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3.1 光量子

3.1.1 光と電磁波

あらゆる粒子の中で一番速く運動するのは光である．その速さは真空中で 3.0 × 108 m

· s−1(時速約 10億 km)と，想像を絶した速さである．光は電磁波の一種で，ラジオやテ

レビが利用している中波・短波・超短波，熱を運ぶ赤外線，日焼けの原因となる紫外線，

医療や研究に利用される X線，核反応で生じる γ 線などの仲間であり，これらと区別す

るために可視光とも呼ばれる．また電磁波のことを総称して光と呼ぶこともある．その実

体は，電場と磁場がそれぞれ進行方向に直交した面で振動している横波である．波の山か

ら隣の山までの距離を波長というが，前述の呼び名は波長によって決まる (図 3.1(a))．光

のエネルギーは波長が短くなるとともに連続的に大きくなる．

3.1.2 光量子

物質は様々な方法で光と相互作用する．例えば水や氷に光を当てると，中から電子が飛

び出してくることがある (図 3.1(b))．これは H2O分子内の電子が光のエネルギーを吸収

して，高速で運動するようになったからである (図 3.1(c))．これを光電子 (こうでんし)

という．照射する光の波長 (または振動数)を変化させて，光電子のエネルギーを調べる

と，ある振動数より高い光を照射しないと光電子が出てこないことがわかる (図 3.1(b))．

アインシュタインは光量子仮説を提唱し，光はある定数 hに振動数 ν(ニュー)を掛けたエ

ネルギー hν を持つ粒子=光子であり，1個の光子が 1個の電子に吸収されると考えて，こ

の現象を説明した．電子を H2O 分子から引き離すには一定のエネルギーが必要なため，

それ以上のエネルギーを持った光子のみが光電子を放出させるのである (図 3.2)．

3.1.3 電子遷移

電子は光子のエネルギーを吸収してより高いエネルギー状態になることができる．しか

し，原子や分子に閉じこめられた電子のエネルギーは連続的に変化できず，可能な分子軌

道のエネルギー差に相当するエネルギーの光量子しか吸収することができない．図 3.3に

H2O 分子の分子軌道のエネルギー準位を示す．丸で示したのが電子であり，各準位に 2

個ずつ，エネルギーの低い準位からつまっていく．例えば，準位 4にある電子は波長 62

nmの光子のエネルギーを受け取って，準位 5へ状態を変化させることができる．別の言

い方をすると，準位 4では図に示すような形の波動だった電子は，光量子のエネルギーを

受け取って，よりエネルギーの高い違う形の波動に変化する．これを電子遷移という．
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図 3.1 (a) 電磁波の名称と

おおよその波長．(b) 氷およ

び水に光を照射すると発生す

る光電子による電流の光波長

依存性 [3]．(c) H2O 分子に
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3.2 分子運動の量子化

3.2.1 分子の回転

H2O分子の模型は手でいろいろな向きに回転させることができる．回転する物体の例

にコマがあるが，ミクロの世界ではコマのような回転も量子化される．マクロなコマの回

転数は連続的に変化できるので，そのエネルギーも連続的に変化する．しかし，ミクロな

コマの回転エネルギーと回転速度は量子化され，とびとびの値しかとれない．これが分子

の回転の実体である．とびとびの回転状態のエネルギー差に相当する光の吸収や放出に

よって，回転状態が変化する．H2O分子は様々な回転の仕方をするが，それらは図 3.4に

示す基本的な回転モードの組み合わせである．原子の質量と結合距離から，各回転状態間

のエネルギー差を計算すると，マイクロ波の光と同程度であることがわかる．

3.2.2 分子の振動

これまで H2O分子は O−Hの結合距離が 0.958 Å，結合角度が 104.5◦ であると考えて

きたが，実はこれは平均値であって，現実には結合距離も結合角度も平均値の周りで周期

的に変化している．これが分子振動である．H2O 分子の基準振動は図 3.5 に示す三種類

であり，分子全体の振動はこれらの組み合わせで表される．(a)は 2個の O−H結合が対

称的に振動するモード，(b)は非対称的なモード，(c)は結合角が変化する振動モードであ

る．これらの振動のエネルギーも量子化されている．したがって，分子が特定の波長の光

を吸収するとで，より高い振動数の振動状態に不連続に変化する (図 3.5(d)．ある振動状

態から 1つ上もしくは下の振動状態への遷移のエネルギーは回転の場合よりも高く，赤外

線のエネルギーに相当する．

3.2.3 水と赤外線

H2O 分子の振動状態を 1 つずつ変化させる遷移のエネルギーは赤外線に相当する (図

3.6)．地球は水蒸気や雲の存在する大気や海洋水に覆われている．この大量の H2O分子

は，太陽からの赤外線を吸収して高い振動状態になる．この振動のエネルギーは分子同士

の衝突によって，回転や並進といった他の運動エネルギーに変換される．これはすなわち

水がより高温になることを意味する．地球温暖化が問題になっているが，大気中の水蒸気

は自然界にもともと存在する温暖化ガスなのである．また，我々の体は水とタンパク質か

らできているが，タンパク質分子も振動によって赤外線を吸収する．赤外線を発する暖房

器具に手をかざすと暖かいのは，水とタンパク質が赤外線を吸収しているからである．
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3.3 物質の色

3.3.1 目と光の三原色

太陽や白熱電球が発する白色光は．全可視光をほぼ均等に含んでいる．虹は白色光

が屈折によって分光されたために見える現象だが，これを実験的に初めておこなったの

はニュートンである．我々は虹の 7色の各領域を，赤・橙・黄・緑・青・藍・紫のように

表現するが，実は人間の目は赤 (Red)・緑 (Green)・青 (Blue)にだけ特に強く反応する

(図 3.7(a))．色の認識は視細胞に含まれる 3種類の視物質が RGBの各波長の光を吸収し

て分解されて，最終的に発生する電気信号が脳で処理されることによって起きると考えら

れている．つまり，RGBの光を適当に組み合わせた光を見ると，黄色などの他の中間色

として感じられる．これが光の三原色である (図 3.7(b))．一方，黄色に相当する単色光

は，赤と緑の視物質をほどほどの割合で分解することで，黄色として認識されている．

3.3.2 物質の色

H2O 分子で起きる電子励起は紫外線のエネルギーに相当し，振動励起は赤外線に相当

するので，可視光は吸収されない．しかし，より大きな分子では，電子波がより広い領域

に分布しているため，電子励起によって紫外線よりも低エネルギーの可視光が吸収される

ことがある．電子エネルギーの量子化によって，例えば青い光だけを吸収する分子は，白

色光の残りの光を透過または反射させ，これが補色 (図 3.8(a))として目に見える．これ

が染料などの物質が発色する機構である．一方，蛍光ペンで使われている色素は，可視光

の代わりに紫外線を吸収した後で，よりエネルギーの低い可視光を放出する特殊な分子で

ある (図 3.9)．このため蛍光色素を白い紙に塗ると，周りの部分よりも明るく見える．

3.3.3 水の色

H2O分子は可視光を吸収しない．しかし，液体の水や氷の場合，H2O分子間の相互作

用のために，振動励起や電子励起のエネルギーは広がりを持つようになる．一方，分子の

振動状態は通常 1つ高い状態に段階的に変化するが，低い確率ながら 2つもしくは 3つ高

い状態に一気に遷移する場合もある．この場合，1つだけ状態を変化させたときの 2倍や

3倍のエネルギーの，より短い波長の光が吸収される．これらを音の振動になぞらえて倍

音や三倍音という．H2O分子の基準振動の倍音の波長は可視光に近く，水の中では分子

間相互作用によってさらに赤色光の吸収もごくわずかに起こるようになる．海や湖などの

大量の水の色が青いのは，白色光から赤色が吸収された残りの光を見ているためである．
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