
第7章　熱力学第三法則

ネルンストは、化学反応の反応熱を議論することでネルンストの仮説に到達

し、この仮説を使ってネルンストの熱定理を導いた。ネルンストの熱定理は

その後の低温実験により支持されている。ネルンストの熱定理はプランクの

飛躍を通して熱力学第三法則へと変化した。熱力学第三法則によりエントロ

ピーの符号が決まった。

　７.１　可逆変化の反応熱

　７.１.１　狭義の反応熱と化学的仕事
　温度不変の化学反応には吸熱反応と発熱反応とがある。等温吸熱反応（例

えば固体塩の水への溶解）では熱浴からエントロピーを吸収している。等温

発熱反応では熱浴にエントロピーを放出している。

　等温可逆変化の反応熱は物体のエントロピー変化 の符合により吸熱反応

と発熱反応に分けられる。吸熱反応では であり、等温可逆変化では熱

浴のエントロピーが だけ減少する。発熱反応では であり、等温可逆

変化では熱浴のエントロピーが だけ増加する。可逆変化なので物体と熱

浴とをあわせた系のエントロピーは不変である。実際の化学反応ではエント

ロピー生成が有限なので、等温吸熱反応で熱浴が放出するエントロピーは

よりも小さく、等温発熱反応で熱浴が吸収するエントロピーは よりも大

きい。従って、等温可逆変化とはエントロピー生成を限りなく小さくした極

限である。

　化学反応では、エントロピーの出入りだけでなく、「化学的仕事」の出入

りもある。例えば可逆電池では、放電の際に電力を出力し、充電の際に電力

を吸収する。電池を出入りする電力は「化学的仕事」の例である。「化学的

仕事」の出入りによる物体のエネルギーの無限小変化を とすると、準静

的化学反応では化学的仕事の出入りを含めて
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となる。 は「化学的仕事」の出入りに伴う示量性状態量 の無限小変化で

あり、

は に対応する示強性状態量である。

　エクセルギー（第4章）を思い出そう。可逆な化学反応では化学的仕事浴

が吸収する「化学的仕事」は反応前のエクセルギーに等しい：

エクセルギーは、非平衡の尺度なので負になることが無く、化学反応が終了

して平衡状態になると零になる。エクセルギーは温度不変の場合の自由エネ

ルギーの変化によって表すことができる。温度・圧力不変の場合には　

(7.1)

となり、温度・体積不変の場合には　

(7.2)

だから、エクセルギーは温度不変の場合の自由エネルギーの減少分に等し

い。ここに や を自由エネルギーと呼ぶことの意味がある。 なので

と とが正になることはない。一定温度の場合に「化学的仕事」の出入りを

議論する際にも有用なのがギブズの自由エネルギー やヘルムホルツの自由

エネルギー である。

　７.１.２　等温可逆変化の反応熱
　等温可逆変化では、熱浴と化学的仕事浴とをあわせた外界のエネルギー変
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化は

(7.3)

である。外界は だけ化学的仕事を受け取り、温度 の熱浴は だけエント

ロピーを受け取るからである。外界のエネルギー変化 は狭義の反応熱

よりも化学的仕事浴のエネルギー変化 だけ大きい。 は、可逆変化

の反応熱とも呼ばれているが、より正確には広義の反応熱と呼ばれるべきだ

ろう。化学的仕事浴のエネルギー変化 と熱浴のエントロピー変化 とは

測定可能なので、(7.3)を使って広義の反応熱 を評価することが出来る。

　特に、等温・等圧変化では なので

(7.4)

である。これは等圧反応熱とも呼ばれている。また、等温・定積変化では

なので

(7.5)

である。これは定積反応熱とも呼ばれている。従って、広義の反応熱 はエ

ンタルピー や内部エネルギー の減少分に等しい。

　広義の反応熱は、化学反応による「熱」の出入りと「化学的仕事」の出入

りとを併せたものであり、紛らわしい言葉である。反応熱とよぶよりも、反

応エネルギーのほうが適切な呼称のように思うが、人口に膾炙しているので

反応熱と呼ぶことにする。さらに以下では広義の反応熱を反応熱と略称す

る。

　７.１.３　反応熱 と化学的仕事 との関係
　反応熱

(7.3)

と化学的仕事 との間には
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(7.6)

の関係がある。これはギブズ・ヘルムホルツ方程式（第1章）から導かれ

る。

　(7.6)を証明しよう。まず、等温・等圧変化の場合には、ギブズ・ヘルムホ

ルツ方程式

を使うと

となる。この左辺に(7.4)を使い右辺に(7.1)を使うと(7.6)が得られる。等

温・定積変化の場合にはギブズ・ヘルムホルツ方程式

を使うと

となる。この左辺に(7.5)を使い右辺に(7.2)を使うと(7.6)が得られる。証明

終わり。

　(7.6)はギブズ・ヘルムホルツ方程式から導かれたので、ヘルムホルツの問

題（第11章）を引きずっている。(7.6)の偏微分を実行すると

となるので、(7.3)を考慮すると(7.6)は

(7.7)
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を意味する。定積変化では であり、等圧変化では なので、

この結果は当然である。(7.7)によれば、化学的仕事 について充分な情報が

あればエントロピー変化が判るが、 が判っても は決まらない。積分定数

だけ不定である。このことはヘルムホルツの問題と同じである。

　７.１.４　可逆電池の熱力学的考察
　(7.6)を証明するための前節の議論はあまりにも数学的であり、イメージが

つかみにくい。ファントホッフは可逆電池を想定した議論により(7.6)を証明

した。ここでは、ファントホッフによる議論を紹介しよう。

　化学電池の両極を導線で結ぶと、電極物質が電解質に溶けて、導線に電流

が流れる。このことは、ボルタ（Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio 

Volta、1745年-1827年）により発見され（1800年）、化学電池の放電現象

と呼ばれている。外部電源を使って電流を逆に流すと電解質が電気分解さ

れ、電気分解による単位時間あたりの析出量と電流とは比例する。このこと

は、ファラデー（Michael Faraday, 1791-1867年）の電気分解の法則

（1834年）であり、化学電池の充電現象と呼ばれている。充電可能な電池

は二次電池と呼ばれ、放電のみの一次電池と区別されている。

　電池の充放電現象を熱力学的に議論しよう。充放電は化学的仕事の出入り

と関わりがある。放電では電池が化学的仕事浴に化学的仕事を放出し、充電

では電池が化学的仕事浴から化学的仕事を吸収する。従って、放電に関わる

化学的仕事に対応する示量性状態量を とすると、電池の起電力は

である。

　可逆電池を想定しよう。可逆電池は充電も放電も準静的に行う仮想的な二

次電池である。同じことだが、二次電池のうちで充放電の際のエントロピー

生成が無視できるほど小さいものを可逆電池と呼ぶ。可逆電池を想定すると

充放電の熱力学的議論が、以下に述べるように、容易になる。起電力 が温
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度だけに依存するような可逆電池を対象とする。温度 の熱浴に接した状態

で だけ等温放電すると、電池のエネルギーが だけ減少し、電池のエ

ントロピーが だけ増える（熱浴のエントロピーは だけ減る）。熱浴から

切り離して更に放電すると、電池のエネルギーが減少し、エントロピーは変

化しないが温度が下がる。電池の温度が になったところで、温度 の熱

浴に接触させて だけ等温充電すると、電池のエネルギーが だけ増加

し、電池のエントロピーは だけ減少する。熱浴から切り離して更に充電す

ると、電池のエネルギーが増加し、電池のエントロピーは変化しないが温度

が上がる。電池の温度が になったところで充電を止めると初めの状態に戻

る。

　この循環過程を図7.1に図示した。この図では温度が高くなると電池の起
電力が大きくなるように書いてある。
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図7 . 1　 可 逆 電 池 の T - S線 図 と x -X線 図 ： 起 電 力 は
である。等温放電過程（1→2）と等温充電過程

（3→4）とは温度と起電力が異なる。

　この循環過程はカルノーサイクルの順サイクルである。可逆電池の熱力学

的変化と第一種理想気体からなる理想順サイクルとの対応を表7.1に示す。
ここでは高温で放電し低温で充電する場合を考えたが、高温で充電し低温で

放電すると理想逆サイクルになる。
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表7.1　可逆電池の熱力学的変化と第一種理想気体からな
る理想順サイクルとの対応

第一種理想気体可逆電池

断熱圧縮断熱充電4→1

等温圧縮等温充電3→4

断熱膨張断熱放電2→3

等温膨張等温放電1→2

　この循環過程では熱力学第一法則により

なので、

である。起電力がゼロとなる温度を転移温度と呼ぶ。この可逆電池の起電力

の温度依存性は、転移温度を とすると、 で

である。

　この可逆電池の反応熱を議論しよう。温度 の反応熱は

(7.3)

である。等温放電過程（1→2）では

となり、温度 に依らない。等温充電課程（3→4）では
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となり、温度 に依らない。すなわち、この可逆電池の反応熱 は、放電過

程と充電過程とで符号が異なるが、温度に依らない。

　(7.3)を温度で割ると

である。異なる温度での等温変化を議論するために、これを温度で微分する

と、 は等温過程での充放電量に依存するが温度に依存しない（第一種理想

気体からなるカルノーサイクルでは当然！）し、 も温度に依存しないので

である。これは(7.6)と同じである。

　７.２　ネルンストの考察

　ネルンスト（Walther Hermann Nernst、1864-1941年）注1 はネルンスト

の式を提唱して電気化学に貢献し、アンモニア合成の平衡条件を研究して化

学工業にも貢献した。ネルンストの最大の業績はネルンストの仮説に基づき

ネルンストの熱定理を提唱した（1906年）ことである。ネルンストは熱定

理の実験的基礎を固めることを目指して固体比熱を測定し、低温物理研究の

端緒を拓いた。ここではネルンストに従って、問題の設定、ネルンストの仮

注1ネルンスト（W. H. Nernst、1864-1941年）物理化学の創設者のひとり。
1887年のKohlraushのもとで学位を取得し、翌年Ostwaldの助手となり、

Arrheniusの影響の電解質を研究し、1889年に電極電位を熱力学的に議論し

てpHメーターの基本であるネルンストの式を導出した。1905年にベルリン

大学へ転出し。ネルンストの仮説を帰納し、熱定理を導いた。熱定理の検証

を目指して固体比熱の測定に従事し、低温物理学の端緒を拓いたひとりでも

ある。1911年の第１回ソルベー会議を発足させた。この時代はドイツの科

学技術の最盛期だった。1933年に定年退職。第二次世界大戦中に引退先の

農場で没した。
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説とこの仮説から導出した熱定理について述べる。

　７.２.１　ネルンストの問題設定
　反応熱 と化学的仕事 との間の関係は

(7.6)

である。化学的仕事 の温度依存性が判っている場合には、(7.6)を使って、

反応熱 が決まる。例えば を形式的に温度 で展開し

(7.7)

とすると

なので、

従って

(7.8)

となる。

　こういうわけで、反応熱 の温度依存性を詳細に調べても化学的仕事 は

判らない。(7.7)によれば は に依存するが、(7.8)によれば は に依存し

ないからである。 の温度依存性をいくら詳細に調べても に関わりのない

についての情報は得られない。
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　熱力学の基本法則には第一法則と第二法則とは別にエントロピー生成最小

の法則があるが、ここで考察対象としている反応熱 は可逆過程に関わるの

で、エントロピー生成最小の法則は自動的に満たされている。こういうわけ

で、反応熱 から化学的仕事 を決めるためにはこれまでに知られている基

本法則とは関わりのない第四の経験則が必要であると思ったネルンストは、

「反応熱 から化学的仕事 を決めるために必要な第四の経験則は何

か？」

という問題に取り組んだ。

　この問題を解決するために、液相・固相での状態変化、化学反応などの実

験結果を検討したネルンストは二つのヒントを得た。

ヒント1　固体反応では、温度があまり高くなければ、反応熱 と化学的仕

事 とはほとんど同じ値となる。固体反応でなくても反応熱 と化学的仕事

の差 は温度が下がるにつれて小さくなる。

(7.7)と(7.8)によれば、

なので、この右辺第１項 は第２項 よりもその大きさが小さいこと

を意味する。

ヒント2　濃度が高くなるにつれて、化学的仕事 は反応熱 に近づく。つま

り濃度が高くなるにつれて が0に近づく。(7.7)と(7.8)によれば、

なので、 を意味する。

　７.２.２　ネルンストの仮説
　ネルンストは、 と仮定した（1906年）。この仮定をネルンストの仮
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説と呼ぶ。この仮説を使うと

(7.9)

(7.10)

である。これは検証可能である。

　ネルンストの仮説を検証する当時の実験は少ない。ここでは二つだけ紹介

する。

検証実験1　ハラの実験（1908年）：化学反応

に伴う起電力による化学的仕事 と反応熱 とを273Kから362Kの温度範囲で

測定した。反応熱 の測定から(7.8)を使って を決める。次に から(7.9)を

使って を推定し、実測した と比較した。その結果は誤差0.1％で一致し

た。

検証実験２　固体硫黄の相転移：単斜晶形から斜方晶形への転移の反応熱の

実験式は

である。ネルンストの仮説が正しいなら、反応熱の実験式から化学的仕事は

となることが期待される。 であるが、２相共存の転移温度では で

なければならないので、この転移温度の推定値は366Kである。これは実測

値368.5Kに近い。

　ネルンストの仮説には次の2つの意味がある。

１　反応熱 と化学的仕事 の温度依存性を図示すると、0Kの極限では と
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は接する。反応熱と化学的仕事は温度の二次以上の高次式であり一次の項が

無い( )ためである。特に の場合には最も粗い近似で

となる。反応熱と化学的仕事の温度依存性を図7.2に示す。この図は

、 の場合である。
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図7.2　ネルンストの仮説の意味： 、 の場合

2　十分低温では、温度が下がるにつれて等温可逆的エントロピー変化 が

小さくなり、充分低温では は温度に比例する。

　このことを示すには、ネルンストの仮説（ ）を使ってエントロピー

変化を議論すればよい。等温可逆的エントロピー変化は

である。つまり、等温的エントロピー変化 は温度の1次以上の項からな
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る。 の場合には充分低温で

である。発熱反応( )では であるが、吸熱反応( )では

である。

　７.２.３　ネルンストの熱定理
　ネルンストの仮説（ ）によれば、等温的エントロピー変化 の温度

依存性は

なので、充分低温での は温度の 乗に比例し、 である。従って、等温

的圧力変化によるエントロピー変化と等温的体積変化によるエントロピー変

化はそれぞれ

である。 と とは任意だから、

(7.11)

である。従って、0Kの極限ではエントロピーは圧力や体積に依存しない。同

じことだが、圧力変化や体積変化を使ってエントロピーを変化させることは

0Kの極限では不可能である。

　このことをネルンストは「液相および固相での等温的な物理的・化学的変

化において、エントロピーの変化は温度が下がるとともに0に近づく」と表

現した（1906年）。これはネルンストの熱定理と呼ばれている。ネルンス

トの熱定理は、ネルンストの仮説から導かれる定理であり、充分低温でのみ

成り立つ。なお、ネルンストがネルンストの仮説を帰納的に提唱し、この仮
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説からネルンストの熱定理を演繹的に導いた1906年に朝永振一郎（1906-79

年）が生まれた。

　ネルンストの熱定理の意味を調べよう。(7.11)にマクスウェルの関係式

を使うと、

(7.13)

となる。前者は熱膨張率が温度零の極限で0になることを表し、後者は圧力

が温度零の極限で0になることを表す。いずれも実験事実により支持されて

いる。

　ヘリウムの融解曲線が充分低温で水平になっている（第6章）ことも、零

度の極限で二相のエントロピー差がゼロになるという形で、ネルンストの熱

定理を支持している。

　次に低温でのエントロピーの温度依存性を議論しよう。低温でのエントロ

ピーの等温可逆変化に関わる定理がネルンストの熱定理であるが、エントロ

ピーの温度依存性はネルンストの熱定理とは無関係ではない。ネルンストの

熱定理によれば充分低温では、熱膨張率がゼロに近いので、定積比熱と定圧

比熱とを区別することは無意味である。従って、充分低温での比熱をCとす

ると、充分低温でのエントロピーは

である。ここで は0Kの極限でのエントロピーである。右辺の積分が有限

であるためには、
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が必要であり、

である。その後に進歩した低温実験に依れば、充分低温では比熱も温度が下

がるにつれて小さくなり0に近づく。低温と言っても何度以下が低温かとい

う問は無意味であり、 となるような温度領域が低温である。例を挙げよ

う。金属の比熱は低温で温度に比例（ ）するが、さらに、温度を下げて

いくと、超伝導相などに相転移して、 となる。放射のエントロピーは

シュテファン・ボルツマンの法則によると温度の3乗に比例する（第3章）。

つまり である。これは任意の温度で成り立つので、放射に関する限り全

ての温度が低温である。第一種理想気体の比熱は温度に依存しないので第一

種理想気体は低温になることがない。

　19世紀末から20世紀初頭は新しく台頭した物理化学研究の華々しい時代

であり、ここで述べたネルンストの熱定理は当時の物理化学研究の輝かしい

成果の一つである。酸素の液化（1877年）、水素の液化（1898年）などを

通して、ネルンストの熱定理が発表された1906年までに低温での物性測定

が進んでいた。その後、カマリング・オネス（Heike Kamerlingh Onnes, 

1853-1926年）によるヘリウムの液化（1908年）と超伝導現象の発見

（1911年）は量子論的低温物理学の始まりとされる。カマリング・オネス

は「液体ヘリウムの製造に至る低温物性の研究」を受賞理由として1913年

度ノーベル物理学賞を受賞している。量子論の発端となったプランク（Max 

Karl Ernst Ludwig Planck、1858-1947年）が「エネルギー量子の発見によ

る物理学への貢献」を受賞理由として1918年度ノーベル物理学賞を受賞し

た。ネルンストは「熱化学の研究」を受賞理由として1920年度ノーベル化

学賞を受賞した。

　７.３　熱力学第三法則
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　ネルンストは0Kの極限でのエントロピー の値については言及

していない。ネルンストの熱定理の範囲内では は物質の種類に依存して

も差し支えないし、 の符号すら定まらない。

　プランクは、ネルンストの熱定理を拡張して、「温度零の極限では、有限

な密度の化学的に均質な物体のエントロピーは、圧力、集合状態、化学変化

に無関係なある一定値に近づく」とした（1911年）。つまり、プランクは

が物質にも状態にも依らぬ普遍定数であると考えた。これは大変な飛躍

である。もはや経験則を越えている。さらに、プランクは「この普遍定数を

0に選ぶことが出来る」と述べている（1911年）が、 が普遍定数なら、

黒体放射（第3章）では既に知られていた関係 により、 でなけ

ればならない。ネルンストの熱定理とプランクの飛躍 とを併せて熱

力学第三法則と呼ばれている。

　熱力学第三法則のうちで、ネルンストの熱定理についてはその後の実験に

より支持されているが、プランクの飛躍 についてはどの程度一般性

があるのかわからない。1911年当時は黒体放射だけがプランクの飛躍を支

持していた。

　 の値と比熱 の温度依存性のデータが充分にあるなら、任意の温度に

おけるエントロピーが次の式を使って推定できる。

　超流動ヘリウムでは、この式から推定したエントロピーと噴水効果（第6

章）から推定したエントロピーとを比較すると、 が成り立ってい

る。このことも20世紀中頃に明らかになった。

　液体ヘリウムの表面張力の実験により、気相液相境界面のエントロピーに

ついても であることが明らかになったのは20世紀後半である。液体

ヘリウムの表面張力については第8章で議論する。

　プランクの飛躍を受け容れて、全ての物体で とすると、エントロ
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ピーは正であり、温度零の極限で零になる。このためにエントロピーは正と

するのが習わしである。同じことだが、熱力学第三法則によりエントロピー

の符号が決まった。第1章と第2章では と仮定した。自由エネルギーの

大小関係の議論やギブズの自由エネルギー とヘルムホルツの自由エネル

ギー の温度依存性の議論では がかなり重要だった。 の根拠は熱力

学第三法則にあるので、 と仮定してきたことは熱力学第三法則の先取り

である。

　平衡状態のエントロピーに対するボルツマン流の統計力学的解釈を採用す

ると、 は、基底状態が縮退していない量子統計力学では0である。しか

し、基底状態が縮退している場合には が有限になるので、 は「凍り

ついたエントロピー」と呼ばれている。こういうわけで、プランクの飛躍を

量子統計力学からの当然の結果と見なすこともできない。基底状態の縮退を

解く機構が常に存在するのか、あるいは、「凍りついたエントロピー」を溶

かすことが出来るのかは未だにわからない。統計力学については章を改めて

述べる。

　「凍りついたエントロピー」が存在するなら、その状態は熱力学的平衡状

態ではないと解釈することも可能である。

　７.４　まとめ

　物理化学の進展に伴い、いくつかの実験結果から帰納的にネルンストの仮

説が提唱された。ネルンストの仮説も熱力学第一法則、熱力学第二法則、エ

ントロピー生成最小の法則と同様に経験則である。ネルンストの仮説からネ

ルンストの熱定理が導かれた。ネルンストの熱定理は充分低温でのみ成り立

つ定理であり、その後の低温物理の進歩により、実験的支持が得られてい

る。

　プランクは を普遍定数とみなした。 を普遍定数と考える

なら、黒体放射の実験から であり、エントロピーは正となる。ネル
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ンストの熱定理とプランクの飛躍 とを併せて熱力学第三法則と呼ば

れている。しかし、 を普遍定数と考えることの妥当性は不明である。
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