られて居る様に仮設変位の原理から平衡
の條件のみならず，質点の運動方程式が導き出される。
故に吾々は直ちに多くの運動点よりなる，但し最初には二つの点よりなる体系
の研究に移り，作用及び反作用の原理をこの体系に対しても適用しようと思う。
此際

ま

先ず他の質量からの總ての作用が無いものとする。点の坐標を xyz，その活
力をL，他の点からそれに作用する力の坐標分をXY Zとする。又附加された指
数 1及び 2は作用を受ける点に相当するものとする。そうすれば

おのおの

各々の箇々の点
に対してそのエネルギーの増加は点に作用する力の仕事に等しい。故に

dL1 = X1dx1 + Y1dy1 + Z1dz1,

dL2 = X2dx2 + Y2dy2 + Z2dz2.

他方で二つの点を共に「基礎体系」（122頁）と仮定すれば外部の作用は 0に等し
く，その結果エネルギーは一定である。

しか

然しこの大きさは
もちろん

勿論一般には二つの点
の活力だけから成立するのではなく，空間に於て点の位置と関係し新しいエネル
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ギー種として他のエネルギー種と並んで存するところのもう一つの項があらわれ
るであろう。このエネルギー種即ちポテンシャル・エネルギーをUであらわすと，
L1 + L2 + U = konst.となる。従って

dL1 + dL2 + dU = 0

である。前の二つの方程式を合せて，之から

X1dx1 + Y1dy1 + Z1dz1 +X2dx2 + Y2dy2 + Z2dz2 = −dU

が結果する。故に作用する力の仕事全体は，二つの点の瞬間的状態（位置及び速
度）にのみ関係せる函数の完全な時間的微分を作る。そしてこの條件は力の或る
必然的特質を導き出すのに適して居る。
次にU を位置のみならず二つの点の速度とも関係せしめると，dU

dt
も亦その中

に加速度を含むであろう。その結果最後の方程式に従って，力の坐標分XY Zは
同様に加速度と関係しなければならない。此仮定は実際にウェーバー 1) ，リー
マン 2) ，及びクラウジウス 3) が，二つの電気の点の相互作用に対して立てた根
本法則の中に実現されて居る。

しか

併しこれに依って力の作用方法の思考並びに計算
それ自身が非常に複雑になり，其上この法則の仮定は決して必然的だとは思われ
ず，むしろこれ等の法則の各々に対して

なお

尚特別なる他様の根拠もあるから，吾々
は

こ こ

此処ではこれに
つい

就て更に詳しく説明しようとは思わない。
そうすれば次の事を仮定するより外何も残らない，即ちUは単に二つの作用点
但し吾々が直に附加し得る様にそれ等の距離 rのみに関係して居ると云う事であ
る。何となればこれは二つの点の位置に依って完全に定義される唯一の物理学的
量であるから。故に吾々は

dU =
∂U

∂x1
dx1 +

∂U

∂y1
dy1 +

∂U

∂z1
dz1 +

∂U

∂x2
dx2 +

∂U

∂y2
dy2 +

∂U

∂z2
dz2

1) W. Weber: Elektrodynamische Maßbestimmungen, Abh. d. k. sächs. Ges. d. Wiss. X, p. 1, 1871.
Vgl. auch Pogg. Ann. Jubelband, p. 212, 1874.

2) B. Riemann: Schwere, Elektrizität und Magnetismus, bearbeitet v. Hattendorff, Hannover 1876, p.
326.

3) R. Clausius: Über ein neues Grundgezetz der Elektrodynamik. Pogg. Ann. 156, p. 657, 1875. Crelle
J. 82, p. 85, 1876.
Die mechanische Behandlung der Elektrizität, Braunschweig 1897, p. 277.



123

を得る。ここに
U = f(r)

である。
そこで微分 dUが分解される項は仕事の上述の式 (= −dU)を合成して居る量に
各々相当させられて見えるけれども，

しか

併し之がために，二つの相当せる項を互に
等しいとおくこと，即ち

X1 = − ∂U

∂x1
, Y1 = − ∂U

∂y1
.

= −∂f(r)

∂x1
, = −∂f(r)

∂y1
等

とするのは正しくない。
そ

然うならば，1)微分 dx1, dy1, · · · · · · が互に全然無関係で
あったならば，そして同時に2)X1, Y1, · · · · · · なる量が

こ れ ら

之等の微分（即ち速度）と無
関係であったなら，その時にのみ上式は可能であったであろう。何となれば

こ れ ら

之等
の二つの條件の中一つが満されて居ないとすれば，仕事の値X1dx1+Y1dy1+· · · · · ·

及び dU の値を変えないで，上述の坐標分X1, Y1, · · · · · · の値に附加せられ得る
ところの 0とは異なる大きさが常に見出されるからである。この「附加」力の特
性は，それによりなされた仕事が 0に等しいと言う事である。実際にこの様な力
の名は沢山挙げられる，

しか

然も上の二つの條件に相当して二つの異なる種類に分た
れる。坐標相互の従属性より出るところの一つは，二つの作用する点の間の固定
條件の成立に基いて居る。この力は数学的取扱の便利のために力学では重要な役
目を演じて居るから，吾々は後に再び

こ こ

此処に帰って詳しく論じたいが，今は唯次
の一事を挙げるに止めようと思う。即ちこの種の力は（吾々は前に之を強制力と
名づけた）自然界では決して原始的存在を有して居るのではなく，結局は点の状
態に依って独自的に与えられるところの力に分解されるものである。何となれば
固定條件は

いず

何れも，自然界に於ては機械的手段のみに依って作られ得るものであ
り，従って適当な物体の適当の組合せに依るのであるからである。吾々はこれ等
の物体を箇々の点に分解して，強制力をすべて「促動」力（119頁）によって現
わされる要素に分ける。最後には

おのおの

各々の点は自由に運動するものとして観察され
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なければならない 1) 。
そこで

なお

尚云い残してあるのは，附加力のもう一つの種類だけである。即ちそれ
は二つの自由なる点の速度に関する力であって，二つの点に於ける仕事全体が常
に 0に等しいようなものである，その坐標分をX ′

1, Y
′
1 , Z

′
1, X

′
2, Y

′
2 , Z

′
2と名づける。

吾々は懸念なしに，
こ れ ら

之等の力の大きさが絶対的坐標及び速度と関係して居るので
はなく，

ただ

唯相対的の値にのみ関係して居ると仮定することが出来る。何となれば，
前者は全然物理学的意義を有して居ないから。そうすれば

こ れ ら

之等の力の仕事

X ′
1dx1 + Y ′

1dy1 + Z ′
1dz1 +X ′

2dx2 + Y ′
2dy2 + Z ′

2dz2

が恒等的に消える時には，容易に示される様に

X ′
1 = −X ′

2, Y
′
1 = −Y ′

2 , Z
′
1 = −Z ′

2.

でなければならない。即ち二つの点に於ける力は大きさに於て等しく，方向に於
ては反対である。簡単のために

x1 − x2 = x, y1 − y2 = y, z1 − z2 = z,

と置けば，更に次の條件が満足されねばならない。

X ′
1dx+ Y ′

1dy + Z ′
1dz = 0.

此の方程式の一般的解は，

X ′
1=Q

dz

dt
−R

dy

dt

Y ′
1=R

dx

dt
− P

dz

dt

Z ′
1=P

dy

dt
−Q

dx

dt


である。ここにP, Q, Rは（相対的）坐標及び速度の任意の函数を示す。この種
の力がエネルギー恒存の原理と矛盾しない事についてはリプシッツ 2) (Lipschitz)

が既に注意した。この力の本質をより明瞭に理解するために，少しく思考に制限
1) 〔註 1908。私は今でも尚此意見を有して居る。然し私は此意見を絶対的真理の様に説明した。ヘルツ（H.

Hertz)は彼の力学の原理に於いて（ライプチヒ，J. A. Barth, 1894)丁度正反対の見解を発展せしめた。〕
2) H. v. Helmholtz: Wiss. Abh. 1, p. 70.
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を加えるならば，
ま

先ず次の條件が満足されるべきであろう。即ち，原点のまわり
の坐標系の廻転の際に，力の坐標分の坐標への関係並びにその微分係数は，既に
坐標軸の平行変位に対して仮定したと同様に，変化しない。この條件は，

P =
∂ρ

∂x
, Q =

∂ρ

∂y
, R =

∂ρ

∂z
.

と置くならば，満足される。ここに ρは rの任意の函数を示す。ρが距離 rに逆
比例するならば，これに依って定義された力は静止せる電流要素がアンペールに
従って静止せる北極に及ぼす力になってしまう。但し電流要素は dx

dt
,
dy

dt
,
dz

dt
な

る量に比例すると仮定される。かような力は恐らく思考せられるものである。
しか

然
しそれは中心力よりも幾分より簡単な法則に従って作用するから，自然に於て観
察される或る運動現象がこの力なしには起る事が出来ない事が示されたであろう
なら，之に始めて原始的物理学的存在を帰することができたであろう。今日まで
この様な場合は存しない。

こ こ

此処に於て前述の電流要素及び磁極間の相互作用をかような力の存在の証拠と
して挙げるわけにゆかない。何となればその作用は閉じられた電流及び完全な
磁石が互いに及ぼす力の簡単なる，都合よき集合を意味するに過ぎないからであ
る。全然孤立した電流要素は全く物理学的存在を有しない。外部の影響から全く
孤立せる二つ又はそれ以上の点

も

若しくは物体の相互作用に於て，それらの力に固
有なる一つの現象が確認され得たであろうならば，その時に始めてこの疑わしい
力を導き入れる事が正当とせられるに至るであろう。かような現象は容易に想像
せられるであろう。

もちろん

勿論この疑問の力は，
おのおの

各々の二つの点に対して同等の大きさ
を以て，反対の方向に作用するから，重心運動の恒存の命題には満足するが，

しか

併
しその方向は点の連絡線と一致しないで，それに垂直であり，従って廻転能率を
与えるから，面の恒存の命題とは矛盾する。故に運動の活力は一定に残るけれど
も，一つの固定軸に関する運動量の能率の總和は絶えず変化する。従って何等の
外部作用をも受けない何等かの点体系の運動が面の原理から外ずれることが

こ こ

此処
に述べられた力の仮定に導かねばならないのであろう。
これ等の力の方向は

こ れ ら

之等がはたらく二つの点の連絡線の方向に一致しないから，
それらは亦作用及び反作用の原理と矛盾し，従ってこの原理を一般に妥当として
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仮定すれば，
こ れ ら

之等の力は否定されることとなる。この様な方法でヘルムホルツ 1)

はこれ等の力を解釈した。
しか

然し吾々は
こ こ

此処では論述の統一のために作用及び反作
用の原理を直接に与えられたものとして立てないで，むしろこの原理が

い か

如何なる
仮定のもとに，吾々によって各方面で用いられたエネルギー原理の結果として示
されるかを説明しようと思う。上述のエネルギー恒存の方程式

X1dx1 + Y1dy1 + Z1dz1 +X2dx2 + Y2dy2 + Z2dz2 = −dU,

但し
U = f(r),

即ち
dU =

∂U

∂x1
d(x1 − x2) +

∂U

∂y1
d(y1 − y2) +

∂U

∂z1
d(z1 − z2)

から出発すれば，吾々は
ま

先ず直ぐに，力の坐標分が相対的坐標

x1 − x2, y1 − y2, z1 − z2

のみと関係することを仮定することが出来る。何となればその大きさは坐標軸の
平行変位によって変化されないからである。
其時には必然的に

X1 +X2 = 0, Y1 + Y2 = 0, Z1 + Z2 = 0,

である。そして

X1d(x1 − x2) + Y1d(y1 − y2) + Z1d(z1 − z2) = −dU.

となる。そこで dUの二つの式全体のみならずこれ等の式の各々相当する二つの
項を互に等しいと置けば，次の結果を得る。

X1 = − ∂U

∂x1
= −∂f(r)

∂r
· x1 − x2

r
等。

即ち二点から出る力は互に相等しく，
か

且つ反対に向い，その方向は連絡線と一致
する。作用及び反作用の原理（ニュートンの第三公理）は次の仮定の助を借りる
1) H. v. Helmholtz: Wiss. Abh. 1, p. 70.
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とエネルギー恒存の原理から結果する。即ち二点間に作用する力の仕事全体はポ
テンシャル・エネルギーの変化を表わすのみならず，仕事全体を構成する，三つ
の坐標軸に関する部分の

おのおの

各々は，その軸に該当せるエネルギーの増加を測ると云
う仮定である。これは再びエネルギー重合の原理の応用に外ならない。その有す
る意義は，外見的に異なる命題の列を共通の視点に

まと

纏める点にある，そしてその
ためには吾々は再び 99頁の注意を示しさえすればよい。
この様にして吾々は二点間に作用する力を，距離のみに関するポテンシャルU

を有する中心力に帰着させた。ここに U は同時に二点のポテンシャル・エネル
ギーの値をあらわす。今迄に自然には，總ての力が結局かような中心力に帰せら
れると言う仮定に矛盾する現象は一つも発見されなかった。これに対して其後，
気体の圧は温度に即ち内部運動の活力に関係すると言う事実からと同様に，電気
力学的作用が，電流の強さ及びその微分係数にさえ関係すると云うことからやは
り少しの異議も起らない。何となれば二十数年前に，気体の圧を

たしか

確に中心力の
作用に還元されるところの弾性的衝撃に依って説明しようとした通りに，電気力
学的現象を類似した方法に依って分解しようとする根拠ある企図が存在していた
からである。電気力学的の力を，原始的に流動電気の単なる存在に依って制約さ
れて居ると考えてはならないので，むしろ電流流動の結果たる，作用中心の特有
なる，時として

なお

尚未知の整序から起るものとして考えなければならない。
さ

扨て吾々は更に有限の距離に於て互に作用する多くの点よりなる体系の観察に
移ろうと思うが，吾々は

こ こ

此処に現われる力を二つづつの定点の間に作用する力に
分解し，それによって總ての作用を中心力に帰着させようと思う。かような分解
が
そもそ

抑も可能である事，殊に二点間に作用する力は，その大きさ及び方向に於いて
他の点から出る作用により全然影響されないと言う事は，決して自明ではないか
ら，再び作用重合の原理を利用しなければならない。これは既に

しばしば

屡々エネルギー
恒有の原理に価値をおくために利用せられるものである。―――これに依って，何
故に作用及び反作用相等の命題が，摩擦や，非弾性的衝突等の様に，直接には中
心力の形で現われない様な力に対しても通用するかが明かになる。かような力は
常に中心力の或る数より成ると考えられる。後者は箇々に上の命題を満足するか
ら，合成力も亦

そ

然うでなければならない。
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い か

如何なる外部作用も受けず，従ってそのエネルギーが一定であるような，自由
に運動する点の体系を考えると，一点 xyzに作用する總ての力の合成力の坐標分
は次の形であらわされる。

X = −∂U

∂x
, Y = −∂U

∂y
, Z = −∂U

∂z
,

Uは作用せる力のポテンシャルである，それは各二点のポテンシャルを単に加え
合す事に依って作られる。箇々の点に対しては再び次の命題が成立する，点のエ
ネルギー即ち点の活力の変化は之に作用する力の仕事に等しい。之によって成立
つ總ての方程式を加え，總ての活力の總和を Lとすれば，

dL =
∑

(Xdx+ Y dy + Zdz) = −dU

又は L+ U = konst.

が結果する。故に体系のエネルギーは常に二つの部分のみより成る，即ち顕勢的
又は運動的エネルギーとポテンシャル・エネルギーとである。前者は活力の總和
により後者は中心力のポテンシャルにより形作られる。考察された力に

なお

尚外部か
らの作用が加われば，最後の方程式は次の様に変ずる。或る時間の後に起るエネ
ルギーの変化，即ち外部から体系に移されたエネルギーは，同じ時間に外部から
体系の總ての点になされる仕事の總和に等しい。この命題に依ってエネルギーの
方程式を，全然任意に体系より取り出した点の集群に適用する事が可能となる。
これ迄仮定した自由なる点の体系に対して，運動方程式を立てる事は

ただ

唯一つの
自由なる点に対すると同様に簡単である。点の運動が何か固定條件に依って制限
されるならば，事柄が少し異って来る，何となれば此の場合には促動力に

なお

尚，大
きさと方向とが直接に点の位置に依って与えられない或る強制力が加わるからで
ある。

しか

然し此の場合には，總ての強制力に特有の性質を利用すれば目的を達する
事が出来る。即ち吾々が自然に於て

い か

如何なる固定的な，時間に関しない條件を観
察しようとも（固定面及び線，固体，完全に曲り得る，

か

且つ伸びない糸及び膜,圧
縮されない液体）すべてに対して，

こ れ ら

之等から起る強制力は常に 0に等しいと言う
命題が通用する。その理由は，

こ れ ら

之等の條件の維持はエネルギーの消費及び発生と
関係がないと云うことに基づく。何となればその連絡の

はた

活らきを支持するために
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は外部の仕事作業も必要でなく，又連絡を作る物体も任意の運動に於て内面的変
化を少しも受けないから，條件に相当する強制力の作用からは，その總和に於て
い か

如何なる仕事も，
い か

如何なる活力も生じないからである。
そ

然うでなければ之は無か
ら生じた事となるであろう。言う迄もなく二つの事情の中一つが取り去られれば，
直に連絡的であると言う吾々の論証も消失する。故に例えば

も

若し固定條件が時間
に関し，従って例えば点が一定の方法に依って動くところの一つの面上に止まる
事を餘儀なくされて居るならば，その際には常に條件維持のために一般に外部の
力の仕事が必要になる。この場合には面の強制力は点に 0とは異る仕事を，

しか

然も
面の運動を保持するに丁度必要なるだけの仕事をなすであろう。他方に又吾々は
例えば点が摩擦面上に運動する時に固定條件を形作る物体の内面的変化を記さな
ければならない。

こ こ

此処でも面から出る力は仕事をするけれども，
しか

然しそのために
面はもとの

まま

儘に止まらないで，熱せられ，電気づけられる等の変化が生ずる。特
別の取扱を要するその様な場合には今の所手を触れないで，吾々は一般的に次の
命題を立てる事が出来る。總ての強制力の仕事の總和は 0に等しい。

もちろん

勿論ここに
強制力は，例えば伸長し得る糸の張力の様に，箇々の点に於て恐らく仕事をする
事が出来る。即ち強制力は總和を変えないで，エネルギーを一点から他の点へ移
す事が出来る。
此の命題から，任意の固定條件に従い，その外

い か

如何なる外力をも受けない点の
体系に対しては直接に再びエネルギー恒存の上の方程式が結果する，

L+ U = konst.

但し之は固定條件には全然無関係である。
体系が促動力の作用に依り静止の状態から運動の状態にうつされると，dL > 0

であるから常に dU < 0である。即ち其時に運動はポテンシャル・エネルギー，例
えば重き物体に於ける重心の高さの減少する方向に起る。之から直ちに体系の平
衡條件が結果する。何となれば明かに，固定條件に依って一般に点が受ける事の
出来る總ての変位 δx, δy, δzに対して δU ≧ 0であるならば，運動を始めるに必要
なる條件が満されないために，

い か

如何なる運動も起らないからである。固定條件が，
條件と矛盾しない変位の各々に対して同時にその反対の変位（糸が伸びはしない



130

が，縮まることは不可能でないと云うような場合はここには属さない）が許され
る様な性質のものであるならば，上の條件は，總ての許容的変位に対して δU = 0

又は
∑

(Xδx + Y δy + Zδz) = 0なることによって満足される。故に平衡は U が

極大又は極小である所の体系の
い か

如何なる状態に於ても存在する。第一の場合は絶
対に不安定の第二の場合は絶対に安定の平衝に相当して居る事は明瞭であり，

しか

然
も既に唯一つの点に対して（120頁）吾々の説明した処である。
最後に吾々はダランベールの行える処に

なら

傚い次の様にして
おのおの

各々の任意の運動状
態を平衡状態に帰することが出来る。即ち

おのおの

各々の点に於ける促動力X,Y, Zの坐
標分へそれぞれ−m

d2x

dt2
, −m

d2y

dt2
, −m

d2z

dt2
なる量を加える。そうすれば仮設変位

の上の命題から次の結果が得られる。∑{(
X −m

d2x

dt2

)
δx+

(
Y −m

d2y

dt2

)
δY +

(
Z −m

d2z

dt2

)
δz

}
= 0

これから知られた方法に依り，特にラグランジュ及びハミルトンによって発展せ
られた方法に依り，

おのおの

各々の箇々の点に対する運動方程式を種々の形に於て導き出
すことが出来る。この研究は本来数学的興味をもつものであるから，吾々は

こ こ

此処
では立ち入って話す必要はないけれども，

しか

然し次の問題に移る前に原理的に重要
性のある注意を附加しようと思う。
点の体系のエネルギーは二つの種類よりなるものとして現われる，その中の一
つ即ち促動力のポテンシャル U は位置のみに関し，他の一つ即ち活力の總和 L

は点の速度のみに関して居る。吾々の用いた形式では，二つのエネルギー種の値
はその原始的の式（86頁）に依り与えられ，それ故に

こ れ ら

之等はたとえ固定條件が如
何様に仮定されようとも，常にその妥当性と意義とを有して居る。

しか

然し
しばしば

屡々，与
えられた條件を利用して，点の直交坐標の代りに他の変数殊に互に無関係なるも
のを用いると体系の状態を決定するのに大いに利益がある。それは坐標の場合
には一般にそうゆかないものである。例えば n箇の点，従って 3n箇の坐標とm

箇の固定條件があるならば，体系の運動はより便宜的に (3n −m)箇互に無関係
の変数に帰せられ，しかも

それ

夫は多くはまさに最も直接的に自然観祭に適するとこ
ろの独立の変数である。この転換の結果エネルギー種の式はその原始的形式を失
い，一部は他の性質を得る。独立変数を例えば p1, p2, · · · · · · と名づけ，總ての p
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の値に依って總ての xyzの値が決定されると仮定すれば，直交坐標は總て pに依
り，

しか

然し速度は p及び dp

dt
に依り同時に表わされる。そうすれば置換によりU 及

Lの値も新らしい変数で表わされる。
しか

然しポテンシャル・エネルギーは常に変数
の函数そのものとして現われるのに反して，運動的エネルギーはその性質をかえ
る。このエネルギーは変数の時間に対する微分係数，二次等質函数として残るけ
れども，一般にはもはや純粋の二乗ばかりでなく，二つ宛のかような微分係数の
積をも含み，その上この函数の係数は

も は

最早や常数ではなく，
かえ

却って変数 pに関係
する。故に此の形式に於ては運動的エネルギーは体系の点の位置と無関係でなく
なる。―――これは力学的原理の熱及び電気への応用に対して基本的意義を有する
ところの事情であって，例えばマクスウエルに依って一般力学の方程式から導き
出されたガルヴァーニ電流の体系の運動的エネルギーの式に於て示される。この
式は即ち導体の速度及び電流の強さの正二次等質函数であるが，その係数は導体
の位置に関している。
これ迄力学的エネルギーに関してなされた説明は，物質的体系状態が関係する
変数の数が有限的である場合にのみ直接的応用を見出す，

しか

然しその数が無限とな
るときには，例えば多くの応用に於て見る様に，観察された点が連続的に拡がる
物体に属する如き場合には，補足を必要とする。そこでは上に得られた結果を適
当なる極限転移に依って直接にこの場合に移す事が出来たであろう。

しか

然し
こ こ

此処に
現われる問題を特別に取扱う方が，はるかに簡単であり，

か

且つエネルギー原理の
応用にとってはるかに興味がある。故に吾々は今の場合

ま

先ず連続的と仮定した物
体を研究しようと思う。それがたとえ固体的，液体的又は気体状の

しゅうごう

聚合状態に
あろうとも同じである。
吾々は

ま

先ず物体の要素を観察し，之に対してエネルギーの原理が示す方程式を
立てる。要素の一定の状態変化に相当するエネルギーの変化は，何等かの方法で
状態変化を起すために要素の外部に加えられなければならない力学的仕事又は之
と同値の作用の額に等しい。（113頁）此の方程式を，微小時間 dtの間に於ける
物体の任意の運動中に要素が受ける変化に対して応用するために，吾々は

ま

先ず間
題となって居る状態変化を引き起すに適して居る外部の作用を観察する。この作
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用は，その影響が簡単に重ね合される所の種々の種類に分解される。吾々は
ま

先ず
外部より要素の重さに従って全質量に作用するところの力の仕事を考察せねばな
らない。吾々はその大きさを質量に比例し，

か

且つ最初より知られたものとして仮
定しようと思う。δτ を体積 µを要素の密度とすれば，この力の仕事に対して次の
形の式が得られる。

(Xdx+ Y dy + Zdz) · µ · dτ (1)

ここにXY Zは単位質量に作用する力の坐標分であり，dx, dy, dzは坐標が現在
t, x, y, zであるような質点が時間要素 dtの間に受ける変位の坐標分である。

こ こ

此処
では区別を

よ

能くするために微分量の記号を用いた。吾々は次に於てもこれを
しばしば

屡々
用い，微分に対して dなる記号を用いる。そして或る一定の質点を特質づける時
間 t及び三つの量を独立変数として仮定し，之に反して記号 ∂は，独立変数として
の時間 t及び三つの空間坐標（

こ こ

此処では x, y, z）に関して取られる微分に関係す
るものとする。従って例えば微分係数 dµ

dt
は，密度が或る一定の運動する質点に

於て受ける時間的変化に相当し，微分係数 ∂µ

∂t
は，密度が空間に於ける或る一定

の場所でうける時間的変化に相当する。二つの量は次の方程式によって連絡する。

dµ

dt
=

∂µ

∂t
+

∂µ

∂x

dx

dt
+

∂µ

∂y

dy

dt
+

∂µ

∂z

dz

dt
.

要素の質量に遠方より作用する力の仕事は
しか

併し一般には，要素の状態変化を起す
ためには十分ではない。例えばそれは決して要素の廻転を起す事は出来ない。こ
れに反して吾々は，今問題となって居る変化を，少くとも力学的状態に関して
は，總ての方向から要素の表面へ作用する或る力を持ち来したと考える事に依っ
て，常に起す事が出来る。それ等の力に依って常に起す事が出来る。それ等の力
に依ってなされた仕事の量は容易に計算せられる。時刻 tに於ける，要素の体積
を坐標軸と平行で長さ δx, δy, δzなる稜を有する直角平行六面体として考えると，
平行六面体の六側面に於ける箇々の仕事を加え合せると，要素の周囲に於てこの
圧力の作用に依りなされた仕事の總額が得られる。其際一側面に於てなされた仕
事はこの面の大きさに比例するから，例えば点 x, y, zを廻り Y Z−面に平行なる
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側面に対しての仕事の値は

(Xxdx+ Yxdy + Zxdz) · dydz

である。Xx, Yx, Zxは，内面的法線が指標 xを以て記された方向に依り表わされ
る平面の単位面へ外部より作用する力の坐標分を示す。この意味では，例えば気
体に於て圧力Xxは常に正であり,これに反してX軸の方向に張られた針金では
負である。
しか

然し点 x + ∂x, y, zを通って対立するところの側面では，上の仕事に対して記
号を反対にし，大きさが y及び zを一定に保って単に xの代りに x+ ∂xを入れる
だけの相異を有する仕事が同じ時間内になされる。その結果吾々は観察された一
対の面に於ける全体の仕事の額として次の様に記す事が出来る。

− ∂

∂x
(Xxdx+ Yxdy + Zxdz) · ∂x∂y∂z.

これに
なお

尚側面の他の二対の上に働く仕事が次の様になる。

− ∂

∂y
(Xydx+ Yydy + Zydz) · ∂τ

− ∂

∂z
(Xzdx+ Yzdy + Zzdx) · ∂τ

(2)

この三つの式の總和を (1)式に加えたものが，時間 dtの間に要素の外部に加えら
れ，従ってエネルギーの増大に算入せられる力学的仕事の全体を表わす。
しか

然し経験は次の事を教える。一般的にはこの力学的仕事は要素の周囲に起る唯
一の作用をあらわすものではなくむしろこれには他の作用，即ち今計算された仕
事を消費して始めて生ずるものではないような，従って例えば圧縮熱の様に既に
その中に含まれて居るものではなく，

かえ

却って同時にこの仕事と並んで周囲に現わ
れるような他の作用が附加する。熱伝導及び輻射等の温度差に依りて起された現
象や，（但しこれは力学的作用と無関係に並立するから吾々は

こ こ

此処では全然問題
としなくともいい）摩擦及び衝突のように速度差によって制約せられる現象（こ
れに依ってエネルギーは外部の力学的仕事の形式に於てのみならず，分子仕事及
び熱の形式に直接に移る）等は之に属して居る。
しか

然し吾々がこれ等の現象を豫め注視圏外に置くならば，即ち考究を完全の弾性
体に限るならば，上に得た力学的仕事の式を，要素の外部に於て時間 dtの間に
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起った作用の消費の全体として
み な

見做す事が出来る。これはエネルギーの同時的の
変化を測るものであって，吾々は今その計算に移ってゆこう。要素のエネルギー
全体は二つの部分よりなる。即ち外部的，運動的エネルギー及び内部的，ポテン
シャル・エネルギーである。両者は

µ · ∂τ
2

{(
dx

dt

)2

+

(
dy

dt

)2

+

(
dz

dt

)2
}

,

なる値をもつが後者は最小部分の位置のみならず要素の温度に依っても制約され
て居る所の要素の内容的状態のみに関係して居る。

しか

然し温度は全く熱伝導のない，
完全の弾性体に於ては要素の力学的変化（変形）のみに関係して居る。何となれ
ば一般にこれに依って，外部の作用をも含めて，總ての状態変化が規定されて居
るからである。故に吾々は要素の内部的エネルギーを，要素の瞬間的変形を規定
する所の量の函数と考える事が出来る。そしてその大きさは，一般に知られて居
る様に，有限的変化に於ても無限的に小さな変化に於ても常に六種だけある。何
となれば一つの要素の

おのおの

各 の変化は線型的変化として
み な

見做1) されるし，従って 12

係数に依って与えられるからである。之等の中で 6の係数は要素の平行移動と廻
転とに相当するから，残りの 6の係数で規定される変形（三つの互に垂直の方向
への伸張）には何の影響もない。其際変位の計算は，全く任意に選ばれた零状態
を，即ち固体に於ては最も便宜的に自然的状態を，気体に於ては一様の圧力の任
意の状態を基準としてなされる。この外に内部的エネルギーを質量に比例すると
仮定すれば，エネルギーはU ·µ · ∂τの形の式を取る。

もちろん

勿論Uは
こ こ

此処では単位質量
の内部的エネルギーの原始的（86頁）式ではなく，単に取扱っている場合のみに
適用するものであるが，

しか

然しこれは
もちろん

勿論一定の温度に於て起こる過程に関するも
のでなく，熱学に於て断熱的として記されて居る現象に関するものである。吾々
は
なお

尚，
こ こ

此処で既に無限に小さな運動と有限の運動との間の区別をする必要がない
から，函数 U の形式の詳細な決定を今少しく後に譲る。
時間 dtの間に於ける要素のエネルギーの増加は之によって

d

[
µ∂τ

2

{(
dx

dt

)2

+

(
dy

dt

)2

+

(
dz

dt

)2
}]

+ d[µ∂τ · U ]

1) G. Kirchhoff: Mechanik, 1877, p. 107.
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であり，又時間的変化 d(µ · ∂τ)は 0に等しいから，

µ · ∂τ
(
d2x

dt2
dx+

d2y

dt2
dy +

d2z

dt2
dz

)
+ µ∂τ · dU.

である。
こ れ ら

之等の量を (1)及び (2)式の和に等しいと置くと，完全な弾性体の要素
に対するエネルギー恒存の原理の方程式が得られる。
原理其者からはこれ以上の結果は出て来ない。それにもかかわらず吾々は，作
用重合の原理を利用して，

こ こ

此処に引用した方程式を，或る簡単な自明的の仮定
に従って分解する事に依り，運動の決定に必要なだけの数の方程式を作る事が
出来る。

ま

先ず (2)式の形に於て次の事が明瞭である。要素の外部に於てなされた
仕事の値は二つの異なる事情，即ち (1)圧力坐標分Xx, Yx, · · · · · · (2)速度坐標分
dx

dt
,
dy

dt
,
dz

dt
の空間的変化性の種類に依って制約されて居る。両種の量が全空間に

於て一定ならば仕事全体は消滅する。吾々は唯，
こ れ ら

之等二つの事情が
いず

何れも特別な
る方法に依りエネルギーの変化を起すと仮定しよう。即ち空間に於ける圧力の変
化性は単に運動的エネルギーの値のみに，速度の変化性は単にポテンシャル・エ
ネルギーの値のみに影響を及ぼすものとする。従って活力の変化は空間に於ける
圧力が不平等に分布されて居る時のみに起り，変形は速度が場所によって変る時
のみに現われる。―――この帰結の正しい事は明白である。それと同様に，遠方か
ら要素の全質量へ作用する力に依ってなされた仕事は唯運動的エネルギーのみに
役立つ事も説明を要しない。
故にエネルギーの方程式を二つの異なるエネルギー種に関する部分に分つと，運
動的エネルギーに対しては，因数 ∂τ を除いた上で，

µ

(
d2x

dt2
dx+

d2y

dt2
dy +

d2z

dt2
dz

)
= (Xdx+ Y dy + Zdz) · µ (3)

−
(
∂Xx

∂x
dx+

∂Yx
∂x

dy +
∂Zx

∂x
dz

)
−
(
∂Xy

∂y
dx+

∂Yy
∂y

dy +
∂Zy

∂y
dz

)
−
(
∂Xz

∂z
dx+

∂Yz
∂dz

dy +
∂Zz

∂z
dz

)
を得る。更にこれを二つの坐標軸に従い分解し，両側に於ける dx, dy, dzの係数
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を互に等しいと置くと，有名なポアッソンの方程式が出る。

µ
d2x

dt2
=µX − ∂Xx

∂x
−

∂Xy

∂y
− ∂Xz

∂z
,

µ
d2y

dt2
=µY − ∂Yx

∂x
−

∂Yy
∂y

− ∂Yz
∂z

,

µ
d2z

dt2
=µZ − ∂Zx

∂x
−

∂Zy

∂y
− ∂Zz

∂z
.


(4)

他方で内部的エネルギーに対しては方程式

µ · dU = −
(
Xx ·

∂dx

∂x
+ Yx ·

∂dy

∂x
+ Zx ·

∂dz

∂x

)
−
(
Xy ·

∂dx

∂y
+ Yy ·

∂dy

∂y
+ Zy ·

∂dz

∂y

)
−
(
Xz ·

∂dx

∂z
+ Yz ·

∂dy

∂z
+ Zz ·

∂dz

∂z

)


(4a)

が成り立つ。単位質量の内部的エネルギーUは，上の叙述に従えば，要素の変形
を決定する六つの量の函数である。特に U は要素が全体として受けた廻転とは
無関係である。

さ

扨て一般に知られて居る様に，
∂dz

∂y
− ∂dy

∂z
,
∂dx

∂z
− ∂dz

∂x
,
∂dy

∂x
− ∂dx

∂y
,

なる式は，要素が時間 dtの間に受ける無限に小さい廻転の坐標分の二倍をあら
わす。それ故に dUは

こ れ ら

之等の差にではなく。それに相当する總和のみに関係する。
それから直ちに次の結果が出る。

Zy= Yz, Xz = Zx, Yx = Xy, 及び

−µ · dU= Xx
∂dx

∂x
+ Yy ·

∂dy

∂y
+ Zz ·

∂dz

∂z
,

+Zy ·
(
∂dz

∂y
+

∂dy

∂z

)
+Xz ·

(
∂dx

∂z
+

∂dz

∂x

)
+Yx ·

(
∂dy

∂x
+

∂dx

∂y

)
.


(5)

エネルギーの増加は常に使用された外部の仕事に等しいから，
もちろん

勿論この考察は
無限的に小さい要素に対すると同様に，物体の任意の有限的部分にも通用する。
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質量要素に通用するエネルギーの方程式を直接に有限的質量について積分する事
に依り同じ結果に達する事が出来る。全物体が外部から力を受けなければ，エネ
ルギー全体は一定である。次いで静止の状態から運動の状態に移ると，従って運
動的エネルギーが増加すると，ポテンシャル・エネルギーは減少する。ここから
（120頁）と同様に，函数 U の極小に安定的平衡状態が相当すると言う命題が生
れる。
Uの一般の有限なる式は単に完全気体及び圧縮不可能の液体に対してのみ知ら
れている。故に吾々は

ま

先ず考察を固体，液体及び気体に起り得るような非常に小
さい速度に制限しよう。元来この制限は固体に於ては普通弾性限界の固執の必要
なることによって与えられるものである。
吾々は都合上変数の新しい記号を採用する。質点が，変位を計算しようとする
状態に於て有する坐標を x, y, zと名づけ，この小さな変位そのものを u, v, wと
する。そうすれば時間 tに於て位置 x+u, y+ v, z+wを占めるような或一定の質
点が x, y, zに依って定義される。吾々はこれ迄の方程式に於てすべて x, y, zの
代りに x+ u, y + v, z +wを置き換えて考えなければならない。u, v, wが変数の
有限の間隔内でそれ程多数の極大及び極小を有しないならば，微分係数も亦時と
場所とに関する

こ れ ら

之等の量の微分係数も亦非常に小さく，
か

且つ物体が有限の大いさ
をもつならば，x, y, zの微分係数に対して省略することが出来る。従って (5)か
ら微分の順序を交換して

−µ · dU= Xx · d
∂u

∂x
+ Yy · d

∂v

∂y
+ Zz · d

∂w

∂z

+Zy · d
(
∂w

∂y
+

∂v

∂z

)
+Xz · d

(
∂u

∂z
+

∂w

∂x

)
+Yx · d

(
∂v

∂x
+

∂u

∂y

)
.

を得る。簡単のために
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∂u

∂x
= xx

∂v

∂y
= yy,

∂w

∂z
= zz,

∂w

∂y
+

∂v

∂z
= zy = Yz,

∂v

∂z
+

∂w

∂x
= xz = zx,

∂v

∂z
+

∂u

∂y
= yz = zy.

と置く。
こ れ ら

之等の六つの量は，互に関係なく，要素の変形を決定する。従って又U

の値をも定める。そうすれば方程式の両側を比較する事に依り，

Xx = −µ
∂U

∂xx
, Yy = µ

∂U

∂yy
, Zz = −µ

∂U

∂zz
,

Zy = −µ
∂U

∂zy
, Xz = −µ

∂U

∂xz
, Yz = −µ

∂U

∂yx
,

が出る。
なお

尚Uの式を問題とすると，之は，関係する変数が非常に小さいから，そ
の乗

べき

冪に従って展開される。二乗の項で止めると，圧坐標分は変数の一次函数と
なる。U が等質的形式に於て現われるか，否かは零状態 (xx = 0 = xy = · · · · · · )

の選定の
い か

如何による。
ま

先ずUは任意の附加常数を含むが，吾々はこれを 0に等し
いと置こう。そうすれば零状態に対してU = 0となる。更に零状態は平衡状態を
あらわすと仮定すれば，之に於ては一様の密度µ0に於て到る処一様の，

おのおの

各々の面
要素に垂直に作用する圧 p0（例えば気圧）が支配して居るから，此状態に対して

Xx = Yy = Zz = p0, Zy = Xz = Yx = 0

である。そうすれば U の一次的の部分は− p0
µ0

(Xx + Yy + Zz)なる式に帰着する。
固体又は滴状となる液体に対しては p0は亦 0に等しいと仮定しても差支えない。
最後に U の二次の部分は一般に 21の一定の係数を含んで居る，

しか

然しその数は
物体の構造に於て対称性の存在するときには減少し，等方的固体では

よ

能く知られ
て居るように二つに，これに反して液体又は気体では一つに減じてしまう。Uが
知られて居るならば，これから直接に圧坐標分の値が出て，その結果全物体に於
ける運動方程式が与えられる。圧坐標分の式に於てUの微分係数の前に立ち，弾
性学の普通の叙述では通常缺けて居る所の因数 µは，

こ こ

此処で考察された小さな運
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動では一定で−µ0に等しいとして取扱っても差支えないが，これに反して有限の
運動（方程式 (5)）に於てはその変化性に注意しなければならぬ。
これ等の方程式は，弾性媒質に於て，週期的振動，前進的又は定常的波動の運
動法則を導き出そうとする時には特別に重要性を帯びて来る。

おのおの

各 のかような振
動のエネルギーは二つの部分，即ち運動的及びポテンシャル・エネルギーから成
り，その總和は何等の外部作用も加わらない限り一定である。二つの異なる波が
適当なる干渉に依って互に弱まり，

か

且つ消えてしまうことさえあると言う事情は，
エネルギー恒存の原理に対して何等の矛盾をも含まない。等しい振動週期，同じ
で ん ぱ

伝播方向，等しい振幅の二つの平面波が半波長の行程差をもって異なる場合を考
えて見ると，

たしか

確に合成波は消失するけれども，
しか

然しこの干渉現象は決して独自
的過程を現わすのではなく，遙かに包括的の自然過程の一面に過ぎない事に注意
しなければならぬ。二つの異なる発生体（音源）から出る波動は，決して到る処
で同じ相を以て出会うわけにはゆかないので，或る場所で弱くなるならば常に他
の場所で強くなる。平面波の思考は

そもそ

抑も単なる抽象に過ぎない。例えば仮定さ
れた二つの平面波が無限の距離にある中心から来る二つの球面波の一部であるな
らば，行程差は有限の範囲内では常に一定である事も出来るが，

しか

然しそれに対し
て，相当する無限に遠方の場所では事柄が違って来るであろう。そして吾々の方
程式が示す様に全体としては少しのエネルギーも失われないのである，
音波のエネルギーを測るためには，吾々の特別なる感覚器官の働きでは十分で
ない。これ等の器官は高々吾々をして，等しい振動週期を有する波のエネルギー
の同等又は逐次の相違を多少とも精密に判断せしめるに過ぎない。波のエネル
ギーの絶対的測定は，精密の測定法が用いられる様にこのエネルギーが他の仕事
形式に変えられるか，又はそれから起させられることによってのみ可能となる。
なかんずく

就中吸収に依る熱の変化はこれに属する。
さ

扨て吾々は有限の運動（液体及び気体媒質における）の考察へ即ち (4)及び (5)

の方程式へ戻り，そこに於けると同様の記号を再び用いよう。液体及び気体の性
質は，

Xy = Yz = Zx = 0,

Xx = Yy = Zz = p,
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である。その際 pは或る一定の，媒質の性質に関する µの函数である。
故に (4)より

µ
d2x

dt2
= µX − ∂ρ

∂x
,

µ
d2y

dt2
= µY − ∂ρ

∂y
,

µ
d2z

dt2
= µZ − ∂ρ

∂z
.

が一般の流体力学の運動方程式となる。これを用いる場合に，微分記号 ∂（オイ
ラーの形式）又は記号 d（ラグランジュの形式）の

いず

何れを使っても差支えない。
更に (5)から単位質量の内部的エネルギー U を決定するために

−µdU = p ·
(
∂dx

∂x
+

∂dy

∂y
+

∂dz

∂z

)
.

を得る。
さ

扨て簡単な力学的考察が示すように，

dµ+ µ ·
(
∂dx

∂x
+

∂dy

∂y
+

∂dz

∂z

)
= 0.

である。依って

dU =
p

µ2
· dµ,

U =

∫
p

µ2
dµ = − p

µ
+

∫
dp

µ
,

又は，

P =

∫
dp

µ
と置けば

U = P − p

µ
. (6)

である。P 及びUに於て附加常数は任意である。pが µの函数として知られて居
るならば，之から単位質量の内部的エネルギーが計算せられる。
例えば完全気体に対しては

p = C · µk （熱伝導は除外する）。
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である。ここにCは常数，kは二つの比熱の比を示す。之から

P =
Ck

k − 1
· µk−1, U =

C

k − 1
· µk−1.

が結果する。内部的エネルギーの此値は温度から導き出されたものと同様である。
（87頁参照）。
圧縮不可能の液体ではµ = konstである，（即ち 128頁の意味に於ける固定條件）。
それ故 P =

p

µ
及び U = 0となる。実際に圧縮不可能の液体では内部的状態は一

定であって，従ってそれの変化に依って仕事はなされない。
液体の有限の質量部分への応用に於ても全然同様に次の命題を得る事が出来る。
何等かの状態に於て液体の外部的及び内部的エネルギーの全体は，この状態を起
すために，一定の時刻から周囲になされた仕事の總額は等しい。この仕事は第一
には，遠方から質量に作用する力から，次には表面に作用する圧力から由来する。
定常的運動に於ては，一定の空間点 xyzに於ける状態は時間に関係しない。故
に ∂tに関して取られた總ての微分係数は消失する。この場合には箇々の要素に関
するエネルギーの方程式は時間 dtに対する一般的積分を可能とする，之によって

1

2

{(
dx

dt

)2

+

(
dy

dt

)2

+

(
dz

dt

)2
}

+ U = konst.− V − p

µ

が出る。即ち単位質量の總ての内部的及び外部的エネルギーは質量力 V（これは
存在するものと仮定される）及び密度に依って除せられた圧のポテンシャル函数
の減少に等しい。(6)を用いると方程式は幾分簡単となる。

1

2

{(
dx

dt

)2

+

(
dy

dt

)2

+

(
dz

dt

)2
}

+ P + V = konst.

こ こ

此処で吾々は完全弾性体の運動の考察を止めようとするにあたって，133頁以
下で立てられた簡単な仮定から脱することによって始めて説明され，そして今の
所吾々の提唱した方法では少しく取扱に困難なる，より複雑した現象の話で少く
とも一つだけを，即ち圧縮不可能の液体の運動に於ける擦外現象を取り出そうと
思う。液体に於ける内部的摩擦は，固体の摩擦及び非弾性的衝突の現象と同一の
観点から観察する事が出来る。二つの現象とも，接触せる質量の相対的運動にの
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み関係し，その働きは常に速度を等しくするようにむけられて居る所の力の現れ
に依り制約されて居る。その際常に規則的運動の活力が消失して，之が分子運動
（熱）又は分子仕事に変る。この思考は吾々の原理を用いて既に上に提唱された
方法で摩擦する液体の運動方程式を導き出すために十分である。
吾々は

ま

先ず再び，時間 dtの間に液体要素の外部に於て，同じ時間に起る要素の
状態変化を起すために，なされなければならない仕事，又は実際になされる仕事
の式を計算しよう。そこへは再び，遠方から要素の質量に作用する力（重力）の
仕事が関する。この力の式は (1)の下に与えられて居る。

(Xdx+ Y dy + Zdz) · µ∂τ. (7)

この外に未だ残って居る事は，摩擦をあらわす独特の力と結びついて，液体の圧
に依って，要素の表面を通って周囲に伝えられる作用の考察である。この作用は
一般に，固体の摩擦及び衝突の類推に従うと，二様の性質のものである。第一に
はこの作用に依り，限界部分へ或力が，速度を変化せしむる方向に現れるのであ
り（規則的作用），第二には之に依り周囲に内部的エネルギーの変化が起る（分
子作用）。後者は一般に或る変形と結びついて居り，吾々の場合には，液体が圧
縮不可能として仮定されて居るから，単に温度変化として示される。故に吾々は
外部作用に対して第一に一般的公式 (2)と全く同一の形式を有する力学的仕事の
量を次のように置かねばならない。

− ∂

∂x
(Xxdx+ Yxdy + Zxdz) · ∂τ

− ∂

∂y
(Xydx+ Yydy + Zydz) · ∂τ

− ∂

∂z
(Xzdx+ Yzdy + Zzdz) · ∂τ

(8)

外部作用の第二の部分，即ち要素の外部に於て表面に働く摩擦力の仕事に依り起
される熱の発生に関しては，その額はともかくも，要素の側面に比例する。

しか

然し
これは，容易に認める事が出来る様に，境界層に発生した熱は要素の内部全体に
生じたものに対して

いず

何れにしても微小であるから，考察に入るその外の作用と比
較して無限に小さなものである。固体の摩擦が伴う現象に対する根本的相違はこ
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の点にある。何となれば固体に於ては分子仕事は，単に唯一つの摩擦面に生ずる
からであり，従って摩擦に依って転化される規則的仕事と同じ程度の値を有して
居るからである。
之によって吾々は外部作用に対しては弾性体の運動に於けると全く同じ形式の
式を発見したのであろう。

しか

然し要素のエネルギーは之と異る，エネルギーは
ま

先ず
活力から成り，それの時間要素 dtに於ける増加は(

d2x

dt2
dx+

d2y

dt2
dy +

d2z

dt2
dz

)
· µ∂τ (9)

に依り与えられる。
か

且つその外に，液体は圧縮不可能であるから，内部的摩擦
に依り発生した熱がエネルギーに加わる時間 dtの間に現われる暖まりは一般に
は要素の速度状態に関係して居るが，

しか

然し速度坐標分 dx

dt
,
dy

dt
,
dz

dt
（簡単にして，

u, v, w）そのものには関係しないで，―――何となれば一様の速度では全然摩擦は
起らないからである―――

かえ

却って場所の変化，即ち量 u, v, wの坐標 x, y, zに関す
る九つの微分係数と関係する。

しか

然し
∂w

∂y
− ∂v

∂z
,
∂u

∂z
− ∂w

∂x
,
∂v

∂x
− ∂u

∂y
,

なる量は単に全体としての要素の廻転を表わし，決して変形を表わさないから，
熱も亦単に六つの量

∂u

∂x
,
∂v

∂y
,
∂w

∂z

∂w

∂y
+

∂v

∂z
,
∂u

∂z
+

∂w

∂x
,
∂v

∂x
+

∂u

∂y
.

のみに関係する。それらが十分に小さければ，熱の式を変数の乗
べき

冪に展関するに
関して吾々は第二次の処で止めてもよい。絶対項は 0に等しい。何となれば変数
= 0ならは，摩擦も従って熱も消失するからである。その上後者は本来正である
から，一次の項も亦無くなる。その外，式の形即ち係数の大きさは坐標系の選定
には無関係でなければならない。この條件は等方的弾性固体（138頁）の要素の
内部的エネルギーの決定に於けると全く同様に，二つの係数のみに関する式に導
く。最後に

なお

尚之に圧縮不可能の條件
∂u

∂x
+

∂v

∂y
+

∂w

∂z
= 0.
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を附加するならば，時間 dtの間に摩擦に依って起された液体要素の増熱量は力
学的に測られると，次の値に帰する。

2k·

{(
∂u

∂x

)2

+

(
∂v

∂y

)2

+

(
∂w

∂x

)2

+
1

2

(
∂w

∂y
+

∂v

∂z

)2

+
1

2

(
∂u

∂z
+

∂w

∂x

)2

+
1

2

(
∂v

∂x
+

∂u

∂y

)2
}

· dt · ∂τ. (10)

これは設けられた條件を満足する唯一の式であって，単に唯一つの不確定の係数
k，即ち液体の摩擦係数を含むに過ぎない。この係数は正である。
吾々は (9)及び (10)式の總和，即ち要素のエネルギーの増加を，(7)及び (8)式
の總和即ち使用された外部作用の額に等しいと置けば，ここからエネルギー恒存
の原理の方程式を得る。更にこの方程式を，外部的エネルギー（活力）に関する
方程式及び内部的エネルギー（熱）に関する今一つの方程式に分解すると，再び
ま

先ず一般的運動方程式 (4)を得，その外に (4a)に相当する方程式を得る。

2k ·

{(
∂u

∂x

)2

+

(
∂v

∂y

)2

+

(
∂w

∂z

)2

+
1

2

(
∂w

∂y
+

∂v

∂z

)2

+
1

2

(
∂u

∂z
+

∂w

∂x

)2

+
1

2

(
∂v

∂x
+

∂u

∂y

)2
}

= −
(
Xx

∂u

∂x
+ Yx

∂v

∂x
+ Zx

∂w

∂x

)
,

−
(
Xy

∂u

∂y
+ Yy

∂v

∂y
+ Zy

∂w

∂y

)
,

−
(
Xz

∂u

∂z
+ Yz

∂v

∂z
+ Zz

∂w

∂z

)
.

摩擦のない液体では次の様になるであろう。

k = 0, Xx = Yy = Zz = p,Xy = Yz = · · · = 0.

実際に方程式は圧縮不可能の條件のために之によって満足される。
しか

然し kが 0な
らざる場合には，圧坐標分の値へ

なお

尚数項が加わるが，それは明かに最も簡単に方
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程式から次の様に決定される。

Xx = p− 2k
∂u

∂x
, Yy = p− 2k

∂v

∂y
, Zz = p− 2k

∂w

∂z
,

Yz = Zy = −k

(
∂w

∂y
+

∂v

∂z

)
, Zx = Xz = −k

(
∂u

∂z
+

∂w

∂z

)
,

Xy = Yx = −k

(
∂v

∂x
+

∂u

∂y

)
.

これに依って
よ

能く知られて居る方法 1)で，摩擦ある圧縮不可能の液体の中に作用
する圧力の値が与えられる。これで全体運動が決定される。
吾々は力学的エネルギーに関する説明に於て，力学の原理が，ニュートンの公
理をも含めて，完全にエネルギー恒存の原理から導き出され得る事を示そうと試
みた。

しか

然しそれは決して厳密なる演繹法に依ってではなく，―――何となれば力学
は物理学の他の部分と同様に純粋なる演繹的方法では組立てられないからであ
る―――

かえ

却って或る帰納的結論の再三の利用に依ってである。この帰納的結論は
しか

併
しすべて本質的には同一の思考に基づいている。吾々は即ち一つの点又は質量要
素に対して，そのエネルギーの変化を外部作用の当量によって測るところの方程
式を立てた上で，この方程式を二つ又はそれ以上の方程式に分解し，それに依っ
てエネルギー全体は，互に無関係に変化し自己の特質に相当する外部作用によっ
て測られる箇々のエネルギー種の總和に分解されると云う命題をその

たびごと

度毎に主張
した。例えば点の運動的エネルギーは空間の三次元に相当する三つの箇々の種類
に分たれる。

こ れ ら

之等は決して直接に互に変る事は出来ないで，
おのおの

各々は他と独立にそ
れに丁度相当する外部の仕事によってのみ変化する。要素のエネルギーを外部的
（規則的エネルギー）と内部的（分子エネルギー）とに分解する場合もこれと同
様である。

しか

併しエネルギーの分類がいつも
い か

如何にして出来るかは，
おのおの

各 の特別な
る場合に経験によって数えられなければならない。吾々が既に繰返して強調した
様に，この重合の原理は物理学全体に於て，最も重大なる役目を演じて居る。こ
れ無しには總ての現象は互に混交し，箇々のものの相関性は

も は

最早や立てられない
であろう。何となれば

おのおの

各々の作用が他の作用を妨げるならば，
もちろん

勿論因果的関係を
知る可能性が無くなってしまうからである。故に吾々は決してこの原理から離れ
1) G. Kirchhoff, Mechanik, 1877, p. 370.
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ないで，これを言葉で云いあらわし，
も

若しくは暗黙的に利用しよう。この原理は，
惰性法則の中にも亦力の平行四辺形及び作用と反作用との法則の中にも同様に含
まれて居る。

こ こ

此処で用いた方法の真の利益は，一方では，導き出された命題間の関係及びそ
れのエネルギー恒存原理への関係の種類が明らかにせられることであり，それに
依り，その中のどれだけが原理そのものの必然的の結果として，又どれだけが，特
別なる，それとは無関係の経験に依って立てられたものとして考うべきかが明確
にせられるし，又他方では最も重大なる価値は，この方法で物理学の總ての部分
が完全に平等に

か

且つ単一的に取扱われると云う事にある。エネルギーはその尺度
と意義とを

いず

何れの自然現象の中にも見出す所の概念であり，そして重合の原理は
同様に總ての自然現象を支配する。故に確かに，今迄に未だ知られて居ない動因
が発見された場合に作用重合の原理は新しい力の法則をエネルギー原理から演繹
するために使用する事は出来ないけれども，

しか

然し恐らく吾々を助けて，問題の解
答が経験に依り，現象界の法則を発見するための唯一の手段を与えしめるに至る
であろう。

II．熱のエネルギー及び化学的エネルギー

エネルギー原理の発見は熱学の成立に対して最も直接的なる
か

且つ力強い影響を
及ぼした。そのために現今でも

なお

尚
しばしば

屡々物理学のこの部分を原理の応用の独特の場
所として見る傾向があるが，それには説明した歴史的事実以外に少しも特別の理
由を存しないのである，実際に熱理論が近時に遂げたそれの発展と効果とは，た
とえその改革の第一動機がエネルキー原理から出発したとしても，主としてこの
発見に負うて居ると云うわけにはゆかないので，それと同じ程度に，又は恐らく
それ以上にクラウジウスが熱理論の第二主則として導き入れたところの之と全く
独立なるカルノーの原理の応用に負うて居るのであり，この外に

なお

尚，同様にエネ
ルギー原理とは全然関係のないジュール，クレーニッヒ及びクラウジウスに依り
基礎づけられた熱の力学的解釈に負うて居る。従来甚だよく認容されたこの仮定
に依って熱理論は力学の一部分とせられ，熱のエネルギーを吾々が丁度今論じた
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力学的エネルギーに導く。それ故に
こ こ

此処では，エネルギー原理の結果を，熱の力
学的解釈，即ち物体の分子構造に関する一時的仮説並びにカルノーの原理とは全
然独立に最も手近にある経験的事実のみに依り発展せしめる事が吾々の問題な
のである。とにかくこの制限された仮定のもとに応用さるべき領域は

なお

尚十分に拡
がっている。
吾々は次に再び，物質的体系のエネルギーの増加は，それに相当する体系の外
になされた，相当する仕事又はその当量に等しいと云う命題を用いよう。外部作
用は力学的変化並びに熱学的変化に於て成り立つことができる。後の場合に対
してはかような変化の力学的当量を

ま

先ず第一に特別の考察に依って確立しなけれ
ばならない。103頁以下に従えば，或る変化の仕事価値は，この変化を起すか又
は之に依って起される力学的仕事の額に等しく，それが

い か

如何なる方法で起ったと
しても同様である。

さ

扨て吾々は熱を附帯変化（体積変化は亦之に属する）なしに
仕事に変ずる事は出来ないが，その反対に仕事を完全に熱に変ずる事は出来，そ
して実験の示す処によれば，熱は常に仕事の消費に依って起され

か

且つその量が発
生された熱の量に対する比は一定であって，物質，温度等には関係しない。

おのおの

各
の熱量（精確に言えば

おのおの

各 の暖まり）は即ち一定の仕事の量と等価である。この
事実は経験によってのみ確定する事が出来，そしてこの特別の経験を基礎として
始めてエネルギー恒存の原理を熱学的過程に応用する事が可能となる。熱と仕事
との等価は決してエネルギーの原理から演繹されるものではない。後者は

むし

寧ろ全
く異なった解釈を与えらるべきものであって，例えばカルノーが考えたように力
学的仕事は熱量に等しくなく，

かえ

却って熱量及び温度の乗積に等しくなるであろう。
（11頁以下参照）。熱量と之に等価である仕事との比が示す数は，

よ

能く知られて居
る様に（41頁）ジュールに依り，メートル法に於て，

か

且つ水銀寒暖計の摂氏の度
と関係せしめて 423.55キログラム・メートルとして確定された。それから絶対的
C.G.S単位系で力学的熱当量を得るためには，

ま

先ずこの数に 1.007を乗じて気体
寒暖計に換算し，次に 100を乗じてセンチメートルに換算し，最後に重力の加速
度 981を乗じなければならない。

しか

然る時には 4.19 · 107なる数となる。これは今日
でも

なお

尚絶対的 C.G.S.単位系に於ける力学的熱当量の最も許容し得べき値として
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み な

見做して差支えないものである。多くの，種々の方法で行われたこの常数の測定
に
つい

就ては第 1章 63頁以下で述べたものの外に
なお

尚ローランド (Rowland)，グリフィ
ス (Griffiths).カレンダー (Callendar)及びバーンス 1)(Barnes)のそれらをここに挙
げておこう。
熱量単位として仕事 1に等値であるような熱を定めるならば，力学的熱当量は

1に等しくなり，式はそれに応じて簡単となる。吾々は以下に於てこの単位系を
用いるであろう。

さ

扨て吾々は考察せられた物質的体系の一定の状態変化に相当する外部作用の仕
事価値を測る事が出来た後に，吾々はこれに依って制約された体系のエネルギー
の変化を計算する事が出来る。

しか

然し
こ こ

此処では再び上に弾性力の研究の際と同様に
重合の原理を基礎としてエネルギー方程式を二つの箇々の方程式に分解し，これ
に依って問題を簡単にする事が可能である。即ち一旦は物質的体系のエネルギー
を二つの部分，即ち規則的エネルギー（質量運動の活力，重力のポテンシャル等）
及び分子エネルギー（熱，化学的エネルギー）に分ち，他方で外部作用を常に二
つの部分に分つことができる。その中の一つは規則的エネルギーへ影響をもつよ
うな總ての作用を包含し，他のものは分子エネルギーを変ずる作用を含むもので
ある。

さ

扨て二つのエネルギー種の変化を別々にそれに関係せる外部作用に等しい
とおくと，二つの方程式が得られる。その中の一つだけが

こ こ

此処では特別の興味が
あるのであって，他一つは力学に即ち前章に属して居るからである。この分類は
普通に難易の差はあってもとにかく実行されると言う事は，規律的エネルギーが
最初から知られて居る故に明らかである。吾々は単に全過程を規律的連動に関す
るものと分子運動に関する部分とに分解して考えればよい。かようにして圧，衝
突，摩擦の如き力学的外部作用は一般に規律的並びに分子的変化を

ひ

惹き起すに反
して，伝導又は輻射に依り外部から導かれた熱は直後に単に分子的エネルギーの
みに作用する 2)

故に研究を単に有限的又は無限的に小なる物体系の，規律的エネルギーが全然

1) Landolt-Börnsteinの Physikalisch-chemischen Tabellen, 3. Aufl. Berlin, J. Springer, 1905, p.

810.に於ける Sheelの集報参照。
2) 〔註 1908。100頁に示した規律及び分子エネルギー分離可能性の限界を参照せよ。〕
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考察に入らない様な状態に限る事に依って，問題を簡単にしようと思う。次に分
子エネルギーを U とし，更に任意の有限的又は無限的に小なる状態変化の間に
周囲に於て消失したる，伝導又は輻射に依り体系に伝えられた熱をQとし，最後
に其際周囲になされた力学的仕事をAとすれば，費された外部作用の仕事価直は
Q+ Aであり，従って，

U ′ − U = Q+ A (1)

となる。ここにU とU ′とは考察されたる過程の最初及び最後の状態に於ける体
系のエネルギーの値を表わす。転移の種類は

いず

何れでもよい。更に詳細に熱の力学
的性質に立ち入ると，Uを顕勢的エネルギー（自由熱）及びポテンシャル・エネ
ルギー（内部的仕事，化学的熱）に分つことが出来る。

しか

併し二つのエネルギー種
は特別の外部作用に連結されて居ないから，吾々は以下にはこの分類を少しも使
用しないであろう。
状態変化の性質に従い，上述の方程式から，体系の熱学的又は化学的過程に関
する種々の命題が導き出される。

ま

先ず吾々は状態が唯一つの変数に依って規定さ
れて居る様な一物体を仮定するならば，Uはともかくこの一つの変数の函数とし
て考えられる。一般には独立変数の選定は任意であるであろう。故に U は種々
の形で現われる事が出来るが，絶て全く同じ値を表わす。例えば一定体積に於て
外部からの熱供給に依り無限に僅か熱せられるところの液体，又は気体があると
すれば，Q = cv · dT, A = 0である。ここに cvは一定の体積に於ける熱容量を，T

は空気寒暖計に依って測られた絶対温度を示す。（温度の正確なる定義は
しか

併し単
にカルノーの原理を借りてのみ可能である。けれどもこの定義は経験的に可なり
広い範囲に於て空気の膨脹に依って得られたものと一致する。）
方程式 (1)より

dU = cv · dT

が結果する。仮定された條件を保持して，有限的過程を行うと，T を唯一の独立
変数と

み な

見做し，次の結果を得られる。U =

∫
cv · dT，ここに cvは

もちろん

勿論
ただ

唯T のみ

に関する。吾々は同様に，T 及び vに依って決定された他の量例えば圧 pを独立
変数として導き入れ，U 並びに T をこれに依って表わす事が出来る。何となれ
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ば vは一定であるから，pの値が全体の状態を決定する故である。―――さて体積
及び温度の間の一定の関係 f(v, T ) = 0（例えば断熱的状態変化に於けるが如き）
が存在するように，（但し fは二つの変数の何等かの函数を示す），状態変化の際
Volumenが変化するところの一般の場合を仮定すれば，状態は再び T 又は v又は
pの中の

ただ

唯一つの変数にのみ関係する。
もちろん

勿論
こ れ ら

之等三つの量の中の一つは常に他の
二つに依って決定される。その結果エネルギーU は任意に T，v又は pの函数と
して表わされ，そして導き入れられた條件に限る以上，この三つの異なる形式の
中の何れをエネルギーの原始的公式として考え，考察の基礎に置こうとも，全く
同じである。
しか

然し吾々は二つの互に独立の変数に依って経過を規定されるところの過程に
移って行くと，U の叙述に於ける任意さは一度だけ無くなる。物体が温度を dT

だけ，そして同時にそれとは関係なく体積を dvだけ変化せしめるならば，これ
に依って圧 dpの変化が共に規定されるが，

いず

何れにしてもエネルギーは一定の額
dU だけ変る。これに依って亦，相当する外部作用の力学的当量，即ち費された
仕事及び伝導せられた熱の總和が与えられる。

しか

然もこの際一般には，この二つの
量の一つ，例えば外部の仕事は

なお

尚任意であるが他のものはそれに依って決定され
る。

しか

然し吾々は，外部の仕事が圧 pの過剰に於て成り立つと仮定しよう。そうす
れば仕事は，

A = −p · dv,

となる。故に (1)に従って
dU = Q− p · dv.

供給された熱Qは，例えば物体が最初一定の体積に於て熱の供給に依って圧 pよ
り圧 p+ dpに，次の一定の圧 (p+ dp)に於て体積 vより体積 v+ dvに持来された
と仮定すると，一定体積の熱容量 cv及び一定圧に於ける熱容量 cpに依って表わ
される。便宜のために v及び pを独立変数として用いると，簡単なる計算に依り
外部より導き入れられた全体の熱に対して，

Q = cv ·
∂T

∂p
· dp+ cp ·

∂T

∂v
· dv.
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を得る。従ってエネルギーの変化は，

dU = cv ·
∂T

∂p
dp+

(
cp ·

∂T

∂v
− p

)
· dv. (2)

となる。之から直ぐに次の結果が出る。

∂

∂v

(
cv
∂T

∂p

)
=

∂

∂p

(
cp
∂T

∂v
− p

)
.

完全なる気体に於ける如く，cvと cpとが特に一定ならば，

(cp − cv) ·
∂2T

∂p · ∂v
= 1.

となる。そうすれば実際に
T =

p · v
cp − cv

.

である。更に (2)から

U =
cv

cp − cv
· pv 又は = cv · T.

が出る。エネルギーの
こ れ ら

之等の二つの形は
いず

何れも，マリオット及びゲー・リュサッ
クの（ボイル及びシャールの）結合法則の示す関係を受入れる限り，同様に正当
である。故に気体の内部的エネルギーを全然任意に張力と考えてもよいし，そう
すれば之に依って気体の膨脹傾向は相反発する静止点の体系と同様の性質を得
るのであり，又は活力として考え，圧力が自由に遊飛せる分子の衝突に依って与
えられるとしてもよい。

しか

然しゲー・リュサック，マリオットの法則を最初より通
用する恒等式と考えないで，力学的熱理論に於て常に起る様に，定常的になった
状態の特別の性質として解し，気体要素の分子の速度が大きさと方向とに関し
て，一定の方法で平均したときに始めて圧 pが定義せられるものとすれば，エネ
ルギーの原始的の，唯一妥当なる形式は

も は

最早や圧には関係しない。そして必然的
に，cv · T なる式に戻らねばならないのであり，温度を適当に力学的に定義する
と，この式を

い か

如何なる事情の下にも保持する事が出来る。状態が二つの変数に関
係せる任意の物体のエネルギー U に対しても全然同様の事が成り立つ。

いわゆる

所謂状
態方程式に依って常に圧，体積，温度間の関係が与えられるから，Uは常に

こ れ ら

之等
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の三つの量の中の任意の二つに依って言い表わされ，意味づけられる。
しか

然し力学
的見解の下では，独立変数 v及び T に関する形式が原始的のものとして現われる
であろう。何となれば圧は特別の事情の下に

こ れ ら

之等の二つの量から導き出された概
念を表わすからである。
任意の方法に依って変形され，弾性的平衡状態にある等質的，等方的物体の内
部的状態は，七つの変数即ち六つの歪みの量（134頁）と温度とに関係して居る。
之によって物体の内部的エネルギーも亦

こ れ ら

之等七つの変数の函数として表わされる。
そして唯特別の條件のもとに於てのみ（例えば 134頁に仮定された様に，熱供給
を妨げて変形が起る如き）変数の数を減少することが出来る。

こ こ

此処でも亦方程式
(1)に従ってエネルギー恒存の原理が応用される。外部の仕事Aは一般には弾性
学の公式を用いて容易に計算する事が出来る。之に反して外部から供給された熱
Qは，一定圧及び一定容積に於ける熱容量に関する知識が之を計算するのに十分
でないから，物体の性質に従属せる知られた，常数に依って直接に云い表わす事
は出来ない。一体に研究さるべき物体の性質が複雑になればなる程，エネルギー
の値はそれだけ多くの変数に関係し，又一般に物体のエネルギーに対して立てる
事の出来る原始的公式は益々随意さを失う。
なお

尚物体の分子エネルギーのうちで，これ迄論じた種類とは反対に表面エネルギー
と名づけられる 1)所のものは今迄未だ顧みられなかったが，之については特別
の考察を要する。経験の示す所によれば，一般に物体のエネルギーは，それの内
部的状態のみならず，その外

なお

尚物体の表面の形にも関係し，従ってこれ迄考察し
たエネルギーの式に

なお

尚表面の性質及び境する物体の性質に関係する一つの頂が附
加されなければならない。本来

しか

併しこのエネルギー種は，その本質に於てはこれ
迄取扱った種類と決して異っては居ない。何となれば，二つの物体の接触に

つい

就て
は，決して物体の内部的状態が總ての場所で表面の直ぐ近くまでも同じものであ
り，そして突然隣接せる媒質への飛躍が起ると考うべきではなく，

むし

寧ろ常に薄い
けれども，

しか

然し有限の厚さを持った物体的境界層があって，そこでは両方の媒質
の性質に同時に関係する力が働いて居ると考えなければならない。そしてこの境

1) J. Cl. Maxwell: Theory of heat. 独訳　 F. Neesen, Braunschw. 1878, p. 318参照。
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界層の内部的エネルギーこそ丁度普通に表面エネルギーとして導き入れられると
ころのものに外ならない。この見解に依って同時に，

そもそ

抑も表面エネルギーの量
を，たとえそれが物体自身の状態のみならず，亦その周囲の状態にも属している
とは云え物体のエネルギーへ加算すべきか否かと云う疑問が解決される。境界層
を考察された体系に加算すると表面エネルギーは体系のエネルギーの式の中に加
入されるが，

しか

然らざる場合にはそれは取り除かれて，總ての表面変化は外部作用
として考えられねばならない。
表面が容易に変化する物体，即ち液体に於ては，表面エネルギーは最も重大な
る役目を演じて居る。エネルギーは

もちろん

勿論，箇々の表面要素について測れば，この
要素の大きさに比例するであろう。故に表面の有限的部分のエネルギーは，

も

若し
この部分の絶ての点に於て境界層の状態が同一であるならば，表面部分の大きさ
に，二つの互に境する媒質の性質，温度等に関する一つの常数を乗じたものに等
しい。この命題から容易に毛管平衡の條件が出る。表面に作用する力の働きに依
り運動が起るならば，表面エネルギーは規律的運動の活力に変り，

しか

而も其際活力
は 0なる値から必然的に増加するから表面エネルギーは，常に減少しなければな
らない。故に静止の状態に於て表面エネルギーが極小であるならば，それは

も は

最早
や減少する事は出来ないから，

い か

如何なる運動も起る事は出来ない。即ちこの場合
には安定の平衡が支配する。同様の方法で表面力の外に重力が作用する場合の問
題も解決される。
吾々が更に関与せる物体の物理学的変化から起る過程の外に，化学作用からの
過程の考察に進んでゆこう。それは狭義に於ける化学的結合，即ち一定の重さ
の比に従う反応でも，又は

いわゆる

所謂化学的混合でもよいのであって，それには亦吸収，
溶解等の現象が

かぞ

計えられるわけである。かような場合にはいつでも方程式 (1)に
従ってエネルギー原理が応用される。変化した全体系のエネルギーの，過程に
依って

じゃっき

惹起されたる増加は，外部より供給された熱及び外部からなされた仕事の
總和に等しい。多数の場合には後者の値は，その外

こ こ

此処で計算に入るエネルギー
の量に比較して非常に小であって，全容積を一定にして作用が起る場合にはこ
の値は全く消えてしまう。

しか

然し又一定圧（大気圧）の下に起る他の反応に於ても
しばしば

屡々省略されてもよいのであって，殊に普通に容積が非常に僅かしか変化しない
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で，従って其際なされた外部の仕事が計算に入らないような固体又は液体に於て
は
もちろん

勿論そうである。燃焼又は爆発現象に於ける如く気体の膨脹が問題となる場合
でさえも，外部の仕事の値は

しばしば

屡々，その外に変化するエネルギーの量の小さな分
数を形作るに過ぎないのであって，これ程著しい容積変化の際にさえもこの仕事
を無視する事が出来る。これを省いてしまうと方程式は次の様に簡約される，

U ′ − U = Q

従って外部より供給された熱だけがエネルギーの増加に等しくなり，その大きさ
はそれ故単に体系の始原及び終局状態のみに関し，転移の方法とは関しない。こ
れに依って昔から知られた命題（16頁），即ち化学的反応の一系列に依って発生さ
れた熱は，箇々の反応の起る順序には無関係であると云うことが示される。

もちろん

勿論
この命題は，吾々が

こ こ

此処で行う様に，外部の仕事を全く無視するか，又は一定圧
のもとに於ける反応の如く，外部の仕事が，状態変化の順列に関しない値を持つ
と云うことを特に注意するならば，その時にのみ通用するものである。
熱Qは直接に観察する事が出来るから，エネルギー変化の測定は立てられた方
程式に依って可能となる。体系が反応の終った後に再び最初の温度と最初の圧
とを取る場合は最も重要である。この際にはQは甚だ

しばしば

屡々負である（外熱反応，
exothermische Reaktion），即ち体系は熱を外部に放出し，そしてこの意味でQの
量は反応熱，熱階調，熱価値，形成熱等と名づけられる。―――この概念は

よ

能く知
られて居る様に化学的親和力の概念とは区別さるべきものである。
なお

尚，或る状態に於て，化学的に組成せられた物体のエネルギーの値Uを形作る
際に

なお

尚特別の事情が注意されなければならない。この値は常に同一の零状態（79

頁）に関係せしめななければらないのであって，この零状態は最初は任意に選ぶ
事は出来るが，

しか

然しその後は化学的に異なる他の状態へ移るに際しても保持され
なければならないものである。任意の状態に相当するエネルギーは常に，零状態
への転移に際して現われる外部作用の仕事価値に依って定義されるから，零状態
の選択は之への転移が出来るだけ容易になされる様に顧慮するのが最もよい。故
に物体の物理学的変化を取り扱う限りは，零状態として同じ物体の何等か都合の
いい状態を選んでもよいのであり，その時には零状態への転移は単に純然たる物
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理学的過程である。
しか

然し化学的変化が考察に入ると，その転移は一般に化学的作
用と結びつかなければならない。例えば，或る量の水の完全な又は部分的の分解
を問題とするならば，エネルギーの値を見出だすために，零状態として，完全に
互に分離した酸素及び水素の 0◦C及び 1気圧に於ける相当量を取るのが最も便
利である。そうすれば体系の

おのおの

各 の状態に於て分解が任意に行われた際にエネル
ギーは容易に定義される。何となれば，分離された酸素及び水素の

いず

何れかの量に
対して，エネルギーは 0◦C，1気圧の物理学的転移に依って与えられるが，これ
に反して或る量の水に対しては，二つの元素への化学的分解が加わるからである。
（これの代りに逆の過程，即ち水の形成をエネルギーの定義に用いる事の出来る
のは上に 78頁に一般的に説明した。）
物体の化学的合成に於ける変化を問題とする限り，物体の物理学的エネルギー
へ
なお

尚一つの附加常数が加わるべきことは之から明らかである。即ち化学的エネル
ギーであって，それは成分から物体を形成する時の熱の値に常に等しく

か

且つ反
対である。そうすれば零状態への転移の際に（物体の分解）化学的エネルギーは
正又は負の熱として現われる。これは又溶液，混合物等の場合にも妥当する。例
えば或る塩溶液のエネルギーは，塩の負の溶解熱に等しいと置かるべきである。
溶液の百分比内容に於ける変化の研究だけに限る時にはこの値で十分であるが，
しか

然し考察を，塩又は溶媒自身が分解を受けるところの過程にまで拡げると，エネ
ルギーの式へ更に，その物質がそれの成分に分解する際に自由にされる熱に等し
いような今一つの項が加えられねばならない。
エネルギー原理を化学的過程に応用する際には，他の場合と同様に，反応に

あず

与
かる總ての物体を一体系（基礎体系，94頁）として考える事は，

もちろん

勿論それ程必要
ではなく，むしろ全然任意に一定の有限の又は無限に小さな物質的集合を取出し，
そのエネルギーの変化を研究する事が出来る。これはいつも，その状態変化の際
に費される外部作用の力学的当量に等しい。その外化学的エネルギーを実用的に
決定する際には，吾々が前章の 78頁以下で説明した命題を用いるのがよい。

III．電気のエネルギー及び磁気のエネルギー
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自然に於て働く種々の力の作用法則に関してエネルギー恒存の原理から，引き
出される所の總ての結論の中で，電気及び磁気に関するものは最も著しい興味を
ひ

惹き起すに足りる。何となれば物理学の他の
い か

如何なる部分に於てもこの原理の効
果はそれ程純粋なる直接的適用を示さないからである。

ま

先ず力学に関して言えば，
力学は一般的エネルギー原理の発見以前に，既にかなり高い程度の発達を遂げて
いたから，運動現象の学への原理の応用に対して残されて居たものは，単に既に
他の方法で十分確実に立てられた法則との一致を後から証明し，一つの知られた
命題を他の知られた命題に依って検証する事に過ぎなかった。熱学に於ては事
情はもはや少し異なって居た。

こ こ

此処では新しく発見された原理は，熱の過程の性
質について形作ろうと求めた思想の発展に強く影響した。

しか

然し研究のこの領域に
於ても亦長らく唯一の承認された，保証された指導者として止まらなかった。熱
の力学的見解が高い効果を示してから以後は，通常，熱の過程の考察の際に

むし

寧ろ
之を純粋に力学的の過程として考えることに傾き，之とは無関係の一般的エネル
ギー原理に帰しようとはしなかった。何となれば後者への顧慮はそれだけで進ん
で明瞭なる見解を目的とするに必要なる思想の特定を得せしめないのに反し，

かえ

却
って力学的思考が丁度之を価値多く成すことが明白であるからである。
電気及び磁気の領域では吾々は

しか

併し今述べたのと全く異なった関係に出遇う。
今迄は

こ こ

此処に現われる現象の多様性を単一的見解のもとに包括すること，即ち他
方面から知られた習慣に依って信ぜられている現象例えば力学的性質の現象と
の完全なる類推に帰することに成功しなかった。これが成功するか否かは恐らく
疑わしい。

しか

然し
いず

何れにしろ電気の法則を発見しようとする問題を取り入れる際に，
唯一のものとしてエネルギー恒存の原理に頼る外には，最初から許容せらるべき
い か

如何なる手段をも有して居ないのを見る。原理の意義は
こ こ

此処に最も明瞭に現われ
る。即ち總ての第二義的思考から離れて，それは研究の唯一の確実なる出発点を
形作り実験と観察との結果の合理的利用に対して，本質的な豫備條件である所の
指導的思考径路を与える。
けれども

こ こ

此処では直ぐに次の注意が附加されなければならない。表現法を便宜
に

か

且つ理解し易くするために，一定の箇々の過程に於ける原理の応用の際に，電
気の作用方法に関する特殊の思考を想い起さしめるような術語を使用すること
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が
しばしば

屡々避け難い様に思われる。例えば吾々は電気を，
あたか

恰もそれが特別の物質で
あって，運動し

か

且つ力を及ぼす如く話して居る。
しか

然しこれ等の表現は決して電気
作用の性質に

つい

就ての何等の判断をも含まないので，それはむしろ完全に自由に残
されている。其上電気及び磁気が直接に遠方へ作用するか，又は

むし

寧ろ中間媒質の
相当する変化に依って作用が起るのであるかと言うことについて決定的判断に今
日既に十分近づいた疑問を吾々は豫め

なお

尚決断することはできない。
ただ

唯吾々は見解
を幾らか固定するために，吾々の命名に

しばしば

屡々或る思想方法を基礎におくように餘
儀なくされたに過ぎない。
總ての電気及び磁気作用は，それらが重さある物質そのものの運動（導体，帯
磁物体等）を起すか又は物体の内部的の電気又は磁気状態の変化を起すかに随っ
て二つの大なる群に分たれる。吾々は作用のこれ等の二つの種類を普通に云う通
りに，作用物動Ponderomotorische（力学的）及び感応（動電力的，動磁力的）作
用として表わそうと思う。吾々の原理を応用する時には常にこの両者を顧慮しな
ければならない。

さ

扨て吾々は
ま

先ず物体内に静止せる電気量の作用に依り
ひ

惹き起される過程を考察
しよう。各々一定の量の電気を荷った，数箇の質点が絶縁媒質（空気）内に存在
すると仮定する。そうすれば電気の作用は物動的に限られ，点はその影響のもと
に運動を始めるであろう。其際吾々は簡単に，運動の媒質は何等目立つ程の抵抗
をも起さないと仮定しよう。完全のためには吾々は

しか

併し
こ こ

此処でもう一つの他の仮
定を採用しなければならないので，そして之を以下に於ても保持しよう。即ち運
動する物体の相対的速度は，常に

いわゆる

所謂限度的速度（毎秒 300,000キロメートル）に
比較して無視せられる程微小であると云うのである。何となれば，

も

若し
しか

然らざる
場合には静電気学的作用へ，吾々が後に始めて顧慮すべき筈の或る電気力学的作
用が加わるからである。この仮定のもとに吾々は電気ニュートンの万有引力の法
則に従って互いに遠方へ作用し，同名のものは反撥し，異名のものは牽引すると
云う思考によっての全過程を最も都合よく解釈する事が出来る。
体系に何等の外部作用も加わらない時には，そのエネルギーは一定である。そ
れは

しか

併し二つの部分，即ち速度点の活力と作用する力のポテンシャルから成り立
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つ（電位）。このポテンシャル

P =
∑ e · e′

r
,

は，但しここに e及び e′は相当する記号を持って二つの点の荷電を（
おのおの

各 の組合
せは一度宛取られる），rはそれらの距離（常に正）を表わしているが，この場合
に於て静電気学的エネルギー U として

み な

見做される。或る時間に於けるその変化
はこの時間内に電気的物動力に依りなされた仕事に等しく

か

且つ反対の符号をもつ。
P の式から容易に多数の体系の電気的ポテンシャルは体系それ自身のポテンシャ
ルの總和に，各々二つの体系相互間のポテンシャルの總和を加算したものに等し
いことがわかる。
P はエネルギーとして仕事の量のディメンションを有して居るから，上の方程
式に依り同時に電気の静電気学的単位が与えられる。これに依って亦時々学生等
の口から聞くところの疑問，即ち電気の力学的当量，更に詳しく言えば電気ポテ
ンシャルの力学的当量は何であるかと言う疑問が解決される。それは 1に等しい，
但し静電気学的単位に於ても，磁気的単位に於ても同様である。唯々後者に対し
ては上の方程式はもはや通用しない。
点の全集合から或る限定された数だけを取出し，これらを基礎体系として考察
すると，（94頁）運動が始まる際に，この体系のエネルギーは，使用された外部
作用の量だけ変化する。これは

こ こ

此処では明かに，外部にある点より基礎体系の点
になされる物動力の仕事である。
電気の荷持者として個々の点でなく，空間的に拡がった導体が現われる場合に
は，物動作用の外に

なお

尚感応作用が加わるから，事象は少しく変って来る。吾々は，
導体の内部で電気的平衡を形成するのに必要な電気の変位は導体の運動に比較
して無限に大なる速度を以て起ると仮定する事が出来る。そうすれば導体体系の
おのおの

各 の配置は導体内部に於ける電気の一定の配列に相当し，それは電気的ポテン
シャル函数の値

φ =
∑ e

r

が同一導体の總ての点に対して一定であると言う條件に依って与えられる。之に
反して周囲の絶縁体（空気）に於ては到る処で∆φ = 0なる條件が成り立つ。こ
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れに依って並びに導体の与えられた荷電量に依って函数φは決定される。之に対
し導体の表面に於ける電気密度は，nが絶縁体の内部へ引かれた法線を意味する
ならば，− 1

4π
· ∂φ
∂n
の値を有して居る。

導体が，それらの荷電より出発する力の影響を受けて動くと仮定し，或る時間
要素に全体系それ自身の電気ポテンシャル

P =
∑ ee′

r
又は =

1

2
·
∑

e · φ

が受ける変化を観察しよう。この目的のために吾々は，体系の受ける全体の無限
小の変化を二つの部分に分解する。1)導体の中で電気が固定されて，只全体が空
間に於けるそれらの位置を変ずる。2)導体が静止する間に，電気は導体内に於て
変更せられた配置により制約された新しき平衡の位置を取る。

こ れ ら

之等の二つの過程
の各々に依ってP は変化するが，但し第一の変化は前に論じた場合と同様に物動
力の負の仕事に外ならないし，第二の変化は第一に比較して無限小であることが
容易にわかる。何となれば新しき電気の分布の最初のものに対する差別は

も

旧と存
在せる

おのおの

各 の電気の部分 eへ無限小の（正又は負の）部分 δeが加わることにあっ
て，そしてこれに依り

マ マ

刷約された全体の電気ポテンシャルの変化は
マ マ

230頁1) に従
えば，

も

旧と存在せる全体の荷電 eに対する新しく加わった總ての電気 δeのポテン
シャルに等しい。（何となれば新しく加わった電気それ自身のポテンシャルはよ
り高い程度に小であるからである）。故に求められた変化は

∑
(φδe)となり，

か

且
つこの總和は各々箇々の導体に対しては，導体内でφが到る処同じ値を有し，又
その全荷電

∑
eは変化しないから，0に等しい。

従ってポテンシャルの時間的変化 δP は，負の物動的仕事，即ち運動する導体
の活力の減少に依って完全に表わされる。ポテンシャル及び活力の總和はそれ故
に一定である。

しか

然るに他方に於て体系のエネルギー全体は一定不変であるから，
従って運動的エネルギーに

なお

尚静電気的 U が加わる。之はこの場合に正の電気ポ
テンシャル P によって測られる。故に丁度今観察したと同様の運動過程に依っ
て起される作用は単に静電気的及び運動的エネルギーの交互的転換に於て成立す
1)〔編註〕底本は 205頁で終わっているので、230頁は存在しない。また、底本は引用頁数は漢数字で表記され
ているが、ここはアラビア数字で表記されている。原著 “Das Prinzip der Erhantung der Energie”(Zuwite
Auflage, 1908)の原文には、230頁が参照されている。以後、アラビア数字で表記されている頁数は原著
の参照頁数を表わすものとして、イタリックで表示する。
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る。その際導体内に起る感応作用は決して有限の仕事価値を有しないで，従って
何等の電流熱をも供給する事は出来ない。何となれば，一般に

い か

如何に多く導体の
横断面を通って有限時間に有限の電気量が通過するとしても，それに依ってなさ
れた仕事は，電流が有限のポテンシャル傾斜を有して居ないために，無限小であ
るからである。
熱学的作用の起るのは，二つの導体がそれらの荷電を互に平均せしめる事の出
来る程接近した場合のみである。此場合には静電気的エネルギーの値は速かに減
少し，導体運動の活力に変らずに分子エネルギーに変ずる。熱の発生に関しては
（電池放電の場合），これによって直接に放電熱の量が力学的単位に於て与えられ
る。電気から熱への変移は

しか

併し決して刹那的には起らないで，通常多少とも複雑
した電気力学的過程（振動放電）が演ぜられる。

しか

然し. 最後の状態では總てのエ
ネルギー種は再び熱学的及び静電気学的エネルギーに帰着する。
吾々は更に，導体の外に

なお

尚体系中に電媒質の存在する場合に移ろう。簡単のた
めに以下に於ては電媒質並びに導体を剛体的と仮定し，単に後者が或る与えられ
た電気量をもって荷電せられて居ると仮定しよう。物体の二つの種類が全く孤
立せる非分極性媒質の中で自由に運動するとする。吾々は電媒質の構造をファラ
ディーに従って次の様に定義する。即ち絶対的に孤立せる媒質中に，非常に小さ
な導体片の非常に多数が組み入れられ，そのなかで電気力の影響のもとに

あたか

恰も
有限に拡がった導体に於けると同様に電気的分布が感応されるものであるとする。
此の仮定は，数学的の取扱いの上では，ポアッソンによって基礎づけられた電媒
分極の理論に導くものでありそれに従えば電媒質の，或る一点に於ける単位体積
に関する電媒能率は，此点に作用する電気力と方向を等しくし，

か

且つ大きさに於
て比例し，

か

且つこの外に電媒質の性質に関係せる常数に比例するこの能率の坐標
分は次の方程式を満足する，

λ = −k · ∂φ
∂x

, µ = −k · ∂φ
∂y

, ν = −k · ∂φ
∂z

. (1)

正の常数 kが大きな値を取れば取る程，電媒質の性情は導体のそれに近づく，こ
れに反して k = 0に於ては分極作用が全く消失する。
上に基礎づけられた思考に依って電媒分極は全く，完全なる導体が示す現象に
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帰せられるから，吾々は 232 頁でエネルギー原理の応用に対して得た結果をその
儘此場合に適用する事が出来る。従って静電気学的エネルギー U の値は

こ こ

此処で
は全体系それ自身の電気ポテンシャルによって，即ち

P =
1

2

∑
e · φ.

なる式に依って与えられる。
しか

然るに電媒質を組立てて居る小さな導体片の
おのおの

各々の
内部でφは一定の値を有し，又この外にその荷重量は 0に等しいから，電媒質中
に存在する總ての電気量 eに対してこの總和は消えるので，従って有限の荷電を
有する導体にのみ拡げさえすればよい。電媒質の存在が静電気的エネルギーの値
へ及ぼす影響は単にポテンシャル函数φがそれに依って変更されると言う場合に
限る。
電媒質の作用方法の特性は，次の知られた命題に依って，非常に解釈し易くせ
られ又よく計算に取られる様になる。即ち電媒質中にある電気は，その絶ての物
理学的作用に関して，電媒質の表面に拡がり，

か

且つそれの一点に於て密度

−
{
λ cos(nx) + µ cos(ny) + ν cos(nz)

}
= x · ∂φ

∂n
.

を有する簡単なる電気層に依って置き代えられる。ここに nは電媒質の内部に
向って引かれた法線の方向を示す。この層の全質量は 0に等しい。
電媒質内に於ける電気の分布を上述の仮想的表面層によって置き代えるならば，
ポテンシャル函数φ並びにその微分係数は空間の總ての点に於て，即ち電媒質の
内部及び外部に於て同一の値を保持するけれども，体系中に存在する總ての電気
それ自身のポテンシャルの値に関しては

しか
然らざることを注意しなければならない。

何となればこのポテンシャルの一般の式 P =
1

2

∑
e · φは，この總和中に於て仮

想された表面層の電気 eから起る部分に注目すると直ぐに知られる様にここでは
上述のとは異る値を与えるからである。即ち電媒質の表面ではポテンシャル函数
は到る処で一定ではないから，従って相当する總和は一般に 0と異なる値を取る
であろう。之に反して

しか

併し上に観察した場合には電媒質の電気 eに関して之が 0

となったのであった。他方で又吾々はこれに反して導体内に含まれた電気 eに対
して上と全く同一の数を得る。故にポテンシャル P の全体の値は

こ こ

此処ではとに
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かく前に考察した場合とは異って居る。以上の事から，電媒質に於ける電気的分
布が，物理学的にそれと同等の表面層によって置き代えられたと考えると，ポテ
ンシャル P とエネルギーQとの二つの概念を差別する必要の起ることがわかる。
何となれば後者は

もちろん

勿論それの物理学的意味によって二つの場合に同一に止まるか
らである。
此の差別は又，ポテンシャルからエネルギーを導き出すために既に以前になさ
れた考察を用いるならば，直接にあらわれる。ポテンシャルP が導体及び電媒質
の運動の際に或る時間要素内に受ける無限小の変化 ∂P を考察すると，吾々はこ
れを二つの部分に分解して考える事が出来る，1.導体及び電媒質の空間的変位に
よる変化，但しそれらの内部で電気は固定されるとする。2.物体内に於ける電気
の新しき配列による変化，但し物体自身は空間に固定して居るとする。第一の変
化は物動力の負の仕事，即ち活力Lの減少をあらわし之に反し第二は新しく加わ
れる總ての電気 δeの

も

旧と存在せる e（159頁）に対するポテンシャル即ち
∑

(φδe)

に等しい。従って，
δP = −δL+

∑
(φδe),

又は全エネルギー L+ U = konst.であるから，

δP = δU +
∑

(φδe).

を得る，方程式の右側にある第二の項は，電媒質の電気的状態に対して，相当す
る表面荷電が代用されるならば, 電媒質の表面に於て φは一定ではないから，決
して 0に等しくはない。

しか

然しその項は恐らく電気の平衡に対して立てられた條件
の助を借りて，状態の一定の函数の完全微分に変形することが出来る。即ち吾々
は (1)を用いて空間積分に変形した後に時間に関し積分すれば

P = U −
∫

dτ

2k
· (λ2 + µ2 + ν2), (2)

を得る。ここにこの積分は電媒質の總ての体積要素 dτ へ拡げられるべきである。
もちろん

勿論量P 及びUの差は既に上に確めたものと同一である。k = ∞（完全に分極し
得る電媒質）に対してはエネルギーとポテンシャルとは互に移る。k = 0（完全に
分極し得ない電媒質）に対しても同様である。何となればその時には λ, µ, ν = 0

となるからである。
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これと同様の方法で，電媒質が最初から，之に表面に於てなり又は内部になり，
外から一定の電気量が供給されて居る場合も論ぜられる。

こ こ

此処では作用重合の原
理が簡単に目的に達せしめる。更に電媒質が剛体的物体の代りに流動的又は変形
し得る固体に依ってあらわされ，それが導体の間に存する空間を連続的に満たす
事の出来る場合にも，同様の考察に依って効果を得る事が出来る。其際電媒常数
χは一般には電媒物質の変形状態と共に変化 1) する事に注意しなければならない。
吾々はこれ迄の静電気学に関する考察を次の命題に總括する事が出来る。荷電
せる導体及び電媒質が相互作用に依り運動する總ての場合に於ては，電気的分布
に対し上に (234 )立てた方程式の通用する限り，電気的エネルギーは常に規律的
運動の活力にのみ変ぜられ，

しか

然も電気的エネルギーの量Uは体系中に存在せる總
ての電気それ自身のポテンシャルP の値に依って与えられるが，但し，電媒質に
於ける電気の配列の代りに相当する表面層が置き換えられる場合には方程式 (2)

に依って与えられるものに変更されなければならない。此の命題の唯一の例外は，
二つの導体がそれらの荷電の平均が起る程に接近した場合であって，この時には
分子エネルギーが生ずる。
電気的平衡に対して成り立つ條件方程式を用いて電気的エネルギーの式を甚だ
多くの形式に持ち来すことは出来うるが，

しか

併しそれらは単に数学的利用に関して
差別があるに過ぎないのであって，丁度その方程式が存立する限り物理学的の意
味では全く同等のものであることは理解される。故に又，エネルギー原理の応用
に対して，直接的遠隔作用の仮定から出発してエネルギーの式を二つ宛の有限的
距離にある電気的粒子の組合せから結合しようとも，又は純粋なる分子作用の仮
定のもとにエネルギーを電気的強制状態に存在する總ての空間要素について加え
合わす事に依り形作ろうとも，

いず

何れでもよい，即ちエネルギーの数値は双方の場
合に同じである。上述の二つの理論の中何れが正しいかの決断は単に上に電気的
平衡に対して仮定した條件が成立しないような現象の観測によってのみ可能であ
る。吾々は後にこの問題に帰って来るであろう。

さ

扨て吾々は前に説明から除外せねばならなかった場合即ち多くの導体の接触を，

1) H. v. Helmholz: Über die auf das Innere magnetisch oder dielektrisch polarisierter Körper wirkenden
Kräfte. Wied. Ann. 13, p. 385, 1881. Wiss. Abh. 1, p. 798.
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より詳しく考究しよう。
ま

先ず吾々は任意の面に沿うて互に接触する二つの剛体
的金属導体が孤立せる非分極的媒質内にあって，一定量の電気を有すると考える。
媒質内にはこの外に

なお

尚任意の電気的導体を含むとする。経験が示す様に，二つの
導体に於ける電気は，導体の境界面に於てそれらのポテンシャル函数φが単に物
体の分子状態（物質，温度）のみに関係せる飛躍を受ける様に配置される。

しか

然し
このポテンシャル函数は導体の内部に於てはこれ迄のものと一致して一定である。
それから必然的に次の事が言われる。境界面に於ては反対の符号を有し密度を等
しくする。単純なる

か

且つ非常に接近して相対立する二つの電気的層よりなる電気
的二重層が存在して居る。何となればφの微分係数の値（總て 0に等しい）に於
て少しの不連続性もあらわれないからである。正の層の密度と層の距離との乗積
（二重層の能率）を ωとすれば，φは二重層を正の方向，即ち負の層から正の層
への方向に於て横ぎる際に 4π · ω = φ0だけを増加する（電気張力）。これに依っ
て ωを，静電気学的方法で測る一つの手段が与えられる。之に反して ωを作っ
て居る二つの因子の大きさは，単に近似的に測られるだけである。ヘルムホルツ
は，かような二重層の構成が導体物質の重さある分子の電気に対する特殊の引力
の作用に帰せられ得ることを示した。その時には電気張力は，正の単位電気量が
上述の方向に層を横ぎる際にこの力がなす仕事として表される。更にポテンシャ
ル函数φ及びその微分係数が導体の内部，外部の空間及び二つの導体の境界に於
て満たさなければならない所の條件並びに一対の導体及びその他の導体の荷重量
によって与えられる條件を附加するならば，空間に於ける導体系の

おのおの

各々の配置に
対して φは

ただ

唯一つの値を有し，従って電気の唯一つの配列のみが可能となる。
さ

扨て吾々は再び体系の静電気学的エネルギーUの式，即ち總ての電気それ自身
のポテンシャルP =

1

2

∑
e ·φを作り，二つの固く結ばれた導体が電場にある他の

導体と同時に電気
ママ

気力の影響のもとに動く時に，この量が時間要素中に受ける変
化を考究しよう。

こ こ

此処でも亦変化 δP は再び段階的に次の様にして起ると考えら
れる。1.導体内に於て電気が固定されている間に，単に導体の変化によって（負
の物動的仕事，又は活力の減少−δL），2.静止せる導体中で電気的配列の変化に
依って，但し其際には体系の

おのおの

各々の電気的部分 eに正又は負の部分 δeが加わると
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考える事が出来る。そうすれば總てのポテンシャルの相当する変化は
も

旧と存在せ
る eに対する電気 δeのポテンシャル（159頁），即ち

∑
(φδe)に等しい。孤立せる

導体では，そのなかでφは一定であるから，この總和は 0に等しい。これに反し
て固く連結された一対の導体では，容易に解る様に，φ0が導体のポテンシャル差
を，δEが考察せられた時間要素中に正の方向に一方の金属から他の金属に移っ
た總ての正の電気量を示すとすれば，φ0 · δEに等しい，此際吾々は簡単のために
正の電気だけを運動し得るものとして

み な

見做しておく吾々に依って

δU = δP = −δL+ φ0 · δE,

又は
δU + δL− φ0 · δE = 0.

を得る。これから重大なる結果が明白になる。即ち考察された場合に於ては活力
L及び静電気学的エネルギーUの總和は決して一定ではなく，むしろ二つの量は
同時に増加又は減少さえする事が可能である。故にその總和は又体系の全エネル
ギーを表わさない，で

かえ

却ってここでは第三のエネルギー種があらわれ，それの変
化が最初に述べた二つの変化を丁度相償うこととなる。これの大きさは直接に知
られて居る。即ち金属の電気張力と，負の金属から正の金属へ移った正の電気量
との乗積である。

しか

然しこのエネルギー種を
い か

如何なる物理学的形式のもとに考うべ
きかに

つい

就ては，現今未だ何等の決定的判断が下されて居ない。
こ こ

此処では主として二つの見解が考察に入る。これを次に説明しよう。一方の見
解に依れば，電気相互間の交互作用に基づく普通の静電気学的エネルギーの外に，
なお

尚重さある分子から電気に及ぼされる作用に由来する所の潜在的性質の特殊のエ
ネルギーが存在する，―――これを「電気分子的」エネルギーと名づけてもいいで
あろう。この見解に従えば，

おのおの

各々の電気的部分 eへ常に特殊の電気分子的エネル
ギーが附属し，その量は電気量 eと eが瞬間的に存在する導体の分子的性質（物
質，温度）に関し，その電気的状態には関しないところの常数 uとの積に等しい。
この仮定は其目的をそれだけで満す事は明瞭である。何となれば，電気量 δEが
同一導体の分子間に運動する限り，その電気分子的エネルギー u · δEは全く一定
の量として不変に残るが，

しか

然しそれが他の導体に移ると，その量は (u′−u) · δEだ
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け変化するからである。故にエネルギー恒存の原理に依り要求せられる所のエネ
ルギーの変化を得るためには，単に u′ − uなる差が知られた電気張力 φ0に等し
く

か

且つ反対の符号をもつと仮定しなければならない。附加常数は uの値に於て任
意である。依って原理が満足されるためには，考察された全体系に於て活力，静
電気学的エネルギー及び電気分子的エネルギーの總和が時間と無関係の量である
と言う事に依って十分である。
上述の仮説は，二つの導体の電気張力 φ0の値を，導体の性質のみに関する二
つの量 u及び u′の差として示すから，明らかに同時に，それから必然性をもって
ヴォルタの張力法則を結果する利益を有して居る。同じ理由で併しそれは第二種
の導体に対してその役目を失う。
以上の見解と対立してもう一つの採用せられる見解は次の通りである。それに
依れば，今述べた電気分子的エネルギーの如き特殊なるエネルギー種が全然存在
しないとなし，上に確められたエネルギーの缺損量を普通の分子的（熱学的，化
学的）エネルギーの相当する変化に依って補おうとするのである。従って活力，
静電気学的エネルギー及び分子エネルギーの總和が不変であり，上に考究した運
動過程に際しては知られたエネルギー種の証明せられた変化と関聯して−φ0 · δE

なる大きさの分子的（
こ こ

此処では熱学的）エネルギーが現われなければならないの
であった。この要求は更に一般的には次の様に述べられる。正の電気量が電気二
重層を正の方向に横ぎる時には，いつでも分子エネルギーの減少が起り，その大
きさは電気量と二重層に依って制約されたポテンシャル差との乗積に等しい。こ
れに反して一つの導体から他の導体への電気の転移そのものは，即ち電気的起源
の力の仕事動作なしには何等のエネルギーの変化をも含まないであろう。
此命題の実験的研究は実際にこれを裏書すると考えられる現象に導く。第一種
の導体に対してはペルチェ（Peltier)の発見した二つの金属の融合点に於ける熱
作用がそれであって，この現象は

しか

併し単に，無間断電流に於てかなり多くの電気
量が導体の分離面を通じて導かれる時にのみ直後に認められる。実際に発生

も

若し
くは吸収した熱は通過した電気量に大きさ及び符号に於て通過した電気量に比例
して居る。これに反してこれから計算された電気張力の値は一般には，直接の静
電気学的方法で測られたヴォルタの張力が示す数とは決して一致しない。後者は
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一般には遙かに大である。
しか

併し
こ こ

此処では
なお

尚次の様に仮定する事に依って問題の解
決をつける事が出来る。即ち，

いわゆる

所謂ヴォルタの張力に於ては吾々は二つの金属の
実際の接触差を見るのではなく，事実的に証明せられる通り，気体又は蒸気の少
量の存在が表面の性質，従って張力の値を著しく変化させているのである 1) 。
全く確実に進んで行くために，とにかく今の処，二つの仮説を結合して疑問と
せられたエネルギーの量−φ0 · δEを未定の部分に，即ち電気分子的及び普通の
分子エネルギーに分布するのが最も賢明である。そうすればこれ等の部分の一
方が全く消失するか否か，

も

若しくは二つのエネルギー種が上述の量に
い か

如何なる
割合で分たれるかと言う事は将来の経験に残されるわけである。故にこの解釈
に従えば一つの金属から他のものの電気量 δEの転移の際に発生した熱は一般に
−φ0δE − (u′ − u)δEである。
之に依って吾々の考察の出発点として役立つ場合へのエネルギー恒存の原理の
応用は

あきらか

明 に次の如く述べられる。一部分孤立し，一部分相互に任意の数の針金
で結合されて居る所の静電気的に荷電せられた等温度の多数の金属導体が（多数
の導体への拡張は直接に結果する）電場内で運動するならば，単に運動の活力と
静電気学的エネルギーとの間に相互変化が行われるのみならず，この外に

なお

尚導体
の接触場所に於て熱作用が上に立てられた法則に従って起る。（此の場合発生し
た熱を注意深く周囲に導くことによって温度及び接触場所の電気張力を不変のま
まにして残すようにする事が出来る）。このペルチェの熱に比べて，流動電気に
依り導体内部に発生するジュールの熱は

もちろん

勿論無限小として消える。（232 頁参照）。
此際注目すべき事は，活力及び電気の熱への変化は可逆的過程に依って行われる
と言う事であって，これからカルノー・クラウジウスの原理にとっての興味ある
結論が生れるけれども，

しか

然しこれは吾々の現在の考究範囲には属して居ない。
第一種及び第二種の互に接触する導体の体系に於て，例えば多くの直列に結付
けられた導体が第一のものを最後のものと接触せしめる事に依り閉じられた鎖状
を作る場合に一般に起る様に，平衡に対して必然的なる總ての條件を満たす事が
不可能となるならば，電気の流動が結果し，それは或る化学的，熱学的又は力学

1) この点に就ては J. Cl. Maxwell: A treatise on electricity and magnetism. Oxford 1873. 1. § 249.
R. Clausius: Die mechanische Behandlung der Electrizität. Braunschweig 1878, p. 172ff.を参照せよ。
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的変化の出現に依って總ての平衡條件を満足せしめる可能性が生ずるに至る迄継
続する。吾々は

ま

先ず電流が定常的となった場合，即ち電流の強さ，導体の静電気
学的荷電，ポテンシャル函数等の如き体系の電気的状態に関係せる總ての量が一
定の場所で時間に無関係であるような場合だけを考究しようと思う。その時には
又電気的エネルギー種は（静電気学的，電気力学的エネルギー）はともかくも一
定であり，従ってこれに全く触れないでおく事が出来る。其際に連鎖中に任意の
熱学的及び化学的過程が起るとする。

ま

先ず吾々は，ガルヴァーニ連鎖を形作る導体の總体を
ただ

唯一つの体系として考え
て，エネルギーの原理を応用しよう。この体系は何等の外部作用をも受けないか
ら，その全エネルギーは一定であり，その結果上の説明に依り熱学的及び化学的
エネルギーの總和はそれ自身では変化しない。それから次の知られた命題が出る。
定常的ガルヴァーニ電流に発生した熱作用は化学的作用と等値である。
此の命題に依り，電流からその全範囲にわたって起された作用の量的関係を知
ることは出来るが，吾々はそれによって連鎖の箇々の部分に起る変化に

つい

就ては未
だ何も知る事は出来ない，

しか

然し吾々は全導体系ではなく，これの或る一部分を基礎
体系としてこれにエネルギー原理を応用すると，之についても亦知識を得る事が
出来る。

ま

先ず吾々は既に吾々の取扱った場合，即ち二つの導体の接触場所を取っ
て見る。全導体系から一部分を取り出すために，二つの金属導体の接触場所の両
側に各々分離面があると考え，

しか

然もその接触場所に於て，境界層それ自身に於け
る過程だけが本質的に問題となる程に接近していると考える。かように境界づけ
られた，二つの薄い金属片よりなる物質的綜合体は之を基礎体系として観察され
ると通過する電流のために或る作用を外部から受けてそのエネルギーを変化する。
しか

然も例の如く外部作用の力学的仕事価値はエネルギー増加の量を与える。吾々は
その仕事価値を直接に知る事は出来ないけれども，逆の方法で之を計算する事が
出来る。何となれば以前の研究に依って考察された体系のエネルギー変化を与え
る事が出来るからである。基礎体系の電気的エネルギーは仮定に従って変化しな
いし，化学的エネルギーも同様であるが，

しか

然し熱学的エネルギーは 166頁に既に
示した基礎法則に依り，iが電流の強さ，φ0が導体のポテンシャル差をあらわす
ならば，但しφが電流の方向に増す時に正であるとするならば，最後に u及び u′
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が 165頁に定めた常数であって電流は uから u′の方に流れるとするならば，単位
時間に−φ0 · i− (u′ − u) · iだけ変化する。

しか

然るにエネルギーの変化は知られて居
るから，費された外部作用の力学的仕事価値は同様に−φ0 · i− (u′ − u) · iに依り
表わされることがわかる。
さて

扨吾々は他の基礎体系へ移ってゆこう。この基礎体系として電流導体の全体を
選び，その全体の閉周路中から今考究した薄片を取り除いて残りの部分だけを取
る。この新しい体系に於ては分子的（熱学的及び化学的）エネルギーの増加，及
び費された外部作用の仕事価値は，全体の閉周路に於ける分子的エネルギーが変
化しないために，単位時間に+φ0 · i+ (u′ − u) · iに等しい。

もちろん

勿論今は電流は u′か
ら uへ流れる。
依って費された外部作用の仕事の量は

ま

先ず電流の強さに関係し，次にポテンシャ
ル函数φの差及び体系の二つの境界に於ける電気分子的エネルギー uの値の差に
関係して居る事がわかる。故に吾々は次の命題を云う事が出来る「任意の分子的
変化が行われている定常的電流の通ずる導体体系の金属的に境界せられた，その
外は任意に取り出された部分に於ては分子的（熱学的及び化学的）エネルギーは
単位時間中に，電流の強さとポテンシャル函数φの値の差に電流の出入点に於け
る電気分子的エネルギー uを加えたものとの乗積に依り与えられる量だけ増加す
る」流入金属が流出金属と同一であるならば，電気分子的エネルギーに由来する
項は消える。そうすればポテンシャル函数が体系内部で飛躍をするか否かそして
それが

い か

如何なる大きさであるかには関係なく，之が成り立つ。
この命題は任意の電流分岐並びに物体的導体に於ける空間的に変化する電流密
度に対して同様に容易に適用する事の出来るのであって，多くの重要な応用が可
能にされる。例えば吾々は金属導体の内部に及ぼされた作用を考察し断面 q及び
長さ dnを有する無限に細い電流系の無限に小さな断片を取って見る。jが電流密
度をあらわすならば，この導体片を流れる電流の強さは j · qであり，ポテンシャ
ル函数の減少は−∂φ

∂n
dnであり，従って分子的エネルギー（

こ こ

此処では熱の発生は

−j · ∂φ
∂n

· q · dnとなる。
しか

然るにジュールの実験に依って，j2ω · qdnなる熱が現わ
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れるから，（之によって導体の比抵抗wが定義される）二つの式を等しと置いて

jω = −∂φ

∂n

が結果する。これは第一種導体に対するオームの法則である。導体の内部に於て
温度差が存在すると,これに依って亦一般に電気張力が

ひ

惹き起され，従ってポテ
ンシャル傾斜及び内部で発生した熱（トムソン効果）が変化する。
吾々は既に上にペルチェの作用に

つい

就て説明した。故に今度は第二種の導体内の
過程へ眼を向けよう。同一金属の二つの電極間に任意の作用を起す電解質を通し
て定常的電流が流れると，発展せしめた命題に従って電解質の内部及び表面に於
ける分子的エネルギーの増加は，電流の強さと陽極及び陰極のポテンシャル差と
の積に等しく，其際内部に局部的化学反応が起るか否かには関しない。電解質の
總ての分子的エネルギーの変化はかようにしで簡単に与えられるけれども，二つ
の電極間に起る作用を互に分解する事は元来容易ではない。此の目的のためには，
一方では金属的導体，他方では電解質で境されて居る基礎体系を考察しなければ
ならない。そして電解質を通じて体系へ移される外部作用は単に流動電気に依っ
てのみではなく，流動物質に依っても伝えられるから，吾々の命題は第二種導体
に依る電流の出入に対してはその儘適用する事は出来ない。イオンの移動により
体系に特殊の作用が及ぼされる。何となればイオンはともかく分子的エネルギー
を自分と共に運ぶからである。即ち此の場合には，115頁に第二として引用した
基礎命題が応用される。
エネルギーの原理は又電解質の内部に対しては再び簡単に応用される。何とな
れば化学的組成の不変性のために全く電解質の内部にある空間に於てはイオンに
依って一方へ導き入れられるだけのエネルギーが亦他方へ運び去られると仮定す
る事が出来るからである。故に吾々はこの種の外部作用を全然無視し，再び精密
に上と同様に，実験的にも証明せられて居るジュールの熱とオームの法則との関
係を得る。この結果に依って電解質の境界面に於ける作用を内部に於けるものと
分離して計算する事が容易になされる。ポテンシャル函数が φ及び φ′の値を有
する同一金属の二つの電極間に電解質を通じて電流が流れると仮定する。更に一
方の電極から第一に隣する分解されない液体層の内部に至る迄のポテンシャルの
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変化の量 ε及び ε′は，ポテンシャル函数が電流の方向に増すならば，正であると
する。そうすれば単位時間中に電解質の内部及び表面に於ける總ての分子的エネ
ルギーの変化は上述の説明に依り (φ−φ′) · iである。他方で電解質の内部に発生
した分子的エネルギー（ジュールの熱）は丁度第一種の導体に於ける如く電気の
強さとポテンシャル函数の減少との積即ち

i ·
{
(φ+ ε)− (φ′ − ε′)

}
に依って与えられる。故に第一の値から第二の値を減ずることにより電解質の二
つの境界面に発生した分子的エネルギーに対して−i · (ε+ ε′)なる量が残る，これ
は電流の強さと二つの電極に作用せる動電的張力，

もちろん

勿論或る分極を含めたものの
代数的總和との積である。二つの電極に於ける温度が一定であるならば，分子的
作用は結局化学的エネルギーの発生に帰し，それ故に二つの電極面に作用する動
電力 (ε+ ε′)を直接に，単位電流より発生した化学的エネルギー即ち同じ化学的
過程の経過が電気発生なしに普通の方法で起るときに伴うであろう所の熱階調に
等しいと置く事が出来る。

しか

然し一般には亦熱学的作用（直接の又は第二次的の）
も亦電極面に現われ，従ってその結果は

もちろん

勿論変更されなければならない。エネル
ギー恒存の原理だけでは，熱学的及び化学的作用を別々に計算しようとする問題
を解決するには不十分である。
吾々は

こ こ

此処から，二つの金属導体の接触場所に発生した分子的エネルギーが電
流の強さと関係する法則は，二つの電極面に共に発生した分子的エネルギーが電
流の強さによって決定される限り，電解質へ応用する事が出来る。これは電解質
に於けるイオンの移動に依り最初からは確定されない或るエネルギーの量が一つ
の電極から他の電極へ導かれるために起るのである。電極で箇々に演ぜられる過
程に関しては，今日

なお

尚研究が進行中であって，エネルギー原理から一般的規則を
導き出す程度に達していない。とにかく吾々のなした叙述によってこれ等の過程
は最も密接にイオンの移動と関係せしめられる。何となればこれに依ってどれだ
けのエネルギーの量が電極へ導かれるか又はこれから運び去られるかと云う問題
が

こ こ

此処では決定的役目を演じて居るからである。この解決はこれ等の複雑なる過
程の判断に対して本質的の意義を有して居るであろう。

もちろん

勿論其時にも
なお

尚既に上に



172

触れた化学的作用と熱学的作用との分離を完成する事は残されているが，それは
最近にカルノー・クラウジウスの原理に基づいて効果を挙げられるに至った。

さ

扨て吾々はポテンシャル函数φ及びφ′を有する二つの任意の金属の電極間に定
常的電流が導体の任意の体系を通じて流れると云う一般的の場合へ帰ろう。上の
説明に従えば其際単位時間に於ける分子的エネルギーの増加は (φ−φ′)·i+(u−u′)·i

である。
しか

然し吾々は又他方で個々の導体の内部及び境界面に現われる作用に依っ
て同じ量をあらわす事が出来る。即ちW が第一種及び第二種導体の總ての抵抗
の總和をあらわすならば（何か知らの転移又は第一次的抵抗をも含む）ジュール
の總ての熱は i2W である。更に εが導体体系に作用する總ての動電力の總和であ
るならば（何等かの温度又は構造の差異に依り又は分極に依り導体の内部に於て
制約されたる

マ マ

張張を含む），前述に従って，これに依って制約された總ての分子
的作用の總和は，−i · ε+ (u+ u′) · iである。故に単位時間中に生ずる分子的エネ
ルギーの全変化に対して

i2 ·W − i · ε+ (u− u′) · i. (3)

を得る。之を前式と合せて次の方程式が出る。

i ·W = ε+ φ− φ′

これはオームの法則と一致する。導体体系の始と終とが合して，導体が閉回路を
作ると，φ = φ′となるから，吾々は之を連鎖全体へ応用してオームの式を得る。
今迄になした考察を分岐した電流，並びに第二種導体の相互接触へ拡張する事
は容易である。故に吾々は一定ならざる電流に於ける過程に

なお

尚一瞥を投げるに止
めよう。導体体系が何等か動電的に起電せられその儘放任されるならば，一般に
多少とも速かに変化する電流が生ずる。

しか

然し吾々はこれを非常に短い時間の間だ
け考察すると，丁度今研究した定常的電流と全然同一の観点から取扱う事が出来
る。唯この際注意すべき事は，

こ こ

此処では単に分子的エネルギーのみならず，電気
的（静電気学的及び電気力学的）エネルギーも亦変化し，これに依って過程は

やや

稍
複雑になり，容量及び自己感応の影響があらわれる事である，（75 頁参照）。
磁気的又は帯磁した物体の相互作用は本質的に，静電気学的に荷電した導体及
び電媒質と同じ仮定から導き出される。故にこれ等の現象を説明するには彼処で



173

得たる結果を（159頁）適用する事が出来る。吾々は再び，抵抗せざる，又分極
せざる媒質に於ける相互の物動力及び磁動力の作用のもとに運動するところの磁
性体又は帯磁せる物体の体系を考察の基礎とする。此際吾々は，以前に（157頁）
静電気学的作用の場合に立てた條件即ち相対的速度は或る上限を超えないと云う
條件を

こ こ

此処でも亦維持しなければならない。
しか

然らざる場合には運動せる物体に於
て相互作用を変更する事の出来る或る電気力が起されるからである。
おのおの

各々の磁石の作用は，一定の方法で表面へ拡げられた単純なる磁気層の作用に
よって置き代えられる，（一般には

なお

尚その内部に於ける磁気的質量の一定の空間
的分布と結び附けられる）。この仮想された磁気荷量に次の定義が関係して居る。
体系それ自身の磁気ポテンシャルは，容易に理解せられる記号を用いると P =∑ m ·m′

r
，又は磁気的ポテンシャル函数が φ =

∑ m

r
ならば，P =

1

2

∑
m · φで

ある。仕事のディメンションを有つところの P の式に依って同時に又磁気量の
単位が磁気単位で与えられて居る。
永久磁石だけを取扱うとすれば，単に物動的作用だけが考察に入る。そして磁
気的エネルギー U はポテンシャル P に依り表わされる。これに反して磁場内に
亦帯磁し得る常磁性体又は反磁性体が存在するならば，一時的磁気の変化性に
依って物動作用には役立たない所の總ての磁性体又は帯磁物体のポテンシャルP

の変化性が制約される。通常弱い帯磁度に対して正当と仮定する事が出来る通り
に，磁気的平衡は体系の

おのおの

各 の配置に対して瞬間的にポアッソンの方程式（160

頁）に従って成立すると云う仮定をなすならば，エネルギーの変移は前の場合に
於けると同様に，単に規律的運動及び磁気的エネルギーUの間にのみ起る。

しか

然し
U は

こ こ

此処では最早ポテンシャル P に依っては測られないで，
かえ

却って

U = P +

∫
dτ

2k
(λ2 + µ2 + ν2)

なる式により測られる。この式は 236 頁のこれに相当するものと同じ考察に依っ
て得られる。
全く同じ方法で，一つの物体内に永久的及び一時的磁気が同時に含まれて居る
場合に対しても磁気的エネルギー U の値が決定される。此時には

ただ

唯，量 λ, µ, ν

が体積 dτの全磁気的能率にではなく，感応された（一時的）能率だけに関係に居
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る。これが取り去られると U は再び P に帰してしまう。―――従って，保持力が
永久磁気を維持する方向に働き，又その他に於てはポアッソンの感応條件が通用
する限り，磁気的エネルギーの

おのおの

各 の損失は完全に活力の獲得によって補われる
こと，丁度時間と無関係の固定條件に従う点の運動に於けると同様である。これ
は又ポアッソンの帯磁方程式の代りに何等か他の方程式を仮定する時にも，即ち
単に同時的磁気だけが帯磁力の一定の函数として現われる時にも通用する。故に
体系が一つの配置から一定の他のものに移る時には，

い か

如何なる路を取ったにして
も，これにより磁気的エネルギーが一定の変化をうけるから，活力の増加，従っ
て物動的の仕事は全く一定のものでなければならない，

しか

然し之に反して帯磁し得
る物質に於ける感応は甚だ異った方法で，異った路に於て起る事が出来る。
しか

然し保持力が現われて内部の磁気的平衡の成立を遅らせられると.一般に磁気的
エネルギーの損失が活力の相当する増加に依って償われないのであって，従って
エネルギー原理は

こ こ

此処では，運動物体の摩擦に於けると同様の第三のエネルギー
種（熱）の出現を要求する。又エネルギーの原理からの重要なる結論が温度によ
る磁気の変化性に結びつけられる。けれどもそれは熱理論の第二の主則を用いて
始めて効果的になるのであるから，吾々は

こ こ

此処ではこれ以上深く立ち入らない。
これ迄吾々は電気的及び磁気的現象を互に全く分離せる領域として取扱い，単
に電気間に於ける相互作用及び磁気間に於ける相互作用だけを眼界に取り入れ
たが，之によって静電気学的及び磁気的単位系を同時に共用しても

さしつかえ

差支なかっ
た，

しか

然し吾々が電磁的作用の考察へ進むに当っては，事情は変って来る。何とな
れば之に依って上述の二つの領域間に

い

謂わば橋梁が架せられる。任意に静電気学
的単位系を磁気的領域に，

も

若しくは反対に磁気的単位系を電気的領域へ移す事が
できるからである。この転移は總ての電磁現象の根本法則として

み な

見做される（ア
ンペール）の命題に依り行われる。即ち「強さ」iを有する線型電流は外部に対
しては，w = iなる時，能率wを有し，電流曲線により界された，一般に知られ
たるそれに相当する方向に被われた磁気二重層と全く同一の（物動的，動電的及
び磁動的）作用を及ぼす」と云う命題である。
これに依って磁気的二重層の能率のディメンション（磁気表面密度と長さとの
乗積）は電流の強さ（時間によつて除せられた電気量）のディメンションに等し
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いと置かれるから，この方程式を任意に利用して，磁気を電気によって又は電気
を磁気によって測る事が出来る。

しか

然し
いず

何れにしても，
こ れ ら

之等の二つの方法の
いず

何れか
に決定する必要がある。吾々は次では磁気的単位系を固持しようと思う。
吾々は，無限に拡がった場に於て任意の数の永久磁石及び一定のガルヴァーニ
電池の働いて居る所の線型の閉じられた

か

且つ分岐しない電流が互に作用し合っ
て自由に運動して居る場合を考える。但し重力の影響は無視することとする。又
静電気学的に荷電した物体（導体及び電媒質）が場の中に存在しても差支えない。
そうでなくとも実際に電流導体は静止せる自由電気を含むのである。

しか

然し吾々は
次には，静止せる電気より出発し又他方で之に働く力を全く考察外におき，之は
電流及び磁気間の相互作用に簡単に重合すると仮定しよう。
しか

併しこの仮定は，静止せる磁石及び運動せる静力学的（即ち，導体中に静止せ
る）電気間に於けると同様 1) に静電気学的に荷電せる（静止せる）物体と運動せ
る磁石又は変化する電流との間に或る物動作用が起る 2) 事は非常に確からしい
から，厳格な意味では正当でない。
しか

然し吾々は，それ自身非常に弱いこの作用へ結びつけられるところの結論を，そ
して電磁的作用の伝達速度の問題と直接的関係に居る結論を避けるために，電磁
場の変化の速度は，この変化が磁石及び導体の運動に依って起されるか又は電流
の強さの揺動に依り起されるかに

かか

拘わらず，伝達速度に比して考察に入らない程
小であると仮定しょう。―――これは甚だ

しばしば

屡々満される條件である。この仮定のも
とでは上述の作用は完全に消え，そしてアンペール及びノイマンに依り基礎を置
かれた電磁的及び電気力学的作用の理論はそれ自身

まとま

纏った完全なる，
か

且つ非難
すべき点のない完体を形作るのである。
与えられた体系中に行われる過程の経過は，何等かの時刻に体系の状態，即ち
位置，速度，温度，電流の強さ等の全部が知られて居るならば，完全に決定され
る（82頁）。總てこれ等の量は，最後に挙げられたものも亦，別々に

か

且つ互に無
関係に与えられなければならない。そうすればそれから時間的変化，従って有限

1) H. v. Helmholz: Bericht betr. Versuche über die elektromagnetische Wirkung elektrischer konvektion,
ausgeführt von H. A. Rowland. Pogg. Ann. 158, p. 487, 1876 Wiss. Abh. 1, p. 791.

2) H. Hertz: Über die Beziehungen zwischen den Maxwellschen elektrodinamishen Grundgleichungen
und den Grundgleichungen der gegnerischen Elektrodynamik. Wied. Ann. 23, p. 84, 1884.
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的時間に於ける全過程が決定される。体系の全エネルギーは一定であるから，時
間 dtに於けるそれの変化は 0に等しい。吾々はその式を作ろう。種々のエネル
ギー種に関しては次のものを区別しなければならない。導体及び磁石の活力，導
体の分子的エネルギー，最後に電流及び磁石の存在に依り制約された電気力学的
及び磁気的エネルギー。
活力の増加は，電流及び磁石より出る總ての物動力の仕事に依って与えられる。
アンペールの根本法則に従えば其際電流 iが能率 iを有する磁気的二重層と同様
に磁石に作用し，従って作用及び反作用の力学的原理に従い亦反対に磁石が相当
する物動力を以て電流に作用する。そして最後に，磁石の總ての作用は電流の作
用によって置き代えられるから，電流は同様に他の電流へ作用する。

しか

然し二つの
磁石の物動的仕事は，磁気を一定として

み な

見做すならば，磁気的ポテンシャルの減
少により測られる。故に吾々は磁気的ポテンシャルU（磁石相互間の）の類推に
従い電磁的ポテンシャル V（電流が磁気的二重層 iによって置き代えられて考え
られるならば，電流 iに対する磁石の）及び電気力学的ポテンシャルW（同じ仮
定のもとに電流 i相互間の，電流導体はそれ自身の部分へ物動的に作用し得るか
ら，

こ こ

此処でも亦電流それ自身のポテンシャルが共に含まれなければならぬ）を形
作る。そうすれれば

V = i1v1 + i2v2 + · · · · · ·

である。ここに量vは問題にせられた導体及び總ての磁石の位置に関係する。吾々
は電流の強さを常に正に取る。更に，

W = i1i2 · w12 + i1i3 · w13 + · · · · · ·

+
i21
2
· w11 +

i22
2
· w22 + · · · · · ·

である。ここに量 wは導体の位置のみに関係して居る。容易に理解せられる記
号を用いると，それを次の形に持ち来す事は容易である。

w12 = −
∫∫

ds1ds2 ·
cos(ds1, ds2)

r

w11 = −
∫∫

ds1ds
′
1 ·

cos(ds1, ds
′
1)

r
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其際曲線要素 dsはこの中に電流の通る方向を正に取らねばならぬ。導体それ自
身の積分に於て，

おのおの

各々の曲線要素は ds並びに ds′としてあらわれるのであって，
それは既にW の式に於て因子 1

2
が前置されているのに相当する。

物動力の求められた仕事，即ち導体及び磁石の活力の全増加はそれ故に次の如
くなる。

−dU − (i1dv1 + i2dv2 + · · · · · · )

−
(
i1i2dw12 + i1i2dw13 + · · · · · ·+ i21

2
dw11 +

i22
2
dw22 + · · · · · ·

)
(4)

物体的電流導体及び滑り場所を有する体系に於ける物動的仕事へ応用するため
の準備として，

こ こ

此処で既に次の事を強調するのは不必要ではあるまい。即ちこの
式は時間要素 dtに於ける總てのポテンシャルU+V +Wの全減少を示すものでは
なく，

かえ

却って単に電流の強さ及び磁気の總てが一定として考えられるときに，物
体の運動に依って生ずる部分的減少のみを示すものである。
第二の注目すべきエネルギー種は導体の分子的（熱学的及び化学的）エネルギー
である。wが抵抗を，Eが導体回路のガルヴァーニ動電力（それが iの方向に作
用する時に正とする）を示すとすれば，171頁に従い時間 dtの間にその中に発生
する分子的エネルギーは (i2 ·w− i ·E) · dtである。放任された定常的電流に対し
てはそれは 0に等しい。導体回路中に感応された動電力 i ·w−Eを eと名づける
と，これに依ってオームの法則は亦感応電流へも応用されるわけであるが，總て
の導体に於ける分子的エネルギーの増加は次の様に表わされる。

(i1e1 + i2e2 + · · · · · · ) · dt (5)

最後に
なお

尚電流及び磁石の存在に依り制約されて居るエネルギー種の増加を取り
扱おう。それを＝Qと置けば，相当するエネルギーの増加は，

dQ (6)

である。
エネルギー恒存の原理に従えば (4)，(5)及び (6)式の總和は 0に等しい。吾々
はそれを次の記号で表現する。

(4) + (5) + (6) = 0
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この方程式は二様の方法で利用される。即ちQが知られて居るならば，この方
程式から感応動電力 e（

しか

然も各々箇々の）を計算する事が出来るし，又は eが与え
られて居るならばQの値を見出す事が出来る。

しか

然しエネルギー原理は
こ れ ら

之等二つを
同時に遂げるわけにゆかない（36頁参照）。吾々は

こ こ

此処ではノイマンに依り吾々
の原理と無関係に立てられた感応法則 1) を応用することに依り後に挙げた方法
を取ろうとおもう。その外亦この法則なしには eの値は全く任意ではない。例え
ば，微分 dtは外観的には単に (5)にのみ現われて居るから，それが如何様に時間
に関係して居るかは既に最初から明かである。
F・ノイマンに従えば，閉じられた導体中に正の方向に感応された動電力は，電
流 Iが正の方向に流れて居ると考えられた導体に対する總ての磁石及び電流のポ
テンシャルの，時間に関して取られた微分係数と，吾々が

こ こ

此処で未決定に残すと
ころの正の絶対的常数との乗積に等しい。即ち例えば

e1 = ε · d

dt
(v1 + i1w11 + i2w12 + i3w13 + · · · · · · )

こ こ

此処で w11の場合には（自己感応係数），この式に於て二つの導体要素の
おのおの

各々の
組合せが二度宛，即ち一度は電流 i1が流れ，今一度は電流 Iが流れるものとして，
現われなければならないから，因数 1

2
は取り除かれる。

(5)式に於ける eのこの値を入れて，エネルギー恒存の方程式から，

dQ = dU + (i1dv1 + i2dv2 + · · · · · · )

+

(
i1i2dw12 + i1i3dw13 + · · · · · ·+ i21

2
dw11 +

i22
2
dw22 + · · · · · ·

)
− εi1d(v1 + i1w11 + i2w12 + i3w13 + · · · · · · )
− εi2d(v2 + i1w12 + i2w22 + i3w23 + · · · · · · )

− · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

が得られる。dQは完全微分であるから，従って

ε = 1（34頁参照）

1) Franz Ernst Neumann: Allgemeine Gesetze der induzierten Ströme. Abh. d. kgl. Akad. d. Wiss.
Berlin 1845. Pogg. Ann. 67, p. 31, 1846.
F. Neumann: Über ein allgemeines Prinzip der mathematischen Theorie induzierter elektrischer
Ströme. Abh. der kgl. Akad. der Wiss. Berlin. 1747, G. Reimer 1848.
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であり，そして

Q = U −
(
i1i2w12 + i1i3w13 + · · · · · ·+ i21

2
w11 +

i22
2
w22 + · · · · · ·

)
又はW の値を考慮して

Q = U −W

を得る。これに依れば磁石及び電流の存在により制約されたエネルギーは二つの
種類よりなる。即ち前の様に正の磁気的ポテンシャルUによって測られた磁気的
エネルギー，及び負の

ママ

仲力学的ポテンシャルW により測られた電気力学的（電気
運動的）エネルギーであって，これに反し電磁的ポテンシャル V はエネルギーに
何等の額をも供給しない。この事情については吾々は

なお

尚後に詳しく述べよう。
ま

先
ず立てられた方程式を二三の簡単なる場合に応用することとする。
場に何等の磁石も存在せず単に唯一つの電流周路が存在するだけであるならば，
エネルギーQは− i21

2
· w11となり，三つのエネルギー種の總和の恒存の方程式は，(
−i21

2
dw11

)
+ (i1e1dt)− d

(
i21
2
· w11

)
= 0

となる。一つの剛体的導体に対してはw11は不変であり，従って物動的仕事= 0

である。そして自己感応 e1 = w11 ·
di1
dt
である。w11は，定義によって本質的に

負であるから e1は
di1
dt
とは反対の符号を有す。電流の強さ i1は，一定の時間に

任意に与えられるならば，オームの法則（177頁）に依り計算される。故に
こ こ

此処
では導体の全エネルギーが一定であって，単に，電流周路の内部に種々のエネル
ギー種の変移が起るのである。
一つの導体及び一つの磁石に対しては

なお

尚物動作用によって生じた活力が加わる。
その時にはそれに相当する方程式(

−i1dv1 −
i21
2
dw11

)
+ (i1e1dt)− d

(
i21
2
· w11

)
= 0

を得る。ここに
e1 =

d(v1 + i1w11)

dt
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である。電流の自己感応を度外視すれば，即ちw11 = 0とすれば，i1は運動の始
に最早任意には選ばれないで，電流の強さは直接に与えられて居る。何となれば
di1
dt
を有する項が方程式から取り去られ，従ってオームの式に拠り「状態量」（83

頁）の間に一つの條件が立てられるからである。
電流導体それ自身のエネルギーだけを基礎体系として取り之を考察すると（活
力，分子的エネルギー，電気運動的エネルギー），これは外部の影響のみに依り
変化を受ける。この外部作用は第一には，磁石が導体になし，導体の活力を増加
せしめるところの物動的仕事，第二には，磁石の導体に及ぼす感応作用から成る。
直接に上の方程式から知る事の出来る様に，後者の仕事価値 i1 ·

v1
t
· dtは導体の

分子的エネルギの増加に用いられる。逆に磁石を基礎体系とすると，そのエネル
ギーは単にその運動の活力だけから成立し，そして電流により磁石へ及ぼされる
唯一の作用はその活力を変化する物動的仕事である。故に磁石と電流との間の相
互作用は完全に相互的ではない。吾々はすぐ又この点へ帰って来るであろう。
磁気を第二の電流で置き代えたと考えると，物動作用及び感応作用が相当する
方法で両方面に起る。その時には

おのおの

各々箇々の導体のエネルギーは時間 dtに於て
1)外部から導体になされ，その活力に変移するところの物動的仕事に依り，2)分
子的エネルギーを脅す外部の感応の仕事（外部から感応された動電力とその電流
の強さとの積に dt乗じたもの）に依り増加する。活力及び分子的エネルギーの
その他の変化は導体回路の固有の電気運動的エネルギーから起される。更に

こ こ

此処
で注目すべき事情は，電気運動的エネルギーの現われる特別の形式によって二つ
の電流導体の全エネルギーは，一導体と一磁石との場合と異なって，簡単に箇々
の導体のエネルギーの總和ではないと言う事である。

さ

扨て吾々は任意の数の永久磁石及び電流の一般的の場合へ戻り，それによって
与えられたエネルギーQ = U −W の式を今少し詳細に見よう。この式は，運動
せる重さある質量の活力と同種であって，運動せる電気の惰性を結論せしめると
ころの何等の項をも含まない 1) し，又電気及び重さある物質の間の直接的相互
作用を示す項をも含まない 2) 。で，単に磁気的及び電気力学的ポテンシャルの
みから成立して居る。一見すると電気的ポテンシャル U が正の符号を以てエネ
1) H. R. Hertz: Versuche zur Feststellung einer oberen Grenze für die kinetische Energie der elektrischen

Strömung. Wied. Ann. 10, p. 414, 1880, Wied Ann. 14, p. 581, 1881.
2) 参照。R. Colley: Nachweis der Existenz der Maxwellschen elektrom. Kraft Yme. Wied. Ann. 17, p.

55, 1882.
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ルギーの値に入り込み，電磁的ポテンシャル V は全く入らず，これに反して電
気力学的ポテンシャルW は負の符号を以て入ると云うことは，一種の不合埋の
様に見えるかも知れない。何となれば，吾々は電磁的及び電気力学的作用を直接
に純粋磁気的作用から導き出したから，上に挙げた三つのポテンシャルを完全に
同種,

か

且つ同種のものとして想像しがちであるからである。そして実際に磁石を
電流と全く同一視すると，その時には磁気的ポテンシャルも亦エネルギー構成の
際に電磁的，及び電気力学的ポテンシャルと全然同一の役目をすると云う結論は
避け難い。

しか

然し事実は
こ こ

此処では異って居る。吾々は磁気作用から電磁的及び電気
力学作用を導き出すことを単に一般に証明せられた次の経験命題（174頁）の上
に基礎づけた。即ち電流は相当する性質を有する磁気的二重層と全然同一の（物
動的及び感応）作用をなす。

しか

然し
こ こ

此処から未だ，電流と磁気とは
そもそ

抑も恒同的に
作用すると結論するわけにはゆかない。何となれば

しか

然らざる場合にはそれ等は又
他の関係に於て同じ作用を受けねばならなかったからである。

しか

然し物動力に関し
てのみは受動的作用の同等性は作用及び反作用の力学的命題から導き出されるが
（257 頁），これに反して感応作用に対してはこの同等性は決して存在しない。即
ち外部動電力に依り電流中に或るエネルギーの変化が起されるけれども，電気に
対して不導的と考えられ得る，同じ場所におかれた相当する永久磁石の内部的状
態は吾々の立てたエネルギー恒存の方程式に従い完全に変化しない。
この事情は次の例に依ってよく説明される。吾々は一様に帯磁した二重層の形
に於ける永久磁石，及びそれと固く結合され，磁石より出る作用を全く打消す様
に磁気面の境界線を流れる線型的の一定の，云わば流体電気的電流を考える。こ
の体系は，それが運動するか否かにかかわらず何等の力をも即ち物動力も亦感応
力も周囲に及ぼさないであろう。故に他の永久磁石又は電流が近所に如何様にで
も動くならば，これは空間に全然孤立して居るのと全く同様に働くであろう。例
えばその速度は不変等である。

しか

然し磁石及び電流の結合した体系に於ては異っ
ている。磁石中では何も変化しないけれども，電流に於ては外部の磁石の運動に
依って感応作用が起り，分子的エネルギーが生ずる。

しか

然しこのエネルギーは
こ こ

此処
では明に感応する磁石の活力の消費によるのでなく，二つの磁石の存在によって
制約されて居る磁気的エネルギーUの消費により生ずるのである。電流が絶たれ
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ると（これには何等の仕事作用も必要ではない）このエネルギーは物動的作用を
始める。―――外部の磁石の代りに電流が置かれる場合にも事柄は同様である。

ただ

唯
この場合には磁気的エネルギーではなく，電気運動的エネルギー即ち負に取られ
た電気力学的ポテンシャルW が作用する。永久磁石の作用とそれに等値なる電
流とを分離する事が

い か

如何に必要であるかはこれから明瞭である。
上で行った，磁石及び電流の相互作用へのエネルギー恒存原理の応用は

ただ

唯経験
事実のみに基いて居る。これは特に磁気の性質に関する

おのおの

各々特殊の思考と無関係
であるが，吾々は特にこの点に価値を認める。

しか

然し吾々が最初から磁石は相当し
て整向せられた分子流動の体系に外ならないとするアンペールの甚だ

もっと

尤もらし
い仮定に従うと，エネルギー原理の応用は本質的の変更を受ける。その時には總
ての磁気的及び電磁的作用は変移し，そして電気力学的作用として取扱われなけ
ればならない。即ち単に (U +V +W )なる大きさを有する唯一つの電気力学的ポ
テンシャルがあり，そしてそれに相当してポテンシャルに等しく

か

且つ反対の符号
を有する

ただ

唯一つの電気運動的エネルギーがあるのみである。更に永久磁石の内部
的エネルギーは

も は

最早や一定ではなく，
かえ

却って―――この結論については分子流動の
性質に関する何等の仮説をも必要としない―――之は磁石の存在する磁場の有限的
変化に際して有限的に変化する。此の変化を箇々に

い か

如何に考うべきかと言う疑問
は唯経験の直接的結果だけを取扱うとした範囲には属しないのであって，

なお

尚後に
簡単に触れる一般的問題に関係して始めて解答されるのである。
線型の不分岐電流及び永久磁石の相互作用に於けると同様に，アンペール及び
ノイマンの法則は亦立体的に拡がれる閉じられた導体及び任意の帯磁し得る物体
のより一般的の場合に於てもエネルギー原理を応用して同様に満足する効果を以
て基礎づけられる。その時には

ただ

唯再び純粋の磁気的作用（172頁）に於ける如く
磁気的エネルギー U と磁気的ポテンシャル P とを区別しなければならぬ。その
他では前述の命題はその言葉通りに完全に維持される。
なお

尚立体的に拡がれる導体に滑り場所の存在するに依り制約された作用は，既に
電流作用の理論の歴史的発展に興味ある役目を演じて居るから，特別に注目する
必要がある。吾々は上に既に（176頁），電磁場の何等かの変化に際して電流及
び磁石によりなされた物動的仕事が總ての磁気的，電磁的及び電気力学的ポテン
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シャル U + V +W の実際上の完全なる時間的減少に依っては決して測られない
で，

むし

寧ろ電流の強さ及び磁気を不変的と考えた際に物体の運動に依り
ひ

惹き起され
るこれ等の量の部分的減少に依り測られると言う事を特に注意しておいた。

さ

扨て，
力学的変形を受け得る又は滑り場所を有して居る立体的に拡がれる導体が場に於
て運動する時には，

もちろん

勿論電流の強さの不変性をば
おのおの

各 の重さある部分に於て電流
の強さが同一に止まると云うこととして解しなければならない。故に変形又は滑
場所に於て電流系は運動の際に曲り又は伸張し得るが断絶されてはならない。即
ち
おのおの

各々の任意に与えられた場合に於て，ポテンシャルの完全なる時間的変化は二
つの相続いて起る部分的変化より成ると考える事が出来る。それは次の二つの過
程に相当するものである。1)重さある導体部分が新しき位置に移ること。但し電
流系はその中に保たれて居る。2）導体が静止して電流系及び電流の強さが新し
き配置に依り制約された量及び方向をとること。第一の部分的変化だけが物動的
仕事の計算の際に考察に入る。この規則の応用は常に正しい結果へ導く。何とな
ればこの（始めて 1) ヘルムホルツに依り前掲の一般的形式に於て述べられた）命
題に対して挙げられた總ての非難は，上記のポテンシャルの部分的変化と全体的
変化（之は或る電気力学的廻転に対しては 0に等しい）との不当なる混淆に由来
して居るからである。
例えば吾々は，線型の電流導体Lがその一端を以て，導的物体K（例えば水銀）
の表面に沿うて滑る様な簡単なる場合を考えて見る。Lを通ってKに流れる電
流は Lから出る時Kを通って總ての方向へ拡がる。仮定された運動の場合にな
された物動的仕事は，導的表面に沿うての導体の無限小の変位，例えば面の点A

から隣接せる点Bへの変位の考察によって，並びに電流の強さが總ての導体部分
に於て一定と考えられる時生ずる電流それ自身の全ポテンシャルの（部分的）変
化を計算する事に依り見出だされる。故に電流は行われた変位に依って決してL

よりBを通って直接にKへ流れると考うべきではなく，
かえ

却ってLよりBを通っ
て線型的にAに至り，そこから前と同じ方法で，Kを通ると考えなければならな
い。この際吾々は

なお

尚特に，自己ポテンシャルに於て常に
そ

然うであると同様に，ポ
テンシャルの式に於て二つの電流要素の

おのおの

各々の組合せは
ただ

唯一度だけしか現われな

1) H. v. Helmholz: Wiss. Abh. 1. p. 692.
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い事を注意する。（物動的仕事の一般的公式参照，176頁）。
少し複雑ではあるが，現在の場合へのノイマンの感応原理の応用も全く同様に
なされる電流 Iの通ずる導体に対する總ての電流及び磁石のポテンシャルの時間
的変化を計算する際には，感応的に作用する電流及び磁石の変化と，動電力が感
応される電流伝導の変化との間に全く区別しなければならぬ。前者に於ては常に，
滑り場所が存在するか否かに

かか

拘わらず，電流の強さ及び磁気の実際的の完全なる
変化が計算に取られねばならないし，これに反して後者に於ては，電流 Iが上に
説明したと同様の方法で不変的に流れると，即ち変形の行われる際に電流系が重
さある導体部分の中でその位置を固持し，又滑り場所に於ても断絶しないと考え
なければならない。
故に例えば，上に考察したように線型的導体Lを通り，Lが立体的導体Kの表
面を滑る際に之へ流れる所の電流の自己感応を見出すためには，強さ iを有する
電流 L − A −Kの，電流 1を通ずると考えられた同一の電流伝導 L − A −Kに
対するポテンシャル（時刻 tに於ける）を形作り，（但しここで二つの導体要素の
おのおの

各々の組合せは二度現われる）そしてこの式を，新しき強さ i+
di

dt
dtを以てLを

流れ，新しき接触点Bから直接に導体Kへ拡がるところの完全に変化された電
流の，電流 1を通ずると考えられる電流伝導L−B −A−K（その際Kに於ける
電流系は tに於けると同じ場処にある）に対するポテンシャル（t+ dtに於ける）
から減じなければならない。見出された差を dtで除すると，感応された動電力
が出る。ここに与えられた規則を注意して始めてノイマンの感応原理は立体的導
体に対しても亦常に正しい結果に導く。
一様な電気力学的廻転に於ては電流の強さ i及び電気運動的エネルギーは一定
であつて，実際に物動的仕事が動電的作用の仕事価値に等しいこと，即ち廻転の
維持に（摩擦抵抗の克服）必要なる仕事は電流磁体の分子的エネルギーに依り与
えられる事は容易に見出される。又，

いわゆる

所謂単極感応を含めて磁気電気的感応の總
ての現象も亦前述の方法で直接に説明せられる。

しか

然しこの際箇々の導体部分中
に作用する物動的又は動電的の力に関する疑問は、

なお

尚完全に解かれずに残って居
る 1) 。

1) これに就ては E. Riecke: Zur Theorie der unipolaren Induktion und Plückerschen Versuche. Gött.
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かようにしてエネルギー原理により内部的に関係せる完全体系としての閉じら
れた電流及び磁気の相互作用のアンペール・ノイマンの理論が問題となる。この
体系は将来の研究に向って，数多の実験の結果に依り

たしか

確められた確固たる，基
礎を提供する。この際箇々の電流要素の作用をアンペールの要素法則に従って起
ると考えるか又はグラスマン 1) に従うとするか，又はヘルムホルツのポテンシャ
ル法則に従って起ると考えるかは各人の随意である。
この理論が内部的缺陥 2) を示すのは，吾々が最初立てた仮定（256 頁）即ち電
磁場の変化の速さが極限的速度に比較して考察に入らないと云う仮定を捨てる時
に限る。この場合には，電磁的作用がその

で ん ぱ

伝播に時間を要すると言う事情の表現
と考えられるべき或る現象が認められるのである。
電気の本質に

つい

就て立てられた總ての理論は今迄，
い か

如何にそれらが本質的に起原
を異にし又思考径路を異にして居ようとも―――直接的遠隔作用の仮定から出発す
るところの理論でさえも―――その発展に際しては顕著にもこの一点に到達したの
であった。既にガウス 3) は電気の運動に依って

ひ

惹き起された力を瞬間的でなく，
有限の速度を以て伝達する作用から導き出すことを電気力学の「要石」として
み な

見做し，それに向けた彼の努力の失敗を以て，何故に彼に依って立てられた電気
の根本法則が

なお

尚公表するには未熟であると考えたかの理由となした。リーマン 4)

は同様の思考に追随し，又ノイマン 5) は優れた方法に依りウェーバーの根本法
則を次の仮定，即ち普通の静電気学的ポテンシャルが一定の速度を以て總ての方
向へ一様に拡がると云うこと並びにこの

で ん ぱ

伝播は何故に電気力が又作用する電気部
分の速度及び加速度に関係して現われるかの唯一の原因であると云う仮定に帰す
る事に成功した。
しか

然し問題となる事は，かような思考は
そもそ

抑も直接的遠隔作用の仮定と相容れるも

Nachr. 1876, p. 332. (Wied. Ann. 1, 110, 1877.) Wied. Ann 11, p. 413, 1880. 更に F. Koch;
Untersuchungen über magnetelektrische Rotationserscheinungen, Wied. Ann. 19, p. 143, 1883.を参
照せよ。

1) H. Graßmann: Neue Theorie der Elektrodynamik. Pogg. Ann. 64, p. 1, 1845.

2) H. Hertz: Über die Beziehungen zwischen den Maxwellschen elektrodynamischen Grundgleichungen
und den Grundleichungen der gegnerischen Elektrodynamik. Wied. Ann. 23, p. 84, 1884.

3) C. F. Gauß: Brief an W. Weber. Werke V, p. 627. 参照，R. Clausius: Über die von Gauß angeregte
neue Auffassung der elektrodynamischen Erscheinungen. Pogg. Ann. 135, p. 606, 1868.

4) B. Riemann: Ein Beitrag zur Elektrodynamik. Pogg. Ann. 131, p. 237, 1867.
5) C. Neumann: Die Prinzipien der Elektrodynamik. Gött. Nachr. 1868, p. 223. 更に，Math. Ann. 1,

p. 317, 1866. VIII, p. 555, 1875.
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のであるか否か，又電気作用の有限的伝達速度の仮定は直接にファラディ，マッ
クスウェル及び多くの他の物理学者と共に伝達を伴い

か

且つ媒する媒質の変化を仮
定することに餘儀なくされるか否かと言うことである。何となれば電気的体系の
状態は時間に外形的に関係しないで，単に体系の物質的部分（エーテルを含めて）
がその時刻に受けた物理的変化にのみ関係するからである。存在せる中間媒質を
全く顧慮せずに導き出したクラウジウス 1) の根本法則も亦，実際に「絶対的」な
る速度は，物理学的には全然定義することの出来ないものであるから，かような
中間媒質の共働作用を缺くことは出来ない。
電気磁気的作用の生起に対する中間媒質の本質的意義が既に認められるならば，
純粋の遠隔作用を全く見捨て中間媒質にその作用の完全なる媒介を移そうと考え
るのは，換言すれば―――ノイマンの表現に従えば―――總ての「望遠鏡的」作用を
「顕微鏡的」作用に帰着させようと考えるのは

もっとも

尤 な事である。
私の意見に依ればこの主要なる疑問に比べては總ての他の疑問，例えば電気の
二つの異なる種類を区別すべきか否か，閉じられない電流が存在するか否か，そ
して

も

若し存在するとすれば，その時には
い か

如何にして二つの電流要素の相互作用が
閉じられた電流の相互作用から導き出されるか，更に磁石に於ける分子電流を
い か

如何に考うべきか，最後に電気作用の根本法則は何であるか，等の疑問は
ことごと

悉 く
劣るものでなければならない。何となれば，この主要なる疑問の解答

い か ん

如何に依っ
て，思想の列及び思考径路は全く異った軌道に走り，

しか

然のみならずニュートンか
ら伝わりそして習慣になった所の自然に働く力の本質に関する吾々の總ての見解
の根本的顛覆を意味するからである。

も

若し吾々がニュートン自身の行える処に従
い単に現象だけを与えられたものとして

み な

見做し，そして何処かしらで演ぜられる
には相違ないが

しか

併し
しば

暫らく吾々の認識から逸脱する過程の疑問には全然触れない
で置くならば，吾々の現在の自然観はそれでも大体に於て，貫徹せられ，宇宙界
に於ても亦分子界に於ても，直接的遠隔作用の思考で支配される。即ち吾々は星
の間分子の間には，これ等の物体の運動と必然的に制約する関係に立つところの
何事も起らないと信ずるのである。―――この見解はその中に，実際上吾々が星の

1) R. Clausius: Über ein neues Grundgesetz der Elektrodynamik. Pogg. Ann. 156, p. 657. 1875. Crelle
J. 82, p. 85, 1876. Die mechanische Behandlung der Elekrizität, Braunschweig, 1879, p. 277.
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運動に於てかような過程を少しも認識しないと言うことの立派な理由を含むもの
である。

しか

然し原子に於ては単に類推結論に基づくに過ぎない。
とは云うものの，電気的現象の總体を，単に無限に小さい距離に働く力に帰す
る事が決定的に成功したとすれば―――これに対しては現時非常に高度の蓋然性が
存在する，―――吾々がはるかに簡単なる法則に従う重力の作用や，従って又化学
的現象を同じ視点から考察する事に慣れなければならないと言う事には恐らく何
等の疑も挟まれないであろう。何となれば新しき見解に依って總ての吾々の自然
観にもたらされた単純化は，次に

なお

尚詳しく説明する様に，容易に価値高く評価す
る事は出来ないからである。長い間に之によって固く根づけられた思想結合を捨
てると言う不便さはこの課題に少しも影響する事は出来ないであろう。何となれ
ば直接的遠隔作用を活々とした習慣にするために幾世紀間の努力が必要であった
様に，その思想が役目を果した事が実際に一度確定されると，再びこの習慣を破
る事に成功しなければならないからである。
餘りに急ぎ過ぎてこの根本的疑問の決定的外観を豫断することは避けるが吾々
は吾々の研究の最後に

なお

尚エネルギー恒存の原理の応用に対して新しい理論の一般
的実行から生ずる最も主要なる結果を挙げて置こうと思う。この理論に対して簡
結な適当なる名称が缺けているので，私は以下に於て之を微分理論と名づけるこ
とを許して貰いたい。

ま

先ず，相対立する二つの理論は決して並列的として考うべきではなく，遠隔作
用の理論は，

あたか

恰も一つの有限量が無限小の量を特別の場合として自己の中に含
む様に，より一般的の理論として示される事を強調するのは大切である。何とな
れば，微分理論に従えば物体の部分に作用する力が単にそれ自身の状態のみに関
するのに反して，他の理論に従えばこの外に

なお

尚全宇宙を満たす總ての物体に関係
して居るからである。この事情は亦，何故に吾々のこれ迄の叙述及び表現法に於
て直接的遠隔作用を

むし

寧ろより一般的の思考となしたかの理由を形作る。即ち
も

若し
微分理論が確められるならば，これによって同時に新しき一般的自然法則，即ち
何等かの物質的要素の内部及び近傍に起る總ての変化は要素の内部及び境界に於
ける瞬間的過程によって完全に決定されると云うことが示されるのである。

もちろん

勿論
この命題は總ての自然力の本質及び作用方法に深く侵入する事が明瞭である。
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これに依ってエネルギーの概念は本質的により簡単なる意義を得るのであって，
エネルギーの関係は益々密接に物質のそれと結びつく。世界に於ける物質の量は
増加もせず又減少もしない。

しか

然し更に進んで言えば，物質は一つの場所で消える
ことは出来ないし，又同時に之から有限的に隔った他の場所で再び現われること
も出来ないので，それは単に連続的に時間と共にその場所を変える事が出来るだ
けである。閉じられた空間内に存在する物質の量は

ただ

唯，空間の境界を通過して物
質が出入する事のみに依り変化し，そして変化の大きさは丁度面を通過する量に
依って測られる。
遠隔作用の理論が維持される限り，エネルギーに関しては異って居る。自然に
於てエネルギーの總和は不変であるけれども，エネルギーは一つの物体から突然
に之と有限的に隔った他の物体へ移る事が出来る。一つの遊星はその活力を直接
に他の遊星に伝える事が出来るし，一つの磁石はその運動のエネルギーに依り感
応された電流伝導の中に瞬時的に熱を発生する如きは之である。これに反して微
分理論に従えば，エネルギーは物質の如く単に連続的に時間と共にその場所を変
じ得るに過ぎない。閉じられた空間に存在するエネルギーは空間の境界面に於け
る物理学的過程によって媒せられるかような外部作用に依ってのみ増加し又は減
少する事が出来る。故に

こ こ

此処では亦面を通じてのエネルギーの通過だけが話され
るのである。その時には物質的体系のエネルギーは常に要素に分解され，それの
おのおの

各々は一定の物質的要素に属し，そしてその中に場所を見出す（之に反し例えば
二つの遠距離より互いに作用する物体のポテンシャル・エネルギーは常に不分離
の完体として現われる）。故に多くの物質的体系が

ただ

唯一つのものとして包括せら
れると，全体系のエネルギーは箇々の体系のエネルギーの總和に等しい―――これ
は微分理論に特有なる命題である（95頁参照）。
微分理論の提供する自然観のこの驚くべき単純化を顧みると，この理論の正否
を立ち入って検証し，その帰結を箇々に

ことごと

悉 く吟味する事は，物理学的研究に
益々必要であることがわかる。何となればこれに依ってのみ理論を確証するか又
は抗争するかの手段が達せられるからである。

しか

然もこの理論の本質を，この見解
を助成したけれども理論自身とは何の関係もない總ての仮説から完全に分離する
事は明かに

ま

先ず最大の重要事である。その際吾々の思考能力に眼醒めるところの
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困難は全く考察に入らない。例えばエーテルは吾々によく知られて居る固体，液
体又は気体の

いず

何れの様に見えるかと言う事は，微分理論の少しも
あず

与かり知らない
一つの事情に過ぎない。吾々は時が経てば，何等か他の物体が示す性質と同様に，
エーテルの特殊の作用方法に慣れる事が出来るであろう。そしてその時には之は
即ち頻繁の経験に依って吾々に信用せられた現象の列の中に採用せらるであろう。
しか

然しながら特別なる，總ての知られたものと本質的に異る媒質を仮定すること
は出来るだけ簡単な自然記述への吾々の努力に役立たないと言う事は

たしか

確に否定
出来ない。それにも

かか

拘わらず微分理論を自然の全領域にわたって統一的に徹底せ
しめる事に依り得られるところの単純化は，新しい物体を導き入れる事により生
ずる不利益よりも無限に高い価値をもつとせられなければならない。実際にこの
新しい物体はそうでなくとも光の理論に於て缺くべからざるものであり，そして
既にそこではその高度の弾性や極小の密度のために箇体の列の中に全く除外的の
地位を占めて居る。とにかくこの問題の最後的決定は，自然科学的研究の次の時
代に対して希望せられる最も価値高き成功の一つと

い

謂ってもいいであろう。
最後に私は

こ こ

此処で
なお

尚注目すべき類推を指示したい。自然に於ける總ての出来事
は，精神的なるものも物理学的なるものも，その原因とその十分なる説明とを単
に一時的に作用する事情に於て見出すことなく，

かえ

却って一般に過去並びに未来
（神学）は事象の経過中に直接に共に決定して取り入り，そしてかようにして因
果律を影響したと昔は信ぜられて居た。近代の自然科学は―――丁度その中に昔の
科学からの大なる飛躍がある―――この信仰を破毀し，結局現在の状態即ち丁度現
瞬間的に全世界に存するものは，すぐ次の瞬間に入り来るものの完全なる決定的
原因を作ること，従って変化の継続的連鎖に於て

おのおの

各々の項は直接に先行するもの
に依り独自的に

か

且つその全範囲にわたって制約されることを仮定する。換言すれ
ば，時間的作用に関しては微分理論は徹底的認識に到達している。次の数十年の
課題として，空間的作用に対して同じことを徹底せしめる事が残されている。即
ち空間的遠隔からの直接的影響が時間的遠隔からのそれと同様に存在することな
く，

かえ

却って總ての空間的作用は時間的作用と同様に結局，要素より要素へ伝わる
ところのかような作用から組立てられて現われると云うのである。その時には現
象は

いず

何れも空間的に亦時間的に直接に隣接せる事情の中にその完全なる説明を見
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出し，そして總ての有限的過程は微分作用から組成せられる。私にはこの第二の
進歩は，今日の自然科学が非常に多く負うて居る所の第一のものと全く同権的に
並ぶ様に思われる。そしてこれも亦恐らくその進歩に対して同様に重大な意義を
示すであろう事を期待してもいいに相違あるまい。
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