知識創造物語シリーズ１

第１部
Part II

佐々木 祥介(Shosuke SASAKI)
堀 秀信

(Hidenobu HORI)

Series of Knowledge Creation in Science

PEOPLE WHO CREATED THERMAL SCIENCE
-The Science World on Thermodynamics. Statistical Physics,
superfluidity & Superconductivity -

3

Preface
This book introduces three issues of thermal science together with the
stories of people who were involved in the processes of discovery and
invention related to each issue. First is a story describing the period
leading up to creation of thermal dynamic and statistical mechanics.
Second is a history of the development of low-temperature technology
and of identification of some mysterious phenomena associated with
superfluid helium? Third is a story explaining the work of many people
who contributed to clarification of superconducting phenomena. The
philosophy of this book which authors wish to express is that close
collaborative work of both sciences in part 1 and 2 has been producing
new rich knowledge until now.
The descriptions of discovery and invention related to each of
these issues are interesting and impressive for those specializing in
physics and for those who are not. Regarding the narratives explaining
these issues, although it is important to explain the contents of discoveries
and inventions in a readily comprehensible manner, particular contents
might be difficult to grasp by non-experts. This book is therefore
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primarily intended to describe the efforts that discoverers and inventors
of these issues undertook and the hardships they encountered. The days
of geniuses will be introduced: typically filled with distress, their joy at
pioneering a new horizon is moving. In some cases, conventional
concepts should have been changed to bring the truth into relief. Many
collisions were unavoidable when promoting their ideas. Arguments
engendered many tragedies attributable to others’ differences of opinions
and dogged adherence to conventional ways of thinking. The evolution
of these stories will be introduced.
The authors believe that through acquaintance with these stories,
readers of a younger generation aspiring to specialization in physics

might come to know the joys of study more deeply. We hope that
people who are not specialized in physics will come to realize the
fact that scientific studies have been advanced through myriad
human struggles. We will be happy if this small publication can
convey the history of these developments of thermal physics.
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ボルツマンは気体分子の衝突を分析していた。途方もない数の分子が、途方

もない数の衝突を繰り返している。全ての分子が衝突によって、その位置や速

度を変える。彼は、この変化を記述する式を作りたかった。しかも、マクスウェ

ルが発見した速度分布と異なる状態を扱いたかった。偏った位置に多くの分子

がいる場合も表現したかった。偏った分布が、分子の衝突で、だんだん均一な
分布に変化することが説明できるような方程式を見つけたかった。

彼は、何度も、何度も、式を書き直した。それでも、なお、自分の夢が実現

する式からは遠い。外力によって分子の速度が変化する項も取り入れた。衝突

によって、速度の分布が変わる項が難しい。それを調べると、分布関数が２つ

かかった積分の項が現れてくる。彼は、何年もの年月をかけて、粘り強く調べ

ていった。ついにマクスウェル分布では、時間的にその形が変動せず、それ以

外の分布では時間とともに分布の形が変化する基本式を導出できた。彼は、す
ばらしいことを見つけたと思った。

彼の夢は、さらに壮大なものであった。熱力学の基本法則から、非可逆過程
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ではエントロピーが増大することは分かっていた。そのエントロピーを分子の

分布で表したい。今まで、時間的に常に増大するような量を任意の分布から作

り出す方法は、世界中の誰も見つけていなかった。ボルツマンも挑戦してみた

が、失敗の連続であった。それでも、この困難な仕事を継続できるのは、熱力

学の基本法則が呼びかけてくる魔力にあった。こんな不思議なことが自然界で

は起きている。それは事実なのだから、必ず、分布関数でエントロピーを表す

方法があるはずだ。そのような関数は見つかるのだろうか。この不安と期待に

ゆれる心で、研究を続けた。何も思いつかない苦しい日々が続く。それでも、

見つかるはずだという信念の火は、不思議にも消えなかった。自然の示す事実

が強い後ろ盾になっていた。長いけれど夢中な時間がすぎていった。ついに、
彼の執念は実った。Ｈ関数を発見したのだ。

この快挙にもかかわらず、
そこから彼の不幸が始まった。
周囲の物理学者は、

彼の理論に猛然と反対してきた。それどころか、分子の実在さえ否定するもの

もいた。「そんな、
まやかしの分子という仮説を前提にした仕事は認められない」

というものであった。現在から見ると、理不尽なことが多かった。しかし、当

時は、分子の実在がまだ確立しておらず、これらの論争はやむを得ないもので
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あった。ボルツマンの考えを深く理解してくれた人は、マクスウェルしかいな

かった。しかし、そのマクスウェルも、もう死んでしまっている。海の向こう

で、ギブズが研究しており、最も良き理解者のはずであったが、ボルツマンは
そのことを知らなかった。ボルツマンの戦いは実を結ぶのだろうか。

この本は、苦悩に満ちて、落胆と孤独の中から、熱力学・統計力学を作り上げ

た人々、また、それを発展させ、驚異の物質世界「超流動と超伝導」を明らか
にしていった人々の物語である。

読むにあたって注意してもらいたいことを列記する。参考文献は巻末に示し

た。＊や＊＊などで、脚注に補足説明を書いた。括弧付きの部分は、文献から

引用した部分である。また、歴史の状況をよりよく理解してもらえるように工

夫する中で、著者たちが創作した会話の部分がある。それが分るように、その

と書いた。同様に、Ｖと
H

は同じ意味である
V

部分には、括弧付きで†印をつけた。文字の向きにも注意してほしい。縦書き
では、Ｈとかき、横書きでは
ことに注意されたい。
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