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序論--光とは何か？
波動方程式
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波動方程式

2.1 波の概念
光は波の性質を持つと言われますが、そもそも「波」とは何でしょうか。私達は日常的
に「波」という語を使っていますが、私たちは「波」をどう捉えているのでしょう。思い
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波の性質

つく波を挙げてみて下さい。

4

電磁気学

波には様々な種類があり、様々な分類が可能です。物理的現象以外でも比喩的に「波」

5

光の性質

と表現するものも多いのですが、それらにはある共通した性質があります。それは「上が

放射光発生

ったり下がったり」あるいは「増えたり減ったり」変化する事です。私たちは、一方的に
上がり続ける状況を「波」とは言いません。また、急に「ポン」と変わる変化を「波」と
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序論--光とは何か？

いう場合も少ないでしょう。つまり、私達は「連続的な振動」を波と捉えているわけで、
この点は物理学も同じです。

ここでは光に関する物理学の基礎を説明します。ところで光を理解する為に必要な知識

その変化の方向は２種類あります。時間方向の変化と空間方向の変化です。勿論、多く

は何でしょうか。光は電磁波なので、電磁気学と波動理論が必要です。また、光の別の一

の波は時間的にも空間的にも変化しています。また「上がったり下がったり」するもの（変

面である粒子性を理解するには量子論も知っておいた方が良いでしょう。私が担当する 3

化量）は実に様々です。例として海の波を考えると、変化量は海面の高さで、変化の方向

回の講義でこれらを全て説明するのは不可能なので、幾つかのポイントに限定して、しか

は空間と時間です。では、「景気の波」はどうでしょう？変化量は景気指数で、変化の方

も半定性的に説明する事にします。また、多少厳密性に欠ける部分があるのも仕方ありま

向は時間です。

せん。例えば「音速は周波数によらず一定」というのは、誤りとは言えませんが、厳密に
は正しくないのです。

[レポート課題１] 講義で挙らなかった波を 3 種類以上挙げ、それぞれに対して変化量と
変化の方向を示せ。

このテキスト内容は、講義より多くしてあります。講義で理解出来なかった部分を調べ
たり、より詳しく勉強したい場合に使って下さい。
私の講義の多くの部分は高校の物理や化学の復習ですので、このプリントを作成する上
で、数研出版「高等学校物理 I」を参考にいたしました。

2.2

三角関数と振動

物理的な波を表す典型的な式が三角関数である事はご存知でしょう。「連続的な振動」
を方程式で表現すると、その解が三角関数になります。振り子などの１次元の振動から始
めて、波が満たす方程式を説明していきます。変化量は位置 u で、時間 t に対する変化と

します。先に述べた２つの波の性質を満たす式を立てましょう。

2.3

波動方程式

まず「連続性」です。数学的に連続な関数は微分可能です。別の表現をすれは「段差的
変化が無ければ、傾きが有限値である」。数学的表現に戻れば「変化量を変化方向で微分
できる」、つまり du/dt が定義できます。
次に「振動」です。上がった変化量が下へ戻ってくるのは、変化を元へ戻そうとする「復
元力」が働いているからと考える事ができます。例に戻ると、u>0 の時は逆方向の力 f<0、
u<0 の時は f>0 です。これに合う最も簡単な式は
f=-au

(2-1)

です。ここで a は適当な係数で、正の実数です。変化量 u が位置ならば、復元力 f は力で
す。この場合に変化量 u が満たすべき方程式は、運動方程式と呼ばれます。力＝質量

加

速度で、加速度は位置の２階微分ですから、運動方程式は

波の多くは時間的にも空間的にも変化する波です。その一例は水面の波で、ある方向に
向かって進みます。変化量が u で x 方向に進む波は、

(2-2)

(2-4a)

と書けます。これは微分方程式で、u を t の関数として求めればそれが解です。２階微分

と表現できます。変化量は空間と時間の関数 u(x,t)で、定数λと T はそれぞれ波長と周期で

方程式なので、答えは２つの任意定数を持ち、

す。高校では図 2-1 の解説のはずです。但し、物理の世界では
(2-4b)

(2-3a)

と書く事が多いので、以後はこちらを使います。定数λと T の替わりに k とωを使います

または
(2-3b)
が解です。A と B、または A とφが任意定数です。
ここで行ったのは、自然界の現象を抽象化した式で表現する事で、物理学の最も基本的

が、これらは波数と角周波数と言います。式(4-b)が表す波は速度が

で進む

正弦波です。
逆に式(2-4)から、この式が満たす微分方程式を考えてみましょう。「サインを２回微分

なプロセスです。同じ式で表現できる現象は同じ性質を持ちます。挙げて頂いた「波」

すればサインに戻る」ことを式で表現しましょう。式(2-4b)を t の関数と解釈すれば、式

のほぼ全てが、連続性と復元力を持っています。

(2-3b)と同じ形です。式(2-3b)でΑ=-1, √(a/m)=ω, φ=-kx とすれば、式(2-4b)に一致します。従

[レポート課題２] 式(2-3a)と式(2-3b)が等価である事を示せ。

って、x を定数とすれば式(2-2)に似た方程式

と拡張できます。この式を「自由空間の波動方程式」と言い、自然界の驚くほど多くの物
(2-5a)
理現象を表す事ができます。例を挙げましょう。u を空気密度の濃淡とすると音波を表し、
が成立します。予想通りの結果です。式中の d が に変りましたが、これは x を定数とし

速度 v は音速です。様々な周波数の音がありますが、音速は周波数によらず一定です。意

て t で微分した事を表します。既に記したように√(a/m)=ω なので、式(2-5a)は以下の式に

外な例として、電磁気でよく知られた逆２乗の法則(点電荷の間に働く力は距離の２乗に

書き直す事ができます。

反比例する)も、ある条件下で式(2-9)を解く事によって得られます。
(2-5b)

[レポート課題３]

２階微分可能な任意の関数 f(x)に対して u=f(x-vt) は波動方程式(2-8)

の解になっている事を示せ。また、この解は f(x)の形の変位が速度 v で進んでいる状態を
さて、逆に x を変化量として t を定数と考えると、式(2-4b)は

表す事を示せ。
(2-6)

も満たさなければなりません。式(2-5b)と式(2-6)から、
(2-7)
が得られ、速度

を使って書き直すと、
(2-8)

となります。つまり、進行する正弦波を表す式(2-4)は微分方程式(2-8)の解です。本当は微
分方程式(2-8)の解は全て式(2-4)になる事も示すべきですが、省きます。この方程式(2-8)
では周波数または波数は任意定数になります。速度が v ならば、ωがどんな値であっても、
微分方程式(2-8)を満たします。
微分方程式(2-8)は空間的には x 方向の変化だけを考えていますが、x, y, z の 3 次元空間
を扱う場合には、
(2-9)

3 波の性質

に習っているはずです。定在波の波長は
n = 1, 2, 3, . . .

(3-3)

3-1 重ね合わせの原理
波は重ね合わせる事ができますが、これは波動方程式(2-9)が線形だからです。関数 u1

で与えられる離散的（とびとびの）値をとります。

と u2 が共に方程式の解であるなら、u3=u1+u2 も方程式の解です。これは u1 で表される波と

振動の種類

波長λ

振動数

u2 で表される波が同時に存在でき、変化量はその単純和になることを表現しています。

基本振動

2l

(1/2)(v/l)

2 倍振動

l

(v/l)

3 倍振動

(2/3)l

(3/2)(v/l)

レポート課題３で、任意の f(x-vt) は波動方程式(2-8)の解になっていると書きましたが、
任意の f(x-vt) は式(2-4b)の形の三角関数をたくさん足し合わ背になっています。もちろん、
三角関数それぞれの任意定数 A, B ,ωを上手に選んで足し合わせる事が必要です。

3-2 定在波
同一周波数の複数の波が同時に存在すると干渉が起ります。最も単純な例は、同一周波
数同一振幅の、進行波と逆方向に進む波が同時に存在する場合です。進行波と逆方向の波
図 3-1

は
3-4 原子と固有振動

(3-1a)

この定在波と固有振動という考えは量子力学で重要になります。原子核の周囲にある電

(3-1b)

子は固有振動する定在波と考えられるからです。

となるので、これらの和は和を積に直す公式を使って

電子の状態は Schrödinger の波動方程式を解く事で得られます。変化量は状態関数と呼

(3-2)
と計算できます。これはどちらへも進まずに振動する定在波となります。右辺は位置に対
する三角関数と時間に対する三角関数の積になり、

弦の固有振動

の位置では常に

ばれる量ψで、変化の方向は時間と空間です。

とな

(3-4)

るので、ここを節といいます。振幅の大きな位置は腹です。
電子が存在するのは自由空間ではなく原子核とのクーロン力がある場なので、クーロンポ
3-3 固有振動
両端を固定した弦にできる定在波は、ある波長の波に限ります。高校では図 3-1 のよう

テンシャルに対応する項 Ze2/r が現れています。r は原子核からの距離、Z は原子量、h は
プランク定数と呼ばれる定数です。原子が安定していれば

(3-5)
という形の定在波になります。式(3-2)と同様に、空間座標の関数 u と時間の関数の積にな
っています。複素数を勉強された方なら、時間に対する指数関数部が表現を変えた三角関
数である事に気づかれるでしょう。

図 3-1 で「n 倍振動」としてある n と同じです。n が自然数なのでエネルギーは離散的値
しか取りません。これを「量子化」と言います。
式(3-7)のエネルギーがマイナスなのは、これがエネルギー状態を表す、つまり「ある状
態とある状態のエネルギー差」だからです。基準は電子が原子核から無限遠まで離れた状

式(3-5)を式(3-4)に代入すると、式(2-6)に似た線形微分方程式になります。
(3-6)

態で、ここがエネルギーゼロの状態です。電子は原子核に引かれるので、古典的イメージ
では原子核に近付くと位置エネルギーを失い運動エネルギーを得るはずです。しかし量子
力学的には電子は運動していないので運動エネルギー分を X 線として放出し、全体のエネ

これが時間に依存しない Schrödinger の波動方程式です。式(2-6)と比較すると、波数 k が

ルギーは低くなります。これが負のエネルギー状態という意味です。この定義には抵抗感

位置 r に依存する形です。例えば太さが一様でない弦の振動を解く場合に波数 k が位置に

があるでしょうが、絶対的エネルギーゼロの状態は考えられないので仕方ありません。

依存する式になります。この式の解 u が定在波の(3-2)式では sinkx に相当し、図 3-1 の振
動振幅になっています。

この状態関数 u の物理的意味にも抵抗を感じる事でしょう。一般的な教科書では「u2 が
電子の存在確率」と説明しますが、実験的には「他の粒子との衝突し易さ」です。例えば、

u(r)

軌道電子が原子核と衝突する軌道電子捕獲という現象があります。その確率は r = 0 付近

n=1, n=2, n=3

の u で決まり、n=1, n=2, n=3 に対する u(0)2 はそれぞれ 4, 1/8, 4/27 なので、n=1（S1 軌道）
の電子の軌道捕獲が最も起こり易いのです。衝突できるのは存在するからという考え方で

r

す。
[レポート課題 4]

式(3-5)のψ は式(2-5b)の解の形にもなっている事を示せ。

図 3-2 状態関数の例
単純化して球対称を仮定し、u を r だけの関数と考えて解いてみます（これが s 軌道で
す）。計算方法は初等量子力学で勉強して頂くとして、答だけを図で示します。この方程
式はエネルギーE が式(3-7)の値をとる場合に解を持ちます。ここで n は自然数です。
(3-7)

3-5 原子状態
図 3-3 は高校化学で学習する原子の殻構造です。K 殻の電子は n=1,

L 殻は n=2,

M殻

は n=3, . . .のエネルギーに対応します。図 3-3 は電子が原子核から離れた位置を円運動し
ているかのように書きますが、実際には回転運動の運動エネルギーが必要無い事は既に述
べました。改めて図 3-2 を見ると、電子の存在確率が最も高いのは原子核位置（r=0）で

関数の形は図 3-2 のように振動します。r=0 での u は、図のスケールからはみ出している

す。また n=2 や n=3 では、存在確率が原子核から遠ざかるに従って増えたり減ったり振動

ますが無限大ではなく有限値です。自然数 n は定在波の腹の数で、主量子数と言います。

しています。現実には、原子核の周囲に「衝突し易さ」に対応する定在波が立っているの

です。

せは成立しますが干渉はしません。ぴったり同じ周波数の波を作る最良の方法は、この実
験のように１つの波を２つ以上に分ける事です。
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このような状況は分子でも同じで、固有振動に相当する状態があり、そのエネルギーは
物質によって異なります。私たちの目は、固有振動エネルギーを色の違いとして認識し、
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(
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物質を識別できるのです。
[レポ−ト課題 5]

エネルギーの高い光の波長は短く、エネルギーの低い光の波長は長い。

3-7 Huygens の原理

つまり波長には「長」と「短」があるだけなので２原色が自然である。ところが、我々は

ホイヘンスの原理は「波面の各点からは波の進む方向に元素波が出る。これらの元素波

異なる波長の光を 3 原色の色によって認識する。なぜ「３」なのか？また、最も長波長の

に共通に接する面が次の瞬間の波面になる。」です。高校では図 3-5 のように説明してい

赤と、最も短波長の紫が、似た色調なのは不自然ではないか？

るはずです。この原理も波の重ね合わせから得られます。

3-6 光の干渉
3-2 で扱ったのは空間的に１次元の波でした。波の拡がりが２次元だと干渉は複雑にな
ります。図 3-4 は高校の教科書にもあるヤングの実験です。波の一種である光を使った干
渉実験で、２つのスリットが２つの光源として働いています。
一つの単色（単一周波数）光源がから発生し、スリット S1 と S2 を通過した波は定在波
成分を作り、スクリーン上で振動の大きい腹の部分が明るく節の部分が暗くなります。こ
れは 3-4 で述べた、軌道電子の状態関数と同じです。光の強さ（エネルギー）は振幅の２
乗に比例します。
干渉は同一周波数の複数の波の重ね合わせによって起き、異なる周波数では、重ね合わ

3-7 反射と屈折

基本振動が最も長波長（=低周波）でその他を高調波といいます。楽器の場合は高調波

波は、速度の異なる媒質の境界を通過する際に反射や屈折を起こします。その角度は
Huygens の原理を使って説明できます。図 3-6 は反射角と屈折角を示した図です。

がどのような割合で含まれるかが音色を決めます。これを周波数スペクトルといい、図 3-8
の右の図がそれです。初等物理でスペクトルといえば太陽光をプリズムで分光した虹色で

光が屈折率の大きい媒質から小さい媒質へ入射する場合、ある入射角（臨界角）で屈折

すが、色が周波数に対応し、明るさがその周波数成分の強さです。波の形（左の図）から

角が 90 度になります。更に入射角が大きくなると光は全て反射される（全反射）という

スペクトル（右の図）を得る計算をフーリエ変換といい、逆の計算を逆フーリエ変換と言

性質があります。図 3-7 はこの全反射条件を示しています。

います。よく聞く用語の FFT ( Fast Fourier Transformation)は、計算機が高速でフーリエ変
換を計算できるアルゴリズムの事です。
図 3-8 とは逆に長波長成分を加えると周辺のパルスが消えていき、たった一つのパルス
にする事も可能です。また、波長成分に広がりを持たせる事でも波が塊になります。図 3-9
がその例です。一般に周波数の広がりが大きいほど塊は小さくなり、この関係性を不確定
性原理と言います。量子力学で、粒子の位置精度を増すと運動量の不確定性が増す関係が
まさしくこれです。位置の広がりが波の塊の広がり、運動量の広がりが周波数スペクトル
の広がりです。

3-8 周波数スペクトル
"
#

自然界の波は 3-1 で述べたような様々な周波数の波の合成です。一例は図 3-1 の３つの
波形を適当な大きさと位相で足し合わせる場合で、様々な波形になります。図 3-8 は更に
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加える波を増やした例で、奇数次の波を加える事で正負のパルス波形になります。
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図 3-9 多くの周波数成分を加える事で、波を塊にできる。

図 3-8 奇数次の高調波を加える事で作る正負のパルス波形
簡単に計算できる特別な例が図 3-10 に示す「うなり」で、２種類の周波数の波がある

と起きる現象です。角周波数ωを中心として、角周波数ω+Δと角周波数ω-Δの波の和を計算

電磁気学

4

します。三角関数の和を積に直す公式を使うと
（３−８）

です。これは角周波数ωの波の振幅が cosΔt でゆっくり振動する波です。周波数の幅が大
きい（Δが大きい）ほど波の塊が小さく（早く）なってきます。
うなりにも節があるので、図 3-1 の定在波と混同し易いかもしれません。うなりの場合

4-1

電磁気学の復習

電磁気に関する事で、皆さんが既に学習済みと思われる事柄を思い出して頂くと一緒に、
新しい事を知って頂きます。まず用語から始めましょう。
[電 荷 ]

物質は全て原子から出来ており、原子はプラス電荷を持つ原子核とマイナス電

はパルス波のパルスが伝わるように、図 3-10 の形がそのまま伝わっていくので、完全に

荷を持つ電子から構成されています。電荷の単位はクーロン（C）で、逆符号の電荷同士

違います。二人で微妙に音程の違う声を出すと、音量が大きくなったり小さくなったりす

は引き合い、同じ電荷同士は反発しあいます。

る「うなり」を聞くことができます。

[電場]

どうやってプラス電荷とマイナス電荷が引き合うかというと、勿論紐で繋がって

いる訳ではありません。プラス電荷は自分の周囲に電場を作り、マイナス電荷がいる位置
$'&
$

u

にも電場が出来ます。マイナス電荷はこの電場によって力を受けていると考えます。式で

%'&
%

書くと

!%'&
!$

F=qE

!$'&
"

です。太字の記号はベクトルを表し、イタリックの記号はスカラーです。ベクトル F は力、

#

u

(4-1)

$

q は電荷、ベクトル E は電場です。

%
!$
!#
!"

[電 流 ]
!$%

!&

%

x

&

$%

図 3-10 うなり。上図の赤と青の波形の和が下図の黒い波形。右がスペクトル。

電荷が移動すると電流が流れていることになります。電流の単位はアンペア(A)

です。電流は、導体（例えば電線）の断面を一秒間に通過する電荷量で定義されるので、
アンペアはクーロン／秒と同じです。導線（電線）の中を電荷が移動するのは、導線内に

自然界には完全に単一周波数の波は存在しない。存在するとしたら

電場ができて電子が力を受けるからです。内部が真空のパイプ中を電子が高速で走る場合

どんな波になるか？また、周波数に少しの広がりがあると、ヤングの実験の干渉はどうな

も電流が定義されて「電子蓄積リングの蓄積電流値が 100mA」という表現が出来ます。電

ってしまうか？

流は移動する電子の一つ一つに対して定義できるものではないので「この電子は何 A」と

[レポート課題 6]

は言えません。「この位置のこの断面を流れる電流は何 A」と言います。
同じ状況の同じ位置でも、断面の方向と面積によって電流値は変わります。そこで電流
密度、つまり単位面積当たりの電流を定義します。単位は A/m2 です。電流密度をベクト

ルで表現すれば電荷の移動方向も表す事ができ、場所だけで決まる量になります。断面も
ベクトルで表現すれば、電流（I）は電流密度ベクトル（j）と面積素ベクトル（da）の内
積になります。ベクトル da の方向は面に垂直です。
(4-2)
[レポート課題 7]

光速に近い速度で電流を流す事ができる。電流は電子の流れである。

相対論によれば光速に近い速度の電子は重くなる。一方で電流を流しても電線は重くなら
ない。これはどういう事か（どこが間違っているか）？

[電磁誘導 I]

磁石を動かしてコイル内の磁場を変化させると電流が流れます。高校では

図 4-3 のように説明しているはずです。電流が流れるのは電場ができたからで、定量的に
[場のベクトル]

電流密度と電場には、ちょっとした共通点があります。場所によって決

は下記の Faraday の法則で表現されます

まるベクトルという点です。
[右ねじの法則]

図に示すように、電流の回りにはそれを囲むように磁場ができます。磁

場も場所によって決まるベクトルです。これを示したものが図 4-1 ですが、中学、高校で
も習ったと思います。

[Faraday の法 則 ]
[Fleming の左手の法則]

磁場中では、静止している電荷は力を受けませんが、移動中の

電荷はその速度に比例する力を受けます。図 4-2 は高校で習う図で、磁場の中の電流が受

回路に誘起される起電力は回路を通って流れる磁場総量（磁束）の

時間変化の符号を変えたものに等しい。これをベクトルを使って方程式で表現すると、以
下になります。

ける力を示しています。電荷が電場から受ける力と磁場から受ける力を合わせてローレン
(4-4)
ツ力といい、下式で表せます。
(4-3)
ここで、x はベクトル積を表し、

です。電流密度は

です。

この式で、∫ds は閉じた回路に沿って一周分だけ定積分することを示し、∫da は閉じた回路
が作る面内の定積分を示します。

数学的に難しくなりますが、式(4-4)と(4-5)を使って電場と磁場を計算してみます。z 方向
に進む平面波で、伝搬空間に電流源は無し（j=0）、B は y 成分 BY(z,t)のみで E は x 成分 EX(z,t)
のみとします。式(4-4)の積分回路として、図 4-6(a)のように x-z 平面で x 方向に長く(L)、z
方向に短い（Δz）長方形をとると、
(4-6)
[電磁誘導 II]

Maxwell は右ネジの法則に従った定常電流 j だけではなく、電場変化(仮想
(4-7)

電流と言います)も磁場を誘起する事を導き出しました。
だから

(4-5)

(4-8)
ここで、µは透磁率、εは誘電率です。先に述べた「右ねじの法則」は、
場合です。

の
となります。式(4-5)はこれに垂直な図 4-6 (b)の長方形で積分すると
(4-9)

[電磁波] 電流が急激に変化した場合に図 4-5 のような電磁波が出ます。
となります。この２式から EX と BY の波動方程式が得られます。BY の式は

$%&

!
"

(4-10)
*+
'()

!"#$!%&'()*+,-.

x !z

(4-11)

Ex
da

z
da

!$#

のとき、EY を計算すると

z

(4-12)

By

となります。つまり図 4-5 のイメージになります。

By

ds

、つまり光速です。

さて BY が

x
Ex

!"#

で、EX も同じ方程式になります。真空中では

!#$

#
!!!!!"

ds
y
y
! " # $%
&'()*+&',-

!z

[レポート課題 8] BY が z 方向に進む波ならば式(4-12)から、
方向に進む場合の

はどうなるか。

である。では、-z

5

光の性質

[光] 光は電磁波の一種です。電磁波はその周波数領域によって異なる名前がついており、
図 4-7 は様々な周波数の電磁波の波長スケールと電磁波源を示したものです。真空中の速
度は光速なので、周波数と波長の間には一定の関係があることに注意して下さい。

5-1 光の吸収
光の吸収は、物体の電子が電磁波である光の電場によって加速され、振動することによ
って起きます。このように巨視的現象も、ミクロレベルで基本原理を考えることで理解で
きるのです。
図 3-4 のヤングの干渉実験に戻って考えましょう。干渉するのは電磁場の電場と磁場で
す。定在波の節の位置では振幅がゼロなので、電場も磁場もほとんどゼロで電子を動かす
事ができません。一方、振幅の大きい位置では電子を大きく加速し、動かす事ができます。
電場によって電子が動く速度が電場に比例するなら、エネルギーは速度の２乗なので電場
の振幅の２乗に比例と考えると納得できるでしょうか。
ここまで考えると、3-4 で説明した量子力学の状態関数との類似に気がつくでしょう。
軌道電子の状態関数は光の電場または磁場に相当する量なのです。

5-2 光の散乱
光の透過や反射もミクロレベルの電磁場による電子の動きから説明できます。電場の方
向を x, 磁場の方向を y とすると電磁波の進行方向は z です。物質として、x-y 平面上に均
一に分布する電子の薄い層を考えます。これは、薄い金属内の自由電子をモデル化したも
のです。層の厚さをΔz、電子数密度をσとして何が起きるかを順を追って検討してみます。
(1) まず電子は電磁波の電場 Ex で加速されます。電子の運動方程式は以下です。
(5-1)

(5-4)

(5) 電子が感じる電場は、入力電磁波の電場 EX-EM と電流による誘導電場 EX-I の両方なので、
式(5-1)を以下のように書き直します。
(5-5)
さて、これらの式から EX-EM が式(4-10)の形であるとして EX-I を求める事ができます。答え
は
(2) x 方向に電子が動くという事は x 方向に電流が流れる事です。電流密度は、電荷密度

(5-6)

(-eσ)と電荷の移動速度（v=dx/dt）の積になるので、下式となります。
(5-2)

となります。マイナス符号から、EX-I は EX-EM と逆方向、つまり電磁波の作る電場を弱くし
ようとします。

(3) この電流は、電流と直交する方向の磁場 By を誘導します。x-y 平面を x 方向に流れる

電子が振動する為に発生する電磁波が EX-I と BY-I です。z <0 では EX-I の符号が EX-EM と逆

面電流が作る磁場は、z>0 と z<0 では逆向き（右ネジの方向に電流を囲む）で、下式とな

なので、波は z < 0 に進みます。これが反射波です。z>0 では EX-I と BY-I ともに逆符号なの

ります。

で進行方向は z>0 ですが、同じ方向に進む EX-EM と BY-EM と干渉して Ex と By を小さくしま
for

(5-3a)

す。これが透過波です。電子密度σ をゼロにとると、EX-I =0 で、当然ながら電磁波は何も
無かったように通過する事を意味します。一方σ を無限大にとると EX-I =- EX-EM、つまり全

ここで、By の下の'-I'は誘導(induce)されたものを表し、元々の電磁場によるものには'-EM'

反射の状態になります。透過波は、入って来た電磁波と電子の振動が作る電磁波が丁度打

を付けて区別します。(5-3a)式は面電流によって、By がステップ的に変化する事を示して

ち消し合って、ゼロとなります。

いますが、電荷が z 方向にも分布していると考えると、微分方程式(5-3b)に書き換える事
ができます。

[レポート課題 9] ガラス中で光は真空中の光速より遅く進む。しかし「光速」は自然界
の定数で、ガラス内で自然法則が変わるはずは無い。ミクロな目で見たガラスは、真空中

(5-3b)

にガラスを構成する原子が浮かんでいる状態なので、光は真空中と同じ光速で進むはずで
はないか？原子が光速を遅くするメカニズムは何か？

(4) この磁場は時間的に変化するので x 方向の電場を誘導します。

5-３ 偏光

で「光子」とよびます。

偏光とは電磁波の電場が変化する方向で、図 3-5 ならば X 方向に偏光していると言い

図 4-5 に示したヤングの干渉実験に戻りましょう。スクリーンを拡大すると、明暗は小

ます。ここでは図 5-2 に従って簡単に原理を説明しましょう。X 方向にだけ電流が流れる

さな光点の集まりで、光点の多い部分は明るく、少ない部分は暗く見えているのです。ス

膜があったとします。電場の方向が x 方向の光が通ろうとすると、電流が流れて反射光と

クリーン上で光子が一個消滅してスクリーンの原子にエネルギーを与えます。エネルギー

透過光に別れます。膜に電流が流れる方向が y 方向ならば、x 方向の電場では電流は流れ

を得た原子が作り出した別の光がスクリーン上の光点です。明るい部分の光点が明るく、

ずに、光はそのまま透過します。

暗い部分の光点が暗いという事はなくて、単に数が違うだけです。一個の光子の消滅は一

[レポート課題 10] 偏光方向が直交する２枚の偏光板を光が通過する場合、図 5-2 のよう

点で起きます。光の発生も同様で、
「光の生成と消滅は数える事ができ、点で起き」ます。

に、光は全く透過しない。次に２枚の偏光板の間に、偏光方向が斜め 45 度の偏光板を挿

この現象を「光の粒子性」と呼んでいるのです。波動方程式の解になっていて、回折、干

入すると、わずかに光が透過するようになる。なぜか？

渉するのは電場と磁場です。但し、量子化されているので古典的電磁場のイメージとは違
ってきています。
量子化のもう一つの帰結は光子のエネルギーと周波数との一対一対応です。真空のエネ
ルギー状態は、周波数の記号は通常ニュー:

を使い、
(5-7)

という式になります。ここでニューは周波数で

です。添字λで加算するのは、

様々な周波数成分を足しあわせる事を意味します。エネルギー変化の単位が hν なので、
変化を数える事ができ、最小変化が光子 1 個のエネルギー hν という意味になります。
[レポート課題 11]

以下の２つに解答せよ。

（１）２つの光源 A、B が面 U を照らす。光源が A または B だけのとき U が受けるエネ
5-４ 粒子性
光は粒子性と波動性の２面を持つと言われますが、皆さんが粒子と呼ぶものは、どんな
性質をもっていますか？
実は、日常生活で考える粒子的性質の幾つかは光には当てはまりませんし、別の幾つか

ルギーを E0 とする。２つの光源に同時照射された場合に U が受けるエネルギーについて
の記述（イ）と（ロ）のどちらの、どこが誤りか。 （イ）それぞれの光源からのエネル
ギーの和のはずなので 2 E0 になる。

（ロ）U 上の電場は A からの電場と B からの電場

の和になる。エネルギーは電場の２乗に比例するので 4 E0 になる。

は波にも存在する性質です。光の粒子性は「電磁場の量子化」によって理解されますが、

（２）図 3-4 のヤングの干渉実験を考える。スリット S1 または S2 ひとつだけを開けたと

大学院レベルなのでここでは本質的なイメージだけ説明します。光は粒子的性質を持つの

きの O での光点密度を N0 とすると、S1 と S2 を開けたときの光点密度は 4N0 になる。これ

はエネルギー保存則と矛盾しているか？

光点ひとつの大きさは１個の反応エネルギーで、光の波長で決まります。受光面が受け
るエネルギーは光点の数（密度）にも比例します。この数は電場の２乗に比例します。3-4
で述べた状態関数 u との類似は明らかでしょう。
最後に、3-5 で「絶対的なエネルギーゼロの状態は考えられません。」と書いた意味を説

６

放射光発生

6-1 電子蓄積リング
放射光とは、相対論領域の電子から放出される電磁誘導放射です。相対論領域とは、電
子の運動エネルギーが質量エネルギーより遥かに大きい状態です。相対論領域の電子の速
度はほぼ光速で、これ以上加速してもほとんど変わらず質量が重くなるだけです。

明します。皆さんは「何も無い真空状態ならば、エネルギーもゼロのはず」と考えるかも

このような電子を蓄える装置が電子シンクロトロン（電子蓄積リング）です。図 6-1 の

しれません。しかし式(5-7)で、真空のエネルギーが最も低いのは nλ=0 の時で、その最低

ように、電磁石で磁場を作って電子の軌道を曲げて、同じ位置を周回し続けるようにした

エネルギーはそれぞれの周波数毎に(1/2)hνλ、つまりゼロではありません。これを認めて

装置です。例えばニュースバルの電子のエネルギーは 1GeV で、質量エネルギーの約 2000

単純に全ての周波数のエネルギーの和を取れば、無限大になってしまいます。非常識に聞

倍、速度は光速の 99.999987%です。電子はバンチとよばれる小さな電子群をつくり、多

こえますが、実は絶対的なエネルギーゼロの状態は考えられないし、その必要も無いので

くのバンチがシンクロトロンを周回します。

す。

図 6-1

電子シンクロトロンの模式図

[レポート課題 12] 電子シンクロトロンでは、ドーナツ状の金属パイプ内を真空状態にし、
その中に電子を走らせる。電子は放射光としてエネルギーを放出するので、このエネルギ
ー分を加速して元に戻す必要がある。図のようにパイプの一カ所を電気的に切断し、この

断面 A と B の間に電場を作って電子を加速する。しかし A と B は金属で繋がっており、

が去っていく側に立つ観測者から見ると、電磁場は間延びして弱くなり、低周波になりま

金属パイプの抵抗をゼロとして考えると電位差はゼロのはず。どうして電場を作る事が可

す。放射光発生では、高エネルギーの光子が電子軌道の前方に集中します。これを「指向

能か？また、どうやって電場を作るのか？

性が高い」と表現します。
電子蓄積リングには偏向電磁石の他に放射光を出す為のアンジュレーターという特別
な装置を設置します。磁場は NーS−NーS と交互に変わるので、電子は右、左、右、左と
力を受けて蛇行します。ここからの放射光は電場が＋と−に変化する電磁波です。電子は
ほぼ光速ですが、蛇行する為に、最初に出した光から少しずつ後方に遅れながら放射光を

6-2 電子蓄積リングからの放射光

出していきます。

電子を曲げる電磁石を偏向電磁石と言います。磁場の力で電子の方向が変わり、電磁放
射が起きます。

図 6-3

アンジュレーターからの放射

これらの放射光のスペクトルを考えましょう。偏向電磁石からの電磁波はパルスですか
ら、図 3-9 の下の波形に近い事になります。想像がつくように、X 線までの広い波長範囲
図 6-2

偏向電磁石からの放射

の連続スペクトルになります。一方、アンジュレーターからの電磁放射に近いのは図 3-8

電磁放射の電場の向きは電子が曲がるのを妨げる向き、つまり水平方向です。電磁波が発

です。従って、奇数次の高調波をもつ多数の線から成るスペクトルになります。この線の

生する場合、電流の流れる方向は誘導電流の原因を妨げる方向と一致します（レンツの法

波長の放射は、沢山のパルスが全て寄与するので大強度の光になります。図 6-4 は放射光

則）。放射光の場合は、電磁場の電場は電子が曲がるのを妨げる方向に発生します。電子

のスペクトルを表した例です。

を曲げる力は一方向なので電場も一方向で、図 3-9 の波形に近いパルス状です。
さらに電子は光速に近いのですから、電子の進行方向にいる観測者から見ると電磁パル
スは圧縮され、極端に短い X 線波長程度の長さになります。これが普通の電磁石からの放
射光です。これを周波数で考えると「ドプラー効果で高周波になる」のです。一方、電子

３

数十ピコ秒（1 ピコ秒=10-12 秒）の電子パルスから発生させる。従って放射光もパル
ス光で、安定した繰り返し周期を持つ。

４

偏光している。

です。
更に、放射光には大きく分けて偏向電磁石からの放射光と、アンジュレーターからの放
射光があり、それぞれが先ほど述べた特徴を持ちます。

図 6-4 放射スペクトル。アンジュレーターからの放射も曲線だが、一時に放射できるの
は曲線上の１点（１波長）だけ。アンジュレーター磁場強度を変えると放射波長と強度が
変わるが、曲線はこの変化を示す。
[レポート課題 13] 同じ電子エネルギーでも、偏向電磁石の磁場の強さを変えると放射光
のスペクトルが変る。磁場を強くすると、波長が短い方向か長い方向か、どちらに変わる
か？その理由も答えよ。
電子エネルギーは一定で、アンジュレーター磁場の強さを変えると放射光の波長が変る。
磁場を強くすると、波長は短くなるか長くなるか？その理由も答えよ。

6-3 様々な光源と比較した放射光の特徴
世の中には様々な種類の光源があり、それぞれ特徴があります。これらと比較したとき
の放射光の特徴を纏めます。
１

電子エネルギーと磁場の強さでスペクトル（波長）を変えることができる。

２

指向性の高い光である。従って非常に明るい。

