
10.1. 分光法と回折法 
これまでに分子の構造がどうやって決まるかを学んできた。ここでは、分子構造をどうや

って調べるかを議論する。分子構造を決定する方法はおもに、分光法、回折法、顕微鏡法

がある。 
分光法は、電子やその他量子化された準粒子1が異なるエネルギー状態に変化するときに出

入りするエネルギーを測定する方法である。これは、光を、エネルギーを持った一つの固

まり（光子）として捉えた考え方である。このときに、光とのエネルギーのやりとりを調

べる。光をエネルギーごとに分けるということで、分光（spectroscopy）という言葉が用い

られる。以下に代表的な手法を見てみよう。諸君らは、方法の名前、どういう物理量を測

定しようとしているか それから何がわかるかを覚えておくことが大事である。将来かな

らず突き当たる手法である。光は粒子であるとともに、波である。下図は波の特徴を表す

波長でプロットしたものである。 

 
図 10.1-1 分光法と波長* 
ここで、光を表すのに波長が使われているが、波長 とは、波の山と山の長さである。ま

た、周波数 とは一秒間に何回振動するかを表し、エネルギー E と波長と周波数には、以

下の関係がある。 
chE , である。ここで、cは光速(2.997925 108m/s)である。 

                                                   
1 準粒子、原子と原子の間の振動など本来は物理現象であるが、粒子として扱った方がわか

りやすいことがある。（振動はフォノンとよばれる粒子であると考えることがある。）これ

らの準粒子の状態が変わるときにエネルギーを出し入れする。 



回折法は、光が波として伝わるときに規則正しく並んだ格子を通ると、ある特定の方向に

光の一部が強く曲げられる回折現象を利用したものである。現代科学の基礎的な分野であ

り、回折現象は絶対に知っていなければならない事柄であるが、詳細は物理学の講義や教

科書に譲る。ここでは、回折の初歩原理をまなび、回折条件を覚える。 
顕微鏡法は、レンズでものを拡大して見るという方法で直接的である。ここでは、何が分

解能、解像度の限界になっているかをしろう。 
どの方法も装置として市販されていて、皆さんにとっては、マニュアルに従いボタンをお

すだけで、鮮明な画像が出てくる。しかし、中身がすこしでもわかっていれば、よりよい

解釈ができるし、また、問題に直面しても自分で解決したり、調べてわかったりする気に

なるであろう。 
10.2. 分光法 

10.2.1. 振動分光 
原子と原子は結合を作っている。結合は棒のように長さが固定されているので

はなく、丁度バネのように伸び縮みする。バネは一定の周期で伸び縮みするが、

原子も一定の周期で振動している。この振動の仕方は、光により変化する。丁

度バネの伸び縮みと同じ周期の光を照射すると、共鳴して，大きく伸び縮みを

するようになる。そのときに光を吸収するから、どのエネルギーの光を吸収し

たかを調べれば、振動の周期を知ることができる。振動の周期は、バネの強さ

（結合の強さ）と原子の重さにより決まる。したがって、どんな原子と結合し

ているのかとかどういう結合様式であるのかがわかる。 
たとえば、表 10.2-1 に示すように、  
       表 10.2-1 官能基と吸収スペクトル 

官能基 吸収(cm-1) 官能基 吸収(cm-1) 

-CH3 
2960 

飽和脂肪族 
アルデヒド 1740-1720 

2870 
不飽和脂肪族 
アルデヒド 1705-1680 

-CH2- 
2930 芳香族アルデヒド1715-1695 

2850 
飽和脂肪族 
ケトン 1725-1705 

>CH- 2890 
不飽和脂肪族 
ケトン 1685-1665 

=C-H 3100-3000芳香族ケトン 1700-1680 
≡C-H 3300 -COOH 1725-1700 
C=C 1680-1620エステル 1750-1735 



C≡C 2260-2100酸無水物 1850-1800 

芳香族 
C-H 3030 

 
酸ハロゲン化物 
-NH2 
>NH 

1790-1740 
1815-1770 
3500-3300 
1640-1550 
3450-3300 

芳香族  
1625-1575

 
3500-3400 

1525-1475 3350-3100 

C-F 1210-1000
 

3460-3440 

C-Cl 800-600  3320-3270 

C-Br 700-500 
 

1670-1630 

C-I 600-500 脂肪族ニトリル 2260-2240 
一級アルコール ～3635 芳香族ニトリル 2240-2210 
二級アルコール ～3625 アセチレン化合物2260-2200 
三級アルコール ～3615 

ニトロ化合物 
1570-1530 

フェノール 3650-3600 1370-1300 
２分子間水素結合3550-3450   
多分子間水素結合3400-3200   
分子内水素結合 3570-3450   
C-O-C 1250-1100   

 
振動数は赤外領域にあるので、赤外分光法とも呼ぶ。 
 もうすこし，量子力学の言葉でこのことを語ってみよう． 
 原子がバネで結びついている．原子は電子と同様で，その存在確率を表す波

動関数で記述される．ここで気をつけてほしいのは波動関数は，原子の波動関

数である．原子の波動関数は，原子の波動関数はやはりシュレディンガー方程

式で表される． 
ポテンシャルとしては，V=-1/2 kx2 と書けるとすると， 

− ħ ∇ φ(x)− φ(x) = Eφ(x) 



 
波動関数はエルミート関数と呼ばれる特殊関数で表され，エネルギーは 

E = + 12 ħ  

ここで，n は量子数で 0,1,2 という値をとる．n=0 でも En=1/2ħωというエネル

ギーを持って振動している．この振動のことを特に零点振動と呼んでいる． 
E2-E1のエネルギーに等しいエネルギーを持つ光が入ると，共鳴を起こす． 
E2-E1=h
光の持つエネルギーを使って，振動を励起したと考えることができる． 
 
また可視光領域を用いた Raman 分光法もある。 
例えばオクタンは、下記のようなスペクトルを与える。 
 

 
 
図 10.2-1 オクタンの赤外吸収スペクトル（ http://www.chem-station.com/ 
yukitopics/ir.htm より） 
 
さて、図 10.2-2 は何であろうか？  



 
図 10.2-2 X の赤外吸収 
(http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/) 
10.2.2. 磁気共鳴 
核や電子にはスピンがある。スピンは磁場中におくと、上向きのスピンと下向

きのスピンとで、微妙にエネルギーが異なる。H 原子核の場合には、磁場中に

おくと、だいたいラジオ波程度の電波を吸収し、スピンが変化する。このとき

に、原子核の周りの電子の状態で、どういうエネルギーを吸収するかというこ

とが異なるので、このわずかな差を用いて、物質の同定が行われる。これは

NMR(Nuclear Magnetic Resonance)と呼ばれる手法であり、H以外に 13Cや 31P, 
15N, 17O などが対象となる。これらは生体物質でとても大切なもの(タンパク質、

核酸など)を形作っているので、生体物質構造解明の有力な手段になっている.
電子のスピンの変化は、ESR と呼ばれる。 
 

 
図 10.2-3 NMR の原理図（http://www.chem-station.com/yukitopics/nmr-kiso.htm） 
図 10.2-3 に示すように、磁場をかけると二つに分裂するが、この分裂幅が原子核の存在状

態で変化する。この情報は化学シフトと呼ばれ、吸収するエネルギー（ラジオ波）の違い

として現れる。一方、近接する原子核があると相互作用し合い分裂する。この分裂幅はカ

ップリングコンスタントで表され、その分裂のパターンからいくつ隣接するかがわかる。 
 



オクタンの 1H の NMR および 13C の NMR をしめす。 
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図 10.2-4 ttf.pc.uec.ac.jp/www.page/ishidaH12/NMRtext 

 
図 10.2-5 



 
図 10.2-6 化合物 X の 1H の NMR  
(http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/) 

 
図 10.2-7 化合物 X の 13C の NMR 
(http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/) 
 
10.2.3. 紫外可視吸収 
これまで学んできた電子がエネルギーを吸収して別の軌道に行くときには、一

般に可視から紫外領域の光を吸収する。これにより可視紫外スペクトルを測定

すると電子状態の情報を得ることができる。ところで、人間の体をつくるタン

パク質は立体的に構造のことなる光学異性体からなっている。光学異性体とは

左手と右手の関係である。この両者は（手相は別にして）同じ形をしていなが

ら、決して重ねることはできない。すなわち鏡に映した関係にある。対掌体の

関係（Chiral な関係）にあると呼ばれ、光学異性体をつくる。光学異性体の特

徴は、対称心が無いことである。具体的には、sp3で結合した炭素の周りに 4 つ



の異なると光学異性体になる。人間の体は C でできているから、多くの C の周

りは光学異性体になる。並び方がちがうだけだから、化学的にはほとんど区別

できない。しかし対掌体どうしは相互作用が異なるので、対掌体どうしの反応

は異なる。このためにサリドマイド事件に見られるような不幸な出来事もこの

光学異性体が関与している。また、この光学異性体を選別して合成する方法を

作ったことで、野依良治先生は、ノーベル化学賞を 2001 年受賞している。 
随分話がそれたが、この光学異性体を物理的に区別できないか述べる。光には、

偏光という性質がある。光は電磁波の一種であり、進行方向と垂直に電場が向

き、その大きさが振動している。これを横波と呼ぶが、この横波の向きが回転

しているのが円偏光である。この回転の向きが右回りか左回りかの 2 種類ある

が、対掌体はそれぞれ、右回りの光を吸収しやすいものや右回りの光を吸収し

やすいものの 2 種類からなる。これを利用すると、どちらの対掌体か区別でき

る。この方法を CD(円偏光 2 色性)とよぶ。 
 
10.2.4. 原子吸光、原子発光 
原子までバラバラにすると、電子のエネルギー準位は原子ごとに決まっている。

そこで、どのエネルギーを吸収したり発光したりするかをしらべることで、ど

ういう原子がどれだけあるかがわかる。ちょうど炎色反応の原理である。高温

で加熱し、原子状にして、光の発光波長を調べたり、吸収は超を調べたりする

方法で、原子吸光（AA）、原子発光（AE）が用いられていたが、現在は高感度

な Plasma 発光分析（IPC）に置き換わっている 
10.2.5. 光電子分光 
 光電効果を利用して電子を飛び出させ、出てきた電子

を分析する手法が光電子分光である。表面に敏感な手法

である。飛び出してくる電子は、内殻の持っている電子

のエネルギー(束縛エネルギーEb)とすると 
EbhEk  

となり、Ek をはかると、Eb を算出することができ。こ

の Eb は元素により固有なので、元素分析ができる。 
 

XRAY 
 

電子 



 
図 10.2-8 http://www.sugalab.mp.es.osaka-u.ac.jp/~sekiyama/PES1/kaisetu1_3.html 
 
 
10.2.6. X 線蛍光 
 X 線を用いると、原子の内側を回る軌道を励起することができる。この飛び出した電子の

後には、正孔と呼ばれる穴が開き、この穴を埋めるため上の電子が落ちてくる。このとき

に余分なエネルギーが X 線として放出される。このエネルギーを分析するとどういったも

のがどれくらい含まれているかがわかる。モーズレーの法則 1/λ = KR(Z - σ)^2 が有名で、

Z(原子番号)と波長（λ）の間に上記の関係がある。これを手がかりに、元素の探索が

行われた。一方 X 線の代わりに高速の電子を用いて内殻に穴をあけることもできる。この

場合には、電子を nm サイズまで絞ることができるので、ミクロな領域の分析ができ、EPMA
という方法で知られる。 
 
10.3. 回折法 
 波は回折を起こす。波が物に当たると,波は四方八方に散乱される。もし、物が規則正し

く並んでいた場合には、ある特定の方向に波が進んだ場合に山どうしが重なり合って強め

あうことがある。これを回折と呼ぶ。回折の方向は原子の規則正しい間隔と波長による。 
入射波の波長を 原子の間隔を d とすると、入射波と回折の方向のなす角を2 とすると、

sin2d となる。 
10.3.1. X 線回折 
さて、d は原子間の距離 0.2-数 nm 程度であるから、波長 は X 線領域となる。原子

が規則正しく並んだ結晶に X 線を当て、どちらの方向に回折が起こるかを調べると、原子

の距離がわかる。これが X 線回折法である。粉末にして、回折を見る粉末 X 線回折法と、



単結晶の回折をみる単結晶回折法の 2 つがある。後者は、測定が大変であるが、結晶構造

を絶対的に決めることができ、現在では、タンパク質の構造を単結晶回折法で決定されて

いる。粉末法は、簡便だが、完全な構造決定には様々な手法を用いないといけない。 
 
10.4. 顕微鏡法 
 顕微法の発展は、生物学の発展に大きく貢献している。 
 １６６５年には、レンズを組み合わせた複式顕微鏡によって、ロバート・フックは細胞

を初めて発見している。（倍率 150 倍）１８５６年パスツールによる乳酸菌の発見、１８７

５年コッホによる炭疸病原菌の発見、１８７９年フレミングによる有糸分裂の発見、1882
年コッホによる結核菌の発見、１８８３ベネデンによる減数分裂の発見など、生物学上の

重要な発見が相次ぐ。しかし、光学顕微鏡は、医療分野でもナノオーダのウィルスをみる

ことはむずかしい。この理由は波長限界による。すなわち、波その波長以下の物質を見る

ことができない。したがって、光の波長(300 nm)では、それ以下の物はみることができな

い。これを見るためには、もっとも波長の短い X 線を用いる必要がある。 
10.4.1. X 線顕微鏡法 
X 線の波長は数 nm 以下なので、X 線を用いることで、顕微鏡として使うことができる。し

かし、X 線を集光するレンズのよい物がない。一方、X 線のミラーも全反射条件にしないと

いけないので、集光も難しく、現在 nm オーダの X 線顕微鏡がやっと実現した。 
10.4.2. 電子顕微鏡 
 電子は波として捉えることもできる。電子を波とした場合、電子を集光する電子レンズ

もあり、  
 
とおける。したがって、100 eV も加速すれば、原子のオーダになる。 
電子を用いた顕微鏡は電子顕微鏡と呼ばれ、 
電子顕微鏡には、SEM と TEM の 2 種類がある。SEM は、電子を掃引することで、物質を

見る方法であり、TEM は電子を透過させ、その回折像から実像を求める方法である。 
原理的にはふつうの光学顕微鏡と同じ物である。 
10.4.3. 触診顕微鏡 
 表面を針先で触れることで、凹凸を求める手法が触診顕微鏡 (Scanning probe 
microscopy)である。このときに、針先を原子レベルまで鋭くした顕微鏡を作ると原子レベ

ルを観測することができる。 
 
10.4.4. NMR imaging 
いわゆる MRI である。先に述べたとおり、水素の核磁気共鳴を利用する。磁場を不均一に

傾斜をつけてかけることで、場所に応じた共鳴を起こさせて、イメージングする。 
付録 一家に一枚 光マップ 

)(/2.12Å)( eVE



http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/04/08040301.htm 
 
文科省では、光マップというものを作り、波長とその使用法について、広く普及に努めて

いる。 



 



 


