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             1刈蓮舳ユ瑞槻咋いt佳鳳し七。

1州㍗パ・・ソ 私光地象川11し1早試幾、・州抑“。

㈹エ仙仰弓ベ  ハしク組入べ・1いし1刊竜俵t仙桐使1い大。

㈹予㌧うヒト・州ソ 私光地拳、又へり1い岬試遠毛伽桐倹1早。

商7セ1・ツ  和光地籍、用いし1“試東いの刊叔1千。

  如泰礼ガ吏結納柚・｛同映歩、川・州い
  重孝、習換走午刊、杜．

  林測定試料1ガ別1足ち1引・調薙〕刊、仁。

・一3 剣え装置

1ハ田｛・、ぺ勺いい刻屯
     1ヨ外為光UVlDEC・1理今吠．峡、圧計量化島幸

     自記眺光瓦試W・・6・走1刑・↑諏1え・木。
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しg） 発光ユヘ・ついL句三艶い正一

   A州ヅ日市舳印・・1・1．ふ加七ザ

  、う・・光丸瓦そ十t田“て謁へ・…し、十一

並小・に  》ぶ。型 、弐立冷身」

o

（3） ビ・卦時間叙い過瓜旧剛五入州1し・1目へも

   モーい・ぺ川1∋t：YA6レ寸一（ド州一岬竹）・残嶋調攻

   （全3～州、■小球う鳥書風痕（｝貯州、石励起光飛、ヒ＼て同い乍。

   つ’ロー↑比1㌔1も重水に壊本ラ阻t集光、て指らへも ビ］号シ

   白色光玄凧い。トにrD・刈り口］弐㌧一句一ラ剛足一シ1〒4，1斗り

   一        仙）
   ■ウタ処壬哩い』。   こ㍉太い）シつ、一楚一番9r・、〕リりケイヤ’ガうムし

   〔3・2■ k子’司。

         舳1・・萌ソ 考     。。MCPD2 ．1。、。

CRI      ’                                         Comp山6r
                                        S
                  ・               1．1。伽。 R。誠・
                                            SP         Cod向
正帥。‘。。・              ↓
・i・ili…・

ﾅ冊一・こここ一一一…一i’一中．‘中、、、、、

                       、・、． nω      U
                          ト．                          CR了

       よ箒塩甲 べ青…的 ㎞

          1峠＝＝＝峯．十．＿．＿．＿．＿一＿・ナ

｝耳箏ポペすて卿鳥」

瓢曲□騒連二着
                                   蛤！

円ヨ．9・i
SdIematic diag冊m on11e micmcom叩6町・〔onこmII2d picoseco口d las8r photoly5is

sys絶In． 1）C，dyeα…H；＾．、apert岨e；P．Po一肌iz町；PC，PockeIs cou；PD．Photo・

diod6；SA，30趾刮per仙肥；BP，bil〕laI1蛆pllotodiode；SP．spe‘：trogra1〕h；S，sample；

ReC．，1＝OCOder．
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14i寸1対哨岡舘卵過菰。曲・出いし・・虜へも．

     柵博糺粂和帥ん，ろ〃ハWレポー（舳M畑
     舳利忘j言加起光珊、ヒし十．大い1う又装習でふ・椎・いユ・蔓11

     走・木。毛二句一光1古“｝、動作×。r7ヂで、千一勺処

     唖1合つイり口”ピ・一句一志“・ユ行†1，仁。

㈹勺小っ対時間頗即湿1瓦林↑ぺ・1いしつ制定．
     同軸翌つつツシュrウ・・励起包李、レザー宅1早一札オ・い1八

     装伽丁口つり勾“イヤゲヲム毛斥1ボ・つに示す制長洲七

     包失亀P』・1ゼR祖超。Gμ、、ぺ・・3州帆、3㌦J）と

     V1．1。土2（ω州，5m〕）でれ引いレザーll．1し丁・

     舳出念・3・・舳対τち，た。1べ1しユ動作・セ仁×包う

     つ↑をえ二41一光に同し・、汽へt瑛松十ト・〕ユ槻也

     電斗嫡鳩晴R4・6童心．に1・1崎工し～二｛（牲）ズ・超

      小机唖い7ラ．・シいキ1レ①う到宏美、モ1訊いユ観測し仁。

                      ↓尋†け胞光・斑忌が失
   1imi・g：iroui1      8u1…8d属8

olo
o

一he

dye
laSεr

      M回O

p㎞lodiod8

対戊二1

・o

ユ

＝鵜

｛・1om・1［i倶一i町

       外鈍戎て・姉嚇・台、τ・岨

1．   μ、レ奇一村1、シ㍍入弘15）走
冨

＿㈹  冊㌧・未。．

       竹エキルレ†㌧（期．洲州○
 ・8帖

       吃励組先売、㌧机十い1λ埴

。、、、．、二一歴コ削、赦州一・励起也

舳「 @  ガ共琢・1端点に准1林木。
 ・on6

mOnOO・1rOn1日量O『

円る・

2一ユ
。同一・

   ・r帥5i帥一
一rio日町

   mO冊0W
爬。ord町
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（6い発毛穴知瑚た
     帥起光雫、向必専1・訂・て上記・モ斗ロッり〃1ヨ’：Y焔

   レザー’・㍉シlr・つ’励起牟壱．レト・他一四劾山ニ

   レペ’一ぺ哉ユ南鋼我（洲州㎜、文1れ七。

     観舳通鴫1嚇元弘柵雫・1枇。林
   孜十・ほい哨間柱ぺ槻1ち1い・小・て・令つ・州林

   1けレト（岬）草七躯制綿（竣枇トり縦・州・x）
   室同一ストレツ．わ口uイ1・秦光我亀辛記叙し’碇

   一に撮、て稲祇咋。 林．つイり1⊃利和ゲペ我栗に
   関川弍、光・電・斗噸佑暁R小6一トr〃。シい剖一・到

   足先い訊・木。
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噴・隼 后九走，cT冶壱砕g超高迎峠、売掛｛生

ト1  1合し・めに

    2預額g犯合物走乱倫一れヒ、こへら⑨／示耳q間．に相五

生夙↑楠包1枠ん柱1杓が耳へ＾れいう現匁．パ9世虻↑
ら鮎帆て・・乍。仙低M舳洲朴一塁．手ガ‡的仁れ1司1・・
て，こ・相玉作品市、風ポ穂谷伽杜い泌1看溶体どの問・
飾郁け郁奏て郁唄1・に。ωこ納、哉1が三。川い。
1），近年タザ・」・電商号怖（・丁、合体に閃都名、・京州れれ

ユ・弓。岬）倒しげ・電‡帖妹（い一、！汎、イわ化ヤrル、し

朴は一・雅 林喝弄唆溶体（叩恨・・λ1一、紅へ電耳親身江力の

欠乏・・稜、・電汽郁い油バついし1、畏服ト級→沁・う
の1もkく芽・・ら机忙一 俣撃ﾅ郁。
    壮目良らへ）・丁総体t佃1吐秀岐中丁光刷担

叶陳に、光イわ研馳・起こいは季吋・・仙祉い鉱
件⑭ん・‡的帖噛1・k、て大竜1） 同同し・梢く、イエん噂的1吐虹

拍つ一釦鹿姑孝、つ触舶小／わん朽力勺1し蝋サ
砧一1令唆溶伽・菊み槻牙、カつ楕欠に砕へ1はキ↑いく†↓
さい・う拳t逐一・虫し仁．

    ヒ｝ポい、酪二毎氷曲（P舳A）しイわ他†・予乃勺1しΦ充

令低い 伸与イ本今手 ヒの甲罰㍗利氏｛爪る cT冶志イキ崎、電狗

利働β山寺ザr槻都に存在づ3Φで，椎包い一町寺．包τ・・
別。・令セk証g議論一小らイオン掃離11ユ率｛犯いヒ予想｛帆．本年

で吋こ9格イい句汽利剰蝕待の七局カ起北征で9肴称1、つ
㌧、て観ラ則し，一般・孝希枚μ合1拘・肋恵一角．週状恵や

三重痛状隻吃州令右論む咳4・昔刈、湖に辻～3師、無体

15



q励柱状隻ホら・光イわ伸鮎過現いし蚊勺㍉

    向本章T1合イわ仰縦と一・う誤，標従1熱してい“
こ帆向域4茸で1キい仁竹・llし乍碍髄〕“意味で補一

抹伽茸で1令問慰いて一弓庵陰錯体↑最右小ら喝右
左塙つイわ丁禍車小ら，桝祁巾吐従に赴こう僻離
を弓州し僻鰍い手ゴ紅！七。

3－9 1包い・丁蝕伽光伽僑雛瞬．

     爪8．・一1に丁岬や帥At躯維1キに・引い太一

過9CT錯体Φ光イ→7争早竈紅収琴志気■。 こ。図11・ら・電子

／的妹・イわ犯灼ワ印レ（・r）が執サ巾忙従い僑離へ㍉

舜が執グてい亀バΨ七小る。更に々回F舳Aヒイわ
’

・     1／          ／

！

1 ．  ’3／
糾

5／
○！

喜

曳
黒

s超0
㎡島イ㌦紺

塾
へ

b     l♂           ’

〃

伏 1
ヤ

1
一  ！イ       ’ し一ペイ

           7．5 0   島、0      8，5      ・9．0

                イオン化ポテンシャ’レ｛●V，

       CT錯体の光イオン解離と供与体のイオン化ポテンシャルと．の関係．（8）TCNE

爪3・3Ii一 夋激c機鮒ン㍑鼻レ㌢1㌘亨二¢、11て幾蝋」㌫
     9：デュレン．10言ナフタレン．11；β一メチルナフタレン．12用一メチルナフタレン、

      131ピリジンー14：ハ‘M一ジメチルホルムアミド，15＝β一メチルピリジン．16＝3，5一
     ．ジメチルく2ジイ．二1717ラン．18：チオブニン11♀；DMSO・・療｛良；マ叫二い〕1レ
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化朽乃ヤ1しハ’いい…弘船体ヒτ・利わへる，戸1i謂碓、1・

’電汽荊動蝕牡蘭は光伽僻高吐室純化
     理恨吐し丁錨伽・弘舶4去肘仙伽舳rへ1し
牝・一一い表・一11・、枇沌汽利動吐1uぺ外1し走F舳へ・ヒ・・フ

い佃い｝）｝一ユに引。
     こへいしτ砥仲失に聞け月ツ九r汀肺起毛虫、し一
ボー人ヘケ・3州，・㌦J）芯励起光須、に夙。、てレザー十い〕八

志帥、仁が，1腺鮒榊1二拍徴的†い出ヒ・一り・．備過哀

凶入べ＾1レ（ド舳十＾く観・剛＾す、光イわ僻鮎峰
朴ヤ重低㌧・奏林中廿｝，乍。

                   O，D、
PMDA・Pyrene
    in ACN

可亀．レ2

仙㌧：い）1し泰岐中

 に→1吊F榊A一舳ン

条、¶・輔郁凪1k

 又へ■外し．

・1．0

0．5

表3一 500  600入．1・剛

eted『On

a㏄eptor
e鴇㌫ lP（O）［・v］入m訓トm］

PMDA

肘1
pyrene

1．2 benzan出『acene

N一舳ylcarbazole

N．N・dime出yはni－ine

7，55

7，45

7．4

7．14

〃5

470

490sh◎u1de‘‘

510
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3－3  ビつ妙しイー寺、いけ入

     先出郷糾入奉1ガ札に，兎泡状隻に紅電笥
冷離祁女トビ毒、縞射央気祁瓦もりえM“、達肢
赦・叱で央走て出。つ寺1）光イわ餌離が槻到で乏
帆い・・う払ら，イわ僻離①逸瓦克糺に比べ価Φ逮
夜克麦いく非常に軋む奏が’予想で衛。こΦ速・・毎鴎

似恥過禿t鋼へ鴻1・敗一兎枯怖蝕徒で備
P柵Alビしソ糸、t例1・い），モ斗ロック〃㌧YA6レザー・1弐

鴻調痕忘励起光飛、・いてビつ卦咳甲昂廟洩g過和沈
丁ぺ勺いしt観想1い木。

      向刺史1づ垂価1畦疾岐      0・・s
で椀へw．Iバ・ら、栖眺柔伽つ一町

斗1）1し寺で、諭電季り壌札仁5稲報
                     o
、泰杖哀風生．     三     一・・。・
                    、 坦
      円3・・一らに1合～ゼ’バ渠董

妓旧恥t哨郁叶過吸吸紅く
似勺いしtキペ。1、ぺつい〕パ池童      。。。、

後小ら執老べ・帆祁れ・趾
塙徴的“ろ状で利ノし州ビしハニll

ら．P舳Aぺ電斗が利雫いユ侶らトる似・     1・op・
                     01、
滝手利動雌、ザ敗で郁奉舳勺・’’・

るバ！てこ噌菰拙沌飾利動    、。。。、
康倖ザ励毎さk、奉に＼、てムv仁

励起CTメ欠怒gキgであもヒ息わ            300ps
へ弓。

                                 500ps
      批同レ・舳A・ピ1ぺ。。。、。。、。。、。
に剛て餓い4－L性ト・弓い～．。一・・舳・・1・［・・1

ヒいη「ツ・代レ・■生い11し p舳A．舳／ぺ，ぜツ
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@  60ps
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    …続㎞州吋「蝋汗阯
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一一上山・外｛ふ界
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・と一一二1ユ舳叫一一姫

    仙
、騎∠→き軸紛一翻S

Wav到帥g出  rnm］

阿へ一’け叩A・ビレ紅飾千怖

脇小出刑川“械叫画iい膿k
何ついし．弗凶、：㈹凶し叩昨し

・い刊うヒいηつツ い叩・ヒ1・ソ

しハ■〕外斗111し
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圭1司1・仁場娃に小・てキ，ぺ’つ他’ハ鴫念に都ヘセΦヒ1莉榛

・過加山が揚ら峠あ（民3．・一4）
    こ1しい稲鞭・殊妓で褐ら八七、P舳いニナバ過
が膿ヒλへ・ルしべ土民吋1氏哀走Fla一・一・に示、！仁．尺

け更にこぺ哀測狛k畏キ食・・一夜が偏ら机、枚に、ビ・
秒レザIバ刷沌光・）1町づ、嶋（・61・）舳・・㍉・一丁光と

して1訊し・仁内包遭鈍光州1し丈帳（・4F・、も老良、二M

乍シミュレソ・プ＾も生↑フ川うイフヅ吃角†い・，励起Cて氷

鮎紬セ州ミニ1）
    凧a．・・い・豪線で希・し七格1・・浸謁1徳ヒシミ。

o
uc
何

幻
』O
ω
．O

〈

・・
ﾉ㌦し・∴ご一

。1＼  、、01；＿200
   010002000   ・、、、、、、、。、、、、、12ノ’＼．10’20・s

                 0

     ．  01002000β’

  ．  ・   α・！＼・、  ≦1…
           ・    ／  ’＼．
0                           0

   0           100         200          0           100          200

｝・よ          time［Psl一
 各1溶岐中に祐・1る㈹Aτ二わぺとへ執粂曲匁

   ○：・．～ヨ’3・3・刈で褐叫過菰枇瓦

  一ニシ1エレ㍉ソ（帆丁州い・剛褐らヘセ法へ執表曲．紋．

（こ1㍑二弍’㌫畿二・二町々納t小
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しつ・ソで傷も帆セ牛T1令息㌧・一敗セ｛一し，わ仰、）暮ら

帆仁発句は田中に希い姉。
     扶一升舳・秀妓・←で・瑚起。T氷匁・輪ヒ

泰妓・語電撃εと走去3つにれ味。こ・表・・ら1ガ溶

如柵帖が如・・1川二従、て紬↑叫1性紬しユ
1・3。が巌叫し帆る。

      工ろ1し7衛一い1）極出高・・刺法、て・1令観測でさ

†専↑、仁パ，べ㌧ゼン療岐キ1・於てこgドMDA・ヒルソ。下錯

倫1も ～・3－41己示・弍榛刈発光克．千・■。  こ9棄光壮率

冷，r視縞戎り案光壮挙1邑11えに地子㈹帆ヒしてξ＜風い

表・一ユ SOlVent ε τabS・rpti㎝ τeI11iSSi◎n

benZene

e習hy1acetate

THF
aCetOne

aCe．Onitri・

2．3

6．0

7，4

20，7

37．5

410ps
 60

 50

10－20

≦10

400Ps

PMDA－Pyr…i・◎

＞

岬
1：

④

一1＝：

c
O
㎝
．四

ε

ψ

一
ω
一u
ω
』
』o
u

500

20

600  700

斤ia・3－6

   ぺしぜソ泰妓・セで郁嶋

   ㈹《一ビし以兎榊鰍錯体

   つ励起・丁状隻朴い秦光
  かクいし．

8009001000nm

   10 kK
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られる舳P、）j＋か1Φ栗毛㍑いれτれu★㌣イ・一↓～

1・一㌧ハ“一で琉奉がわ朴一仁。壮他・抵岐珠技ヤ
で吋，㌻ぶ・唖日立今光い光丸瓦計に員発七つ到もが・
困鮎で缶，仁事九・ら糾僻1、他一ζ一／・一・と1い1｛・峯

が予想、’ビ撮。

     4セペパ’フ泰孜中で9繁光の毎句支っ、い1一

ク相う屯吊い■掲11え1るヒ，4・・ド対9単一指紋閲牧
k従い失琵！て！・る・が柵、セ。こ・紬吋P州・二わ

Φ過吸口剛い刻定で得ら付紬ヒ綿に良一一致
玄ろ、し七。

3－4 イわ餌敵し虹雌、へη峡乗過程

     1・は・楽果1寺ユキーい・1に珪っ・之，励起。下状

匁のエネ1しキ．一しべ・1し左細ヒ合τう・く魚峡巾卓れ掲。

     イ古ソ係呉季鮭g壮率1づ・、励起CT→丈紅（一Dtバ・）小

ら・イわへ僻離祁連脈牧半ハ填忌状匁へ失幻
る遂瓦え敬一息州とに‡、て玖克＾弓。

             1D｝）火D㌧A・
    大ギ仁 3イ

             ・41・l

      D＋A与（D．．．A）

     kd
η：
    kn＋kd
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     百さ、3一 に示し十桶㌧侮ヒヒ薄辻的弱い。T鶴4尖g場

合，喝手童添舛ゼえに1た却刈，噛芥鮎俳）わノしヤ

テル1レ（τ卜）舳・寸帆イ弍フ岬敵崎・いいく・｛
～・一てωに槻給田で示！仁弍竜し1㌧噌各仙小・τドザ
准一ん怯1航凧1・た・粉刷起・丁状・紅ザ実1しキ．一しべ・＾一法

高一・ザ鮎イキ走夙・忙・丁冶恕体・れいい低く・〔。従

。て凱状態、のエス1外しぺいっ差付値ぺ1ビゾ飛．尋姑

紅耳卯ヘバ・釦わ竹11・… 巳・鮒・H町1バ1）
失和姦脈牧雀べ徳朴，．鳥一・・ピ・場后ザ島㍍け
｛くf絶。イイわ榊鰍q鉦一恵瓜克撞．1カ兎㍊肱拙、
ぺ甲に炊在いい・・で，孔ウて、和ん舳寸、帖一ゾで装い、机

ろイわ僻離僻π高低し・丁ビ・糾代与外で州・
い一も・丁鶴わ示↑1いれ岳テ、柚朴で衛。

    林今回須1えし伝，わ一1にテ・／仁枝打／恵一、

支拍つ司丁諦強い。T鶴材冬、T1竜，励走ζcT北匁qエネ

    （ωWeak C T         （b）Strong．C T

～．州  C州酬     C町1ex

sm訓ε    kd
          一＞
largeε   kd

■
         ■…ナ
       ’       n

       ’
㈹1弱し・・丁錨待Φ励旭状策・・馳舶妹俵榊1土
（1）：強1・・丁鶴砕．Φ励起状態、に刈る禿岐栂帖在制1吐

23



1しキ㌧しへ・1し・さ克倫枢い。従，i填意状恕、べつ失伽逸瓦

定化1食・1乏1・へ」欠えく打、てイわ僻融が観創で辻“・・

、㌧ヒ思、礼る。

     し小し技怠状愈へ＾納速瓦1寺イわノ鴫離Φ走
良にヒヒペー1く秀、1抑ハ1令竜㍉い・，励起CT状態、・、在在

し，こ・いい塊類η秀孜中で雀も詞1い叶ビっ竹哨間
趣卵過かUkユヘ・匂いい二相当祁・れて・凧㌧・仁
疾妓。柵巾1けも一視，励起・・丁状隻Φ紬が掩㌧・・

晴，～．ポい一・い・塔小・一し如弐良K説叫でべ即

一5，楽小1桝いぺ高・1工弓雅，電榊怖が起こ・τ
、、ろ旬、．一州1し喰・㌔、てい、耐此。T状恕、・竜キ走ん

｛八，珪息状愈い晒句工夫1し」ギー間偏は秩＜†員。従

一ガし稚ヒ同格1て巨1・州司叩1パ癌1吊桝・・蝸
Φ遠底が｝）皐く剛，従，て励起・丁状態、・紬
｛・喜、短く帆泰年溶島に理僻・で衛。

     向いで誘電率い1さ泰妓中で寿克／い叶
刷紅町代叙パ糺ギ＿1令，帆滝斗伸琳一・・嚇倖市ヒ
山・；）・1（愉）一肩（伽一嘉・芸（÷｝（壬、1、）

    終：㍑1二11鮒機繰111権
    Rぺ、・R．1ぼ，A；Φキ役⑭柔（中・い中心院融）
                                  ・ユ）
でれ州．こ小・ヒ（ビ1仏ツ・H～刈、・（榊狐舳）一州ψ

（鯛敵κ伽孤・楢1も東映的1・旅㍗寸δいΦで・wに牧
・献支伽い仁。一本紅て机下等同棲。）、林k、“．・洲つ各値

支11い・ユ針路祁ピ，べ・バーソノェ今1し仰rぺ、丁岬、■セト

ソ肘7セ㌧ニトりIい告療一畦．キでg励包。T状愈、ザ礼

ギー｛小州い順につ・6・．イ外，州，イ・’＾、ザ和
②〉で払に。
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      この株1、光／れ僻融の仁和、ノわ綿雑巾遠瓦
定数ヒ毎鶴射失冤にべ」をされ・仙！・1・い失：蝸視団遮

直え敬い柚刊的寸け撮・ちかし、け、て吠むい毒が
わ↑・㌔え・徴本章で浅知て一れて鉦待い鳩拾、
イわ解離及小｝婁怠状亀へ・矢琵ガ起こる励起・丁状態、
のエネ1・キ㌧しべ1しガ，糠に樵I尊祁と炎外領域に斗1昌幻
る比較的高・・エ冬1しギー毛拍つ・ぶら先細遠良定紋｛イ

わ解離・速艮え牧ヒ岡！一才一・1㌧で竜1），光イわ僻離1さ

槻到｛弓。一元孜長に蝕1て司既領或1て相当祁枚
な低し・エネ1しギ㌧しべ’1し左指（ 励起。T后もイキて・1も，朱禿9

遮瓦走牧がれくイわ儒離小’起こら†い・。
      ヒ．しソーそ）MA， ビしソーT1三A あそい1合 ピし・ノ・“）（〃B

い・・七ユキ寸け」1り又粂・柵巾吐衆嶋、中で・イわ僑離k
季が高い2∋）Φ1，八止ヒ岡ト紅充で・イわ儒鰍勺喰
こる比理妹で備赤細腕イわ刊べ㌣隻、エ芥1しキI一しべ・1け．商

い丸’らで廉。批れつぺ1ソ鞭の刷紅一重喚状紅ゼ亀
納溶岨荊光剥でI姉キ1っ趨・・Φ間g喝手利勅相互作風
1・私てスわ僻離が起・ら寸い・パ，同校1て拓舶、・／わ
｛六枚愈、のエネ1しギーしべ’1しが応し・もし思、bれさ。

      一元泰嬉｛・・イわ列状愈gエネ1しギーしべ1しザ・低・て

1，れフ、w三重母・キ1ソく’）や危麦三動蔓一秘剤失洲）

の柵性疾岐ヤに示’1吊僻鮭k率1育班年に高い．株
1時で辻べ・弓励起鹿島蝕妹・枇剥失の触1，rブカ
1しへηのエえ、しギ㌧しへ・・し祁／重一い1■小州らすrブかし僑鮭

が・ ﾏ創“3．これいガ・すいp馬・洲1七・ε・Φ光励起朴

態、が一三重亀状愈でIちるΦで，我先着ヘビ恨n収禍
柔妓禾イわ耐水隻1†・ド1・1・1吐喰支右1て一る。従・て

こり状態、から航状愈へ・失釆同、エえしギイ州川1ト
さ㌧・以ヒ・・1スビシ禁、矧で・剛，え油に失冤・遠瓦定．
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札1毛／わ繍離（rゲ何し綿離）q速艮．定牧りいく
剛，儒敵収零が竜・・｛、仁ヒ僑釈で’れ一い’しし・でれ

に＾儒鮭と牛禿Φ告速艮定紋q相吋的市欠れ・
ヒい｛て楴離恒孝が珠屯t八ユ1・令紅壷し・舳1・．
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協4葺 励起鹿島艦体一1帆刑失⑭つブ市1し吐剛・率

4・1 冷し・もに

    M』Pソ）；十和光励起電年平1動脈・1ガK帽、糺tス1しギー

①化茸的童梗・毛千・1し粂・郭虹、1・㌻〈佃．朴〕へて、い洲，伽

ハニでムq誤し㌧・御凍沌れ一’苫弓1）†い札1．㌧ぺ廿否い。

    本章で1青出門）二十菰、小・む閲戚ん桧Ψ川光后カ

起伏隻が，滝手松与帖郁いい壱刺i古山づ汽孔列ヒ桐玉．作肌

て起こもrブ・1し僻離・l1癖ヒ尺巧州二↑パも，て小利
～ビ・秒綱領域1｛岬過1氏・呪い刈いし克坤／え1
る事1・k、て柚，そつ盗犯涼機擁秩ん念11い↑桃ヒ
ヒヒ較・枚試祁。

     尚冷。弔い仁鹿馬藤侍い・■一一1バ卵喚、卸に
口KlL朴・剛，朴、・室温秀匁咋て・同視1卸に1い一N乱ら1・し

るいう非紅伽占帖狗でちる。し付出門）こ㌦間し
て艮枇，そつ扁油状鮭・帆噴4比較令Iパく術束．、べし
  2o如～3～）
㌧・ ?’  。

4一ユ ・電手利動糸光亙、忌・

    剛州らガ・一首い・ら民・（1門、1寸iいバ剛漣ん念へ1・峻

斗剰動拍㍑汽亨1て刈，柚堆艮克牧水ド面一年豹
動氏忌Φ・い剛い・跳川②η州べ、・舳。てプ1抵
苓看我先で親舳性酬、33）し1司牧で椚専〕1帖1・
執キしてい“～

    尚滝手利動瓦艮・に州、も由工え1しギ∵班ノい舳念島
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銘体（M）Φ同1紀状笹、哀喝斗鮎衿（O）舳’亀享竜集イキ（・）

で蝋也し札場合苑へえ‘人
                             2
   。い〔（伽）一E（帆）一心。（・“）士昔

  ムい・（州一匠（舳一・Eぴ。（州立普

で与礼ら水る． ここで集武g喚一塙，鴇二唆昧樽辞離札
｛婁充電パ止（案下線司試域1U念牛埴・電。札Φ咳丈准tイ史1県）毛、残丘項崎

全島銚伽励起伏租し蝕状組の巾ば一毛宝表例。扶
最伽竣■イわ札卜1コツ実1しキニに春も帆ん（狐・1バ賊仏）

に桐苓伽喚セボ1 1010
     嘩垢寸ド案戦に測   ．

・走、仁、雌、蝕冷・聴彼    、’ ○．
               門             一○

与帖枇利ザい小㌃     ．。
Φ戦∴凧ぺい1にれ｝1。・
b，1孤影一1い報11三ヒ佳・凧M        ・

椎峨が榊τへ呈    ∵
林屯に諸し＜亀．秋，・G1・

・紬・鳥准1ガ凧叔砕1。・
速埴剛2共・灯舳1いく         ・
                     ．R・（bpy炉
fl・て州・舳’／抑’’’志  、・。（・、、〕1・  ．．

“’巾R足い洲い★   口1。舳。。Ph。。）。Clチ 。

1）靭伽机いσ用川10・
色孝、三重喚の消光瓦良にぶ

1）飾れ州イ系、ヨ㌦似て 一1・5－1・0・一0・5 0
一う。こ1いパ・（』ポ1）1“ヤ 河1．4・・   4G［・V1

O。榊ζ㌧鮒11・帷ザ包叫）11瓜州服松伽后胞状紅・電
表ヒ同格1て三重喚↑ち洲11吐純責い州秘欽定牧尭ヒ
るビーう奉デ）．にい十列・甑称卵帥ムいつ間体

で朽うう。

2β



     抹つうツ加rツγ励起句書．レ†㌧t励起丸珊、ヒは1甲

…七木い）八い1）侶らいR・（1心一増光肴1茎りマイ

り・外時間網卵過か吐入べついしを吊亀・いλ小．石3・4・さ

1・示づ．消光肴い・砲手竜・を仕（つり屯川一）でちミ川Vエヤt

同・・木場合｝R・（』rY）3㌧玩腕状態、小弓噌斗い剛い）打

刀1し僻鰍しτ峨祁つ・）一・州す1uいぺ一親刻＾木．抹
兜斗仲冬砕（トト）走向1・セ場合は，舳ぞ札。■1ソ州わ
舳い・・、州・帆に1種λ柚太が・川へさ片口（1門）J川k

して重ね念わ丸仁過承刷U、ぺ・1いし廿褐；い。称し
いっ過菰・山べ汽失1さ・大・瓦忘遠艮式に従う事休
・過禾吸光鮎逓赦いも剛・対しず口りHれ志線関イ会、
州弓ら机、車句・ら判竹で撮。

    尚舳・脈支舳ドy）；十七Mノ
人ギベ4－1に刊ヒもれ。

阯
Uzl．O

〈
望

8
要

0．5

1縦剥走Qとして

0

  ●・● ・●

  ●
●

●

・   ．

500 600 700    800

  入 〔nm1

～4．2

水療吸中で褐ら昨，
R帆榊；t一州ザ災禍汲
伽1・ぺついし．（納後1パ）

斥力ま｝に、、 1『りラエ「7つ。

励起色素レザー（蝪舳）

走向いた
    ■
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～．… 上靴b岬泰技峠で4州・t出ド・・ξ十一h一矢禍哀
          紙入ベクいい肺起低リ・）

      下敷一7’了kで’ポ娘醍榊｛・〕偏ら叶1・・ト出わ
          い乱iは・、へ・小し

             ’ ’                               ’ ’
  ト寸一・・古い’ら、〃，ル、〃・州〃L＋つ“し〃71ツ，川、〃。〃一

             ’                                    ’
  引・rμlLヘソジジソ、〃、〃・ゾコ…いト・フ“し7ジ・7ミソ、3－3・ソ’μ1し

  ヤ〃ブン，舳〃一子舳1し一1，1一ビし〃叩・ソの各了1バ冶甲．

  TMPD  ・  TM B     DPPD     DMB      TMPyD

uUZ
く
固
匡
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＜

1010         20  10         2020 10 20 10 20 10 20 10 20
汲j

人キーム 4－i M㌦Q

lk

M

kq

→
     kd
（M胃Q｛） →  Mキ ・1・Q奉・

・・P
M＋Q
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4－3 うゲカ1し僻離つ娩刑ユ牽g三失・辻

     尭斑キに・一い1♂㌦・舳㌧門、二†走療・小，舳r戎十

・1・且hパ引、1し栂．太地忌説。い・．・b．1令｛・パ・サ州し屯．1しで

1合・，∫になさ．こ・わブ1し主色表レザ！ピ肺紅巾し，

～4一いし刊救ぺ・i帆』1・aが蝕、・剛＾↑㍉こへらの無泉

て佃㈹1・私・1る舳F・1）㌘瓜小舳ド・ボのむ㌧そ・へ

・ε伯圭夙1・て僻祈巾ピレト吸取い・い吐†も
出門、～十へ魂戻け知事がで衛。
     一ガ餌椴与帖枇制哀添加！k武レポパー（lp穂
Φ痕艮1念，舳P材Φ油バ・・舳1し恭1れ過兎，口し光瓦．弍・ら
判的寸る奉がで｛る。 その稗、け一二1念・2・、、、、に1・ト梢オ

”し壮州。、ヨ、3’・うソ札ペガジソ（ハη…ヒ綱i、）芯～・仁。

     舳P。）二㌧基瓦が堵1く，作1唱い1いトΦレト
肌つ、で励起し七鵠念にトkいホ劣、で消光・利て・い州β
走添加にい畦け小胆、に娼1い舳門）ξ廿㌦1ミ叫（11・・I）lt

・遠履け昧。洲州一・もいにハいつソ川しノ卵細

釦畑1ザ1甜い州・。

I0

、

、

、

、 ！

1／
）

／

⇔50011sec

～4一∠1

帖つ舳で’奴釧。水．舳門サ

つ餓レザ州に舳吻・l1唱。

 下川レザー哩射吊、9苅．）・㌦

遅過毛斗伽赦瓦。

榔紬レ水辺也（田吐却に

予．刊・神正t札セh。

舳唱州拍州出（lP海†
・紬1し一枚はいる。
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ヒ㌧■，

走凧し・る

向1・火止の封■踊で1奄，姶ノ帖弧光イ糸、赦（ε）つ枚植

 ε、し、、（舳rl）二’ト岬・・

ε。、、（舳門ぶ．枇卜伽・洲・37）

ε・・。（舳川・～・3州

 ε減。（舳｝州一13・・

o

     会・に鴫耳竜奄帖卒央制州ユ十に㌻るrプ’川し僻離

11癖は、   ［W＋〕
       つい・舳午、灼  、、㌻、て大映。、、

で舳十・ぺ脈は，6．3舳、で侶州・W㌧過吸札光瓦・・ら
ε一恒・・♂0）U利一て乳積、杜、

      一礼1…キーム」いい株な脈一に示’汀、r州し僻鮎

巾、rい1．．1外用τ・午州㍉えして破竜勺に

・｝川牝1リい締も舳、鈴一、κ
㌻つて（こ1州／一州峨・同一ろヒ1潟M鵠
」に繁い・い入率屯大足利。  何等、、帥・
ヤ［鮎ユ吻砧とし一い、 M省Φ全て9ん手モQし乱良t辻
〔州三〔ω士・Q予）］ピ、う冬一科1二じ仁鴫。わ屯故用力一心寡が

備。し小いΦ枚1ふ一条件t与衛■1令作嘩．に商魂瓦のQそ

禾111・し1ふ＾1ゴ姑十い。林M㍉紬が非洋に叔く㌔
ポ1トら，レ・卜11㍉・ハ畦同幅固に租礼回以が励起＾3
残不吻合・↓現魚介起ござ。

      一1土へ祁〔灼瓜び〔Qη1さつヴ相しべ市波
及〔（以上・呼）］に比例し，林更いM川㍉消光／に
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ヒヒ側ホ。従，’し苅光肴11毛布加した†パ1しの城ギん
吃観測→、専にい，そのサバ1し克同・・て一制’走しセ
過痕吸丸瓦・一値小ら，パが1・・ψ＊光小“ト［（・、剛

と“う案件に十ξ、k鳩念q仮想、的†∫〔出〕郁㌧、1さ〔Q『・ユΦ俺

主計事てれる革むけへ
、、、、午飾市し榊桝㍗11鵯、鍔w

・舳了、竜十ザ舳刈蝋・事tけ・こ城屯械で柚
h州1し堪良忘使肌て一る。林木哉文十で向合ユ、同
棟・れ千に婁づ・・てうブカ1しノ蹄糾癖走支れ一、。

     1・1↓つ示尭に剛郁へ木竹・伽し儒離へ癖て毛与イ

に禾木消光喬いい電各彼与1畦州ミフt同い大崎1言洲石
泰妓中で叔辞バペに，牝・糾1室溶帖①W汁吃県1・
た哨1さ水泰魂・セで剛，4に打、・ト。こ帆い植は恭姓）勺

Hい二統一昨哨キ肌」ど竜んがなくノ泰姓バサ・し、廿碍、
田でいい・秦がb勺・さ。

      ・・・・・・・・・・・・・…1…〕…十一・胴…一W2＋・。…鵬一

表4一土

                              2＋        Ouenchers         D雌B                   MV

         So1venセs    DMF     methano1      H20     ㎜ethano1

 n剛  ．1．0  1．0   0．4b1        6      4        2

・）The．mris±O．1．

b）Thi．yi．1di。・・。y・1…t・th・t・・p・・t・dp爬・i…1y．

 （耐41）

．0・51
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年4 島消光剤恭加系、qうゾ何し僻離壮寿g珠定

    舳p。）㌘い電斗舶性〃・滝年喧・宕性冬1複雑つ

う戦制とΦ相互作吊■い光うゾ■1し僻離g飽言弍壮誇が’

一れら峠が、更に祇七制を裂㌔づたいに噴礼水条、9k
奏・永定劣、にへ・て辻ぺ・る。

    出門）ζ㌧ド†一失・塙念、～．4・・に郁帆て・・、撒

τけ寸二相オプΦ釦い商も子1肌て、冬塙光剤玄小派
咳い・舳F。）～千袈瓦Φ寸ツ・。1しに咳い、1いト・レ†・一光無、

射1て侶1水弓過吸吸光度“い1・帆州け＾糾徹．
欣牧ε・伯老若竜、に＼い比較朴1ず良一訳セ・が，
残念†い・らえ猛秀液中で’Φ朱μわのε値けb九・ら†4い。

     仁で加瓦も式に糸寸枚に，舳内／；十外つ㍉しに

  斥・（l1ダヰ1）ヤ丁榊→k－1｝帖寸D㌧・1州

                →舳PY／；十D l↑㈹十

瞬哀批た・・い†一（・）ぴ，舳内）；†米靴・枇1岐

硯で衛が舳r・x什がDヒ相■作剛て吐昧り十小、つ
太一1し支冷て畠11増、に1tえ冷・い虹瓦のT㈹毛添加しノ
6・・州に吸11ユ柄kのちる↑舳D＋。過痕吸光夜tヒヒ軟

内示がべ1）壮幸t策定しk。こ．Φ千4，1、丁舳P9
／加化ヤr”勺1し（τド）廿灼・ト・†一にヒヒベ・准い。τ・弍、一

1しい八つプが起こ癖忘争い尋しユ本・り，竹二竹ラ主、に㌻

るとがい瓦い・・可視都に右たし十い・暢念でい1時も教

え巾秦がτ衛。い十一1！利噂い側忘へ．4・い・刊。

丁舳㌧J狐ソが丁榊十い1・・1＾・苛柾し，十1・弓怖
↑起こ、てい鴻朴わ伺。向い六一し利動脈・1寸丁舳十
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①・．D一対致雄走時間に童弍い。ロッHれ金紙、間狐が・

揚ら札敏一木で・ち弓。 苓k小遠危、・し札1寸
（・、肘θ・与）メ！・g M一｝ヒ乳積られ、。

    この太一1し利喝い和い・㌻・／うブ札僑鰍へ癖を
1卵し’褐ら叶焦更兎毛4一ユバ帆（1・r、）8㌦棚1し子1。

      、α、一膿・・脆・ 、い
                         嶋、、、、。、

民亀．4寸

                 ㌧        ｛＼
                   ん～

                       〆”、
      1、幾。。、   脇。。

      「・恥■τみ
     9・・舳で観測し忙丁南十いllψ1吋（止剛ヒ

     6・へ洲で槻刻し仁川冊㌦1・1処（下川
                               寸     集㍗”壊及1音㈹〔丁蝸ト1山㍉〔丁州）団二”’o＾
             〔』）〔・舳ト1〃＾mへ帥ト州｛

    扶斥・亀・4－61・1ハ・・舳に1ごト州ハ＾朴

い1・くつ州苅光剖ω1・1し鮒に郁いノ出㌣・1）ハ
過哀吠丸瓦ヒ舳叩・’）8代蕃光、・我堵一。ハ、の関イ素、ち示■。

田小らわ柿キ札1・・。り、ヒ消光γYパ判イ集J、・いす1い諦

先制芸、・場合でキ。忘穐洲は同し・’畜鋼．一1ぺ琴、る曳小ら，

1癖1い寸・八一猟！て1．備素朴‘わ↑，仁。

     こ・袖、で1合，舳が㌦技蒋、哀Iれくしえ刷起光

の1…1一毛恥くしセ場伝得ら1へ弓出門Y”、D，叱
胆｛㈹戦で加州ら妥、と吐暇邪論・に岳一1rブ州し郷鮎
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    光制。鳴紅。・1丁し差硬が訟吐ら水仁．

 （・リロム鶴林下・1、斌元剤・榎斗酸ん謹綱肢ぴ伽口切し
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るか篶収｛机U・う争州1州。し介しい似棟崎
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  0．ム0以ス’Iらる。

 0   1  2   3  4   5

          Tim・／・・

      尚こへい拓七惟で・鶴体形祇1、ビ・卦哨間

舶戎つ十い〕八t布寸い狂めに竜尭瓦ぺ汽毛利生希“叶刊・
ら起し、τ牡訳τ・刈，一 ﾊ知雀ボ状や毛交レ牛朴
’以到え・舳う祇で・11柵1痕瓦寿、件て帥羊ん吐
息し打＜廿1・ヒ思わ畑。

      O・（1ヒバ首0・（｛・）；†1・竜λ｛、一ビつ封哨岡維

戎川過鮎し1ハヘ｝・1いしセー判えし，同校州週も制
と，0。（ヒし）ξ㌧鴨倉いムスい司牧嶋異び伯ら叶。
      一示伽庵鳥蝕体の塙桔ピ小・て1合，唐属蝕

伽励起伏愈ザ出1ドμ。～加州・搬釦朴・念
紬幻・・，〔灼”去問伏在帆走追廓、祁素朴で・姉1・。
従、て．〔椚・青ん㌧寸抗、はい、城光制うブ布いし壮9

日柄椎在1吐走榊1τで弓で，件μ2にい寸くシ1エし一
シ・ソが’で苅い。0∫鶴イ柄こうい，セ橡作が可徒であ
ろ偽㌔庵鳥蝕体でも，k事朴わ¶絶。
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     こへ榛に柵性恭妓中にも・1・■一肺毎念陰蝕体セ

我紳い｛1）兎年刊動斌屯し七微9rう・爪1し解離壮奔
・令，夙いた会陰錯体・種職ごしに壌†｝つ札偏向t
示、■革が．わ↑、k。亀K尺八怒金鳥銘体ヒ瑞光刑と

が噌手利動梱且作1ギτ1土し・たr州1し仰（Mキ剛が
基恵状愈、へ失柔邪瓦忘ヒ教令しユつ1）一い洲1し
へ解離し一し巾く過龍哀酋捧到え市キ↑てホ。
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寓ケ茸励紅棉秩純水芸、・庖臨村ソ
     に一員消光①機榛

ぶ一  ｛ト出に

     箭芦川庵艮克れ七た合物畷イ丞励起伏愈
・し魚機瑞光利い相互作風1べ11起業つブ仙レ僑離過
税に（1・て報吃し未。し付こ～汽逓に庵高宝舎ばん
合的を消光剥ビーい～・励も’l看板ん刷’れっ一相王作

1れ親べ、奏キ秘でちる。惰1二庵鳥イわ毛諒光制
八て同1・た失に閲■’る研啄1食業手†いれて水・一1、消光

機檎1二仙では尭光伽噴ヤ庵鳥わソ9薙遡にも。い
竜陳、柵某ぶ6），エれキ．一節ハ州，姉1・1念蒐有利動

機構州ヒ様・れ執毛ガいれ1・る。抹我先朴起
こ，忙佐レ市㌧奇一い同、う吉、kい母乳測＾）碑種蒔考．春

一哉ん念物・三男母十1・け沽甘ソで祁事が1セ1し泰煮
・㌣や三宕岐にエ勺1一しt用し・仁鵠伝喫でそ息｛ら入て・・る

ぺ・）・ω・61）諜し1・釦もわ・・ら†ふい。こ・橡1て我繍＼に

庵1島外ノを1司し・た．黍k仙η我七ぺトTム1いセ’
体粂つ・・けられて一し㌧プい。

     ’本妻で1寸ビしフ，ブービしソつ、1し十フ酸，つ1つえソ，

9，1…’μして・い〃舳・川一エ糺仙いフー1しといつセ代表釣

な右携帯肴哉ん創拘9励起一重項批憲と、何η†
ゆ・1令Fげ㌦榛寸∫剛報勉購イわヒつ相互作吊kつ一
㌧・て報告1る。
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    ガヒ㌦7ユ1し寸）醍ヒイーつllll、ソ1，1し十ソ弧の小・

光っr稲鞠g閉敬重金馬ハンにい消光速厄克敬一良を
走水疾斑中で測足し水。 3切ザW舳。パ（1ソい、いす
州宙線1い1），仁小ら偏ら叶鈷県を老占・ハし予■。
    柔恥叶雀ド佃1ガ汽光電べで払、師、付ハ
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適当て・fふい。 弍セい1一へ9庵脹、イ寸7りべ一わキ 1一ヒ・しソ

つ、し十）欧風小一プ・立つつしソつ、1し十ン醜、り努二劣一諦、農．江1／長波

長佃いU古在在はい・剛でエス1しキ㌧邪1苅1寸↑如外一い＼㍉更

に斌先制禾加いも1、い光岬商い出パつ1，1し充1！い・1款
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められ一デ，知的＊光・ザ細こ，い・いて・いい・専が・わか

る。

     う汽元過飛い電寺邪凧瓦忘

   州㌧バ→・い十｝■1）十／㌫1瞭（1－1）

吃巷孔れ及忘・帥工れギ㌧重化千いく
                            ～  ・G、一・（・州一E（M㎞伽）べ。1（宇（剛

の式で与㌔らへる。ここで’熱一頂ヒ喋二吸へそ奴ぞ叔A帆中条

w州伽芸、に州梗碑醜イ也遇ガ電仇毛表わ■。作I謀
三和・け一光十に紅）エネ1しヤーしべrし左，更1、晶俺・合ト

ロパ1に村利琳正頑そ素1い一Bキし祇光ガ1州式
に従・■起しいらば消光速．反走牧羊ボザ戦脅1で’
苫。る庵脹、。）艦・ポ電社厚（州ル1）1・俵在中1念ず

で・柵。いj－1巻8・て小弓桐悶関イ矢け熱いれ」■∴

（川べ1・k、て戎光ヘゴ起し、てい3qで1ガい軸ぐ仙・
る。

     も仁速示向。ジ電年利動乱艮・

   〈1一ド十以付r》州i＋＾‘附1）寸  （州

の白山エれギ㌧貴ん△い食1同夜に
  1・ユー石（・X舳）一市。）一・1少。一（￥（用

のれれらハう。ここで伽1伽麟醜燭掬虹・（仰り
舳口らヘユい寸い・・で’～つ1）にイ杉／ば†力勺1し（τト）を

用い，一jい澗低セ鋼べて朴↑，1司牧に相関・古
親めらへで・（い）弐に引刊■枚九噌手利動我光瓦良
｛否定tlKる。

      川一止σ・枚に水柔孜・辛での励起字希祐れ9合
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島イわに員三汽牝機構崎、一般に励起請肴被ん念物一
肩機消光剤一応機柔瓜秦、。協后にζく知られて・る
枚九機構ヒ1｛異す｛、て㌧・るいヒ息舳る．

     更に価帖魚機柔峨、でちるD岬t来妓ヒし
て凧い、㌃頑類・励起稲祇糾・A亀ヤ，η㌦小・
P』ユ十k員消光走瓦え牧毛謁1い定吐。しこでこい履
・合島イわて選んセー州，しへら寸’洲F培妓1二神
楽けるからでちる。

     伯ら叔七焦晃走名乗1月1一句ヒ案1し表いに

れ出十。これい鈍黒1→美ポ1k示．し大水疾琉・キで’
褐ら小セ鳥粟ヒ同校1て“す爪へ月“一ク毛1科1・て一キ
・氏1・相即納、走艮つ1寸弓毒ゴで．・†け，仁。戸iヨ．いに

吋例いて噌斗邪1動脈・（ざ・・）、白1いネ1しギー貢化

・G・し粘い関イ失走子し←が，全く相間パい・毒がわ
1・る。。

                   円3・ふ・1

  ←  七J20
 ① O

一1

一2

    ＼
    、
 ．・○ 、
  ●  ●    ・、

    ●、●
●

     、
     、 ・
 。 ●．一、
  ○   、

      一
      、

一2   －1   0
      ∠1．G1／eV一

ゆ岬疾岐岬て・・郁叶俗複

破粁枝糾伽何、・ゴ
wP』一㌦い秘・和ビ
ム～い間イ匁。

・紅眠・机瓶縦意限牧
（雀州）向枢ぺ師1二在納る

Φで，仙郁泉債全・側1し縦

軸1い伽、｛｛酬い乍．

    ；万惚稀枚一石栂

靖光制・有機秀妓り美、で’予

想州曲紋…∋）
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Energy 1eve1 oIミ th8 f1uor6soent 日tate of aromatio hydrOcarbon8・

These va1ueg were cor1＝ected for a differenc6 0f so1vat1on energy b8tween

W・t帥餉dDW．  （雫瓶電純）
S舶eq・ぱ・ユ） （煙一萄醜糺・道元唖純9値9代bl）に半組電池t偵帰㌧て計曳）

The d1ffus ion－conセro11ed bimo1ecu1ar rate c on stant．  Thi s va1口e f01＝ other
                      g －1－1
aro㎜aセic hydrocarbon is τ“10  M  s  ．

5－3 皇表レザー 木い、シユタ吉男、

        ビしソ、1一ピし7つ、1し十ソ酸、⊃けソ，9，1・一ラ・丈41して斗う勺ソ

ぴい札仙し1ベゾ1しΦ余芋肴帝ん唐物に州F弗姓中で

稚刊UてA～，T1＋亡びいb叶t希加味失1ミ間し
て、童妻レ市・一芝励起光源、しして太い）パ左41・い週
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1数1U、ぺ1いしを測え1大。こ州、鉦陪、姑壬禾1パ1坤
1二‡1）コロわ一P』叶粂で吋三社瓦汁ψ，・r，1・一引41し■7

ト弓ゼナη十，Pド十失で三れ圧パみ、牝更一1㌃仙1案、ユ・’1ぐ

9・ハ、μ・電光も斌光｛4仁幻叫で十い1シパイギξ，
仁。こへと同時に比較｛に斌光刺い添加1こて考竜
被々斗花一1川美、につぺしキ勢はt布巾、仁．

     舳F泰斑中でヒ㌦・パN。レー1ザー外1〕う1、祁ヒ，

三重墳・過痕剛ハペ・1いし／・伽机る。十に叩㍉に二
光‡口吠にい光イガノん小一蒋、旧し思、わ机るピしソ性わ

七わす↑ト観謁1い机仁。

     ヒ0しソに何，Tズいく1ガ）』コゲい出汁尖ユ用，

梢わ利リ増加吋訟帆叫けビしソ三引い11．い増
大下散曲ら水大。こ・軸3ビしヅ材J間・相互作剛し
則三重項が・1約して．㌧・い・いい〕・う。

     同族つ鯛が，ヅビしプ1，1しわポA“、廿、バ

・・ネソーAコ十。η㌧Flユ十 M1・予・1・｝札↑加ソー灯

①似そ・・奴・夫9場后に斗竜叫ら帆…」御ちこ・1～耐担芳

肴旗人台拘し倉島／わ9相’凡作1郡けザ宥一毛市一筑今わ・

出帥セす，苓秀哉三劾取ぺ1・リベして、い二戊・ド1バ・
る。

     牡苓秀抜ん倉柄k～一エ41し仙いドー1し一岬・t

場后で1令，η十t希・ド乍哨吋朴1ルイ・舳唄。桔
はべ三重頑つ灼畏が蝿いユー、。い／．〈8禾加
孝、で1、三重匁ユ汰（栢ヤ無4汰舳帆八い41川・い〕’一一・

仙わ1曲（栖大稚・1亭・州、い而垢朴・槻釧允叶。ハエ

帥セ加ホ鳴余1志三冠母箏槻う剛吋・llへ↑，・ハ汁バ吋

が吐いて一、い・如小3。
     ・トし止へ焦黒毛表いパ壮）、十。ll・丸1・1へ氷尭
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トいハ紅ら椚。紅爪ゴ・1，7・1い刊枇利
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八び’
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渡冬刈て・ザ毫光戎毛虫奴セ÷・救に雇く一破づ桐
寿・ザで・㍉で・，始一い7－／吋連当でちろうヒ息も帆
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生＾仁例州い．工竹れ・ツ勺入1うし・光も良一・出■専
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     一組1しビしソー州A玄、・枚1て靖零壷表／汰玄、・刷

旭一重複林隻↑キ州中エ村れし・リつい麦わ寸。毛1て一
電光ヒヒヒペ5脹勺べ足丈長佃いてシ川・・ている。

     し小し本章で辻べた三沽・／い工打れしツ’〕大
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へ柚ヒ・弍頃刈，［・念鼠／い｛・f退却ヅ、帰島、

曲事が斥旧た．ヒ恩わい。御ち3川伽“し札｝
州↑配位叶北魚つ巳庵艮ぺ→f通苅に帰駈
れう繁光が・モ1つ一荒光に相当し，更、ビg百。（｛。1）チ

が消光剤仁ヒ相五作1ギ■場合1一生立ろ正μ在1島
ぺ・5選利がエ打イ↑Lリつ大秦光τI蜆。従ってモ1
乍禿光しユキ†イ7Lツクユ繁七kT1古晋光弧長っ兎た
吋訊めら机寸，林盲。斥、h現先の“マいにもい
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枚1し偏平、キ看戒ん唐1拘I埼加帖噴～■㍉レ↑ヒ
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糾献／去っ遼・㌔佃1／航観渇1／て㍗可能帖刊榊。
     拷で’・念舳11，1寸π㍗案光①紬制r
恥・州挑やC・ユ十1青い寸＾キ州わ τ債喜t茸1い刊
し一し，つ二弐パしい隻念仕（1セ1し、へ・ソ勺1し、．高徐

与滝儒噴）ヒ永漆液い’キ面ザv1生剛て？一て調へ一
年．焦晃支辻ぺ・イ八そ“林つ違い走・“ら丸・にし柱1・。

い P・SK禾加泳1I前・ヤ1㌧ふll“榊1＋軌州2㌔㌻も報
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し七氷漆液・キでの，励毎に・（』帖㍉碧毛を電喜寿溶巾太

弐光刊w～寸τ・1汽光昧士見た1て侶らい5＋卯ザ州舳ブ
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い1・㍉“1・丁工れ，通細氷療か1、個・／室1弍ら
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    こ・飾帥乍わ1叱れ箪、后杜い鵬㍗・柚で
損梢わ冷仙量1て限履↑標ヒ哀衛ボい／珊悟
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       向川舳？ツ／；㌧αf㌧ド・引い｝に防い川，

＾・1・山によ1〕報い什鯛、可ザ・／をく1書11／い垂11壊で

｛令夫吊、、いヨ“
一㌧、念乍わ性紅重科ヒ！て

州州1）1し醸すい用ヤNへ州ド
ヘ・シ勺1し重1司し・仁鳴倉1し侶らlK

るS＋俳n一〉olψr■。、つツ㌧g生吉県で、

Fiヨ．淳・4

剛（』門）言㌧W苅冬Φ∫十仰帆一

州蜥・叩ッド郁享酬
噴1刈州用り1し疎↑11舳
卯。2川（㈹m舳ψ阯帆、†、重／蔓凧

〔舳P．／：十〕二川・㍉

2

F『点二炉畿∴1

1．5

キ

作M全Sk2・1が・

八

ド＼
■

 ．q
1‘．

O

，・．

レ／

  O．O05
〔MV中1／M
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Iイー

5

4

2

（

＼

■

／

5」⑧rn一・Vdmer円。上．
■

＼．．／

ソ［n・（bpyお2つ・敏1σ5
！／

／ IN・O上11・ト1．3・1σ3・

戸13・吋

 乍わ“ぺうりIし1亭で褐ら

州パ山11ヤ“；㌧w’寸細

 S＋舳一舳〃州リド

  m，1）町トf、川ボ㍉叫

  榊し門11’トM・㍉

        O．005         0－01

            0MV■／M

予、づ。し・・ザ川い州）ft消光・希1い刊・・k場細r㌧勺でち

苓が，こへらい・V5kg時ヒ付れ晃†・，たS＋wザV。、雌
プ1・ツい・ソ恥れ↑こ。

    こへら・1川ゾーi青，タτ1㌧わ111土A耳象伝体ヘベ→

わ中1い㍑、刊州1、莞い．介・いド堤栴つユいる州Ψ隔、国τ・ち

ろつ〕いバ・い。佃1t・ボ州㌦C～キれヒペ’ユ視ヒ，肯、

名1戸はし楓約一い瓜考肴唯イ映1佃で那休刊し、偽細
1い九左脹、イわヒ、州リ価・づ1生ノていキ1蛾W
靴1），PV・k上ベザ鵬の1れが塁・1る軸衣1示紅ら
桐。つ判ルlV2＋1寸郁奉峠qノπ’ち“で’、庵帥ン
㏄㌦吐べて，r・〉5い淑妻、鎖へ・㌻・い純1←・・鵬“

予想tへ弓。仙札付ハ七れい・ザいキ吸秦ぺ作
が．軌引素11区い・十懸わう。㍉根川柔塁が重†1。仁無
男、ノ rV引く へ、り1一、一滝i一、  81了刊て一・Lニソトに守、し f斥牟g

川村レll・口rし兎てゼf苫川い→・／．，α㍉鳴伝p舳4ぶモ1

年ユ㍉い刈〕伽ヒ客1、似一く櫨て衛拳↑わ↑，大。
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     材し臥W㌦舳て紅τキ州5や帆げ事
・冬斥斗集冶仕ベザ鵬の枚斗ト、朴牛れ／サ碓冶毎
ににいて裂丁いピ予想“る。更に5L5ミセい場合は
1り叔ぺ‘痛・・1竜観到tべで，通（細大発かキで僧
ら出S竹パ〉。1戦、・州ツトヒ岡／一職祇が得ら机上。しか

し斥・（1帖十枢・1孔へい瓦柔1寺，発光又ぺ～しの尭
光栖ヤ杯水柔液中川11・州ユ・姉Φに刊いセ1し剣、
の場后6き・州し畏魂艮，つ1・しτいも喜小ら破談て・・る。

林W2＋t禾→ll・して1瑞光1弍起ころ↑葦光栖ヤ1寸63・
～．、■トら‘変ノ叱 し十ざい。  圭志毛錆ヒ、τ畿  S L S ミセ・し向 カイ十ソ走

吸毛て衛っぺ1一が他へ紅集合侍にヒヒベヤ竜れ
く舳rl）ハwユr吐榊〕鮎にえハ札ユ中セ動
く奉がでI衛①τ’，朴朴っk1’后気れ・起乙いヒ1司教
の妹母介伺ら爪仁9τ・あろうヒ予想†似る。

     林P・SKヤ州Sいし桑し大出門）ξ†1令永乗
かヤg喝念ヒ荒先入州いしに利しが寸｝い仙佃キも介ら

1川’ C川P妓伽触1く～．）に予r枚刊剛・
帆炎坪、心得ら壮。μ洲Fに口峰t奴一七舳F、）㌘
・励起城愈↑い秦光1ぐ極ヤ成長1）3・州て’剛，
仏心＾ドヘ、口乱桑↑・冶b責口に†ξも寺て・ ＾V）十忘釆利口→もヒ

こり6・・、い根太徳走塙つ搬が・諒光｛出。（F1a．

トいいll））更にW泊毛利1・利ヒ肌h）3㍉吠
・ヤヘ紙い出払剛督伽回そ室祁起こも↑．、佃
τ智、水層でつ ■発光桐ヲ大 6マ。州 支 拍つ 入へ。ついしへ戎・た

1て帆州観到＾も。（〔3・旨一111）→ω）イ・τしll㌧■）

高塊私。川ユ†定禾伽しト鳴后1念火中に后た巾1し了
二弦蝕砧紅g発光糸光介勺・イ寸1，，りな過飛で延
し一），こ州・。バ肘へ微が柵一・る。（阿川・（1〕）
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 ～■）岬忘加寸水毒液・キτ’

排出、出ヒ、）ξ’電む
Wユ十 �пA｛い噴ん。

  Uム州Fト9、い1・十以

  ［Wカ」い 1o、 ・

        しb、イ．。川“

        い）6、て叉1。士

        （d）i．3川。．｝

        ばバ．い‘53

        d）イ．1大バμ

500     600      700

       Wave1ength／nm

き・4 枯葉冷存ヤでパ｛が十逆光哨表曲匁

     ～鳶一Tl㍑一いっっつψlWレザパか鳥調教
で励起1て郁叶，出門、三十一八・”紅靴我蒐曲線
を手づ。れ葺、念体1二1令FV≦㍑1争生一A1．！b）い
刊・キ，禾“ユW㍉帥“V水近存下パ・（1ト寸）ζ十・

一都郁キ中1一決“乍納で々郎叶￥πち洲、
lA・1寺P・・K近楕よ1）水杯／1くパ・（帖十列ぺ’林しノ紅

t・）ハ、〕的く州W千・・戦近袴に榊巾奉↑
μV）㌦魂疋循小ら・b価。

     竜光ザ氏表曲匁に刊出男いキ．語時P〉6k

近侍い1晩さ什舳ボ・秦光篶剛・く鵬t
，K杜W⊇㍉二k，ユ寸いい苅和食いラ汽光に計忘し、お
え一榊1志米作航祁舳。ソ）ξ†・秦か戎祉林・
利。れlAけ・絶電光＾・尺一・域表秋冷刈11くノ
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幽黎。二

民8．亭一1

PV6kt訴一“1王ドに火う塘三礼

ヰ・I福州＝しM・rバ
尭光ぺ氏竜．・l11匁

〔M・州ト川｛・
 口・V5〔一、“〃）㍉叫

    （旬マ∴・㍉い

 に川）：昔1－1ド州ノHlわ一∋

           一3      11ハエ川b 以

   0204060－            Time／ns鮒

し彦）τ’高1寺や㌧・祇斥の比寿†ド‘書い州→，ペペ木㌧ドVSK

い鵬さ机てい、舳沽→いいヤヘー～いい＾ポ1
ろ肺ド炉峠に在在してい、ピ州・で，性く理柵で
｛ち。

れ同捉パヘ）ξ令荒れ1商淳．曲匁．・寸乍わ
枇へ・ラつ1し舳柵ち城、侍パ詠い仁場い十得衛・・ゾで

元仁。

♂一よ 包妻、レザー†い／シ又集泉

    高林・電飾喧ドV5㍑・．・イパ害小水．魂功。咋で①
R・（』甲・I、；寸・W2＋余っ色玄、レザー川シ・、t竹てい・ノノ糾箪。

念舛走伽tイハ・米乗礼柚甥、合ヒ辻帆ドk工、掲ら・叶
鈷果も老いにれも仁。由し吋’ベザ慢二、倫1＝・過菰・破

・吉，ド叫（榊㌦励起伏恕・・いtVユ†ぺ弘利｛は比し・十
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                 十弘一3伽n日1帥ヒab與0IbaI1州“’Vg：：e胴ted，lyae’鮒O皿

     11胴・目鮎舳1H舳1i：能R・｛bpyI3t・W・

目…田化 ［W2＋］・・田・・・・・・・…i・…b。・・b・・。・・f

      舳  q晩n舳ng W÷。b。。。。。d．t603㎜
            毫

 H20  0・0015

  11   0．007

  0    0，012

■IOwitI1  0．00152

0．olM8〕vsK

  1■      ｛I．O07

  ■1     O．012

22

56

刑

98

71

80

0．064

0．177

0．216

0．026

0．076

0．150

…；㌧lllへ徽～ポい1・川．1し一七島、十。

    三州ゾ州■州1しい㌧つ紙1・3州い砒良
にキとすi，僻吊、いて吐1・・t↑〕一州V㌧量㍊・喜、し木。

水海流。中・〕榊州ノ池し人w㌧魂夜・n・（1い／㌘靴
の枇1川ソ1一に1ヒ伯、ゆ拳小ら，毒諸し1誌4茸てキ
辻へ仁状にヘユ季小τrツー11し儲維し，畦へ！未
Wt重奴測いい、もの刈川絶。
    一示FV5k哀・、・で川希加峠喝食ノW2＋飯が
舳甘トい・冬．メサじ1意尭光・つい人が我先＾τい31斗
仰・・ら■一’，奴1留1卜朴〃㌧量、、t哀一州い。こ帆・㌻

電与件曾ハ1べ1）1土レ仁斥1州ξ㌦W†い・す小七PV5
κ近伸1・れポいツもに辻蝿年利布れい司掩K旬茸良
＜起し1），rブ・llし伸鰍・1ド肌にど’起こら寸1い一もし僻釈

’し一｛る
    ○

    林Wユ斗塊瓦↑州川・場后ノ肌しピ在ユ
・・帖甘1＝）V引く近傍丁’1ぺ14く水中で起・こ，て1・弓毒が’、一

トユ体にヌペ水S・1ψ1・刈w↑1㍉け・ほ杖で‘荷札
W†い講瓦、戦一触1）第11山〔るヒノrV5K禾加1木場
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た絶禾¶州十い揚后に叱べIてrう・ル餌融は1士叶
W㍉量1奄約‘4～3に我ザ1一る。こり軸ら，つ
二加岐冷斗象治体近侍介ら氷・十へr（い作州わ
稲1・キ，・冷‡象右杜ヒ・相互作吊下七ぺ・州、存太中
華が手唆＾興口太1黒い。

㌻一61）・・κ利1口乏に子111・パ吠（』ガうれ。蝕限

    戸V5κ忘舳て以禾寸1・昧水う垢斑1ヤーし・・伯ら出，

舳㌣ボWエヤ会、パ斗州一〉。1W何ツい妬ぞ腺毛調べ
な’哀敗t行†・入。／わ碓履り鵠唾は舳支1県1・，
糸光希1て’挽W仏ヒμ〃・イわる包艮つ条が一足
にす〔枚立工毒．仲て・遅老ぺ汽光桑映毛勺、、仁。わ

ン強れ4魂頚利い吐楊信1tついて・・豪放姑れ
老亭刈t子1。こ・表小らイわ弓脈が棉→，、、郁に伽、

    む、4Chan・州工・／I，・・・…1・・餉d［W2＋］舳

           ・ives‘I・／I，。。。・de・endi…p㎝th・i㎝i・

           。t。明・h．f。。1。セi㎝．剛

・㎝…セ・帥gセh l工／工1  ［W2＋］・hi．hgi爬。        O peak
             ‘工・／I，P。。k。

O，0045

0，01

0．023

0．045

40

25

9．5

4．5

0．0015

0，001ヨ

O．0010

0．0009

デ’neach爬asu「舳セ。f‘工・／工，・・…セh市n’c

 sセrengセh was kept constant by ad］usセing the

 NaC旦 conoenセ】＝ation．
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工作柘欠殖ザn・さく†∫1ユ出，扶叫栖ヤ伸恵与礼
もWユ十魂夜け寸↑K朴いユー坤朴わ↑る。
     こ甘へら・誌男、刊・5，禾加吐〃1さ舳わ帆で・

郁■・らマ・サつ住戸ぴ≦klいし条州、わ奏にk。て

R州㌘附w’十い鵬もて示1ゴる倒れして一る毒が
・溶湯に走tらへる。
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竜 ヒθ）

本鵠ひ喋3竜小ら残“黄灯一一し’’棉＾1三寺川郁喋
へ果走｛ヒめ、。

。残3章
  ユ．舳A一ヒ㌦ソい摘ぐ㌣袖、1・・丁餓イ1い、州・麻・凶、

    中に半ユ1光×わ榊離小走いら†い・。

  コ．禿妓つ栂帖が竜、・ヤボき雄1・川い出・づ失、σ・同山

    cT状奄・紬吋扱・†業。
  ・．ト1・上のユよ・博，E・側11叩1州パ・喜・丁抑∵・へ衛惚
    CT状恕1・ら婁、忘．対1匁へ1り1ヒか）遮二段．（奇一批、ヒ，／わ

    僑軸の速灰青．敬．との相い関低、μ。↑理知・で

    交る。

。噂4書
  1．極性病妓中に朴1つプ1加想念隆、棚ボli気兆刷失・つ

    うジ’小し僻離h琴t卦走し一U†れ、れ’茸・用いた

    含臨鶴伽種薙ごいて舶、1三1傾向足手柚朴’杣・、仁。

  2，更に刷起全高錯体ヒ城＊、青いい電斗劫一動柵互作1刑

    し■二1主し仁 ラシ和1しべ・了 （叫キQ斤） が 塔薩壮こて良へ失柔

    中脈・し散守／ザル・いツ・仙しへ郁瓢して中．

    く過敏支苫捧到足祁率がで玉イく。

。甥ト葦
  栖帖魚形宕嫡、・和朴ユノ布携帯肴哉んメ書～〕斥h地一・重
  塊状態を く～、丁べ，甲し卿の共泉．九閉崇支重ノ置隊1材ワて’三氏毛

  ・峠場伝，柚つ月二てい食毎け一光．w幽伽研へ
  と似、・，錠く冷やい三・董、晦・杜氏過稚で・ぺ、。
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・1謔U草
  倉鼠・川・トM・。α‘迂一向複妻些†さ檎也t堵。ユ㌧・W

  仙七万1ハ1に状態、・トら伽M。・走葉山。こ・繁七t

  ’誠一ヲ’榊消光れ水一場。念，瑞光瓦に・に㌔・・衛鮎

  工天一しポ側いGピ帆逸良克牧4各ヒの関欣1令
  京機苓香油、ん合物1も秘で寄ら出いヒ1卵で祁
                              o

。一|7・脅

  伺いい）1し一泰山、1キで，舳。・）。錨杜・励起状紅毛・糾

  イ岐阜111吐消光一着1μ小弐亙作風、せろヒ，ユキ市イブしツ11つ＼

  ’い弓“・一1k兎つ柚1ドわ・・，た。尚こべつ枚1一キ

  w何しリつつ、葉先雀れち鹿島蝕伽例1場ト洋叫十い。

・’

鼈ｯ
  コ．乍わ1吐紅婁、為イ本（1セ1し，w勺Iしw誹神餌

    剛・い鵬で衛11ろわ／†耳峠に刷仙、
    1三叫、こ・城イ＊叶で力付バ娩R・（1門）；㌧策先走

    1ξい・＜1州フ帖う縦脊1（Wユ十、αユ半）て・ヲ牝さ祉

    喝烏，通嘩ザ容妓中τ吋可ら帆†い、嶋恥現匁
    か槻1里1卜刊」叶。

  ・一い1σ1神ノ！糾触紅1令短瓶に叫丁独文サ
    兆1Mい）州・い・ドち坤がわ小つト。
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