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日本語版のまえがき

本書は，国際純正・応用化学連合（IUPAC）の出版物の一つである通称「グリーンブック」の改訂
3 版を翻訳したものである．IUPAC（1919 年に創設）は国際科学会議（International Council for

Science）の一組織で，化学の全分野で世界に共通の課題（例えば化合物命名法，原子量および同位体
存在度）について討議し，適切な指針を定めて広く普及させることを使命としている．主な出版物の
表紙は内容により色分けされ，Color Books と総称されている．第 I 部会（物理化学・生物物理化
学）の I.1 委員会は，“物理化学量の記号・用語・単位の指針”を“Green Book”にまとめて世界に
発信する責任を持ち，不断の作業を続けてきた．この活動の基本方針と経緯は，本書の巻頭 (xvii-xix

ページ) に記されている．その目標を一言で言えば，国や専門分野の違う人たちが相互に「同じ科学
のことば」を使って理解できるようにすることである．そのために，この本の内容を「法律の条文を
並べたルールブック」のようなものではなく「誰でも読みやすく便利に使える解説書」にすることを
目ざしている．
「科学のことば」の文法で根幹となるのは国際単位系（SI）である．グリーンブックに記載されて

いる「単位とその使い方」に関する説明は，国際度量衡局（BIPM）から出版されている国際文書 [3]

にすべて準拠している．この国際文書はフランス語と英語で書かれ，メートル条約に基づいて国際度
量衡総会（CGPM）および同委員会（CIPM）が行った SI に関する決議・勧告・声明などを中心と
して，SI を理解し利用するための基本となる情報を集約したものである．最新の第 8 版は，BIPM

から 2006 年に出版された．産業技術総合研究所の計量標準総合センターは，ただちにその翻訳と編
集にあたり，日本語版を日本規格協会から 2007 年に刊行した [3]．同センターはこの実績と経験を基
盤として，今回のグリーンブックの翻訳へと活動を発展させ，日本化学会メンバーとの今回のユニー
クな共同作業がスタートした．
本プロジェクトの特徴は，このように「科学のことばの標準化」に向けて志を同じくする二つの専
門家グループが密接に協力できたことである．すなわち，基本的な物理量の測定と測定の不確かさの
評価，特に単位標準に関連する実験および理論的研究を磨きあげて，精度の高い計量標準の実現を目
指す産総研のグループと，マクロ・ミクロの両面で広義の物理化学に関する研究・教育の飛躍的な発
展を志向する化学会のグループが，期せずして力を合わせ知恵を出しあって，この翻訳作業を進める
態勢をつくることができた．
現在の「グリーンブック改訂版」の源流となった最初の文書 [1a] (全 41 ページ) は 1969 年に出版
され，1973 年版が関集三教授（大阪大学理学部，当時）の主導で翻訳されて，日本化学会を通じて全
国で広く使われた1)．それから 15 年あまりを経て 1988 年に出版された「改訂版」の初版 [2(a)] は，
全 144 ページと 3 倍以上にまで拡大された．その日本語訳は，日本化学会標準化専門委員会の監修の

1) 関集三・松尾隆祐訳，「物理・化学量および単位」に関する記号と術語の手引き (1973 年版)，日本化学会標準化専門
委員会 (1976)
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下で朽津耕三教授（東京大学理学部，当時）が翻訳し，1991 年に講談社から刊行された [2(e)]．1993

年の第 2 版を経て今回の出版となった改訂 3 版では，さらに 100 ページを加えて全 248 ページにま
で充実したので，翻訳の作業にもそれ相応の努力を結集する必要があった．

IUPAC は，グリーンブックが多くの国語に翻訳されて全世界の研究・教育の現場で広く使われる
ことを強く期待し，「訳書の作成と普及」を（今回のわれわれの企画も含めて）公式プロジェクトの一
つと認めて支援している．
上記の SI 国際文書が第 7 版から 8 版へと移行したとき，BIPM の単位諮問委員会（CCU）で大
幅な改訂が行われ，度量衡の関係者だけでなく一般読者にも「単位とは何か」を容易に理解できるよ
うに，ていねいな解説が加えられた．そのスピリットを主導したのは，執筆者の一人であるイアン・
ミルズ（Ian M. Mills）教授（CCU 委員長）であった．本原書のまえがきにも記されているように，
同教授はグリーンブックの改訂初版から一貫してこの基本方針を推進させてきた．本訳書に寄稿して
下さった「日本語版の刊行に寄せて」からも，その熱い思いをうかがい知ることができる．われわれ
の今回の活動に対して同教授からいただいた心のご支援に対して厚くお礼申し上げる．
本書の題名は IUPAC の専門分野の都合で「物理化学」となっているが，一読して明らかなよう
に，記載された内容は化学の枠をはるかに超えて，基礎科学（特に物理学）と応用科学の全般に広が
る「自然科学全体のことば」であり，各方面の関係者に仕事の場でも，学習の場でも，広く活用され
ることを願うものである．本書の翻訳と監修に快く協力してくださった多くの方々，出版に関してお
世話になった講談社サイエンティフィク社の沢田静雄氏に深く感謝する．

2009年 2月

訳者および監修者一同

（注記）日本語の訳語と使い方は，専門分野により，また時代により異なる場合が多い．例えば，electric field は
「電場」と「電界」，conduction は「伝導」と「電導」，laser は「レーザー」と「レーザ」が広く併用されている．今回
は，おおむね「日本化学会編，標準化学用語辞典，丸善」の用法に従った．なお IUPAC では，本書の基礎的な部分を
教師と学生向けに平易に要約した縮刷版を作成するプロジェクトが進められている．
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日本語版の刊行に寄せて

2008年 6月 4日

科学は国際的である．われわれは世界中の国々に散らばってさまざまなことばを使って暮らしてい
るので，研究・教育を進め科学的知識を応用しようとすれば，その成否は，だれにも共通する“科学の
ことば”をどのように使いこなして相互理解を深めてゆけるかにかかっている．ここで“科学のこと
ば”というのは，特に“科学で使う量と単位を表す記号と，それらに関連する数式の表し方”のこと
であり，万人に共通でなければならない．さまざまな量の“名前”は，使う言語によってまちまちで
あろう．しかし，量の“記号”と“関係式”は，国際的な合意のもとで決められた表記法に従わなけ
ればならない．その意味で，科学技術を基盤として築かれている現代社会に生きているわれわれは，
だれでも“科学のことば”を明確に理解しておくことが不可欠である．
“科学の共通語”を定着させることを目ざして，各国の代表が集まって多数の国際組織がつくられ

ている．種々の“国際学術連合”と呼ばれる組織をはじめ，異なる学問分野の専門家の集まりも多い．
IUPAC（国際純正・応用化学連合）は国際学術連合の一つで，特に化学に関連する課題に関心を持っ
ている．IUPACが刊行している“グリーンブック”は，化学と関連分野で使われている“科学の共
通語”をつくり上げて定着させることを目ざして刊行されている．
この第 3版は 2007年に刊行された．初版は 1988年に，第 2版は 1993年に刊行され，各版はそれ
ぞれ以前の版の経験を基にしてつくり変えられてきた．これらの本は英語で書かれているが，われわ
れはほかの言語に訳されることを歓迎し応援している．日本は現代科学のリーダーなので，今回の日
本語版の出版は特に喜ばしいことである．
わたしは，この本を自然科学の物理的な側面に関心を持つすべての人々に推薦したい．わたし自身
も，この本を絶えず使っている．この本をつくる仕事に深くかかわってきたわたしが絶えず使ってい
るのは，不思議に思われるかもしれない．しかし，この本が取り上げている内容は複雑多岐であり，
多様な分野の専門家たちが何人も協力してつくり上げているので，実に役だつ参考書になっているの
である．皆様も，ある晩にちょっと開いて，中身に慣れ親しんでみていただきたい．この本がどんな
に宝の山であるかに気づいていただけるであろう．

イアン・ミルズ
英国学士院会員・レディング大学化学科名誉教授（化学分光学）
国際度量衡局・単位諮問委員会委員長 　　　　　　　　　　　
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この解説書の目的は，違う専門分野で仕事をする人たち，あるいは違う国の人たちの間で科学的情
報を交換しやすくすることである．それぞれの専門分野では，科学的文献の量が広がるにつれて，自
分たちの間でしか通用しないような専門用語が使われるようになっている．この本は，広く使われて
いる用語や記号を多くの資料から収集して，短くわかりやすく定義し説明することを心がけている．
特にこの改訂 3版では，これまでの版をつくった著者たちが得た経験と，使った人々からいただいた
多くの示唆に富んだコメントが生かされている．この本に出ている量の定義や記号などの資料のほと
んどは“標準的な”ものであるが，中には，あまり広く一般に認められていないものも含まれている．
その場合には，使っても差し支えないと思われる別の表記法もあることを併記するように心がけた．
また，IUPACやそのほかの国際機関でも表記法についてさらに詳しい議論がなされているので，そ
れらの組織が発表した文献のリストを記載してある．IUPACとは“International Union of Pure

and Applied Chemistry（国際純正・応用化学連合）”の略語である．
“単位の使い方について混乱が起こるとどんな事態になるか”を示す衝撃的な事件があった．アメ

リカのNASA（航空宇宙局）の火星気象探査衛星MCOが，不慮の事故で消滅してしまった事件であ
る．事故調査委員会（第一次調査報告，1999年 11月 10日) 1)は，この事故の主原因が“地上基地で
使っていたソフトのファイルにメートル法の単位が使われていなかったためである”と発表した．す
なわち，力積 impulseのメートル法の単位であるニュートン・秒 (N・s) を，アメリカで広く使われ
ているヤードポンド法の単位である重量ポンド・秒 (lbf・s) とまちがえたために，数値に 4.5倍の誤
りが発生し，衛星が正規の軌道を外れてしまったという事故であった2)．われわれはこの本を使う人
たちに，用語と単位およびそれらの記号を，いつも正しく理解し正しく使っていただきたいと願って
いる．
今回の第 3版は，電子機器で読めるような形で編集されている（Martin Quack と Jürgen Stohner

による）．出版後しばらく経過したら，この本の全文がインターネットで IUPACのウェッブサイト
http://www.iupac.orgからアクセスできるようになるはずである．本書に対する提言あるいはコメ
ントを，ぜひ下記に連絡していただきたい．

IUPAC Secretariat

PO Box 13757

Research Triangle Park, NC 27709-3757, USA

email: secretariat@iupac.org

また，本書の正誤表も，定期的に上記のサイトに掲載される予定である．
この本の内容は，版を追うごとに系統的に更新され追補されてきた．以前の版と同様に，まず第 1

1) 火星気象探査衛星MCOの報告書は下記の URLに発表されている．
ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO report.pdf

2) 力積 impulse（運動量変化）とは，力を時間で積分した量を表している．
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章で物理量の演算法と記号および単位の正しい使い方を説明し，第 2章では物理化学で使われている
広範囲の事項に現れる量の記号について表示している．特に表面構造の節が新設された．第 3章では
国際単位系と原子単位系など，単位の基本的な使い方について説明している．第 4章では数学記号と
印刷物での使い方が概説され，第 5章では基礎物理定数の 2006年改訂版の数値が提示されている．
第 6章は素粒子や元素と核種の性質を，第 7章では単位の換算表と，電磁気学の方程式が単位系の違
いによりどのように相互関連するかを説明している．第 8章は今回新しく追加された章で，物理量の
測定に伴う不確かさについて，扱い方を概説している．第 9章は頭字語（頭文字を集めた略語）など
略記号の一覧表である．第 10章には参考文献，第 11章にはギリシャ文字が記載されている．このほ
かに，記号と事項の索引，IUPACが提示している元素の周期表（後ろ見返し）と，汎用されている圧
力およびエネルギー単位の相互換算表を収録している．
この解説書は，多数の個人および委員会の人々の協力のもとでつくられたものである．最も直接的
な責任者は次の“刊行されるまでの経緯”に記されている．IUPACの I.1委員会の多数のメンバー
は，委員会の任期を終えた後も，長年にわたりこの仕事に協力を続けた．また，われわれはそのほか
に，IUPAC物理化学部会のほかの委員会，すなわち化学反応学，コロイド・表面化学，電気化学，分
光学，熱力学委員会の委員にも感謝したい．これらの人たちは，それぞれ関連の深い章と節の記載内
容に協力してくださった．
上記のほかにも，いろいろと協力をいただいたのにリストに記載できなかった関係者も多い．われ
われは，それらすべての方々に対しても厚くお礼申し上げる．

物理化学記号・用語・単位委員会
J. G. Frey，H. L. Strauss

（訳注：Strauss 教授は I.1 委員会の前委員長 (1993-97)，Frey 教授は出版時の委員長 (2000-2007)）
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この解説書は，“物理化学量と単位に関する記号と用語の手引き”第 1版 [1.a]を継承したものであ
る．この冊子はM. L. McGlashanが 1969年に IUPAC物理化学部会の物理化学記号・用語・単位
委員会 (I.1) の委員長であったときに，この部会の文書として作成され，刊行されたものであった．
彼は初版の序文に，刊行の目的を“明確で，精密で，世界の国々の化学者どうしにも，物理学者と化学
者と技術者の間にも，さらに科学雑誌の編集者たちにも，広い範囲で合意が得られるような記号の使
い方を確立することである”と述べている．彼がつくった本は，まさにその目的に対して重要な貢献
をするものであった．この“手引き”の第 2版 [1.b] は，M. A. Paulによって 1973年に刊行され，
さらに第 3版はD. H. Whiffenによって 1976年に刊行された [1.c] ．これらの改訂版には，国際単
位系 (SI)に関する初版以降の発展や，用語の使い方に関する進歩などが取り入れられた．
上記の“手引き”は，1988年に刊行された“物理化学で用いられる量・単位・記号”の初版 [2.a]で
大幅に改訂され，拡張された．“このプロジェクトを立ち上げよう”というN. Kallayの提案が決定
されたのは，1981年にベルギーの Leuvenで開催された IUPAC総会であり，D. R. Lideが委員長
であった．作業グループがつくられたのは次の 1983年のデンマークの Lyngbyでの総会のときであ
り，朽津耕三が委員長であった．このプロジェクトは，I.1委員会およびほかの専門委員会の現職およ
び前任の全委員から（特に I.1委員会の前委員長であったD. R. Lide, D. H. Whiffen, N. Sheppard

の 3人から）強い支持を受けた．
この改訂追補版には，それまでに刊行された“手引きの付録版　 [1.d～1.k]”，CGPM（国際度量
衡総会）でなされた単位に関する新しい決議と勧告，“国際純粋・応用物理学連合（IUPAP）が 1978

年に刊行した勧告”，“国際標準化委員会 ISOの第 12技術委員会 (ISO/TC12)が刊行した量・単位・
記号・換算係数に関する勧告”が取り入れられた．また，第 2章の“物理量の表”を充実させて，そ
れぞれの量に対して定義式と SI単位を表示した．さらに，全体のスタイルを少し変えて，従来の“法
規を集めたルールブック”のような冊子から“科学者が日常に研究の現場で手軽に参照し，助けとな
るような有用な情報が得られる解説書”にすることを目標とした．例えば，第 2章の量記号の説明に
詳しい脚注や説明文をつけた．第 7章の単位換算表には“物理量の演算のしかた”についての説明を
つけて，“SI単位と非 SI単位あるいは方程式の間の換算”に関する表もつけ加えた．

1993年に刊行された改訂第 2版では，初版の内容をさらに改訂し拡大した．特に，国際度量衡総
会CGPMの新しい決議 [3]，IUPAPの新しい勧告 [4]，新しい国際標準 ISO 31 [5,6]と IUPACの
ほかの委員会から出された勧告を取り入れ，さらに世界中の多数の化学者から初版に対して寄せられ
たコメントを改訂の参考とした．この第 2版での改訂は，主に Ian Millsと Tom Cvitašが担当し，
Robert Alberty, 朽津耕三，Martin Quack をはじめ IUPACの物理化学記号・用語・単位委員会の
ほかの委員たちから多大の協力を得た．
この“解説書”は世界中の化学者の広い層に受け入れられて，ロシア語 [2.c]，ハンガリー語 [2.d]，
日本語 [2.e]，ドイツ語 [2.f]，ルーマニア語 [2.g]，スペイン語 [2.h]，カタロニア語 [2.i]に翻訳され
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た．また，CRC Press社から刊行された Handbook of Chemistry and Physics の第 71版および
続版に，本書の大部分が収録された．
この第 2版の改訂版をつくる作業は，刊行の直後から始まった．まず 1995年から 1997 年の間に，
本の表題を“Physical-Chemical Quantities, Units and Symbols”（物理化学の量・単位・記号）と
変更することが提案され，また種々の部分をほとんど完全に改訂しようという提案が議論された．ま
たわれわれは，“この本は ‘化学物理学’および ‘物理化学’と呼ばれる両方の分野をカバーしている”こ
とを強く感じていた．確かに，“物理学”と“化学”の間にあった境界はほとんど消滅してしまったの
で，われわれにはこれらの学問にまたがる広い学際領域が対象となったのである [10]．またわれわれ
は，“この本が印刷物の形で出版されてしばらくたったら，コンピュ－ターでだれでも直接に読めるよ
うなテキストファイルをつくろう”と決議した．この提案は IUPAC事務局（アメリカのResearch

Triangle Park, North Carolina, John W. Jost）からも支持された．今回の版をつくる作業は，ス
イスの連邦工科大学 (ETH, Zürich) を本拠として行われ，大部分の所載資料は表紙ページに記載さ
れた執筆委員たちから提供された．このグループは，IUPACで行われた最近の機構改革に即して，
I.1委員会のメンバーに限らず本計画に特定して選任された作業委員の集まりであった．基本計画は
1999年 3月にスイスの Engelbergの作業委員会で確定され，さらに改訂案は 1999年 8月の Berlin

での IUPAC総会のときに開かれた I.1委員会およびその後にも議論された．本の表題については，
従来の表題をそのまま継承することが 2001年に決まった．今回の版では，テキスト全体とすべての
表が改訂され，多くの章が大幅に書き換えられた．この作業は主に Zürichの ETHで行われ,今回の
作業グループメンバーから送られた原稿と改訂の内容を Jürgen Stohnerが調整した．また彼は，そ
のまま印刷ができる電子資料を作成した．今回の版が従来の版と比べて特に著しく改訂された点とし
ては，多くの定数値が最新の値に書き換えられたこと，“物理量の測定値の不確かさ”につき説明する
章（第 8章），“無次元の量”に関する節（第 3.10節）をはじめ“数学記号”など多くの節が増強され
たことがあげられる．
最後に，“この本の伝統”ともいうべき下記の点を特に強調しておきたい．すなわち，この本の目
的は，さまざまな勧告をまとめた“法令集”を出すことではない．われわれがいつも守ってきた原則
は，“この解説書の読者が ‘科学のことばの正しい使い方’を身につけられるように助力したい”とい
うことである．ある事項で，確立した用語・記号の使い方または慣習が二つ以上あるときには，それ
らをすべて明記して，もし優先順位をつけるとよいと判断したらそれを明記しているし，複数の使い
方を併用しても誤解や混乱などの弊害がないと判断した場合には，それらの併用を認めている場合も
ある．また二，三の項目で“今後にもし使えば改良になるかもしれない”と思われる使い方や用語に
ついては，現在ほとんど使われていないものでも適切な参考文献をつけて（“勧告”でなく）“紹介”
をしている場合がある．また，広く使われている慣習あるいは用語について，“使わないように”と警
告している場合もある．後者のときには，それなりの強い理由があるので，読者はわれわれの注意を
ぜひ守っていただきたい．

チューリッヒ，2007年
Martin Quack

（訳注：改訂版作成作業グループ幹事）

1963年から 2006年にわたって，IUPAC I.1委員会の委員構成は次のとおりであった．この解説書は初版
から今回の版まで，この期間中に作成された．
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I.M. Mills (UK); 1991−1997, 2001−2005 M. Quack (Switzerland); 1997−2001 B. Holmström (Swe-

den).

そのほかの正委員 Other titular members

1975−1983 I. Ansara (France); 1965−1969 K.V. Astachov (Russia); 1963−1971 R.G. Bates (USA);

1963−1967 H. Brusset (France); 1985−1997 T. Cvitaš (Croatia); 1963 F. Daniels (USA); 1979−1981
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1.1 物理量：表現法と四則演算

1.1 物理量：表現法と四則演算
物理量Qの値は，その単位 [Q]とその単位で得られる数値 {Q}との積

Q = {Q} [Q] (1)

によって表される．物理量の名称も，またそれを表す記号も，何か特定の単位を選択することを前提
としたものではない1)．
物理量と，その数値と，単位は，式の中で，すべて通常の代数演算の規則に従って扱ってよい．例
えば，ナトリウムの黄色のスペクトル線の波長は

λ = 5.896× 10−7 m = 589.6 nm (2)

と書ける．ここでmはメートル（metreまたはmeter，3.2節 p.102，3.3節 p.103参照）と呼ばれ
る長さの単位の記号，nmは同じく長さの単位ナノメートル（nanometer）の記号で，両者の間には

1 nm = 10−9 m または nm = 10−9 m (3)

の関係がある．(2) 式の等価な二つの式は，代数演算の規則に従って両辺を単位記号で除して，二つ
の単位の関係式 (3)を用いると，

λ/m = 5.896× 10−7 (4)

または
λ/nm = 589.6 (5)

と変形できる．物理量の表をつくったり，図表の縦軸，横軸の量を指示する場合には，(4)式や (5)式
のように，物理量を適当な単位で除した量（商）を使うと便利である．そうすれば，表や図表に現れ
る量は（無次元の）単なる数値となる．

《例》 ln (p/MPa) = a+ b/T = a+ b′
`
103 K

‹
T
´

(6)

（表）

T/K 103 K/T p/MPa ln(p/MPa)

216.55 4.6179 0.5180 −0.6578

273.15 3.6610 3.4853 1.2486

304.19 3.2874 7.3815 1.9990

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
103 K/T

ln
(p
/
M

P
a)

103 K
/
T の代わりに，それと代数的に等価な kK/T あるいは 103 (T/K)−1を用いてもよい．数値

の間の関係式は単位のとり方によるが，物理量の記号の間の関係式は単位の選び方に無関係に成立す
るという利点がある．したがって，一般には数値ではなく量記号の間の関係式を使用すべきである．
1) 記号 [Q]は以前には Qの次元を表したが，今では Qの単位を表す記号として用いられる．
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1 物理量とその単位

以上に述べたような物理量と単位の扱い方は，物理量の四則演算（quantity calculus）として知ら
れている [11-13]．科学・技術の分野では，この方式を使うことが推奨されている．この方式では特定
の単位を使う必要がないし，また別の単位に変換することも容易である．物理量の四則演算について
は 7.1節，p.159にさらにいくつかの例を示し，また組立単位を一つのものからほかのものへ変換す
る例も示している．

1.2 基本物理量と組立物理量
すべての物理量は，それぞれ固有の次元を持つ七つの基本量によって組み立てられるものと定めら
れている．国際単位系（SI）の基礎となるこれらの基本量システム（ISQ: International System of

Quantities, 国際計量系）と，これらの基本量を表すのに主として用いられる記号とそれらの次元の
記号は，以下のとおりである．

基本量 物理量の記号 次元の記号

長さ length l L

質量 mass m M

時間 time t T

電流 electric current I I

熱力学温度 thermodynamic temperature T Θ

物質量 amount of substance n N

光度 luminous intensity I v J

これら以外のすべての物理量は組立量と呼ばれ，それらの次元は組み立ての要素となっている基本
量の次元の乗除によってつくられる．

《例》 エネルギーの次元はM L2 T−2

次元は，dimという記号を使って次のように表すこともできる．
dim(E) = dim(m · l2 · t−2) = M L2 T−2

物質量は化学者にとって特に重要な量である．物質量は，今考えている物質の要素粒子の数に比
例する．その比例係数はすべての物質について共通で，その逆数がアボガドロ定数である（2.10節，
p.57，3.3節，p.103，5章，p.135参照）．物質量の SI単位はmoleであり，3.3節, p.104において
定義されている．物理量としての “物質量”は，以前のように “モル数”と呼んではならない．これは
質量のことを “キログラム数”と呼んではならないことと同じ理由からである．物質量という名称は
“化学量”，または略して単に “量”と呼ばれることもある．ことに後者は “量の濃度”，“N2の量”な
どの複合語の中でよく用いられる1)．この量に，エンタルピーやエントロピーと同じようにギリシャ
語に由来するエンプレシー (enplethy)という用語を国際的に使おうという提案もされている [10]．
基本量として何をとるか，またその数をいくつにするかは慣習的に決められたものにすぎず，必ず
しも一意的に決められるものではない．ほかの量のほうがより基本的であると考えられる場合もある．
例えば，電流よりも電荷

1) IUPACの臨床化学部会 (Clinical Chemistry Division)では，「物質量濃度」(amount-of-substance concentra-

tion) の代わりに「物質濃度」(substance concentration) を使うことを推奨している [14]．

4
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1.3 物理量および単位の記号

Q =

t2∫
t1

Idt (7)

のほうが基本的であるとする考え方もある．しかし ISQは電流を基本量として採用し，SIもアンペ
アを基本単位として採用している．原子物理学と分子物理学では，“原子単位系”という別の単位系を
使うほうが便利な場合もある (3.9節，p.114参照)．

1.3 物理量および単位の記号 [5.a]

物理量の名称と記号，および単位の名称と記号は，それぞれ明確に区別しなければならない．いろ
いろな物理量の名称と記号は 2章，p.11以降に示してある．ただし，その記号については，推奨され
ているというものであり，強制されているものではない．また，推奨されているもの以外の記号を使
用するときは，明確な定義を与えなければならない．単位の名称と記号は 3章，p.101以降に示され
ているが，BIPM（国際度量衡局 Bureau International des Poids et Mesures）から引用した表中
の記号については，かならずその単位記号を使わなければならない．

1.3.1 物理量の記号についての一般的規則

物理量の記号は，ローマ文字またはギリシャ文字のアルファベットの 1文字でなければならない1)．
大文字，小文字のいずれも使うことができる．文字はイタリック体（斜体）にしなければならない．
必要があれば上付きおよび下付き添え字をつけることができる．添え字自身も物理量または数を表す
場合には，イタリック体にする．それ以外の添え字はローマン体（立体）にする (1.6節 p.8参照)．

《例》 Cp 定圧熱容量
pi i番目の物質の分圧
CB 物質 Bの熱容量
μB

� 物質 Bの �相における化学ポテンシャル
Ek 運動エネルギー
μr 比透磁率
ΔrH

◦− 標準反応エンタルピー
Vm モル体積
A10 常用対数で表した吸収率

物理量の記号の意味は，二つ以上の添え字やかっこで囲んだ説明をつけることで明確にできる．

《例》 ΔfS
◦−(HgCl2, cr, 25 ◦C) = −154.3 J K−1 mol−1

μi = (∂G/∂ni)T,p,...,nj ,...; j �=i または μi = (∂G/∂ni)T,p,nj �=i

1) 輸送現象を扱う分野では，特定の数，すなわち “無次元の量”を表す 2文字の記号を使うことが国際的に合意されて
いる（2.15.1 節，p.97 参照）．

《例》 レイノルズ数 Re，もう一つの例は pH である（2.13節 p.84，2.13.1(viii) 節 p.90 参照）．

これらの記号が積を表す式の中の因子として使われる場合には，これらの記号にスペース，掛け算記号，または
かっこをつけて，ほかの記号と区別しなければならない．

5
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1 物理量とその単位

ベクトルや行列は，例えば，AAA,aaaのように太字イタリック体で表す．テンソルは，例えばSSS , TTTのよ
うにサンセリフ体の太字イタリック体で表わす．ベクトルと 2階のテンソルは，これとは別の表記法
として，それぞれ

→
A,
→
a および ��S,

��T のように，文字の上に一つまたは二つの矢印をつけて表すこと
もできる．

1.3.2 単位記号の一般的規則

単位の記号はローマン体で書かなければならない．複数の場合にも単位記号には sをつけない．ま
た文章の最後に来ない限り，単位記号には省略符号のピリオドをつけない．

《例》 r = 10 cmとすべきであり，cm.や cmsと表すのは誤りである．

単位の記号には小文字を用いる．ただし，その記号が個人の名前に由来する場合には，最初の文字
を大文字にする．リットルの記号は例外で，大文字の Lまたは小文字の lのどちらを用いてもよい
（脚注2)参照）．

《例》 一般にはm（メートル），s（秒）のように表記する．ただし J（ジュール），Hz（ヘルツ）には大文
字を用いる．

10進法による倍量または分量を表す単位記号は，3.6節，p.109で定義されている接頭語をつけて
表す．

《例》 nm（ナノメートル），MHz（メガヘルツ），kV（キロボルト）

1.4 形容詞 “extensive”，“intensive”，“specific”，“molar”の使
い方

部分集合が互いに独立で，相互作用をしていないで，全体集合の物理量が部分集合の物理量の和と
なる場合，この物理量を示量性の量 (extensive quantity)と呼ぶ．質量m，体積 V，ギブズエネル
ギーGなどがその例である．系の大きさには依存しない物理量を示強性の量 (intensive quantity)と
呼ぶ．温度 T，圧力 p，化学ポテンシャル（部分モルギブズエネルギー）μはその例である．
示量量の名称の前に比（specific）という形容詞をつけた場合は，その量は質量で除したものである
ことを意味する（訳注：日本語では，例えば「比体積」は，「単位質量当たりの体積」と書かれることもある）．示量
量の記号が大文字である場合は，それに対応する小文字によって質量との比の量を表す．

《例》 体積 V に対して，比体積は v = V /m = 1/ρ（ここで ρは質量密度）と表す．
定圧熱容量 Cp に対して，定圧比熱容量 Cp/mは cp で表す．

ISO[5.a]および IUPACの臨床化学部会では，質量，体積，面積，長さで除した物理量にそれぞれ
massic（または specific），volumic，areic，lineicという形容詞をつける体系的な命名法を推奨して
いる．さらにこの臨床化学部会は，要素粒子の数で除した量には entiticという形容詞をつけることを
推奨している [14]．これに従えば，例えば，比体積はmassic volume，表面電荷密度は areic charge

と呼ばれることになる．

2) ISO（国際標準化機構 International Organization for Standardization）と IEC（国際電気標準会議 International

Electrotechnical Commission）では，小文字 lのみの使用が認められている．
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1.5 物理量と単位の積と商

示量量の名称の前に形容詞の “モルmolar”をつけた量は，一般的には，その量を物質量で除した
ことを意味する．この場合，示量量の記号に添え字mをつけてモル当たりの量を表す．

《例》 体積 V，モル体積 Vm = V/n（2.10節，p.58）
エンタルピーH，モルエンタルピーHm = H/n

物質量に対する新しい名称 enplethy（1.2節，p.4）がもし認められたとすれば，例えば，モル体
積は enplethic volume と呼ばれることになる．形容詞としての “モル”（molar）は「物理量の名称
は単位の名称（この場合，モルmole）と混用してはならない」という原則に反していることになる．
enplethicを使えば，この問題は解決される．すべての示量量は物質量で除しておくと，すべて示強量
となるので便利なこともある．この場合，定義が明確に示されていて，誤解が生じるおそれがなけれ
ば，添え字のmは省略されることもある（部分モル量について推奨されている記号は，2.11節 p.69，
2.11.1(iii)節 p.72参照）．
形容詞のモルが別の意味，すなわち「物質量濃度で除した」という意味で使われる場合がある．

《例》 吸光係数 aに対するモル吸光係数 ε = a/c（2.7節表注 22 p.44参照）
電導率 κに対するモル伝導率� = κ/c（2.13節 p.87参照）

1.5 物理量と単位の積と商
物理量の積は次のいずれで表してもよい．

a b, ab, a · b または a× b

物理量の商は次のように書ける．

a/b,
a

b
または aと b−1の積，例えば，ab−1

《例》 F = ma，p = nRT/V

一つの表現の中で除算を表す斜線は二つ以上使ってはならない．ただしかっこを使って誤解がない
ようにすれば，この限りではない．

《例》 (a/b) /cまたは a/(b/c)と表す（意味は異なる）．a/b/cとしてはならない．

いくつかの項が組み合わされる場合，乗算記号なしの積は除算記号より先行させるのが決まりであ
る．例えば，a/bcは乗算が優先されるので，a/(bc)を意味し，(a/b) cを意味しない．しかし，すべ
ての場合にかっこなどを使って誤解を生まないようにすべきで，a/bcdのような表現は避けるべきで
ある．さらに，a/b+ cは (a/b) + cの意味であって，a/(b+ c)ではない．a/(b+ c)の意味で用い
る場合には，かっこを使用することが必要である．
単位の乗算，除算も同様に記述される．ただし，単位の場合は乗算記号× は使わない．乗算記号を
用いないで乗算を表す場合には，単位記号の間にスペースを挿入する．

《例》 1 N = 1 m kg s−2 = 1 m·kg·s−2 = 1 m kg/s2

1 mkgs−2 と書いてはならない．

7
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1 物理量とその単位

1.6 自然科学の出版物における斜体と立体のフォントの使用法
科学論文中の個々の記号を斜体（イタリック体）にするか立体（ローマン体）にするかは，広く認
められている慣習に従うべきである．通常，文章の中でイタリック体の書体はその語を強調する場合
に使われるが，科学の文章や式の中では確定した意味を持っている．次に要約した規則は，科学の原
稿を書く場合にイタリック体を正しく使うために役だつだろう．

1. イタリック体にするかローマン体にするかの一般的な規則は 1.3.2節 p.6に，数学の記号や演
算子との関係については 4.1節 p.125に述べられている．これらの規則は，ISO31（のちに改
訂されて ISO/IEC 80000）[5]，ISO 1000 [6]および SI国際文書 [3]にも記載されている．

2. 一般的な規則では，物理量や変数を表す記号はイタリック体を，単位・数学定数，または（数
学）記号を表す場合にはローマン体を使用する．ときには記号が物理量を意味するのか，ラベ
ル（物理量に関係のない説明の符号）などほかの意味を持つのか，はっきりしないことがある．
これを判断するよい基準は，“物理量の場合は複数の異なる数値を表すことができるが，ラベ
ルの場合にはそうではない”ということである．ベクトルやテンソル，あるいは行列は太字の
イタリック体で書かなければならない．これらは物理量だからである．

《例》 プランク定数 h = 6.626 068 96(33)×10−34 J s．
電場の強さ Eは成分 Ex, Ey, Ez を持つ．
わたしのペンの質量はm = 24 g = 0.024 kgである．

3. 以上の規則はギリシャ文字にもラテン文字にも適用される（ただし，ギリシャ文字をイタリッ
ク体にすることに抵抗感を持つ人もある）．

《例》 記号 μが透磁率や換算質量など物理量を表すときはイタリック体，単位の接頭語（例えば �g）や
ミュー粒子を表すときはローマン体とする（下記 5項参照）．

4. 番号やラベルを表すときはローマン体を用いる．

《例》 CH2分子の基底状態および第一電子励起状態は，それぞれ . . .(2a1)
2(1b2)

2(3a1)
1(1b1)

1, eX 3B1，
. . .(2a1)

2(1b2)
2(3a1)

2, ea 1A1 と表される．ベンゼン分子の基底状態の � 電子配置と対称性は
. . .(a2u)2(e1g)

4, eX 1A1g と表される．

5. 周期表の元素の記号はローマン体である．同様に素粒子を表す記号もローマン体である（ただ
し，下記 9項に述べるように，化合物の名称の中ではイタリック体の原子名を用いる場合が
ある）．

《例》 H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, ... などの原子，電子 e，陽子 p，中性子 n，ミュー粒子 �，ア
ルファ粒子 �など．

6. 物理量の記号はラテンまたはギリシャ文字の 1字（または例外的に 2字）で表す．しかし，そ
の量をさらに詳しく規定するために，添え字やかっこで説明をつけ加えることが多い．そして，
その添え字などの文字は，その表す内容によってイタリック体またはローマン体にする．

8
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1.6 自然科学の出版物における斜体と立体のフォントの使用法

《例》 H はエンタルピーを，Hm はモルエンタルピーを表す（ここで mはモルを表す表示なので，ロー
マン体である）．Cp と CV はそれぞれ定圧，定容の熱容量を表す（添え字 p，V は物理量なのでイ
タリック体である）．アルゴンの化学ポテンシャルμAr はまたは μ(Ar)と書く．しかし，混合物の
i番目の成分の化学ポテンシャルは μi と書く．添え字 iは変わりうる数字を表すからである．

7. 数学的演算を表す記号はすべてローマン体である．この規則は差を表す Δ，無限小の変化
を表す �，無限小の差を表す d（微分），和や積を表す Σ, Π にも適用される．円周率の �

(3.141 592. . . )，自然対数の底を表す e (2.718 281. . . )，虚数単位 i,あるいは関数記号 log

（log10は lg，logeは ln，log2は lbとも書く），exp，sin，cos，tan，erf，div，grad，rotrotrotな
どもすべてローマン体である．div，grad，rotrotrotなどの特殊な演算記号および gradの代わり
に使う ∇∇∇，rotrotrotの代わりに使う ∇∇∇×，divの代わりに使う ∇∇∇· はベクトルまたはテンソルの性
質を持つので，すべて太字にする [5.k]．これらの文字で，物理量を表す記号にも使われるもの
もある．例えば，eは電気素量を表す．このときはもちろん，数学の記号と区別するためにイ
タリック体にしなければならない．

《例》 ΔH = H(final) − H(initial); (dp/dt)は圧力の変化率を表す；�xは x の無限小の変化を表す．
線形減衰振動の場合，振幅 F は時間 tの関数として F = F0 exp(−δt) sin(ωt)と表される．ここ
で，δは減衰定数（SI単位では Np/s），ωは角周波数（SI単位では rad/s）である．注意すべきこ
とは，xの無限小の変化を表す �xでは �はローマン体であるが，δtの積の中の減衰定数 δはイタ
リック体である．δtと ωtはともに無次元量であるが，それぞれ無次元の単位ネーパ (Np = 1)お
よびラジアン (rad = 1)を持つものとして書かれている．

8. 基礎物理定数は，変化する量とは考えられていないにしても，測定によって求められる量であ
るので，イタリック体で書かれる．また基礎物理定数が単位として用いられることがあるが，
その場合でもその記号はイタリック体で書かれる．その例がハートリー Eh である（3.9.1節
p.114参照）．しかし電子ボルト eV，ダルトンDa，統一原子質量単位 u，天文単位 uaは国際
度量衡局（BIPM）の国際度量衡委員会（CIPM）で単位として認められているので，ローマ
ン体の記号を用いる．

《例》 c0 は真空中の光速，me は電子質量，hはプランク定数，NA または Lはアボガドロ定数，eは電
気素量，a0 はボーア半径など．
電子ボルトの値は 1 eV = e·1 V = 1.602 176 487(40)×10−19 Jである．

9. 有機化学，無機化学，巨大分子，生物化学では系統的な命名法にギリシャ文字が使われる．そ
れらのギリシャ文字は物理量の記号ではないので，ローマン体にする．これらは側鎖の中で置
換が起こる位置，配位化合物中の付加や橋かけしている配位子の位置，構造に基づいて命名さ
れた巨大分子の末端基，炭水化物や天然物の立体構造などを指示する．ただし元素記号でも，
化合物の中でヘテロ原子が付加する位置を表す場合（位置記号 locant）には，O-, N -, S-, P -

などのようにイタリック体にする．また，イタリック体のH は，水素原子の指示または付加を
表す場合に用いられる [15]．

9
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1 物理量とその単位

《例》 �-ethylcyclopentaneacetic acid

�-methyl-4-propylcyclohexaneethanol

tetracarbonyl(η4-2-methylidenepropane-1,3-diyl)chromium

�-(trichloromethyl)-ω-chloropoly(1,4-phenylenemethylene)

�-d-glucopyranose

5�-androstan-3�-ol

N -methylbenzamide

O-ethyl hexanethioate

3H-pyrrole

naphthalen-2(1H)-one

10
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2
物理量の表

化学者がよく使う物理量について，国際的に推奨されている名称と記号を以下の表にまとめてある．
ここにあげる以外の物理量とその記号については，IUPAP(国際純粋・応用物理学連合)と ISO（国
際標準化機構）が発行している文献 [4]および [5]に記載されている．
論文を書くとき，物理量にどのような記号を使うかは，記号の定義が第 1章で述べられた一般則に
従って与えてあれば，著者の自由に任されている．しかし，われわれ全員がもし標準的な記号を使っ
たら，明らかに情報が伝達しやすくなるに違いない．以下に示す記号は現在最もよく使われていて，
無用の混乱をできるだけ避けるように選ばれているものである．推奨されている記号に上付きや下付
きの添え字をつけたり，大文字を小文字に変えるなどのわずかな変更をするとよい場合も多い．また
限られた分野では，あいまいにならないかぎり，もともとついていた添え字を省略してもよいだろう．
いずれにしても，物理量に記号を当てるときは，つねにその定義を与えなければならない．ことに，
推奨された記号から外れる場合は，その記号の定義を特に慎重に行わなければならない．
以下の表は，主題ごとに分けてある．表は五つのコラムからできていて，左から順に物理量の名称，
推奨されている記号，簡単な定義，SIによる単位（倍量または分量を表す接頭語はつけていない，3.6

節 p.109参照），そして注記の欄である．一つの物理量に対して二つ以上の記号が推奨されていて，ど
ちらを使ってもよいときは，コンマで区切って併記する．使用頻度が低い記号はかっこに入れて区別
する．セミコロンで区切ってあるときは，それらの記号は，わずかに定義が異なる物理量を表してい
る．定義の欄に書かれた式は，物理量の内容を説明するためのものであって，正式な定義の式という
よりは，便利な関係式を示したものである．この章の物理量のいくつかについては，IUPACが刊行
している文書に定義式が与えられていて，文献 [16]にまとめてある．物理有機化学で使われる量につ
いては文献 [17]に，高分子化学で使われる量については文献 [18]に記載されている．無次元量（数字
の 1）も SI単位の欄にある（3.10節 p.118参照）．そのほかの注意書きは注記欄，脚注または本文中
に記載されている．表中の記号とは別の記号が使われる場合は，注記欄と脚注に示した．記載の順は
必ずしも表に出ている順番ではない（訳注：SI単位の行で「（不定）（varies）」とは，「その量の次元は使わ

れる条件によって変わるので，一定ではない」という意味である）．
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2.1 空間および時間に関係した物理量

2.1 空間および時間に関係した物理量
ここに推奨する物理量の名称と記号は，IUPAP[4]および ISO[5.b]の推奨と一致している．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

直交空間座標（デカルト座標）
cartesian space coordinates

x; y; z m

円筒座標
cylindrical coordinates

ρ; ϑ; z m, 1, m

球面極座標 spherical polar

coordinates

r ; ϑ; ϕ m, 1, 1

一般化座標 generalized

coordinates

q, qi (不定)

位置ベクトル position vector r r = xex+yey+zez m

長さ length l m

特殊な記号 special symbols:

高さ height h

幅 breadth b

厚さ thickness d, δ

距離 distance d

半径 radius r

直径 diameter d

行程 path length s

弧長 length of arc s

面積 area A, As, S m2 1

体積 volume V, (v) m3

平面角 plane angle α, β, γ, ϑ, ϕ, ... α = s/r rad, 1 2

立体角 solid angle �, (ω) � = A/r2 sr, 1 2

時間 time, 時間間隔 duration t s

周期 period T T = t/N s 3

周波数，振動数 frequency ν, f ν = 1/T Hz, s−1

角周波数，角振動数
angular frequency

ω ω = 2�ν rad s−1, s−1 2, 4

(1) 無限小の面積は endAというベクトルとみなす．en はその面の法線（normal）方向の単位ベクトルである．
(2) 平面角の単位ラジアン (rad), 立体角の単位ステラジアン (sr) は組立単位である．これらは次元 1（無次元）の量

で，SI の組立単位の表の中で 1と記される．この単位記号 1 は，意味がはっきりしている場合は省略してよい．
(3) N は時間 t の間に起こる同等で（かつ周期的な）事象の回数である．
(4) Hz の単位記号は，角周波数に用いてはならない．

13
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2 物理量の表

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

特性時間間隔 characteristic

time interval,

τ , T τ = |dt/d ln x | s

緩和時間 relaxation time,

時定数 time constant

角速度 angular velocity ω ω = dϕ/dt rad s−1, s−1 2, 5

速度 velocity v, u, w, c,
.
r v = dr/dt m s−1

速さ speed v, u, w, c v = |v | m s−1 6

加速度 acceleration a a = dv/dt m s−2 7

(5) 角速度は回転面に垂直な方向を持つベクトルで，vvv = ωωω × rrr の式で定義される．
(6) 光および音の速さは，普通 c の記号で表す．
(7)（地表付近での）自由落下の加速度の大きさは g で表される．

14
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2.2 古 典 力 学

2.2 古典力学
ここに推奨する物理量の名称と記号は，IUPAP[4]および ISO[5.c]の推奨と一致している．以下の
表にない音響学に関した量と記号については，文献 [4,5.g]参照．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

質量mass m kg

換算質量 reduced mass μ μ = m1m2/ (m1 +m2) kg

密度 density,

質量密度mass density

ρ ρ = m/V kg m−3

相対密度 relative density d d = ρ/ρ◦− 1 1

表面密度 surface density ρA, ρS ρA = m/A kg m−2

比体積 specific volume v v = V/m = 1/ρ m3 kg−1

運動量momentum p p = mv kg m s−1

角運動量 angular momentum L L = r× p J s 2

慣性モーメントmoment

of inertia

I, J I =
P
i
miri

2 kg m2 3

力 force F F = dp/dt = ma N

力のモーメントmoment of

force, トルク torque

M ,(T) M = r× F N m

エネルギー energy E J

ポテンシャルエネルギー
potential energy

Ep, V , � Ep = − R F·dr J 4

運動エネルギー kinetic energy Ek, T , K Ek = (1/2)mv2 J

仕事 work W , A, w W =
R

F·dr J

仕事率・工率・パワー power P P = F · v = dW/dt W

一般化座標 generalized

coordinate

q (不定)

(1) 通常は ρ◦− = ρ(H2O, 4 ◦C)とする．
(2) 原子，分子分光学では，L以外の記号も角運動量を表すのに使われる (2.6 節 p.30 参照)．
(3) 一般に慣性モーメント III はテンソル量である．その要素は，Iαα =

P
i mi (β2

i + γ2
i )，α �= β のときは

Iαβ = −P
i miαiβi と表される．ここで α, β, γ は輪環の順に x, y, z を置換したものである．質量分布が連続

である場合には，和は積分に置き換えられる．
(4) 厳密にいえば，ポテンシャルエネルギーはその差のみが物理的な意味を持つ．例えば，積分は次のような定積分で

表される．

Ep(r1, r2) = −
Z r2

r1

F · dr

上限は無限大のこともある，

Ep(r) = −
Z ∞

r
F · dr

15
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2 物理量の表

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

一般化運動量 generalized

momentum

p (不定)

ラグランジュ関数 Lagrange

function

L L(q, q̇) = T (q, q̇)− V (q) J

ハミルトン関数 Hamilton

function

H H(q, p) =
P
i
piq̇i − L(q, q̇) J

作用 action S S =
R
L dt J s 5

圧力 pressure p, (P ) p = F/A Pa, N m−2

表面張力 surface tension γ, σ γ = dW/dA N m−1, J m−2

重量 weight G, (W,P ) G = mg N

重力定数 gravitational

constant

G F = Gm1m2/r
2 N m2 kg−2

法線応力 normal stress σ σ = F/A Pa 6

せん断応力（ずり応力，
接線応力）shear stress

τ τ = F/A Pa 6

線形ひずみ linear strain,

相対的伸び relative

elongation

ε, e ε = Δl/l 1

弾性率（弾性定数）
modulus of elasticity,

ヤング率 Young’s modulus

E E = σ/ε Pa 6

せん断ひずみ shear strain γ γ = Δx/d 1 6, 7

剛性率（せん断弾性率）
shear modulus,

クーロン弾性率
Coulomb’s modulus

G G = τ/γ Pa 6

体積（容積）ひずみ volume

strain, bulk strain

ϑ ϑ = ΔV/V0 1 6

体積弾性率 bulk modulus,

圧縮率
compression modulus

K K = −V0 (dp/dV ) Pa 6

粘性率（粘性定数）viscosity,

dynamic viscosity

η, (μ) τxz = η (dvx/dz) Pa s

流動率 fluidity ϕ ϕ = 1/η m kg−1 s

動粘性率 kinematic viscosity ν ν = η/ρ m2 s−1

動摩擦係数 dynamic friction

factor

μ, (f) Ffrict = μFnorm 1

(5) 作用はラグランジュ関数 L の時間積分で，ハミルトン関数の時間積分とは
R
pdq − R

Hdt の関係にある ([19]

参照)．
(6) 一般には，これらの量はすべてテンソル量である．
(7) d は，Δxだけ離れた 2 層の間の距離である．

16
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2.2 古 典 力 学

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

音エネルギー束 sound energy flux P, Pa P = dE/dt W

音響学で使われる比率 acoustic factors,

反射率 reflection ρ ρ = Pr/P0 1 8

吸収率 absorption αa, (α) αa = 1− ρ 1 9

透過率 transmission τ τ = Ptr/P0 1 8

消失率 dissipation δ δ = αa − τ 1

(8) P0 は入射する音のエネルギー流束，Pr は反射エネルギー流束，Ptr は透過エネルギー流束である．
(9) この量の定義は音響の場合であって電磁波の放射の場合の定義とは異なっている．放射の場合の吸収率は音響の場

合の消失率に相当する．

17
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2 物理量の表

2.3 電磁気学
ここにあげる物理量の名称と記号は，IUPAP[4]および ISO[5.e]の推奨と一致している．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

電流 electric current I, i A 1

電流密度 electric current density j,J I =
R

j · en dA A m−2 2

電荷 electric charge,

電気量 quantity of electricity

Q Q =
R
I dt C 1

電荷密度 charge density ρ ρ = Q/V C m−3

表面電荷密度 surface density of charge σ σ = Q/A C m−2

電位（電気ポテンシャル）
electric potential

V, φ V = dW/dQ V, J C−1

電位差 electric potential

difference, 電圧 electric tension

U ,ΔV,Δφ U = V2 − V1 V

起電力 electromotive force E, E =
H
(F/Q)·dr V

(Emf , EMK) 3

電場（訳注:電界ともいう）
（電場の強さ）electric field strength

E E = F/Q = −∇∇∇V V m−1

電束 electric flux � � =
R

D · eeen dA C 2

電気変位 electric displacement D ∇∇∇ ·D = ρ C m−2

電気容量（静電容量）capacitance C C = Q/U F, C V−1

（訳注:キャパシタンスともいう）

誘電率 permittivity ε D = εE F m−1 4

電気定数 electric constant,

真空の誘電率 permittivity

of vacuum

ε0 ε0 = μ0
−1c0

−2 F m−1 5

比誘電率 relative permittivity εr εr = ε/ε0 1 6

誘電分極 dielectric polarization,

electric polarization （単位体積
当たりの電気双極子モーメント
electric dipole moment per volume）

P P = D− ε0E C m−2

(1) 電流 I は ISQでの基本量の一つである（訳注：ISQについては 1.2 節 p.4参照）．
(2) eeendA は単位面積ベクトルである（2.1節 p.13 注 1 参照）．
(3) 起電力という名称および記号 emfを使用することは推奨されていない．電気ポテンシャルの差は力ではないからで

ある（2.13節 p.85 注 14 参照）．
(4) ε は一般には，2階のテンソル量である．
(5) c0 は真空中の光速を表す．
(6) この量はかつては dielectric constant と呼ばれていた（訳注：dielectric constant には，複数の日本語訳があっ

た．現在の用語では比誘電率を表している．permittivity の日本語訳は確定していないが，一般には誘電率とい
う訳語が使われている）．
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2.3 電 磁 気 学

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

電気感受率 electric susceptibility χe χe = εr − 1 1

一次非線形感受率
1st hyper-susceptibility

χe
(2) χe

(2) = ε0
−1 (∂2

P/ ∂E2) C m J−1, m V−1 7

二次非線形感受率
2nd hyper-susceptibility

χe
(3) χe

(3) = ε0
−1 (∂3

P/∂E3) C2 m2 J−2, m2 V−2 7

電気双極子モーメント
electric dipole moment

p,μμμ p =
P
i
Qiri C m 8

磁束密度magnetic flux density,

磁気誘導magnetic induction

B F = Qv×B T 9

磁束magnetic flux � � =
R

B · en dA Wb 2

磁場（訳注:磁界ともいう）の強さ
magnetic field strength,

magnetizing field strength

H ∇×H = j A m−1

透磁率 permeability μ B = μH N A−2, H m−1 10

磁気定数magnetic constant,

真空の透磁率 permeability of

vacuum

μ0 μ0 = 4�× 10−7 H m−1 H m−1

比透磁率 relative permeability μr μr = μ/μ0 1

磁化magnetization（単位体積当た
りの磁気双極子モーメント

magnetic dipole moment

per volume）

M M = B/μ0 −H A m−1

(7) 非線形感受率は電気分極 PPP の大きさ P を電場の強さEEE で展開したときの非線形各項の係数である．これらの量は
2.5 節 注 17 p.29 で述べる電気双極子モーメントの展開の各項と密接に関係している．等方的な媒質中では，誘
電分極の i成分は，次の式で表される．

Pi = ε0[χe
(1)Ei + (1/2)χe

(2)E2
i + (1/6)χe

(3)E3
i + · · · ]

ここで添え字 i はベクトル PPP およびEEE の空間成分を表す．もし，高次の項がなければ，χe
(1) は通常の電気感受

率 χe であり，εr − 1に等しい．非等方的な媒質中ではχχχe
(1), χχχe

(2), χχχe
(3) はそれぞれ 2階，3階，4階のテン

ソル量になる．液体のような等方的な媒質中および中心対称のある単位格子を持つ結晶中では，対称性によって
χe

(2) はゼロになる．これらの量は分極率 (α)，非線形分極率 (β, γ) が分子の微視的な性質を特徴づけるのと同
様に，誘電媒質の巨視的な性質を特徴づけるものである．モル体積 Vm の均一で飽和している等方的な誘電媒質の
モル分極率 αm = ε0χeVm は，αm = NAαの式によって巨視的な量と結びつけられる（2.5節 脚注 17 p.29と
2.7.2節 p.48 参照）．

(8) 距離 r だけ離れた二つの電荷Qと −Qから電気双極子がつくられている場合には，双極子ベクトルは負電荷から
正電荷に向かうベクトルと定義する．逆向きの定義も散見されるが，使うべきではない．イオンの双極子モーメン
トの場合には，原点のとり方に依存する．

(9) この量を磁場と呼ぶべきではない（訳注：BBB を「磁束密度BBB を持つ磁場」あるいは単に「磁場」と呼ぶ電磁気学の
教科書も増えてきたので，注意する必要がある）．

(10) 非等方的な媒質中では，透磁率 μは 2階のテンソル量である．

19



iupac : 2009/3/27(14:11)

2 物理量の表

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

磁化率（磁気感受率）
magnetic susceptibility

χ, κ, (χm) χ = μr − 1 1 11

モル磁化率molar magnetic

susceptibility

χm χm = Vmχ m3 mol−1

磁気双極子モーメント
magnetic dipole moment

m,μμμ E = −m ·B A m2, J T−1

電気抵抗 electric resistance R R = U/I Ω 12

コンダクタンス conductance G G = 1/R S 12

損失角 loss angle δ δ = ϕU − ϕI rad 13

リアクタンス reactance X X = (U/I) sin δ Ω

インピーダンス impedance,

（複素インピーダンス
complex impedance）

Z Z = R + iX Ω

アドミッタンス admittance,

（複素アドミッタンス
complex admittance）

Y Y = 1/Z S

サセプタンス susceptance B Y = G + iB S

抵抗率 resistivity ρ E = ρj Ω m 14

伝導率（電導率）conductivity κ, γ, σ j = κκκE S m−1 14, 15

自己インダクタンスself-inductance L E = −L(dI/dt) H, V s A−1

相互インダクタンス
mutual inductance

M,L12 E1 = −L12(dI2/dt) H, V s A−1

磁気ベクトルポテンシャルmagnetic

vector potential

A B =∇∇∇×A Wb m−1

ポインティングベクトル
Poynting vector

S S = E×H W m−2 16

(11) 磁気感受率に χm の記号が使われることもあるが，この記号はモル磁気感受率を表す記号としてとっておくべき
である（訳注：電気感受率が χe と書かれるので，それに対応させて（モル量でない）磁気感受率を χm と書くと，
下付き添え字 mが，1.4節 p.7 に記載されたモル量の表示と紛らわしいからである）．

(12) リアクタンス成分がある媒質では，それぞれ R = (U/I) cos δ および G = R/(R2 +X2) となる．
(13) ϕI と ϕU はそれぞれ電流と電圧の位相値である．
(14) 非等方的な媒質中では，これらの量はテンソル量となる．
(15) ISOは伝導率の記号として γ と σ を採用しているが，κは採用していない．
(16) この量はポインティング-ウモフ (Poynting-Umov) ベクトルとも呼ばれる．
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2.4 量子力学および量子化学

2.4 量子力学および量子化学
量子力学で使われる量についての名称と記号は，IUPAPの推奨と一致している [4]．量子化学の領
域で主として使われる名称と記号は，この分野の慣行に従った．計算結果を発表するときに，その研
究で選んだ計算方法を表現するしかたについてもガイドラインが示されている [20]．理論化学で使わ
れる省略記号については，IUPACの出版物を参照 [21]．9章 p.185も参照．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

運動量演算子momentum operator bp bp = −i�∇∇∇ J s m−1 1

運動エネルギー演算子 kinetic

energy operator

bT bT = −(�2/2m)∇∇∇2 J 1

ハミルトン演算子
hamiltonian operator,

ハミルトニアン hamiltonian

bH bH = bT + bV J 1

波動関数 wavefunction,

状態関数 state function

�, ψ, φ bHψ = Eψ (m−3/2) 2, 3

水素様波動関数 hydrogen-like

wavefunction

ψnlm(r, θ, φ) ψnlm = Rnl(r)Ylm(θ, φ) (m−3/2) 3

球面調和関数 spherical harmonic

function

Ylm(θ, φ) Ylm = Nl|m|Pl
|m|(cos θ)eimφ 1 4

確率密度 probability density P P = ψ∗ψ (m−3) 3, 5

電子の電荷密度 charge density

of electrons

ρ ρ = −eP (C m−3) 3, 5, 6

確率の流れ密度probability current S S = −(i�/2m)× (m−2s−1) 3

density, (ψ∗∇∇∇ψ − ψ∇∇∇ψ∗)
確率束 probability flux

電子電流密度 electric current

density of electrons

j j = −eS (A m−2) 3, 6

積分要素 integration element dτ dτ = dx dy dz (不定)

(1) ある記号が単なる代数的な量ではなく演算子であることを区別するためには，折れ線のアクセント（ハット）を記
号の上につける．この欄で定義に使われている∇∇∇ は，三つの座標成分でそれぞれ偏微分するベクトル演算子（ナ
ブラ演算子）である（4.2節 p.130 参照）．

(2) ギリシャ文字プサイの大文字は座標および時間に依存する波動関数�(x, t)を表す記号に，小文字は座標のみに依存
する波動関数 ψ(x)に用いられる．定常状態では，系のエネルギーを E とすると，�(x, t) = ψ(x)exp(−iEt/�)

の関係がある．この式の形から，ψ(x)を振幅関数と呼ぶこともある．
(3) 単一粒子の三次元で規格化された波動関数の SI単位をかっこ内に示す．しかし量子化学の場合には，普通，原子単

位が使われる（3.9.2節 p.116，7.3（iv)節 p.174および文献 [22]参照）．この場合には，距離，エネルギー，角運
動量，電荷，質量は，それぞれ r/a0, E/Eh, Q/e, m/me のように比で表されるので，すべて無次元の量となる．

(4) Pl
|m| はデグリー l，オーダー |m|のルジャンドル陪関数で，Nl|m| は規格化定数である．

(5) ψ∗ は ψ の複素共役を表す．反対称化された n電子波動関数を� (r1, · · · , rn) とすると，電子の全存在確率密度
は

R
2 · · ·

R
n�

∗
� dτ2 · · ·dτn で表される．ここで積分は電子 1を除く全電子の座標について行う．

(6) −eは電子 1 個の電荷を表す．
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2 物理量の表

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

演算子 bAの行列要素matrix element

of operator bA Aij , 〈i |A| j〉 Aij =
R
ψi
∗bAψjdτ (不定) 7

演算子 bAの期待値 expectation

value of operator bA 〈A〉, A 〈A〉 =
R
ψ∗bAψdτ (不定) 7

演算子 bAのエルミート共役
hermitian conjugate of

operator bA
bA† “

A†
”

ij
= (Aji)

∗ (不定) 7

演算子 bAと bB との交換子
commutator of bA and bB [bA, bB], [bA, bB]− [bA, bB] = bAbB − bBbA (不定) 8

演算子 bAと bB との反交換子
anticommutator of bA and bB [bA, bB]+ [bA, bB]+ = bAbB + bBbA (不定) 8

角運動量演算子
angular momentum operators

分光学の項（2.6.1節 p.36）参照

スピン波動関数 spin wavefunction α; β 1 9

ヒュッケル（Hückel)分子軌道理論（HMO）

原子軌道基底関数 atomic-orbital

basis function

χr m−3/2 3

分子軌道molecular orbital φi φi =
P
r
χrcri m−3/2 3, 10

クーロン積分 coulomb integral Hrr, αr Hrr =
R
χr
∗bHχrdτ J 3, 10, 11

共鳴積分 resonance integral Hrs, βrs Hrs =
R
χr
∗bHχsdτ J 3, 10, 12

エネルギーパラメーター energy pa-

rameter

x −x = (α− E) /β 1 13

重なり積分 overlap integral Srs, S Srs =
R
χr
∗χsdτ 1 10

電荷指数 charge order qr qr =
nP

i=1
bicri

2 1 14, 15

結合次数 bond order prs prs =
nP

i=1
bicricsi 1 15, 16

(7) これらの量の単位は演算子 Aが表す物理量の単位と同一である．
(8) これらの量の単位は物理量 Aおよび B の積の単位と同一である．
(9) 1 電子のスピン関数 α および β は，そのスピン角運動量演算子の z 成分の bsz 行列要素が，� を単位として
〈α | bsz|α〉 = +(1/2), 〈β | bsz|β〉 = −(1/2), 〈β | bsz|α〉 = 〈α | bsz| β〉 = 0 となるように定義される．多電子原
子の全スピン関数は，各電子のスピンについての和

P
ms の値が，最大値から最小値になる順序で，α, β, γ, · · ·

のギリシャ文字を使って表す．
(10) bH は 1電子有効ハミルトニアンである．下付き添え字 i, j は分子軌道を区別し，r, sは原子軌道を区別する記号で

ある．ヒュッケル分子軌道論では Hrs は原子 r と原子 s とが結合しているときのみゼロでない．また Srs は，
r と s が異なるときはすべてゼロになるものと仮定する．

(11) クーロン積分という用語は，ヒュッケル分子軌道論と後に述べるハートリー-フォックの理論で，異なる意味に用
いられる．前者では原子核の場の中で軌道 χr が持つエネルギーを意味し，後者では 2電子間の積分の斥力項を
表す．

(12) この式は，原子軌道 r と s の間の結合の相互作用を表す．反結合相互作用の場合には，共鳴積分は結合相互作用
の場合の積分値を負とした値となる．
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(13) 平面共役炭化水素分子の �電子に対するヒュッケル理論の最も簡単な応用例では，すべての炭素原子に対して α

は同じ値をとり，結合しているすべての原子対に対して β は同じ値をとる．それで通常ヒュッケル永年行列式
は，無次元のパラメーター xだけを使って書く．

(14) −eqr は原子 r 上の電荷を表す．qr は全部で n個の �電子のうち原子 r の位置にある電子の割合で，
P
qr = n

である．
(15) bi はエネルギー εi の軌道を占める電子数である．したがって縮退のない軌道では，bi は 0, 1, 2のいずれかの値

になる．
(16) prs は原子 r と s の間の結合次数である．

2.4.1 非経験的ハートリー-フォック自己無撞着場理論（ab initio SCF）

量子化学の計算結果は，普通，原子単位で表される（3.9.1節 p.114，7.3（iv）節 p.174参照）．こ
の節の以下の表では，距離，エネルギー，質量，電荷，角運動量は，それぞれの原子単位である a0,

Eh, me, e, � との比で表す．したがって現れる量はすべて無次元となるので，表の SI単位の欄は省
略する．

名　　称 記　号 定　義 注

分子軌道molecular orbital φi (μ) 17

分子スピン軌道molecular spin orbital φi (μ)α (μ); 17

φi (μ) β (μ)

全波動関数 total wavefunction � � = (n!)−1/2 ‖φi (μ)‖ 17, 18

1電子のコアハミルトニアン core

hamiltonian of a single electron

bHμ
core bHμ = −(1/2)∇2

μ −
P
A

ZA/rμA 17, 19

1電子積分 one-electron integrals: Hii Hii =
R
φi
∗(1)bH1

coreφi(1)dτ1 17, 19

コアハミルトニアンの期待値
expectation value of the core

hamiltonian

2電子斥力積分
two-electron repulsion integrals:

クーロン積分 coulomb integral Jij Jij =
RR

φi
∗(1)φj

∗(2)
1
r12 φi(1)φj(2)dτ1dτ2

17, 20

交換積分 exchange integral Kij Kij =
RR
φi
∗(1)φj

∗(2)
1
r12 φj(1)φi(2)dτ1dτ2

17, 20

(17) 下付き添え字 i, j は分子軌道を区別して表す．ギリシャ文字 μ あるいは数字 1，2 は電子座標を区別する．
(18) 二重の縦線は，占有されている分子スピン軌道 φiα，φiβ（φi, φi と書く場合もある）の反対称化された積を表

す．閉殻系では，� は規格化されたスレーター行列式になる．係数 (n!)−1/2 は電子数が n の場合の規格化定
数である．

(19) ZA は原子核 Aの陽子数（電荷数），rμA は原子核 Aから電子 μ までの距離である．Hii は，原子核の場の中
での軌道 φi を占有する電子のエネルギーを表す．

(20) 2電子間の斥力積分は，いろいろな省略形で書かれる．Jij = 〈ij|ij〉 においては 1番目と 3番目の文字が電子 1

を表し，2 番目と 4番目の文字が電子 2を表す．Jij = (i∗i|j∗j) の式では，前の二つの文字が電子 1 を，後の
二つの文字が電子 2を表す．交換積分 Kij = 〈ij|ji〉 または Kij = (i∗j|j∗i) の場合も同様である．
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2 物理量の表

名　　称 記　号 定　義 注

1電子軌道エネルギー one-electron

orbital energy

εi εi = Hii +
P
j

(2Jij −Kij) 17, 21

全電子エネルギー total electronic

energy

E E = 2
P
i
Hii +

P
i

P
j

(2Jij −Kij)

=
P
i

(εi +Hii)

17, 21, 22

クーロン演算子 coulomb operator bJ i
bJiφj(2)

=
D
φi(1)

˛̨̨
1
r12

˛̨̨
φi(1)

E
φj(2)

17

交換演算子 exchange operator bKi
bKiφj(2)

=
D
φi(1)

˛̨̨
1
r12

˛̨̨
φj(1)

E
φi(2)

17

フォック演算子 Fock operator bF bF = bHcore
+
P
i

“
2bJ i − bKi

”
17, 21, 23

(21) これらの関係式は，閉殻の場合にのみ適用される．和の記号は，占有されている軌道について加えることを意味
する．

(22) この式で j についての和は，j = i の項も含む．Jii = Kii であるから，この場合はかっこの中の式は簡単に
2Jii −Kii = Jii となる．

(23) ハートリー-フォックの方程式は，形式的に電子 j を含んだ式の形で (bF − εj)φj = 0 と書かれる．ただし，フォッ
ク演算子自身はクーロン演算子 bJi および交換演算子 bKi を通して，すべての固有関数 φi を含んでいることに注
意しなければならない．

2.4.2 原子軌道基底関数の線形結合で表した分子軌道関数を用いるハートリー-フォック-
ローターンの自己無撞着場理論（LCAO-MO理論）

名　　称 記　号 定　義 注

原子軌道基底関数 atomic-orbital basis χr 24

function

分子軌道molecular orbital φi φi =
P
r
χrcri

重なり行列要素 overlap matrix element Srs Srs =
R
χr
∗χsdτ,P

r,s
cri
∗Srscsj = �ij

密度行列要素 density matrix element Prs Prs = 2
occP
i
cri
∗csi 25

(24) 添え字 r, sは基底関数を区別する．数値計算には基底関数としてスレーター型軌道関数（STO）またはガウス型軌
道関数（GTO）を用いる．球面極座標で表した STO基底関数は χ (r, θ, φ) = Nrn−1exp(−ζnlr)Ylm (θ, φ)

の一般形を持つ．ここで ζnl は量子数 n, lを持つ状態の有効電荷を表し，遮蔽パラメーターと呼ばれる．直交座
標で表した GTO関数は χ (x, y, z) = Nxaybzc exp (−αr2) の一般形を持つ．α をいろいろ変えた GTO関
数の線形結合が，STO関数のモデルとしてよく使われる．N は規格化定数である．

(25) これは各軌道が 2電子で占有されている閉殻分子の場合である．占有されているすべての軌道について和をとる．
Prs は，また原子 r と s の間の結合次数とも呼ばれる．
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名　　称 記　号 定　義 注

基底関数に関する積分 integrals over

the basis functions:

1電子積分 one-electron integrals Hrs Hrs =
R
χr
∗(1)Ĥ1

coreχs(1)dτ1

2電子積分 two-electron integrals (rs|tu) (rs|tu) =RR
χr
∗ (1)χs (1) 1

r12 χt
∗ (2)

× χu (2) dτ1dτ2

26, 27

全電子エネルギー total electronic

energy

E E =
P
r

P
s
PrsHrs

+(1/2)
P
r

P
s

P
t

P
u
PrsPtu[(rs|tu)

− (1/2) (ru|ts)]

25, 27

フォック演算子の行列要素matrix

element of the Fock operator

Frs Frs = Hrs +
P
t

P
u
Ptu[(rs|tu)

− (1/2) (ru|ts)]
25, 28

(26) 基底関数による 2電子積分の省略記号 (rs|tu) において，各文字の意味は注 (20) で記述したものと同じである．
(27) 2電子積分は，原子軌道空間基底関数による積分で書かれている．Hii, Jij ,Kij などの行列要素も，原子軌道空

間基底関数による積分によって次のように書かれる．

Hii =
P
r

P
s
cri

∗csiHrs

Jij = (i∗i|j∗j) =
P
r

P
s

P
t

P
u
cri

∗csictj
∗cuj (r∗s|t∗u)

Kij = (i∗j|j∗i) =
P
r

P
s

P
t

P
u
cri

∗csictj
∗cuj (r∗u|t∗s)

(28) フォック演算子の行列要素 Frs，重なり行列要素 Srs を使って表したハートリーフォック-ローターンの SCF方
程式はP

s
(Frs − εiSrs) csi = 0と書ける．
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2 物理量の表

2.5 原子と分子
ここにあげる物理量の名称と記号は，IUPAP[4]と ISO［5.i］の推奨と一致している．ここにあげ
る量以外で，原子物理学，原子核物理学，プラズマ物理学の分野で使用される量についての記号は，
文献 [4,5.j]に示されている．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

核子数 nucleon number,

質量数mass number

A 1

陽子数 proton number,

原子番号 atomic number

Z 1

中性子数 neutron number N N = A− Z 1

電子質量 electron mass me kg 1, 2

原子の質量mass of atom, ma,m kg

原子質量 atomic mass

原子質量定数 atomic mass constant mu mu = ma(
12C)/12 kg 1, 3

質量過剰mass excess � � = ma −Amu kg

電気素量 elementary charge e 陽子の電荷 C 2

プランク定数 Planck constant h J s

プランク定数/2�
Planck constant divided by 2�

� � = h/2� J s 2

ボーア半径 Bohr radius a0 a0 = 4�ε0�
2/mee

2 m 2

ハートリーエネルギー Hartree energy Eh Eh = �
2/mea

2
0 J 2

リュードベリ定数 Rydberg constant R∞ R∞ = Eh/2hc m−1

微細構造定数 fine-structure constant α α = e2/4�ε0�c 1

イオン化エネルギー ionization energy Ei, I J 4

電子親和力 electron affinity Eea, A J 4

(1) これらの記号を陽子に対して使う場合は p，中性子では n，原子では a，原子核では Nなど，それぞれの下付き添
え字をつける．

(2) これらの量は，原子単位系の単位としても使われる（3.9.1節 p.114，7.3（iv)節 p.174 参照）．
(3) mu は統一原子質量単位（単位記号 u）に等しい．したがって，mu = 1 uである（3.7節 p.111参照）．統一原子

質量単位にはダルトン（記号 Da）も使われる [23]．
(4) イオン化エネルギーは，イオン化ポテンシャル (Ip)と呼ばれることもある．電子親和力は電子一つを引きはがす

ために必要なエネルギーである（訳注：力という名称でも，次元はエネルギーである）．
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2.5 原子と分子

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

電気陰性度 electronegativity χ χ = (1/2) (Ei + Eea) J 5

解離エネルギー dissociation energy Ed, D J

基底状態からの
from the ground state

D0 J 6

ポテンシャル極小値からの
from the potential minimum

De J 6

主量子数 principal quantum number n E = hcZ2R∞/n2 1 7

(水素様原子 hydrogen-like atom)

角運動量量子数 angular momentum 分光学の項 2.6節参照
quantum numbers

分子の磁気双極子モーメントmagnetic

dipole moment of a molecule

m,μμμ Ep = −m ·B J T−1 8

分子の磁気分極率magnetizability of

a molecule

ξ m = ξB J T−2

ボーア磁子 Bohr magneton μB μB = e�/2me J T−1

核磁子 nuclear magneton μN μN = e�/2mp = (me/mp)μB J T−1

磁気回転比 gyromagnetic ratio,

(magnetogyric ratio)

γ γe = −geμB/� s−1 T−1 9

g 因子（電子の）g-factor g, ge ge = −γe(2me/e) 1 10

g 因子（核の）nuclear g-factor gN gN = γN(2mp/e) 1 10

ラーモア角周波数 Larmor angular

frequency

ωωωL ωωωL = −γBBB s−1 11

ラーモア周波数 Larmor frequency νL νL = ωL/2� Hz

(訳注：四極子モーメントは四極モーメントと呼ばれることもある．）
(5) 電気陰性度の概念は，L.Paulingによって分子内の原子が自分に電子を引きつける能力として導入された．その定

義は何種類かある [24]．本表の定義は R.S.Mulliken によるもので，エネルギーで表した物理的意味が明快な量
である．しかし，最もよく使われる定義は Pauling によるもので，eVの単位で表した結合の解離エネルギーEd

を用いた次の無次元の量で与えられる．原子 Aと原子 Bとが結合している場合，両原子の電気陰性度の差は

χr,A − χr,B =

s
Ed (AB)

eV
− 1

2

[Ed (AA) + Ed (BB)]

eV

である．χr はポーリングの相対的電気陰性度と呼ばれ，水素原子の場合に χr,H = 2.1となるようにスケールされ
ている．根号の前の符号，すなわち，χr,A − χr,B の正負のとり方には任意性がある．ここではポーリングの直感
的な定義に従った．

(6) 解離エネルギーの記号 D0, De は，二原子分子にも多原子分子にも用いられる．
(7) 原子番号が Z で，無限に重い原子核の周りの中心対称なクーロン場で成立する式である．
(8) 電子，陽子，中性子の磁気モーメントは，それぞれ μe, μp, μn の記号で表す．これらの量が表に書かれている場

合は，その z 成分の最大の期待値である．安定な原子核の値は，6.3 節 p.148 以降に与えられている．
(9) 原子核の場合には，磁気回転比は γN = gNμN/� で与えられる．
(10) 歴史的な理由で ge > 0 ととる．eは正の電気素量であるので，電子の場合，γe < 0である．原子核に対しては

γN と gN は同符号である．g-因子の符号を逆にする方式は文献 [25] 参照．
(11) 大きさが ωL のベクトル量である．この量は Larmor circular frequency とも呼ばれる．
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2 物理量の表

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

緩和時間 relaxation time,

縦（緩和時間）longitudinal T1 s 12

横（緩和時間）transverse T2 s 12

分子の電気双極子モーメント electric

dipole moment of a molecule

p,μμμ Ep = −p ·E C m 13

分子の四極子モーメント quadrupole

moment of a molecule

QQQ;��� Ep = (1/2)QQQ :V ′′ = (1/3)��� :V ′′ C m2 14

核四極子モーメント
quadrupole moment of a nucleus

eQ eQ = 2
˙
�zz

¸
C m2 15

電場勾配テンソル electric field gradient

tensor

q qαβ = −∂2
V/∂α∂β V m−2

四極子相互作用エネルギーテンソル
quadrupole interaction energy

tensor

χχχ χαβ = eQqαβ J 16

分子の電気分極率electric polarizability

of a molecule

ααα αab = ∂pa/∂Eb C2 m2 J−1 17

二次分極率 1st hyper-polarizability βββ βabc = ∂2
pa/∂Eb∂Ec C3 m3 J−2 17

三次分極率 2nd hyper-polarizability γγγ γabcd = ∂3
pa/∂Eb∂Ec∂Ed C4 m4 J−3 17

（放射性物質の）活量，放射能 activity

(of a radioactive substance)

A A = −dNB/dt Bq 18

減衰定数，崩壊定数，壊変定数
decay (rate) constant,

disintegration (rate) constant

λ, k A = λNB s−1 18

半減期 half life t1/2, T1/2 NB(t1/2) = NB (0) /2 s 18, 19

平均寿命mean life, lifetime τ τ = 1/λ s 19

準位幅 level width � � = �/τ J

壊変エネルギー disintegration energy Q J

断面積 cross section σ m2

原子核の電弱相互作用の荷数
electroweak charge of a nucleus

QW QW ≈ Z(1− 4 sin2 θW)−N 1 20

(12) これらの量は分光学，特にスピン共鳴分光学で使われる（2.6節 p.30 参照）．
(13) 2.6節 p.31 注 9参照．
(14) 分子の四極子モーメントは，テンソル QQQ として次の 2通りの定義がある．一つは電荷密度 ρと座標の積を積分し

た次の量，
Qαβ =

Z
rαrβρ dV

を成分とするテンソル（α, β は x, y, z のうちいずれかを表す），もう一つはトレースがゼロになる次のテンソル
�である．
�αβ = (1/2)

Z “
3rαrβ − �αβ r2

”
ρ dV = (1/2)

h
3Qαβ − �αβ (Qxx +Qyy +Qzz)

i
V ′′ を分子内の電位の 2 階微分
Vαβ

′′ = −qαβ = ∂2
V/∂α∂β

とすると，四極子モーメントによるポテンシャルエネルギーは次式で与えられる．
Ep = (1/2)QQQ :V ′′ = (1/2)

P
α

P
β
QαβVαβ

′′
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2.5 原子と分子

(15) 原子核の四極子モーメントの定義は，分子の四極子モーメントとは異なる．Q は面積の次元を持ち，e は電気素量
である．eQ は四極子モーメントで，その値はテンソルの zz 成分の期待値の最大値の 2倍とする（前項注（14）
参照）．いくつかの原子核の Q の値は，6.3 節 p.148 に示されている．

(16) 核四極子相互作用エネルギーテンソルχχχの値は，通常，MHzの単位で表される．すなわち，eQq/hの値である
が，h は省略されることが多い．

(17) 分極率ααα，高次の分極率 βββ,γγγ, · · · は電気双極子モーメント pを電場の強さ Eで展開したときの係数である（2.3

節 p.19 注 7参照）．a成分の展開式は次式で与えられる．

pa = p
(0)
a +

P
b
αabEb + (1/2)

P
bc
βabcEbEc + (1/6)

P
bcd

γabcdEbEcEd + · · ·

ここで αab, βabc, γabcd はそれぞれ 2階，3階，4階テンソルααα, βββ, γγγ のテンソル成分である．定義式から明ら
かなように，最初の添え字 a は電気双極子モーメント p の空間成分を指定し，その後の添え字は電場の空間成分
を指定する．分極率 αααと高次の分極率 βββ,γγγ, · · ·はそれぞれ対称性を持つている．通常，αααは対称テンソルで，中
心対称の分子ではβββ のすべての成分はゼロになる．分極率の値は，通常は体積の次元の α/4�ε0 の値で表され，
単位はÅ3 または a03（原子単位，3.9.1 節 p.116 参照）であるが，前者の使用は推奨できない (2.6 節 p.32 注
11参照)．同様に高次の分極率 β/(4�ε0)2 の値は a05e−1 の単位，また γ/(4�ε0)3 の値は a07e−2 の単位で表
される．

(18) NB は崩壊している粒子 Bの数である（1 Bq = 1 s−1 である．3.4節 p.106 参照）．
(19) 半減期または平均寿命の単位は，通常「年」（単位記号 a）である（7.2節 p.165 注 4 参照）．減衰が指数関数的

な場合は t1/2 = τ ln2 の関係がある．
(20) 原子核の電弱相互作用の荷数は中性子数N，陽子数 Z，弱い相互作用の混合角 θW で近似的に与えられる（5章

p.135 参照）．この量は，原子核の弱い相互作用が原子や分子の性質に影響する場合の計算に必要である [26]．
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2 物理量の表

2.6 分光学
この節の内容は，これまでの版 [1.a-1.c]や IUPAP文書の分光学のセクションの内容 [4]よりも
かなり充実している．その基礎は ICSUの分光学合同委員会の推奨 [27,28]と，ヘルツベルグの著書
[29-31]に代表される近年の慣用に置かれている．また，IUPACの「分子構造・分光学委員会」の推
奨も取り入れてある [32-43]．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

項 total term T T = Etot/hc m−1 1, 2

遷移波数 transition wavenumber eν eν = T ′ − T ′′ m−1 1

遷移周波数 transition frequency ν ν =
`
E′ − E′′

´
/h Hz

（訳注：特に振動分光学では，frequency を振動数と表すことが多い）

電子項 electronic term Te Te = Ee/hc m−1 1, 2

振動項 vibrational term G G = Evib/hc m−1 1, 2

回転項 rotational term F F = Erot/hc m−1 1, 2

スピン-軌道結合定数
spin-orbit coupling constant

A Tso = A < bL · bS > m−1 1, 3

主慣性モーメント principal

moments of inertia

IA; IB ; IC IA � IB � IC kg m2

回転定数 rotational constants,

波数単位 in wavenumber eA; eB; eC eA = h/8�2cIA m−1 1, 2

周波数単位 in frequency A;B;C A = h/8�2IA Hz

慣性欠損 inertial defect � � = IC − IA − IB kg m2

非対称パラメーター asymmetry

parameter

κ κ =
2B − A−C

A− C
1 4

遠心力ひずみ定数 centrifugal distortion constants,

S形式への変換 S reduction DJ ;DJK ;DK ; d1; d2 m−1 5

A形式への変換 A reduction �J ;�JK ;�K ; δJ ; δK m−1 5

(1) 分光学では，波数の量を表すのに，ほとんどの場合 cm−1 の単位が使われる．項の値 (term value) や波数の値
は，それらに相当する放射の真空中における波長の逆数である．定義式 E/hc の中の c は真空中の光速の値であ
る．しかし，“波数” は（次元を持つから）単なる “数” ではないので，ISO は波数という用語ではなく，“繰り
返し”(repetency) という用語の併用を提案している [5,6]．“波数”(wavenumber) という用語を単位記号 cm−1

の代わりに使うことは避けるべきである．
(2) 項の値や回転定数は，例えば，T = E/hc から計算される波数の単位で定義される場合と，例えば，T = E/h か

ら計算される周波数の単位で定義される場合とがある．どちらも同じ記号を使うので，波数の単位で表す場合には
記号にチルダをつけて eν, eT , eA, eB, eC と書く場合もあるが，これは一般に受け入れられているわけではない．

(3) bLと bSはそれぞれ電子の軌道およびスピン角運動量演算子である．
(4) Wangの非対称パラメーターも使われる．これは細長い形をした（扁長）対称こま分子 (prolate symmetric top)

に近い場合には bp = (C − B) / (2A−B − C)，平らな形をした（扁平）対称こま分子 (oblate symmetric

top) に近い場合には bo = (A− B) / (2C − A− B) で定義される．
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2.6 分 光 学

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

調和振動の波数harmonic vibration

wavenumber

ωe;ωr m−1 6

非調和振動定数 vibrational

anharmonicity constant

ωexe;xrs; gtt′ m−1 6

振動量子数 vibrational quantum

numbers

vr; lt 1 6

基本振動の波数 vibrational

fundamental wavenumber

eνr, eν0
r , νr eνr = T (vr = 1)− T (vr = 0) m−1 6

コリオリ ζ 定数 Coriolis ζ

constant

ζα
rs 1 7

角運動量量子数 angular

momentum quantum numbers

2.6.1節 p.36参照

縮退度，統計的重率
degeneracy, statistical weight

g, d, β 1 8

分子の電気双極子モーメント electric

dipole moment of a molecule

p,μμμ Ep = −p · E C m 9

分子の遷移双極子モーメント
transition dipole moment

of a molecule

M,R M =
R
ψ∗ ′p ψ′′ dτ C m 9, 10

(5) Sと Aは，それぞれ回転ハミルトニアンの対称こま形式および非対称こま形式へのユニタリー変換操作を表してい
る．遠心力ひずみ定数の種々の表し方については文献 [44]参照．

(6) 二原子分子については振動の項は，G(v) = ωe

“
v + 1

2

”
− ωexe

“
v + 1

2

”2
+ · · · と書ける．多原子分子の場合

は 3N − 6個（直線分子の場合は 3N − 5個）の振動モードに r, s, t, · · · または i, j, k, · · · の添え字をつける．r
の記号は全対称種からはじめて，対称種ごとに，波数が小さくなる順に番号をつける．t の記号は縮退している
モードに使う．一般に振動項の式は

G (v) =
P
r
ωr (vr + dr/2) +

P
r�s

xrs (vr + dr/2) (vs + ds/2) +
P

t�t′
gtt′ ltlt′ + · · ·

また，振動基底状態を基準にとった次の式も使われる．
T (v) =

P
i
vieνi

′ +
P

r�s

xrs
′vrvs +

P
t�t′

gtt′ ′ltlt′ + · · ·

これらの式は，実効的な振動ハミルトニアンの対角要素である．
(7) 表中のコリオリ定数 ζrs

α は無次元であるが，cm−1 の単位で表した ξα
v′v も実効ハミルトニアンの中で定数と

して用いられる．ここで α = x, y, z である．例えば，二つの基準振動 ωr, ωs の場合には，vr = 1, vs = 1 のと
き，二つの定数の関係は

ξα
v′v = eBα ζrs

α
ˆp

ωs/ωr +
p
ωr/ωs

˜
となる．この式で回転定数 eBα の代わりに周波数単位の Bα を使うと ξα

v′v は周波数単位で定義されたコリオリ
定数となる．

(8) 普通，d は振動モードの縮退度を表すのに用い，β は核スピンについての縮退度を表すのに用いる．
(9) Ep は電気双極子モーメント pが電場 Eの中にあるときのポテンシャルエネルギーである．分子の電気双極子モー

メントは普通，非 SI 単位であるデバイ (D) を使って表す．その大きさは 1 D ≈ 3.335 64×10−30 C m であ
る．このように，SI単位の C mは大きすぎて分子の双極子モーメントを表すのに適当ではない．そのために，本
来は使えないはずのデバイ単位が引き続き使用されている．原子単位 ea0 を単位として用いるのも一つの便法で
ある．もう一つの方法としては，電気双極子モーメントを電気双極子長 lp = p/e と関連づけることである．これ
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2 物理量の表

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

原子間距離 interatomic distances, 11, 12

平衡構造 equilibrium re m

ゼロ点振動平均構造
zero-point average

rz m

基底状態構造 ground state r0 m

同位体置換構造 substitution

structure

rs m

振動座標 vibrational coordinates, 11

分子内座標 internal Ri, ri, θj, など (不定)

対称座標 symmetry Sj (不定)

基準座標 normal

質量調整した座標
mass adjusted

Qr kg1/2 m

無次元化した座標
dimensionless

qr 1

は原子核の四極子モーメントを面積と関連づけることに似ている (2.5 節 p.28，注 14，15，および 6.3節 p.148

参照)．この長さは，正負二つの電気素量 e をその距離に置いたときの双極子モーメントに相当することを表し，
分子の大きさの目安を示している（2.3節 p.19 注 8 参照）．

《例》
電気双極子モーメント 双極子長

SI a.u.

p/C m p/D p/ea0 lp/pm

HCl 3.60×10−30 1.08 0.425 22.5

H2O 6.23×10−30 1.87 0.736 38.9

NaCl 3.00×10−29 9.00 3.54 187

(10) スペクトル線やスペクトル帯の強度を表す量については，2.7節 p.41 参照．
(11) 原子間距離（核間距離）や振動による原子の変位の大きさを表すのに，オングストロームångström という非 SI

単位が使われてきた．その大きさは 1 Å = 10−10 m = 0.1 nm = 100 pm である．Å は今後使わないことが
望ましい．

(12)原子間距離にはいくつかの定義があり，その数値は分子振動の影響でわずかに異なるので，表のように添え字で区
別する．このことについては，多くの自由分子の幾何学的構造の測定値が掲載された文献 [45] で説明されてい
る．同位体の置換でほぼ不変なのは，平衡距離 re だけである．r0 は振動基底状態の回転定数から計算によって
求めた実効的な距離パラメーターであるが，多原子分子の場合には物理的な意味が複雑になる．

(13)力の定数は，伸縮座標では mdyn Å−1 = aJ Å−2 の単位，変角座標では mdyn Å = aJ の単位，伸縮－変角相
互作用では mdyn = aJ Å−1 の単位が使われてきたが，今後，Å は使用しないことが望ましい (注 11)．力の
定数の定義やその記号についての詳細は，文献 [46] 参照．

(14) 無次元の基準座標に対する力の定数は，波数の単位で V/hc =
P
φrst···qrqsqt · · · によって定義される．和は

すべての基準座標についてとる．
(15) γ の大きさは，磁気双極子モーメント μと角運動量の大きさとから計算する（ESRの場合は，L = 0 の Σ状態

については電子スピン SSS をとる．NMRの場合は核スピン III をとる）．
(16) これは静磁場の中の 1個のスピン (S = 1/2) に対する実効的な g-因子である (2.5節 p.27 注 10 参照)．
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2.6 分 光 学

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

振動の力の定数 vibrational

force constants,

二原子分子 diatomic f, (k) f = ∂2
V/∂r2 J m−2, N m−1 11, 13

多原子分子 polyatomic,

分子内座標について
internal coordinates

fij fij = ∂2
V/∂ri∂rj (不定)

対称座標について symmetry

coordinates

Fij Fij = ∂2
V/∂Si∂Sj (不定)

無次元化した基準座標について φrst···, krst···, m−1 14

dimensionless normal

coordinates

Crst···

電子スピン共鳴 (ESR), 電子常磁性共鳴 (EPR)：

electron spin resonance (ESR), electron paramagnetic resonance (EPR):

磁気回転比 gyromagnetic ratio γ γ = μ/�
p
S(S + 1) s−1 T−1 15

g-因子 g-factor g hν = gμBB 1 16

超微細結合定数 hyperfine coupling

constant

液体中 in liquids a,A bHhfs/h = a bS ·bI Hz 17

固体中 in solids TTT bHhfs/h = bS ·TTT ·bI Hz 17

核磁気共鳴 (NMR):

nuclear magnetic resonance (NMR):

NMR分光計の静磁束密度
static magnetic flux density

of a NMR spectrometer

B0 T 18

ラジオ波磁束密度 radiofrequency

magnetic flux densities

B1,B2 T 18

スピン-回転相互作用テンソル
spin-rotation interaction

tensor

C Hz 19

(17) Ĥhfs は超微細相互作用ハミルトニアンである．ここで bSは，量子数 S をとる電子スピン演算子である (2.6.1節
p.36参照)．結合定数 aは，普通，MHz単位で表すが，変換因子 gμB/hで除して磁気誘導の単位（GまたはT）
で与えられることもある．gμB/h の SI 単位は Hz/Tで，ge を自由電子の g-因子とすると geμB/h ≈ 28.025

GHz T−1 `
= 2.8025 MHz G−1´

である．液体中では超微細相互作用は等方的なので，結合定数 aはスカラー
であるが，固体中で非等方な場合は，結合定数は 3×3 のテンソルTTTになる．同じことが g-因子や NMR の各パ
ラメーターについてもいえる．g-因子については双極子モーメントと角運動量が平行なときは正，反平行なとき
は負とするのが慣習である．この慣習によると，電子の軌道およびスピン角運動量に対する g-因子は負となる
[25](2.5 節 p.27 注 10 も参照)．

(18) ラジオ波の周波数 ν1, ν2 の観測用および照射用の磁束密度 B1, B2 と，ν1, ν2 のそれぞれの周りの章動角周波数
�1,�2 は，�1 = −γB1 と�2 = −γB2 で定義される（2.3節 p.19 注 8，9 参照）．

(19) 相互作用の強さの単位は Hz である．緩和の議論では，相互作用の強さは角周波数の単位で表したほうがよい．
このとき単位記号は rad s−1 であるが，一般には rad を略して s−1 を用いる (注 25参照)．
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2 物理量の表

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

原子核 Aのスピン-回転結合定数
spin-rotation coupling

constant of nucleus A

CA Hz 19

双極子相互作用テンソル dipolar

interaction tensor

D Hz 19

原子核 Aと Bの双極子結合定数
dipolar coupling constant

between nuclei A, B

DAB DAB =
μ0�

8�2

γAγB

r 3
AB

Hz 19

二次元スペクトルの周波数変数
frequency variables

of a two-dimensional spectrum

F1, F2; f1, f2 Hz

原子核 Aの核スピン演算子 nuclear

spin operator for nucleus A

bIA,bSA 1 20

bIA に付随する量子数 quantum

number associated with bIA

IA 1

間接スピン結合テンソル indirect

spin coupling tensor

J Hz

n結合を通した核スピン-スピン結合
nuclear spin-spin coupling

through n bonds

nJ Hz 21

縮約された核スピン-スピン結合定数
reduced nuclear spin-spin

coupling constant

KAB KAB =
JAB

h

2�
γA

2�
γB

T2 J−1, N A−2 m−3 20

bIAz の固有値 eigenvalue of bIAz mA 1 22

体積当たりの巨視的平衡磁化
equilibrium macroscopic

magnetization per volume

M0 J T−1 m−3 23

核四極子モーメント
nuclear quadrupole moment

eQ C m2 24

電場勾配 electric field gradient q qαβ = −∂2
V/∂α∂β V m−2 25

(20) bIA,bSA はそれぞれ bIAx,bIAy,bIAz および bSAx,bSAy,bSAz の成分を持つ．角運動量演算子の別の定義で，単位が
J s となる場合もある（2.6.1節 p.36 参照）．

(21) 相互作用をしている核種を明示するためにかっこを使って，例えば，J(13C, 1H), J(POCF) のように表現でき
る．紛らわしくなければ，簡単に添え字を使って JCH と表記してもよい．質量の大きい原子核を先に書くのが
習慣である．縮約された結合定数に対しても，同じ規則が適用される．

(22) m よりM を使うことが推奨されているが，多くの NMR 研究者は，磁化の記号との混同を避けるために mを
使っている．

(23) 磁束密度 B0 の場でのスピン系に対する量である．
(24) 2.5節 p.28 の注 14，15 参照．
(25) IUPACは，電場勾配テンソルに対して記号 q と単位 V m−2 を推奨している（2.5節 p.28 参照）．q をこのよ

うに定義すると，四極子結合定数は χ = eqzzQ/h と書ける．NMRの分野では電場勾配テンソルを eqで定義
することが多い．この場合，結合定数は χ = e2qzzQ/h となる．q の主対角要素は qXX , qY Y , qZZ である．
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2.6 分 光 学

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

核四極子結合定数 nuclear

quadrupole coupling constant

χ χ = eqzzQ/h Hz 19

二次元 NMRの時間次元 time dimensions

for two-dimensional NMR

t1, t2 s

原子核 Aのスピン-格子（縦）緩和時間
spin-lattice relaxation time

(longitudinal) for nucleus A

T A
1 s 26, 27

原子核 Aのスピン-スピン（横）緩和時間
spin-spin relaxation

time(transverse) for nucleus A

T A
2 s 26

スピン波動関数 spin wavefunctions α; β 28

磁気回転比 gyromagnetic ratio γ γ = μ/�
p
I(I + 1) s−1 T−1 15, 29

原子核 Aの化学シフト chemical

shift for the nucleus A

δA δA = (νA − νref )/νref 1 30

核オーバーハウザー効果
nuclear Overhauser enhancement

η 1 31

核磁子 nuclear magneton μN μN = (me/mp)μB J T−1 32

共鳴周波数 resonance frequency ν Hz 18

基準分子の of a reference molecule νref

観測ラジオ波場の of the observed rf field ν1

照射ラジオ波場の of the irradiating rf field ν2

原子核 Aの標準化された共鳴周波数
standardized resonance frequency

for nucleus A

�A Hz 33

遮蔽テンソル shielding tensor σσσ 1 34

遮蔽定数 shielding constant σA BA = (1− σA)B0 1 34

相関時間 correlation time τc s 26

(26) 緩和時間，相関時間の単位は sである．しかし，厳密にいえば，その単位は s rad−1 である．
(27) 磁束密度 B1 の周りを回っている系における原子核 A のスピン－格子緩和時間は，T1ρ

A と書く．
(28) 2.4節 p.22 注 9参照．
(29) μは核磁気モーメントの大きさである．
(30) 原子核 Aの（共鳴周波数での）化学シフトは，高周波側にシフトしたときを正とする．この規約については文献

[47]参照．測定の際の溶液，基準物質，原子核種などを指示するには，上付き，下付きの添え字，またはかっこ
を用いる．

(31) 原子核オーバーハウザー効果 1 + η は，核スピン S が飽和した条件下の核スピン I の信号強度と，核スピン I の
信号強度の平衡値との比で定義される．

(32) me, mp はそれぞれ電子，陽子の質量，μB はボーア磁子である (2.5節 p.26 注 1，2および 5章 p.136 参照)．
(33) テトラメチルシラン（TMS）中の陽子が正確に 100 MHz で共鳴する磁場で，元素 Aの原子核が共鳴する周波

数である．
(34) 記号 σA （およびそのほかの遮蔽テンソルに関係した項およびその成分）は絶対目盛の上での遮蔽効果である（主

に理論的研究で用いられる）．何らかの基準に対して相対的な遮蔽効果は，σA − σref のように表記すべきであ
る．BA は，遮蔽効果に相当する実効的な磁束密度である（2.3節 p.19 注 9 参照）．

35



iupac : 2009/3/27(14:11)

2 物理量の表

2.6.1 角運動量演算子とその量子数の記号

以下の表の演算子の記号はすべて，角運動量を �で除した比，すなわち無次元量を表す．これが量
子数に対する一般的な慣行であるが，記号が角運動量そのものを表し，したがって SI単位の J sを単
位として持つ量として扱っている場合もある．欄の表題にある Z 軸は空間固定座標の Z 成分，z軸は
直線分子と対称こま分子の場合の対称軸，および一般の場合の量子化軸の方向である．

量子数記号
演算子

角運動量1 記号 全 Z 軸 z 軸 注

電子軌道 electron orbital bL L ML � 2

1電子のみ one electron only bl l ml λ 2

電子スピン electron spin bS S MS 	

1電子のみ one electron only bs s ms σ

電子軌道とスピンの合成 electron orbital

plus spin

bL + bS � = �+	 2

核の軌道運動（回転）
nuclear orbital (rotational)

bR R KR, kR

核スピン nuclear spin bI I MI

分子振動で誘起される internal vibrational

球こま分子 spherical top bl l (lζ) Kl 3

そのほかの分子 other bj, b��� l (lζ) 2, 3

R+ L (+j)の和 sum of R + L (+j) bN N K, k 2

N + S の和 sum of N + S bJ J MJ K, k 2, 4

J + I の和 sum of J + I bF F MF

(1) 角運動量ベクトル演算子とその成分演算子と量子数との関係は，すべて次の固有値方程式で与えられる．

bJ 2
ψ = J (J + 1)ψ, bJZψ = MJψ, bJz ψ = Kψ

ここで成分量子数MJ および K は，それぞれ −J � MJ � +J,−J � K � +J の範囲の整数または半奇数の
値をとる（もし角運動量演算子記号が無次元ではなく角運動量の次元を持つなら，固有値方程式は

bJ 2
ψ = J (J + 1) �

2ψ, bJZψ = MJ�ψ, bJzψ = K�ψ

となる）．l を方位量子数，ml を磁気量子数と呼ぶことが多い．
(2) 一部の研究者，特にヘルツベルグ [29-31]は，成分量子数 �,�, l,K などはすべて正またはゼロの値をとるとして

扱っている．したがって角運動量がゼロでない固有値をとる場合は，それぞれに逆符号の固有関数が付随すること
になる．この場合，小文字，例えば kは正負いずれにもなる量子数とし，K = |k|として両者を関係づける．しか
し理論の論文では，すべての成分量子数は正負いずれの値もとる記号として扱うのが普通である．

(3) 振動によって誘起される角運動量を表す記号については一般的な慣習はなく，j, π, p,Gなどの記号が用いられてい
る．対称こま分子と直線分子の場合には，角運動量 j の対称軸方向の成分の量子数は l と書くのが一般で，この l

は −v � l � +v の範囲で二つとびの整数値をとる．しかし，この角運動量成分の大きさは l� ではなく，lζ�で
ある．ここで ζ はコリオリ ζ 定数である (p.31 注 7 参照)

(4) 非対称こま分子の回転状態は，J（S �= 0 の場合には N）の値に Ka,Kc の値の添え字をつけて，例えば，
JKa,Kc

= 52,3 のように表す．ここでKa,Kc は，非対称こま分子の角運動量成分K = |k| で，扁長型（葉巻型）
の対称こま分子の a軸，扁平型（パンケーキ型）の対称こま分子の c軸の周りの角運動量成分に漸近する値を示す．
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2.6 分 光 学

2.6.2 対称操作演算子の記号および対称種の記号

(i) 空間固定座標における対称操作演算子[41,48]

恒等操作 identity E

置換操作 permutation P , p

空間反転操作 space-fixed inversion E∗, (P )

置換-反転操作 permutation-inversion P ∗ (= PE∗), p∗

置換操作とは，同等の核につけた番号を順に置換することである．

《例》 NH3 分子の三つの水素原子核に 1，2，3の番号をつけたとき，P = (123)という記号は，1を 2

で置き換え，2を 3で置き換え，3を 1で置き換える操作を意味する．

反転操作は，空間固定座標の原点あるいは並進運動を除いた分子固定の重心に対して，すべての粒
子の座標の符号を反転することである．この演算子はパリティ（偶奇性）演算子とも呼ばれるので，
P の記号が用いられることもある．置換の演算子 P といっしょには使えないので，この場合，置換は
小文字の pで表す．電磁場がなく，しかもパリティの破れ [26]が起こらない空間では，ハミルトニ
アンの正しい波動関数は，正のパリティ+（反転E∗により符号を変えない）または負のパリティ−
（反転E∗により符号を変える）を持っていなければならない．この正負の符号は，電子状態が縮退し
ている�型二重項，直線分子の l型二重項，わずかに非対称なこま型分子のK 型二重項などの，ほと
んど縮退している二つの状態を区別するために使われる．直線分子の場合の�または l型二重項の成
分状態は，eまたは fの記号で区別されることもある [49]．これらの記号は一重項状態の場合，J が偶
数のときは+または−に，J が奇数のときは−または+に対応する [49]．直線分子の場合，�二重
項の縮退した電子状態は，Π

(
A′
)
，Π

(
A′′
)
（またはΔ

(
A′
)
,Δ
(
A′′
)
など）で表されることもある

[50]．ここでA′やA′′は回転面に対する鏡映操作で，電子波動関数の対称性を表す（詳しくは [50]参
照）．A′や A′′ があると，反応や光解離する分子の状態の関連づけに役だつ．
置換-反転の対称種については，反転に対するパリティを表すのに+，−を，置換に対する対称性
を表すのに文字を用いる．対称群 (置換群)Sn（全置換群を考えるのなら，この場合の置換-反転群は
Sn
∗ と表記される）という群論の記号を用いることもできる [51]．したがって，対称種は P (Sn)と

書ける [52-54]．例として群 S4
∗に付随する対称種を次にあげる．普通かっこは ( )でなく [ ]が用い

られる．ここにあげるもの以外の記法については [2.b][39-41,51-54]参照．

《例》 A+
1 置換に対して全対称種, パリティは正, [4]+

A−1 置換に対して全対称種, パリティは負, [4]−

E+ 置換に対して二重縮退種, パリティは正, [22]+

E− 置換に対して二重縮退種, パリティは負, [22]−

F+
1 置換に対して三重縮退種, パリティは正, [2,12]+

F−1 置換に対して三重縮退種, パリティは負, [2,12]−

結晶に対する対称操作に使われるヘルマン-モーガンの記号は，2.8.1節 (ii) p.53にある．
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2 物理量の表

(ii) 分子固定座標における対称操作演算子（シェーンフリースの記号）[29-31]

恒等操作 identity E

2�/n回転操作 rotation by 2�/n Cn

鏡映 reflection σ, σv, σd, σh

反転 inversion i

回転-鏡映 rotation-reflection Sn (= Cnσh)

対称主軸の周りの回転Cnの操作を行った場合に，波動関数が変化しない場合，その対称種をAと
表示し，波動関数の符号のみが変わる場合，Bと表示する．波動関数に exp(±2�is/n) がかかってい
るとき，その対称種は Es と表示する．反転操作 iで波動関数が変化しない場合は g (gerade)，変化
する場合は u (ungerade)と表示する．鏡映操作 σhで変化しないか，または符号だけが変わる波動関
数には，それぞれ ′ または ′′ の記号をつける．詳細は，文献 [28-31]参照．

2.6.3 分光学のそのほかの記号と慣行

(i) 原子状態に対する分光学的項の記号

原子の電子状態は，その状態の角運動量量子数Lで示す．すなわちL = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, · · ·
に対して，大文字 S, P, D, F, G, H, I, K, · · · を使う．1電子の電子状態は，対応する文字の小文字
を使用する．多電子原子のスピン多重度 (2S + 1)は，上の文字の左肩の数字で示す．全角運動量 J

の大きさは右下付きの数字で示す．しかし，Lまたは S がゼロのときは，J はただ一つの値しかとら
ないので，これを表示しないのが普通である．原子に所属する電子が，それぞれどの状態にあるかを
示す電子配置とそれから導かれる分光学的な項は，以下の例のようになる．

《例》 B: (1s)2 (2s)2 (2p)1, 2P◦1/2

C: (1s)2 (2s)2 (2p)2, 3P0

N: (1s)2 (2s)2 (2p)3, 4S◦

右上付きの記号 o は，パリティが奇（負）であることを表す．したがってこの記号がないときは，
パリティは偶（正）である．しかし，あいまいさを避けるために，つねに+または−の上付き記号で
パリティを表すのもよい（例えば上記Nの場合には，4S−3/2，Cの場合には，3P+

0 ）．

(ii) 分子状態に対する分光学的項の記号

分子の電子状態は，分子の点群で波動関数が属する対称種の記号によって表す．文字はラテンまた
はギリシャ文字の大文字を使う．原子の場合と同様に，スピン多重度は左上付きの数字で表す．直線
分子の場合，� (= �+	) の値は（原子の J の値と同じように）右下付きの数字で表す．�の値が
書かれていない場合は，項の記号は�のすべての値の状態を代表しているものとみなす．そして右下
添え字に r，iがある場合は，前者は正常（regular）すなわち�の値が増すと状態のエネルギーが増
す場合，後者は反転（inverted），すなわち�の値が増すと状態のエネルギーが減少する場合を表す．
電子状態はまた 1文字で基底状態をX,それと同じスピン多重度を持つ励起状態をエネルギーが増
す順に A, B, C, · · · と表す慣習がある．基底状態とスピン多重度が違う状態は，小文字の a, b, c,

· · · で表す．三原子以上の多原子分子については，エネルギー状態記号の上にチルダの記号（例えば
X̃のように）をつける．これは対称種を表す記号との混同を避けるためである．
最後に 1電子軌道は，原子の場合の小文字に対応するギリシャ文字の小文字で表す．したがって分
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2.6 分 光 学

子の電子配置は，原子の場合に対応して次に示す例のようになる．

《例》 CHの基底状態 (1�)2 (2�)2 (3�)2 (1�)1, X 2Πr 項の記号に r (regular)の下付き文字があるので，
　状態 2Π1/2 はエネルギー的に状態 2Π3/2 の下にあることがわかる．
OHの基底状態 (1�)2(2�)2(3�)2(1�)3,X2Πi 項の記号に i (inverted) の下付き文字があるので，
　状態 2Π3/2 はエネルギー的に状態 2Π1/2 の下にあることがわかる．
CH2 の二つの最低状態は · · · (2a1)

2 (1b2)
2 (3a1)

2 , ã 1A1,と
· · · (2a1)

2 (1b2)
2 (3a1)

1 (1b1)
1 , eX 3B1 とである．

C6H6 (ベンゼン)の基底状態は · · · (a2u)2 (e1g)
4, eX 1A1g である．

分子の振動状態は基準振動モードの量子数で表す．

《例》 非直線三原子分子の場合
(0,0,0) 基底状態を表す．
(1,0,0) �1 状態，すなわち v1 = 1を表す．
(1,2,0) �1 + 2�2 状態，すなわち v1 = 1, v2 = 2を表す．

(iii) 分光学的遷移の表し方

遷移が起こる 2準位の上および下の準位の量には，それぞれ ′,′′ をつけて表す．

《例》 hν = E′ − E′′

遷移を表すには励起準位，基底準位の順に書き，その間にダッシュまたは遷移の方向を表す矢印を
入れる（矢印の向きは放出は右向き，吸収は左向き）．

《例》 B−A 高いエネルギー準位 Bと低いエネルギー準位 Aの間の遷移を表す．

B→A Bから Aへの放出遷移を表す．

B←A Aから Bへの吸収遷移を表す．

A→B 化学反応論などで，一般に始状態Aから終状態Bへの遷移を表す（2.12

節 p.81参照）．

(0, 2, 1) ← (0, 0, 1) 非直線三原子分子のホットバンド 2�2 + �3 − �3 の吸収遷移を表す．

多くの基準振動を持つ多原子分子の振動電子遷移（または振動遷移）については，さらに簡潔な表
示法が使われる [55]．すなわち，振動モードを指定する記号 rの数字の右側に，遷移にかかわる上下
の電子状態が持つ振動の量子数v′r および v′′r の数値を，それぞれ上付き，下付きの添え字としてつけ
る．ただし v′r = v′′r = 0 のときは，0，0の符号は省略される．

《例》 11
0 (1, 0, 0)− (0, 0, 0) 準位間の遷移を表す．

22
0 31

1 (0, 2, 1)− (0, 0, 1) 準位間の遷移を表す．

同一の電子状態の中での振動遷移は，行列要素と同じ記法または矢印を使って表現する．

《例》 220 または 22←0 は電子基底状態の中での v2 = 0 から v2 = 2への振動遷移を表す．

回転遷移については，回転量子数の変化ΔJ = J ′ − J ′′ = −2,−1, 0, 1, 2に従って，それぞれ O

枝，P枝，Q枝，R枝，S枝と文字によって回転バンドの分枝を表す．そのほかの量子数（例えば，
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2 物理量の表

対称こま分子のK，非対称こま分子のKa やKc）の変化は，J の変化と同じルールで，小文字にし
て左上付き添え字とする．
《例》 pQは対称こま分子の “p型の Q枝”すなわちΔK = −1, ΔJ = 0の遷移を表す．

下準位の K の値は右下付きの添え字で表す．例えば，pQK′′ または pQ2(5)は，K′′ = 2から
K′ = 1の準位への遷移である．J ′′ の値をかっこ内の数字として表示することもある．
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2.7 電 磁 放 射

2.7 電磁放射
この節で使われる量についての名称と記号は，IUPAP[4],ISO［5.f］，IUPAC[56-59]の推奨と，
レーザー物理の分野で慣習的に使用されているものに基づいてる．光化学 [60]についても考慮されて
いる．しかしその定義は，一致していないものもある．ここにあげた量以外で，原子物理学，原子核
物理学，プラズマ物理学の分野で使用される量についての記号は，文献 [4,5.j]参照．高エネルギー電
離性電磁波，放射線化学，放射化学，核化学の分野の用語は，ここには含まれていない．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

波長 wavelength λ m

光速 speed of light

真空中 in vacuum c0 c0 = 299 792 458 m s−1 m s−1 1

物質中 in a medium c c = c0/n m s−1 1

真空中の波数 wavenumber in

vacuum

eν eν = ν/c0 = 1/λ m−1 2

波数（物質中）
wavenumber (in a medium)

σ σ = 1/λ m−1

周波数，振動数 frequency ν ν = c/λ Hz

角周波数 angular frequency,

pulsatance

ω ω = 2�ν s−1, rad s−1

屈折率 refractive index n n = c0/c 1

プランク定数 Planck constant h J s

プランク定数/2� Planck constant

divided by 2�
� � = h/2� J s

放射エネルギー radiant energy Q,W J 3

放射エネルギー密度
radiant energy density

ρ,w ρ = dQ/dV J m−3 3

(1) 紛らわしくない場合には，真空を表す下付き添え字は省略する．n はその物質の屈折率を表す．
(2) 真空中の波数を表す単位として cm−1 が広く使われている．
(3) 放射エネルギーや放射強度などを表す記号は，対応する光量や光子数を表す量にも使われる．混同が起こりそうな

場合には，放射エネルギーに関係する量に下付き添え字 eを，可視光に関係する量には下付き添え字 vを，光子に
関係する量には下付き添え字 pをつける．測光量の SI基本単位はカンデラ (cd) で，ほかの量はこれを使って組
み立てられる (3.3節 p.104 参照)．

《例》 放射強度 Ie, Ie = dP/d� SI 単位：W sr−1

光度 Iv SI 単位：cd

光子強度 Ip SI 単位：s−1 sr−1

　放射強度 Ie は面上の強度すなわち照度 I とは異なるので，区別しなければならない (注 5 参照)．必要に応じて
吸収（abs），透過（tr），反射（refl）を表す添え字で区別することもある．
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2 物理量の表

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

分光放射エネルギー密度
spectral radiant energy density

3

周波数表示 in terms of frequency ρν , wν ρν = dρ/dν J m−3 Hz−1

波数表示 in terms of

wavenumber

ρ
eν , weν ρ

eν = dρ/deν J m−2

波長表示 in terms of wavelength ρλ, wλ ρλ = dρ/dλ J m−4

放射束（単位時間当たりの放射
エネルギー）radiant power

(radiant energy per time)

P,� P = dQ/dt W 3

放射強度 radiant intensity Ie Ie = dP/d� W sr−1 3, 4

放射発散度 radiant exitance M M = dP/dAsource W m−2 3, 4

放射輝度 radiance L Ie =
R
L cos� dAsource W sr−1 m−2 3, 4

放射照度 intensity, irradiance I, E I = dP/dA W m−2 3, 5

分光放射強度 spectral intensity,

分光放射照度 spectral irradiance

I
eν , Eeν I

eν = dI/deν W m−1 6

フルエンス fluence F, (H) F =
R
Idt =

R
(dP/dA)dt J m−2 7

アインシュタイン係数 Einstein

coefficient,

8, 9

自然放出 spontaneous emission Aij dNj/dt = −P
i
AijNj s−1

誘導放出 stimulated or induced

emission

Bij dNj/d t = −
X

i

ρ
eν(eνij)BijNj s kg−1

吸収 absorption Bji dNi/dt = −
X

j

ρ
eν(eνij)BjiNi s kg−1

(4) 放射強度 (radiant intensity) は，放射源が観測される方向の単位立体角当たりの放射パワーである．放射発散度
(radiant exitance) は，面積 Asource の放射源の単位面積から放射されるすべての波長の全放射パワーである．
放射輝度 (radiance) は，観測方向からみた放射源の単位面積当たりの放射強度である．放射源上の面積の法線と
放射源から見た観測点の方向の間の角度�に依存する．

(5) 照度 (intensity，irradiance)は，観測面上の単位面積が受ける放射パワーである．Intensity（記号 I）は，コリメー
トされた光のビームについて使われるのが普通である．例えば，分光測光でベール-ランベルト (Beer-Lambert)の
法則などに現れる．電磁波の強度 (intensity)は，ポインティングベクトル（エネルギーの流れ）の係数 (modulus)

として定義される (2.3節 p.20，7.4節 p.177参照)．光化学の分野では，intensityという用語は放射強度の別名
として使われる．このときには照度 (irradiance) と解釈してはならない．この場合，照度は記号 E で表す [60]．

(6) スペクトルの強度は，周波数 ν，波長 λ，波数 eν のどれを使うかにより異なった表し方がある．本表の分光放射エ
ネルギー密度の項を参照．

(7) 光化学ではフルエンスは，ある決まった時間内（例えばレーザーパルスの持続時間内）に単位面積内に供給される
放射エネルギーを表す．フルエンスはフルエンス率の時間積分である．面に垂直の方向から入射する光ビームに対
しては，フルエンス率は放射照度と同じ量を表す．しかし，場合によっては，両者を区別して使わなければならな
いこともある [60]．放射照度の時間積分はフルエンスとはいわず，放射照射量 (radiant exposure) という．

(8) 下付き添え字 i, j は遷移にかかわる状態を指示する．すなわち Ej > Ei, Ej − Ei = hceνij , Bji = Bij などの
式で定義される．本表の B 係数は，波数幅に含まれる放射エネルギー密度 ρ

eν によって定義されているが，周波数
幅内に含まれる放射エネルギー密度 ρν を使って定義される場合もある．この場合，B 係数の SI単位はm kg−1

になる．二つの方法で定義された B 係数の間には，Bν = c0Beν の関係がある．B 係数の定義式は，ある状態に
ある分子数の変化に対して，ほかのそれぞれの状態からの遷移がどんな割合で寄与するかを表す形になっている．
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2.7 電 磁 放 射

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

放射率 emissivity, emittance ε ε = M/Mbb 1 10

シュテファン-ボルツマン定数
Stefan-Boltzmann constant

σ Mbb = σT 4 W m−2 K−4 10

エタンデュー étendue (throughput,

light gathering power)

E, (e) E = A� = P/L m2 sr 11

分解可能なスペクトル幅 resolution �eν m−1 2,12,13

分解能 resolving power R R = eν/�eν 1 13

自由スペクトル領域 free spectral range Δeν Δeν = 1/2l m−1 2, 14

フィネス finesse f f = Δeν/�eν l 14

Q値 quality factor Q Q = 2�ν
W

−dW/dt
1 14, 15

第一放射定数 first radiation constant c1 c1 = 2�hc02 W m2

第二放射定数 second radiation constant c2 c2 = hc0/kB K m 16

(9) アインシュタインのA係数と B
eν 係数の間には，A = 8�hc0eν3B

eν の関係がある．アインシュタインの誘導放出
あるいは吸収の係数と状態 i, j の間の遷移モーメントの間には，電気双極子遷移の場合，次の関係がある．

B
eν,ij =

8�3

3h2c0 (4�ε0)

P
ρ
|〈i|μρ|j〉|2

ここで μρ は空間固定座標における電気双極子演算子の ρ方向の成分で，ρについて 3方向の和をとる．この式は
波数で定義された B

eν についてのもので，Bν に対しては別の式になる．
(10) ある試料の放射率とは，その試料の放射発散度M の，同一の温度の黒体の放射発散度Mbb に対する比である．

シュテファン-ボルツマン定数の値の項（5章 p.136）参照．
(11) エタンデューとは，光学機器の性能を表す量である．光をどれだけ集められるか，すなわち光源の輝度当たり，機

器に入ってくる放射パワーの大きさを表す．定義式中の A は光源またはその像の面積，� は光源の各点から機
器の開口面積を見た立体角である．

(12) 分解可能なスペクトル幅の定義は，厳密にいえばスペクトル線の形によって違ってくる．しかし一般的には，高さ
が半分になる位置でのスペクトル線の全幅 (FWHM : full width at half maximum) を波数軸で �eν，または
周波数軸では �ν で表す．多くの場合には，これと中心波数または中心周波数との比である無次元の分解能で表
現するほうが望ましい．

(13) この量は，分光器の性能，スペクトル線やレーザービームの単色性の程度を表す．周波数 ν または波長 λを使っ
て定義される．

(14) これらの量は，ファブリー-ペロー共振器やレーザー共振器を特徴づける量である．l は共振器の長さ，2l はその
間を往復するときの距離である．自由スペクトル領域とは，共振器の隣り合う縦モードの間隔を波数の単位で表
したものである．

(15) W は共振器内に蓄えられている放射エネルギー，−dW/dtはその減衰率である．Q値は，共振器の共振曲線の幅
を使って，Q = ν/�ν = eν/�eν の式でも定義できる．したがって，Q値の高い共振器は狭い線幅を持っている．

(16) kB はボルツマン定数である（2.9節 p.54，5章 p.135 参照）．
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2 物理量の表

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

透過率 transmittance,

transmission factor

τ, T τ = Ptr/P0 1 17, 18

吸光率 absorptance,

absorption factor

α α = Pabs/P0 1 17, 18

反射率 reflectance,

reflection factor

ρ,R ρ = Prefl/P0 1 17, 18

吸光度（常用対数表示）
(decadic) absorbance

A10, A A10 = − lg(1− αi) 1 17−20

吸光度（自然対数表示）napierian

absorbance

Ae, B Ae = − ln(1− αi) 1 17−20

吸収係数，吸光係数 absorption

coefficient,

（線）吸光係数（常用対数）
(linear) decadic

a,K a = A10/l m−1 18, 21

（線）吸光係数（自然対数）
(linear) napierian

α α = Ae/l m−1 18, 21

モル吸光係数（常用対数）
molar (decadic)

ε ε = a/c = A10/cl m2 mol−1 18, 21, 22

モル吸光係数（自然対数）
molar napierian

κ κ = α/c = Ae/cl m2 mol−1 18, 21, 22

正味の吸収断面積 net absorption

cross section

σnet σnet = κ/NA m2 23

(17) 散乱と発光を無視することができれば，τ + α + ρ = 1 の関係がある．分光学では，物質内部の性質（そ
の量に下付き添え字 i をつける）を論じる場合，表面の効果や容器の反射損失などを除外して考えるの
で，τi + αi = 1 である．散乱と発光を無視することができれば，ベール-ランベルトの法則が成立し，
Ptr/P0 = Itr/I0 = τi = 1−αi = exp (−κcl) となる．したがって，Ae = − ln(τi), A10 = − lg(τi) である．

(18) 分光学では，これらの量は分光強度 I
eν(eν) を使って定義されるので，すべて波数（または周波数）の関数となる．

例えば，α(eν)は eν の関数で，試料の吸収スペクトル線を表し，同じく T (eν)は透過光のスペクトル線を表してい
る．分光学者は I

eν(eν) の代わりに I(eν) を用いる．
(19) これらの欄の定義式は，吸光度 A10 や Ae と物質固有の吸収係数 αi とを関係づけている（注 7参照）．しかし添

え字 i は省略されることが多い．実験データは反射や散乱や発光の効果も含んでいるので，正しい吸光度を求め
るためには，これらの効果の補正を行わなければならない．実際には，吸光度は溶剤のみを入れた参照用容器を
透過した光強度と，試料が溶けている測定用容器を透過した光強度との比の対数から求められる．

(20) 文献 [57]では，常用対数の吸光度に Aの記号を，自然対数の吸光度に B の記号を使用している．
(21) l は吸収の光路長，cは（物質量）濃度である．
(22) モル対数吸光係数 εを消光係数（extinction coefficient）と表している文献もある．しかもその数値の単位が明

記されていない場合が多い．単位が書かれていない場合，その数値の単位はmol−1dm3 cm−1 であることが多
い [61]．消光（extinction）の用語は，吸収，散乱，発光の効果の総和に対して用いるのが適切である．

(23) これらの量は正味の吸収係数 κ，正味の吸収断面積 σnet，そして A, S, S̄,�, Gnet などの正味の値を与えてい
る．正味とは吸収と誘導放出の効果の和である (2.7.1 節 p.46 参照)．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

吸収係数，吸光係数 absorption

coefficient,

波数 eν について積分 A, Ā A =
R
κ(eν) deν m mol−1 23, 24

integrated over eν S S = A/NA m 23, 24

S̄ S̄ = (1/pl)
R

ln (I0/I) deν Pa−1 m−2 23−25

ln eν について積分
integrated over ln eν � � =

R
κ(eν)eν−1 deν m2 mol−1 23, 24

正味の吸収断面積の積分値 integrated Gnet Gnet =
R
σnet(eν)eν−1 deν m2 23, 24

net absorption cross section

吸光指数，複素屈折率の虚部 k k = α/4�eν 1 26

absorption index,

imaginary refractive index

複素屈折率 complex refractive index n̂ n̂ = n+ ik 1

モル屈折率molar refraction,

molar refractivity

R R =

„
n2 − 1
n2 + 2

«
Vm m3 mol−1

旋光角 angle of optical rotation α 1, rad 27

比旋光度 specific optical

rotatory power

[α]λ
θ [α]λ

θ = α/γl rad m2 kg−1 27

モル旋光度molar optical

rotatory power

αm αm = α/cl rad m2 mol−1 27

(24) これらの定積分の上下限は，例えば，G(eν1, eν2) のようにかっこで示される．一般に積分は吸収線または吸収バ
ンド全体にわたって行われる．A, S̄,� などはその濃度の吸収バンドの強さを表している．Gnet = �/NA や
S = A/NA は，分子当たりに対応する量である．単一のスペクトル線に対しては，これらの量をアインシュタ
インの遷移確率と関係づけられる（2.7.1節 p.46 参照）．吸収係数の積分量Aが，アインシュタインの自然放出
係数 Aij と混同されるおそれがあるときは，Āの記号を用いるとよい．
　電子遷移に対する吸収係数の積分量は，無次元の振動子強度または “f 値”，または s−1 という SI単位を持つ
アインシュタインの 2準位間の遷移確率 Aij をもって表されることがある．Aij は簡単で，しかも一般的に適用
できる意味を持っているが（注 9 p.43 参照），f が使われることも多い．よく知られた両者の換算関係は

fij = [(4�ε0)mec0/8�2e2]λ2Aij または fij ≈
`
1.4992 × 10−14´

(Aij/s−1) (λ/nm)2

である．ここで λは遷移波長，i, j は遷移が起こる 2準位を表す．強い電子遷移の場合には，f の値はほぼ 1に
なる．

(25) S̄ という量は気体に対してのみ使われる．Aと同様に定義されるが，気体の場合には，濃度 cの代わりにその試料の
分圧 pを定義に用いる．圧力が低いときは，分圧は pi ≈ ciRT と近似できるので，両者の間には S̄ ≈ A/RT の
関係がある．したがって S̄ をスペクトル線あるいは吸収バンドの強度を表すのに使う場合には，温度を指定しなけ
ればならない．I0 を入射光強度，I を透過光強度とすると，ln(I0/I) = − ln(I/I0) = − ln(1−Pabs/P0) = Ae

の関係がある (注 17，注 19 p.44 参照)．
(26) ここの定義式で使われている α は，自然対数での吸収係数である．
(27) 旋光角の符号については，次の規則に従う．光源の方向を見て偏光面が時計回りに回転する場合に αは正，反時計

回りに回転する場合にαは負とする．溶媒中に溶けている溶質によって旋光が起こる場合，次のように記述する．

α(589.3 nm, 20 ◦C, スクロース, 10 g dm−3 H2O中, 光路長 10 cm) = +0.6647◦．

　比旋光能 α/γl あるいはモル旋光能 α/cl を用いても，同じ情報を伝えることができる．ここで γ は質量濃度，
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c は物質量濃度，l は光路長である．多くのデータ表では比旋光能を [α]λθ としている．下付き添え字は測定に
使用した光の波長（通常はナトリウムの D線を用いる），上付き添え字はセルシウス温度を表す．純粋な液体と
固体に対しては，[α]λθ は ρを質量密度として，[α]λθ = α/ρl の式で定義される．
　比旋光能 (specific optical rotatory power) は，慣習で比旋光度 (specific rotation) と呼ばれることもある
が，不都合なことに単位が明記されていないことが多い．単位が書かれていないときは，純粋液体または溶液に
対しては ◦ cm3 g−1 dm−1，固体に対しては ◦ cm3 g−1 mm−1 の単位を使っているものと考える．ここで
◦ は平面角の度を表す記号である．

2.7.1 吸収強度の測定に関する量とその記号

分光吸収強度を測定する目的のほとんどすべての実験では，測定結果は正味の吸収量，すなわち下
の準位mから上の準位nへの遷移による吸収から，逆に nからmへの誘導放出を引いた量が求めら
れる．それぞれの準位を占める分子の分布数は温度に依存するから，求められる吸収量も温度の関数
である．この事実は，表にあげた吸収に関係したすべての量に適用されるべきことであるが，実際に
は hc0ν̃ 
 kT が成立する遷移の場合は，吸収はほとんど温度に依存しない．また ν̃ > 1000 cm−1

が成立する遷移では，常温でも誘導放出はほとんど無視できる．
基礎的な理論では，吸収の場合も放出の場合も i状態から j 状態への誘導放射遷移を表すのに断面
積 σji(ν̃) を定義する．下の状態 iのみに分布数があるという理想的な吸収の場合は，遷移 j ← iの
積分断面積は

Gji =

∫
σji(ν̃)ν̃

−1dν̃ =

∫
σji (ν) ν−1dν

で与えられる．上下の準位が縮退している場合は，下の準位mに属するすべての状態 iと上の準位に
属するすべての状態 j の組み合わせに，i状態の分布数 pi を乗じた項の和をとることにより吸収線の
強度が与えられる．誘導放出を無視すれば，この和は次のように書ける．

Gnet (n← m) =
∑
i,j

piGji

誘導放出が無視できないときは，正味の積分断面積は次のようになる．

Gnet (n← m) =
∑
i,j

(pi − pj)Gji =

(
pm

dm
− pn

dn

)∑
i,j

Gji

ここで pi,pj はそれぞれ i,j 状態上の分布数で，熱平衡状態では q を分配関数とすると pi =

exp{−Ei/kT}/q と書ける量である．同様にして pm, pn はそれぞれm,n準位にある分布数で，そ
の縮退度を dm, dnとすると pi = pm/dm などの関係がある．吸収強度Gjiとアインシュタイン係数
Aij , Bjiなどは，いずれも i, j 状態間の遷移スペクトル線の強度を表す量で，その間には次の関係が
ある．

Gji = hB
eν,ji = (h/c0)Bν,ji = Aij/(8�c0ν̃

3)

さらに電気双極子遷移の場合には，これらの量は遷移モーメントの 2乗と次の関係を持つ．

Gji = hB
eν,ji = Aij/(8�c0ν̃

3) =
8�3

3hc0(4�ε0)
|Mji|2

ただし，
|Mji|2 =

∑
ρ

|〈i |μρ| j〉|2
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である．μρ は電気双極子モーメントの空間固定座標軸方向の成分で，直交する 3軸について和をと
る．定数に数値を入れて，Gji とMji との間の実用的な関係を求めておくと，次の式が得られる．(

Gji/pm2
)
≈ 41.6238 |Mji/D|2

ここでDはデバイという単位の記号で，その値は 1 D ≈ 3.335 641×10−30 C m である［62］．
正味の吸収バンド強度の積分値は，表中に定義されているA,S, S̄,�, Gnet のいずれかで表される．
これらの量の間の近似的な関係は次式で示される．

Gnet = �/NA ≈ A/(ν̃0NA) ≈ S/ν̃0 ≈ S̄ (kT/ν̃0)

1番目の等式のみが厳密に成立する．Gnetや �は波数の対数の軸上での積分値（無次元）であるの
に対して，A, S̄, Sは波数軸の上の積分値（波数の次元）なので，両者を関係づけるときは，後者の量
をバンドの中心波数 ν̃0 で除しておかなければならない．しかしこの修正は，気体の孤立した吸収線
に対してはほとんど誤差を生じないが，複数の吸収線がある吸収バンドに対しては近似的なものにな
る．最後の S̄ を含む関係式は，理想気体という仮定が必要である（低圧の気体の場合にも，近似的に
成立する）．またこの式は温度を含んでいる．したがって �やGnetは，アインシュタインの遷移確率
などの基本的な量と単純な関係を持つ量であり，スペクトル線やバンドの強さとして一般性のある報
告をするのに適した量である．
研究者によっては，S を上記の量のいずれか，ことにA,S, S̄ のいずれかを表す記号として使うこ
とがあるので，事態はさらに複雑である．したがって強度の報告をする場合には，量と記号を明確に
定義しておくことが，とりわけ重要である．
決まった状態の間の遷移に対しては，Gji, Beν,ji, Aij , |Mji| などの基本的な量を用いることが望
ましい．上に述べたこれらの量の間の関係は厳密である．積分した吸収係数や吸光度 (absorbance)

の記号 Aとアインシュタイン係数Aij を混同してはならない．そのような混乱が起こりそうなとき
には，波数に対して積分した吸収バンドの強度には，Āの記号を使うとよい．
A,S, S̄, �, Gnet の通常使用されるSI単位およびA,S, S̄, �の諸量をGnet に数値的に変換すると
きの数係数を下の表に示す．

量 SI単位 常用される単位 変換式の係数

A, Ā m mol−1 km mol−1
`
G/pm2

´
= 16.605 40

A/(km mol−1)eν0/ cm−1

S̄ Pa−1 m−2 atm−1 cm−2
`
G/pm2

´
= 1.362 603 × 10−2

`
S̄/atm−1 cm−2

´
(T/K)

(eν0/cm−1)

S m cm
`
G/pm2

´
= 1020 (S/cm)eν0/cm−1

� m2 mol−1 cm2 mol−1
`
G/pm2

´
= 1.660 540 × 10−4

`
�/cm2 mol−1

´
G m2 pm2

分光吸収強度に関する量とそれらの量の間の関係式は文献 [62-65]参照．気体の赤外スペクトル線
の強度および吸収バンド強度の測定値の表は文献 [63-65]参照．分光学的な吸収強度と放射遷移の速
度（kinetic radiative transition rate）との関係については文献 [66]参照．
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2.7.2 凝集相にある試料の吸収強度に関する量と記号の慣行

前節で述べた吸光度，吸光係数，積分吸光係数Aは，透過光強度の測定において，反射などによる
損失の補正が正しく行われる限り，凝集相についてもそのまま使用できる．純液体，固体，薄い溶液
中の溶質などの弱い，または中程度の吸収バンドに対しては，普通に行われる補正で十分である．純
液体，固体の強い吸収バンドに対して補正を正しく行うためには，試料の複素屈折率の実部nと虚部
kを測定波長範囲で決めておくことが必要である．nと kの値が求められてはじめて，凝集相にある
物質の吸収強度が完全に記述できるのである．液体の測定にあっては，容器の窓の nと kの値が必
要になる．nと kの値を求めるために，反射スペクトルの測定も行われる．非等方的な固体では，結
晶軸の各方向について強度に関する性質を確定しておく必要がある．nと kのスペクトル（波長依存
性）が得られれば，測定試料の光学定数あるいは強度のスペクトルを求めることができる．物理学で
は，複素屈折率 n̂よりは，むしろ複素比誘電率 ε̂r = εr

′ + i εr
′′ = Re ε̂r + i Im ε̂r が好んで用いられ

る（2.3節 p.18参照）．εr′ = Re ε̂r, εr
′′ = Im ε̂r はそれぞれ ε̂r の実部と虚部である．ε̂r と n̂との

間には，ε̂r = n̂2 したがって ε′r = n2 − k2, εr
′′ = 2nkの関係がある．

屈折率や比誘電率は，バルク相の（巨視的な）性質である．溶液中の分子について，バルクの誘電
的な性質を除去した情報を得るためには，分子に直接働く局所場 Eloc を外部から印加した場 Eから
求めなくてはならない．いちばん簡単な場合はローレンツの局所場の式 Eloc = E + P/3ε0 である．
Pは巨視的な誘電分極である．この式は長距離で働く相互作用が等方的であるという仮定にたってい
るので，液体や等方的な固体についてのみ有効である．
この局所場を使って計算すると任意の波数で成立する一般化したローレンツ-ローレンツ (Lorentz-

Lorenz)の式（静電場のときは通常クラウジウス-モソッティ (Clausius-Mossotti)の式とも呼ばれ
る）が求められる．

ε̂r(ν̃)− 1

ε̂r(ν̃) + 2
=

1

3ε0Vm
α̂m(ν̃)

ここで Vmはモル体積，α̂mは複素モル分極率である (2.3節 p.19 注 7参照)．複素モル分極率の虚
部 αm

′′ は，液体中の分子の吸収を表す．この量は，長距離の等方的な誘電効果については補正され
ているが，最近接の数個の分子に起因する非等方的な影響は除去されていない．実部 αm

′は無限大の
周波数の場に対するモル分極率である（2.3節 p.18，2.5節 p.28参照）．
凝集相にある分子の吸収バンドを波数積分した吸収係数は，次のように書ける [67,68] (脚注1)参照)．

Cj =
1

4�ε0

∫
band j

ν̃α ′′m (ν̃)dν̃

理論解析では，測定されている吸収バンドには，ν̃0をバンド中心とする遷移 j ← iとそのホットバ
ンド遷移のすべてを含むものとしている．したがって次式となる．

Cj =
NA�

3hc0(4�ε0)
ν̃0g(|Mji|2)

ここで ν̃0g(|Mji|2) はこの波数と電気双極子の2乗の積に分布数の重率をかけて，すべての遷移に
ついて和をとったものである（gは不均一なバンドの構造からくる影響を表すもので，一般には温度の

1) この量の SI 単位は m mol−1 である．ガウス単位系では，Cj の定義としてしばしば Cj =
R
band j

eνα ′′
m (eν)deν

が使われ，単位は cm mol−1 となる．
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関数である）．与えられたバンド j の気相と液相の吸収係数の間の関係には，歴史的には，ポロ-ウィ
ルソン (Polo-Wilson)の式 [69]

Aliq =
(n̄2 + 2)2

9n̄
Agas

が使われてきた．ここで n̄は屈折率 nを吸収バンド全体にわたり平均したものである．この式が成立
するためには次の条件が必要である．

(i)バンドの吸収は十分に弱い．すなわち 2nk + k2 � n2 である．
(ii)二重調和近似がバンド構造の理論的な仮定を十分に満足している．このとき gはほぼ温度に依存
せず，気相と液相で値が等しい．

(iii) ν̃0|Mji|2 の値が気相と液相で等しい．

これに対して，最近のもっと一般的な関係式によれば，上記の 2番目，3番目の条件だけを前提と
すればAgas = 8�2Cj となり，さらに三つの条件を満たす吸収バンドでは，下式となる．

Aliq = 8�2Cj
(n̄2 + 2)2

9n̄

この式を見ると，屈折率 nは液体の積分吸収係数Cj の中に自動的に取り込まれているが，歴史的に
使われてきた吸収係数Aには，誘電率あるいは屈折率に対してさらに補正が必要であることがわかる．
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2.8 固体論
この節で使われる量とその記号は，IUPAP[4]と ISO［5.n］に掲載されている詳しい表から抜粋し
たものである．International Tables for Crystallography, Volume A[70]も参照．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

格子ベクトル lattice vector,

ブラベー格子ベクトル
Bravais lattice vector

R,R0 m

結晶格子に対する基本並進ベクトル a1;a2;a3, R = n1a1 + n2a2 + n3a3 m 1

fundamental translation

vectors for the crystal lattice

a; b; c

逆格子に対する（角）基本並進ベクトル (angular)

fundamental translation b1; b2; b3, ai · bk = 2��ik m−1 2

vectors for the reciprocal lattice a∗; b∗; c∗

（角）逆格子ベクトル
(angular) reciprocal

G G = h1b1 + h2b2 + h3b3

= h1a
∗ + h2b

∗ + h3c
∗

m −1 1, 3

lattice vector G ·R = 2�m = 2�
P
i
nihi

単位格子長 unit cell lengths a; b; c m

単位格子角 unit cell angles α;β; γ rad, 1

単位逆格子長 reciprocal unit

cell lengths

a∗; b∗; c∗ m−1

単位逆格子角 reciprocal unit

cell angles

α∗;β∗; γ∗ rad, 1

比座標 fractional coordinates x; y; z x = X/a 1 4

原子散乱因子 atomic scattering

factor

f f = Ea/Ee 1 5

(h, k, l)構造因子 structure factor

with indices h, k, l

F (h, k, l) F =
NP

n=1
fne2� i(hxn+kyn+lzn) 1 6

格子面間隔 lattice plane spacing d m

ブラッグ角 Bragg angle θ nλ = 2d sin θ rad, 1 7

(1) n1, n2, n3 は整数である．a, b, c は格子定数と呼ばれる．
(2) 逆格子ベクトルは，ai · bk = �ik の式で定義されることもある．
(3) m はm = n1h+ n2k + n3l を満たす整数である．
(4) X は長さの次元を持つ座標である．
(5) Ea, Ee はそれぞれ原子および孤立した電子の散乱振幅である．
(6) N は単位格子中にある原子の数である．
(7) λは入射してくる放射の波長である．
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2.8 固 体 論

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

反射の次数 order of reflection n 1

秩序パラメーター order parameters,

短距離の short range σ 1

長距離の long range s 1

バーガーズベクトル Burgers vector b m

粒子の位置ベクトル particle

position vector

rj ,Rj m 8

イオンの平衡位置ベクトル equilibrium

position vector of an ion

R0 m

イオンの変位ベクトル displacement

vector of an ion

u u = R−R0 m

デバイ-ワラー因子
Debye-Waller factor

B,D D = e−2<(q·u)2> 1 9

デバイ角波数 Debye angular

wavenumber

qD, kD kD = (Ci 6�2)1/3 m−1 10

デバイ角周波数 Debye angular

frequency

ωD ωD = kD c0 s−1 10

デバイ周波数 Debye frequency νD νD = ωD/2� s−1

デバイ波数 Debye wavenumber eνD eνD = νD/c0 m−1 10

デバイ温度 Debye temperature �D �D = hνD/kB K

グリュナイゼン パラメーターGrüneisen

parameter

γ, � γ = αV/κCV 1 11

マーデルング定数Madelung constant α,M Ecoul =
αNAz+z−e2

4�ε0R0
1 12

状態密度 density of states NE NE = dN(E)/dE J−1 m−3 13

振動モードの (分光）密度
(spectral) density of vibrational

Nω, g Nω = dN(ω)/dω s m−3 14

modes

抵抗率テンソル resistivity tensor ρρρ, (ρik) E = ρρρ · j Ω m 15

伝導率テンソル conductivity tensor σσσ, (σik) j = σσσ ·E S m−1 15

残留抵抗率 residual resistivity ρR Ω m

(8) 電子とイオンの位置ベクトルを区別するために，前者に小文字，後者に大文字を当てる．j は粒子 j を指示する添
え字である．

(9) �q は中性子の散乱過程に伴う運動量の移動量を表す．<> は温度で平均することを意味している．
(10) Ci はイオン密度，c0 は真空中の光速である．qD は弾性的格子波のデバイ遮断波長の逆数の 2� 倍である．
(11) αは三次元膨張係数，V は体積，κは等温圧縮率，CV は定容熱容量である．
(12) Ecoul は電荷 z+eと電荷 −z−e を持つイオン対の 1モル当たりの静電相互作用エネルギーである．
(13) N(E)は電子エネルギーが E より低いすべての状態の数を体積で除したものである．
(14) N(ω) は角周波数が ω より低いすべての振動モードの数を体積で除したものである．
(15) 等方的媒質では，テンソルは対応するスカラー量で置き換えることができる．Jq は熱流束ベクトルまたは熱流密

度と呼ばれる量である．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

熱伝導テンソル thermal

conductivity tensor

λik Jq = −λλλ · ∇∇∇T W m−1 K−1 15

緩和時間 relaxation time τ τ = l/vF s 16

ローレンツ係数 Lorenz coefficient L L = λ/σT V2 K−2 17

ホール係数 Hall coefficient AH, RH E = ρj +RH(B× j) m3 C−1

熱起電力 thermoelectric force E V 18

ペルティエ係数 Peltier coefficient 
 E = 

ΔT

T
V 18

トムソン係数 Thomson coefficient μ, (τ ) μ = 
/T V K−1

数密度 number density, C, n, p m−3 19

数濃度 number concentration

バンドギャップエネルギー
band gap energy

Eg J 20

ドナーイオン化エネルギー
donor ionization energy

Ed J 20

アクセプターイオン化エネルギー
acceptor ionization energy

Ea J 20

フェルミエネルギー Fermi energy EF, εF εF = lim
T→0

μ J 20

仕事関数 work function, � � = E∞ − EF J 21

電子の仕事関数 electron work

function

角波動ベクトル angular wave vector, k, q k = 2�/λ m−1 22

伝播ベクトル propagation vector

ブロッホ関数 Bloch function uk(r) ψ(r) = uk(r) exp(ik · r) m−3/2 23

電子の電荷密度 charge density of

electrons

ρ ρ(r) = −eψ∗(r)ψ(r) C m −3 23, 24

有効質量 effective mass m∗ kg 25

移動度mobility μ vdrift = μE m2 V−1 s−1 25

移動度比mobility ratio b b = μn/μp 1

(16) この定義は金属中の電子に対して適用される．l は平均自由行程，vF はフェルミ球面上での電子の速さである．
(17) λと σ は，それぞれ等方的媒質での熱伝導度と電気伝導度である．
(18) 物質の種類はこれらの記号の添え字で指定される．熱起電力は化学ポテンシャルの勾配により誘導される電気ポ

テンシャルの差である．
(19) 何の数密度を表すかは添え字で表す．例えば，電子なら nn, n−, (n)，ホール（正孔）なら np, n+, (p)，ドナー

なら nd，アクセプターなら na，固有数密度なら ni(ni
2 = n+n−)と書く．

(20) この量に通常使われる単位は eV である．μ は要素粒子の化学ポテンシャルである．
(21) E∞ は無限遠に静止した電子のエネルギーである [71]．
(22) kは粒子に対して，q はフォノンに対して用いる．λは波長を表す．
(23) ψ(r)は 1電子波動関数である．
(24) 全電荷密度は，すべての電子に対して和をとることで得られる．
(25) 添え字 n, p または −, +を，それぞれ電子，ホールを表すためにつけてもよい．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

拡散係数 diffusion coefficient D j = −D∇∇∇C m2 s−1 25, 26

拡散長 diffusion length L L =
√
Dτ m 25, 26

特性（ワイス）温度 characteristic

(Weiss) temperature

θ, θW K

キュリー温度 Curie temperature TC K

ネール温度 Néel temperature TN K

(26) jは粒子流密度，D は拡散係数，τ は寿命を表す．

2.8.1 結晶の面と方向を表す記号

結晶面あるいは 1枚の格子面のミラー指数 (hkl) または (h1h2h3)

平行な 1組の格子面 (hkl)からのブラッグ (Bragg)反射の指数 hkl または h1h2h3

対称性により等価なすべての結晶面または格子面の組の指数 {hkl} または {h1h2h3}
格子の方向（晶帯軸）の指数 [uvw]

対称性により等価な格子の方向がつくる組の指数 < uvw >

これらのどの場合にも，文字が数字で置き換わっても，間にコンマを入れないのが普通である．格
子面，結晶面あるいは特定の方向を表す指数が負のときは，数字の上にバーをつける．

《例》 (1̄10)は，平行なすべての面の方向が h = −1, k = 1, l = 0であることを意味する．

(i) 結晶格子の記号
単純格子 P

面心格子 F

体心格子 I

底心格子 A； B； C

斜方（面）格子 R

(ii)ヘルマン-モーガン (Hermann-Maugin)の対称操作の記号
対称操作 記号 例

n回回転 n 1; 2; 3; 4; 6

n回回反 n̄ 1̄; 2̄; 3̄; 4̄; 6̄

n回らせん（screw） nk 21; 31; 32;...

鏡映（reflection） m

映進（glide） a; b; c;n; d
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2.9 統計熱力学
この節で述べる量の名称と記号は，IUPAP[4]および ISO[5.h]の推奨と一致している．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

要素粒子の数 number of entities N 1

要素粒子の数密度
number density of entities,

C C = N/V m−3

粒子数濃度 number

concentration

アボガドロ定数Avogadro constant L, NA L = N/n mol−1 1

ボルツマン定数
Boltzmann constant

k, kB J K−1

（モル）気体定数
(molar) gas constant

R R = Lk J K−1 mol−1

分子の位置ベクトルmolecular

position vector

r(x, y, z) m

分子の速度ベクトルmolecular c(cx, cy, cz), c = dr/dt m s−1

velocity vector u(ux, uy, uz),

v(vx, vy, vz)

分子の運動量ベクトルmolecular

momentum vector

p(px, py, pz) p = mc kg m s−1 2

速度分布関数 velocity distribution

function f(cx) f =

„
m

2�kT

«1/2

× exp

„
− mc 2

x

2kT

« m−1 s 2

速さの分布関数 speed distribution

function F (c) F = 4�c2
„

m

2�kT

«3/2

× exp

„
− mc2

2kT

« m−1s 2

平均の速さ average speed c̄, ū, v̄, c̄ =
R
cF (c) dc ms−1

〈c〉, 〈u〉, 〈v〉
一般化座標 generalized coordinate q (不定) 3

一般化運動量 generalized

momentum

p p = ∂L/∂q̇ (不定) 3

(1) nは物質量である（化学量 chemical amount，enplethy と呼ばれることもある（訳注：1.2節 p.4参照））．アボ
ガドロ (Amedeo Avogadro) を記念して NA の記号を，またはロシュミット (Josef Loshmidt) を記念して L

の記号を用いる．
(2) m は粒子の質量である．
(3) q が長さとすると，pは運動量となる．pの定義式の中で，Lはラグランジュ関数を表す．

54



iupac : 2009/3/27(14:11)

2.9 統計熱力学

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

位相空間での体積
volume in phase space

� � = (1/h)
R
p dq 1

確率 probability P, p 1

統計的重率 statistical weight, g, d,W, ω, β 1 4

縮退度 degeneracy

（累積）状態数 (cumulative) number W,N W (E) =
P
i

H(E − Ei) 1 5, 6

of states

状態密度 density of states ρ(E) ρ(E) =dW (E)/dE J−1

分配関数 partition function,

状態和 sum over states,

1分子の single molecule q, z q =
P
i
gi exp(−Ei/kT ) 1 6

正準アンサンブル（正準集団）の
canonical ensemble,

Q,Z Q =
P
i
gi exp(−Ei/kT ) 1 6

（系または集合）(system, or assembly)

小正準アンサンブル（小正準集団）の
microcanonical ensemble

�, z, Z Z =
ZP

i=1
1 1

分配関数 partition function,

状態和 sum over states,

大正準アンサンブル（大正準集団）の
grand canonical ensemble

� 1

対称数 symmetry number σ, s 1

温度に代わるエネルギーの
逆数パラメーター
reciprocal energy parameter

replace temperature

β β = 1/kT J−1

特性温度 characteristic temperature �, θ K 7

絶対活量（活動度）absolute activity λ λB = exp(μB/RT ) 1 8

密度演算子 density operator bρ, bσ bρ =
P
k

pk|�k〉〈�k| 1 9

密度行列 density matrix PPP , ρρρ P = {Pmn} 1 10

要素 element Pmn, ρmn Pmn = 〈φm|bρ|φn〉 1 10

統計的エントロピー statistical entropy S S = −kP
i
pi ln pi J K−1 11

(4) β はスピン統計重率の記号として使われることもある．縮退度は polytropy とも呼ばれる．それは同じエネルギー
を持つ一次独立な固有関数の数である．

(5) H(x)はヘビサイド (Heaviside) 関数 (4.2 節 p.129 参照)，W またはW (E) はエネルギーが E より低い量子状
態の総数である．

(6) Ei は分子または今考えている量子系の i 番目の準位のエネルギー，gi はその縮退度を表す．
(7) 特定の特性温度を添え字で区別する．例えば，回転の特性温度は�r = hc eB/k，振動の特性温度は�v = hceν/k，

デバイの特性温度は�D = hceνD/k，アインシュタインの特性温度は �E = hceνE/k である．セルシウス温度 θ

との混同を避けるために，�の記号がよく使われる．
(8) この定義は要素粒子 Bに適用される．ここで μB は化学ポテンシャルである (2.11 節 p.69 参照)．
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(9) |�k〉は系の k 量子状態を表し，pk はアンサンブルの中でその状態をとる確率を表す．もし pk = 1ならその状態
は純粋状態であり，そうでなければ混合状態である．

(10) 密度行列 P は基底関数 φm の組でつくられる行列要素 Pmn によって定義される．行列要素はまた Pmn =P
k pk cm(k) cn(k) ∗ のようにも書ける．ここで cm(k) は |�k〉 を基底関数 {φi} で展開したときの，関数

φm の（複素）係数である．
(11) エントロピーの定義式で，k はボルツマン定数，pi は平均分布数，すなわちその量子準位の持つ確率である．小

正準アンサンブルでは，平衡状態のエントロピー（最大値）は S = k lnZ と求められる．小正準アンサンブル，
正準アンサンブル，大正準アンサンブルのほかに，別のさまざまなアンサンブルが定義できる（訳注：アンサン
ブルは “集合” と訳されることもある）．
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2.10 一般化学
この表に記載されている記号は，IUPAP [4]および ISO [5.d,5.h]の推奨と一致している．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

要素粒子の数 number of entities N 1

(要素粒子の例：分子 molecules,

原子 atoms, イオン ions,

化学式単位 formula units)

物質量 amount of substance, 量 amount n nB = NB/L mol 1, 2

(化学量 chemical amount)

アボガドロ定数 Avogadro constant L,NA mol−1 3

原子の質量 mass of atom, ma,m kg

原子質量 atomic mass

要素粒子の質量 mass of entity m,mf kg 4

(要素粒子の例：分子 molecule,

化学式単位 formula unit)

原子質量定数 atomic mass constant mu mu = ma(
12C)/12 kg 5

モル質量 molar mass M MB = m/nB kg mol−1 2, 6, 7

モル質量定数 molar mass constant Mu Mu = muNA g mol−1 7, 8

(1) “物質量 amount of substance” という用語中の “物質 substance” という部分は，要素粒子を特定する名前で
置き換えることができる．例えば，“酸素原子の量 amount of oxygen atoms” あるいは “酸素分子 O2 の量
amount of oxygen (または dioxygen, O2) molecules” と表してよい．“酸素の量 amount of oxygen” のよう
な表現はあいまいであり，文脈から意味が明確な場合にのみ用いるべきである (2.10.1 (v) p. 64参照)．

《例》 O2 の量が 3 molのとき, n(O2) = 3 mol であり,

(1/2) O2 の量は 6 molであり, n((1/2) O2) = 6 mol，n((1/2) O2) = 2n(O2)である.

(2) この定義は，要素粒子 Bに当てはまる．要素粒子 Bは，nB や n(B) のように，下付き添字あるいはかっこに入
れてかならず明示しなければならない．n(O2) のように化学組成を化学式で示す場合には，かっこを用いるべき
である．

(3) 記号 NA は Amedeo Avogadro，記号 L は Josef Loschmidt を記念して用いられている．
(4) “化学式単位 formula unit” は単位ではないことに注意する必要がある (2.10.1 (iii) p. 61参照).

(5) mu は，統一原子質量単位（記号 u）に等しい，すなわち mu = 1 u である (3.7節 p. 111参照)．記号 Daのダ
ルトンは，統一原子質量単位の別名として用いられる．

(6) この定義は，純物質に対するものであり，mは全質量，V は全体積である．しかし，混合物に対しても，n =
P

i ni

とすることにより，対応する量を m/n や V/n によって定義することができる．それらの量は，それぞれ平均モ
ル質量，平均モル体積と呼ばれる．

(7) これらの名称は “モル molar” という語を含んでいる．すなわち，ある量の名称（モル質量）の中に，ある単位の
名称（モル）が使われている．これは本来は望ましくない表記法といわなければならない．

(8) 歴史的ないきさつから，“分子量 molecular weight”および “原子量 atomic weight”も，いまだに用いられてい
る．分子では，Mr は相対分子質量あるいは “分子量 molecular weight”，原子では，Mr は，相対原子質量ある
いは “原子量 atomic weight”，記号 Ar を用いてもよい．Mr は相対モル質量とも呼ばれ，Mu = 1 g mol−1

なので，Mr,B = MB/Mu である．標準原子量は 6.2 節 p. 143 参照．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

相対分子質量 relative molecular mass, Mr Mr = mf/mu 1 8

(相対モル質量 relative molar mass,

分子量 molecular weight)

相対原子質量 relative atomic mass, Ar Ar = ma/mu 1 8

(原子量 atomic weight)

モル体積 molar volume Vm Vm,B = V/nB m3 mol−1 2, 6, 7

質量分率 mass fraction w wB = mB/
P
i
mi 1 2

体積分率 volume fraction φ φB = VB/
P
i
Vi 1 2, 9

モル分率 mole fraction， x, y xB = nB/
P
i
ni 1 2, 10

物質量分率 amount-of-substance

fraction, amount fraction

圧力 pressure (全圧 total pressure) p, (P ) Pa 2, 11

分圧 partial pressure pB pB = yB p Pa 12

質量濃度 mass concentration, γ, ρ γB = mB/V kg m−3 2, 13, 14

(質量密度 mass density)

数濃度 number concentration, C, n CB = NB/V m−3 2, 13, 15

要素粒子の数密度 number density of

entities

物質量濃度 amount concentration, c, [B] cB = nB/V mol m−3 2, 13, 16

濃度 concentration

溶解度 solubility s sB = cB (飽和溶液) mol m−3 2, 17

質量モル濃度 molality m, b mB = nB/mA mol kg−1 2, 7, 14

表面濃度 surface concentration � �B = nB/A mol m−2 2, 18

化学量数 stoichiometric number ν 1 19

反応進行度 extent of reaction, ξ ξ = (nB − nB,0)/νB mol 19

advancement

反応率 degree of reaction α α = ξ/ξmax 1 20

(9) ここで，VB と Vi は混合前のそれぞれの成分の体積である．ISO 31 [5]のように，ほかの定義も可能であるので，
正確さを期する場合には，詳細な定義を与える必要がある．

(10) 凝縮相では x を用い，気体混合物では y を用いてもよい [72]．
(11) 圧力は，しばしば非 SI単位バール barで表される (1 bar = 105 Pa)．標準圧力 p◦− = 1 bar = 105 Pa (2.11.1

(v) p. 74，7.2節 p. 166， p. 234の変換表参照)． 圧力は，しばしば，ミリバール millibarやヘクトパスカル
hectopascal で表される (1 mbar = 10−3 bar = 100 Pa = 1 hPa)．

(12) ここでの記号と定義は分子 B に対するもので，分子 B が何であるかを特定しなければならない．実在 (非理想)

気体では，分圧の定義に注意が必要である．
(13) V は混合物の体積である．混合物の組成を記述する量は，参考文献 [72] に掲載されている．
(14) この定義の中で，記号 m は二つの異なる意味で用いられている．すなわち，mB は溶質 Bの質量モル濃度を示

し，mA は溶媒 Aの質量を示すので，mB の単位は kgではなく mol kg−1 である．この表記の混同は，記号 b

をモル濃度に用いることにより避けられる．1 mol kg−1 のモル濃度の溶液は，1モーラル溶液 molal solution

(記号 1 m 溶液)と呼ばれることもある．しかし，記号 m は，ほかの単位との組み合わせの中で mol kg−1 を
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意味する記号として使ってはならない．
(15) 数密度という用語と記号 C は，混合物に対して用いるのが好ましい．記号 nを用いる際には，物質量とまちがっ

て解釈されないよう注意しなければならない．
(16) “Amount concentration” は，“amount-of-substance concentration” の省略形である (IUPACの臨床化学

部会では，物質量濃度 amount-of-substance concentration を “物質濃度 substance concentration” と略す
るよう推奨している [14, 73])．化学物質の名称 (または記号) をつけたり，質量モル濃度 (2.13 節 p. 84 参照)

と対照させたりして，混乱する危険性がない場合には，“濃度 concentration” という用語が，普通，単独で用
いられる．高分子科学の分野では，通常 “濃度 concentration” という用語と記号 c が質量濃度として用いられ
る．古い文献では，この量はしばしばモル濃度molarityと呼ばれているが，質量モル濃度 molalityという量と
混乱するおそれがあるので，使うべきではない．物質量濃度で一般に用いられる単位は mol L−1 (または mol

dm−3), mmol L−1, �mol L−1 などであり，しばしば m, mm, �m などと記される (モーラー molar, ミリ
モーラー millimolar, マイクロモーラー micromolar と読む)．（訳注：本書では，“amount concentration”

と “amount-of-substance concentration” の両者とも “物質量濃度”と訳している）．このように，m は mol

L−1 を表す記号としてしばしば使われている．
(17) 溶解度は，質量分率や物質量分率，モル分率，体積分率などと同様に，相対的な組成を示す量に対応する任意の単

位でも表現できる．
(18) A は表面積を表す．
(19) 化学量数は，化学量論方程式により定義される．反応物に対しては負であり，生成物に対しては正である．化学量

数の値は，反応方程式の書き方によって決まる (2.10.1 (iv) p. 62 参照)．nB,0 は，時刻ゼロのときの物質量
で，ξ = 0 molのときの nB の値を指す．

(20) ξmax は，少なくとも反応物の一つが尽きた時点での ξの値である．反応の種類によって “degree of dissociation”

や “degree of ionization” という用語が使われている（訳注：用語の通則によると，二つの同じ次元の量の比
を表わすことばには，一般に率が使われる．しかし，degree of dissociation は “解離度”と訳され，degree of

ionization が “電離度” と訳されることもある）．

2.10.1 化学で使われるそのほかの記号と慣行

(i) 元素の化学記号

元素の化学記号は，（多くの場合）ラテン語名に由来し，1文字あるいは 2文字で構成され，つねに
ローマン体（立体）で印刷される．一覧表は，6.2節 p. 143にある．元素の化学記号が文の終わりに
きた場合以外は，記号の後にピリオドをつけない．

《例》 I, U, Pa, C

元素記号は二つの異なる意味を持つ (化学式や化学方程式で元素記号が使われる場合も同様である)．
(a) 微視的に見るとき，元素記号は，その元素の原子を表す．例えば，Cl は 17個の陽子と，18個
または 20個の中性子 (35または 37の質量数)を持つが，この二つの違いを無視するような場合の塩
素原子を示す．その質量は，地球上の試料では，平均で 35.4527 uである．

(b) 巨視的に見るとき，その元素の試料であることを示す．例えば，Feはある鉄の試料であること
を表し，また，Heはあるヘリウムガスの試料を示す．また，“Feは地殻中で最も存在量の多い元素の
一つである．”という文章のように，元素を示す略記法としても用いられる．
核種 nuclideという用語は，特定された原子番号（陽子数）と質量数 (核子数)を持つ原子を意味す
る．質量数を 14Cのように元素記号に対し左上付き文字としてつけること，あるいは 炭素 14のよ
うに元素の名称の後に質量数をつけることにより，核種を特定することができる．同じ原子番号で異
なる質量数を持つ核種は，同位体 isotopic nuclides，isotopeと呼ばれる（例：12C, 14C）．左上付
き文字が添えられていない場合，その元素記号は，すべての同位体を天然存在比で含んだものと解釈
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される（例： n(Cl) = n(35Cl) + n(37Cl) ）．同じ質量数で異なる原子番号を持つ核種は，同重体
isobaric nuclidesまたは isobarsと呼ばれる（例：14C, 14N）．原子番号は，左下付き文字として添
えてもよい (例：14

6C, 14
7N)．

イオンの荷電数は，右上付き文字として示される．荷電数がプラス 1あるいはマイナス 1に等しい
場合は，正負の符号だけで示される．

《例》 Na+ ナトリウム陽イオン (カチオン)
79Br− 臭素 79 の陰イオン (アニオン, 臭化物イオン)

Al3+ または Al+3 アルミニウムの 3価の陽イオン
3 S2− または 3 S−2 硫黄の 2価陰イオン (硫化物イオン) 3 個

Al3+ の表記は普通に化学で用いられ，文献 [74]でも推奨されている．Al+3 や S−2の形式も広く
用いられてはいるが，Al+++ や S=，S−− のような古い表記法と同様に旧式である [74]．
右上付き文字の位置は，そのほかの情報を伝えるためにも用いられる．例えば，励起電子状態はア
ステリスクで示される．

《例》 H∗, Cl∗

酸化数は，正あるいは負のローマ数字あるいはゼロにより示される (2.10.1 (iv) p. 62も参照)．

《例》 MnVII, マンガン (VII), O−II, Ni0

元素記号の周囲に置かれる指標の位置と意味を以下にまとめる．

左上付き文字 質量数

左下付き文字 原子番号
右上付き文字 電荷数，酸化数，励起状態

右下付き文字 要素粒子当たりの原子の数 (以下の 2.10.1 (iii) 参照)

(ii) 粒子と核反応で用いられる記号

陽子
proton

p, p+ 陽電子
positron

e+, �+ 三重陽子
triton

t

反陽子
antiproton

p̄ 正ミューオン
positive muon

�+ ヘリオン
helion

h (3He2+)

中性子
neutron

n 負ミューオン
negative muon

�− アルファ粒子
alpha particle

� (4He2+)

反中性子
antineutron

n̄ 光子 photon � (電子)ニュートリノ
(electron)

neutrino

�e

電子
electron

e, e−, �− 重陽子
deuteron

d 電子反ニュートリノ
electron

antineutrino

�̄e

粒子の記号は，ローマン体で印刷される (6 章 p. 139も参照)．粒子の電荷は，+または−, 0の上
付き文字をつけることにより示すことができる (例： p+, n0, e−, など)．記号 p や e が電荷の表記
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なしに用いられる場合，p は正の陽子，e は負の電子を表している．ミューオニウムと水素原子とそ
れらのイオンの名称は文献 [75]に要約されている．
核反応を記号で表すには次の形に従う．

初めの
核種

(
入射粒子 放出粒子
または量子 または量子

)
終わりの
核種

《例》 14N(�, p)17O, 59Co(n, �)60Co
23Na(�, 3n)20Na, 31P(�, pn)29Si

核反応は，化学反応論の表記法にならって，次のように表してもよい (2.12節 p. 76参照)．

《例》 14
7N + �→ 17

8O + p

n → p + e + �̄e

(iii) 化学式

元素記号の場合と同じように，化学式も二つの異なる意味を持つ．
(a) 微視的には，化学式は原子 1個，分子 1個，イオン 1個，ラジカル 1個などを意味する．要素粒
子に含まれる原子の数 (つねに整数)は，右下付き文字で示し，数字の 1は省略する．原子団は，かっ
こで囲んでよい．イオンの電荷数や励起状態の記号は，化学式の右上付き添え字とする．要素粒子が
ラジカル性のときには，記号にドットをつける．ラジカルやイオン，ラジカルイオン，関連する化学
種の命名法は文献 [76, 77]参照．

《例》 Xe, N2, C6H6, Na+, SO 2−
4

(CH3)3COH (2-メチル-2-プロパノール分子)

NO∗2 (励起した二酸化窒素分子)

NO (酸化窒素分子)

NO
•

(フリーラジカルであることを強調した酸化窒素)

錯イオンの化学式を書くときには，右上に少しずらした位置に荷数を書く．かっこを加えてもよい
(例：SO 2−

4 , (SO4)
2−)．現在は，ずれた位置が推奨されている [74]．

要素粒子（原子，分子，イオン）の特定の電子状態は，かっこの中に電子項の記号 (2.6.3節 p. 38

参照)を入れて表すことができる．振動状態と回転状態は，それぞれの量子数 (2.6節 p. 31 および 39

参照)で表せる．

《例》 Hg(3P1) 三重項 P1 状態にある水銀原子
HF(v = 2, J = 6) 振動状態 v = 2および回転状態 J = 6にあるフッ化水素分子
H2O

+(2A1) 二重項 A1 の水分子イオン

(b) 巨視的には，化学式は化学物質の試料を表す（安定でなくても，単離された物質として存在で
きなくてもよい）．化学組成は右下付き添え字 (整数でなくてもよい．数字の 1は省略される)により
示される． “化学式単位” (量の単位ではない！)は原子団として特定される要素粒子である (以下の
(iv)および (v) 参照).
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《例》 Na, Na+, NaCl, Fe0.91S, XePtF6, NaCl

化学式は，例えば硫酸の密度を表すための表記， ρ(H2SO4) のような形で使うことができる．物質
量を明示するために，化学式には小さい整数や分数などの係数をかける場合が多い（以下の (iv)およ
び (v) 参照）．「化学式」は，正式な使い方ではないが，例えば “H2SO4との反応” というように，物
質名の略称として使われることもある．化学式は，伝達する情報に応じて，異なる方法で次のように
表現することができる．[15, 74, 78, 79]．

化学式 伝達する情報 例 注

実験式 化学量論的比率のみ CH2O 1

分子式 分子質量と合致 C3H6O3

示性式 原子の構造的配置 CH3CH(OH)COOH 1

構造式 化学結合
CC

H

H

H

H

OH

C

O

OH

2

立体構造式 立体配置
H3C O

OHH
HO

2

フィッシャー投影式 OH

COOH

CH3

H 3

共鳴構造式 電子配置 2, 4

(1) 同位体組成だけが異なる分子は，アイソトポマーあるいはアイソトポローグと呼ばれる．例えば，CH2Oや CHDO，
CD2O，CH 17

2 O は，すべてホルムアルデヒドのアイソトポマーやアイソトポローグである．アイソトポマーと
いう用語は，“同位体組成が同じで置換位置が違うもの，例えば，CD3CH(OH)COOH と CH3CD(OD)COOD

の組のようなものを指すことにしよう” という提案がある [16]．この例のような場合，同位体異性体という用語も
使われる．

(2) 結合式や立体化学式，共鳴構造式における線は，単結合，二重結合，三重結合を表す．それらは，孤立電子対（単
一原子価結合）を表すのにも用いられる．

(3) フィッシャー投影図で，横棒の先の置換基は紙面の上側にあると解釈され，縦棒の先の置換基は紙面の後側にある
と解釈される．

(4) 両端の矢印は，ベンゼン C6H6 のような共鳴構造の価電子の配置を表現しており，反応方程式を意味するものでは
ない (2.10.1 (iv) 参照)．

(iv) 化学反応を表す方程式

(a) 微視的には，反応方程式は素反応 (個々の原子，分子，ラジカルが関係する事象)あるいは素反
応の組の和を表す．化学量数の変化は±1 (時には，±2)である．単一の矢印は，素反応における反
応物から生成物へのつながりを表す．等号は，“正味の”反応，すなわち素反応の組の結果を表すのに
用いられる (2.12.1節 p. 81参照)．
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H + Br2 → HBr + Br HBr生成の単一素反応ステップ
H2 + Br2 = 2 HBr いくつかの素反応ステップの和

(b) 巨視的には，反応方程式の反応物と生成物を結ぶのに，下のようにいろいろな記号が使われる．
H2 + Br2 = 2 HBr 化学量論方程式
H2 + Br2 → 2 HBr 正味の正反応
H2 + Br2 � 2 HBr 両方向の反応
H2 + Br2 � 2 HBr 平衡

両端矢印 ↔は，共鳴構造 (2.10.1 (iii) p. 61参照)との紛らわしさを避けるために，反応の表記に
は用いるべきでない．
化学量数は一意的ではない．同じ反応を，その意味を変えることなく，いろいろな形で表すことが
できる．

《例》 二つの元素単体から臭化水素が生成することを，次の二つのどちらででも表すことができる．
(1/2) H2 + (1/2) Br2 = HBr

H2 + Br2 = 2 HBr

反応にイオンが加わらない場合，そのイオン (“スペクテーターイオン spectator ions”という)は
反応方程式には現れないことが多い．酸化還元反応方程式では，移動する電子 (全体の方程式に現れ
ない)の化学量数の値が±1となるように書かれる．

《例》 (1/5) KMnVIIO4 + (8/5) HCl = (1/5) MnIICl2 + (1/2) Cl2 + (1/5) KCl + (4/5) H2O

酸性溶液中の過マンガン酸による塩化物の酸化は，いくつかの方法で表現できるが，いずれも同等
に正しい．

《例》 KMnO4 + 8 HCl = MnCl2 + (5/2) Cl2 + KCl + 4 H2O

MnO−4 + 5 Cl− + 8 H+ = Mn2+ + (5/2) Cl2 + 4 H2O

(1/5) MnO4
− + Cl− + (8/5) H+ = (1/5) Mn2+ + (1/2) Cl2 + (4/5) H2O

同じように，電気化学的電池の中の反応は，電池反応での電子数 zが 1に等しくなるように書ける
(2.13節 p. 86参照)．

《例》 (1/3) In0(s) + (1/2) Hg2
ISO4(s) = (1/6) In2

III(SO4)3(aq) + Hg0(l)

ここで，かっこ内の記号は凝集状態を示す (2.10.1 (vi) p. 65参照).

記号表記: 一般的な化学式は
0 =

∑
j

νj Bj

と書くことができる．ここで，Bj は反応における化学種を表し，νj は対応する化学量数 (反応物に
関しては負，生成物に関しては正)を表す．アンモニア合成は，次の二つの方法で同等に表すことが
できる．

(i) (1/2) N2 + (3/2) H2 = NH3 ν(N2) = −1/2, ν(H2) = −3/2, ν(NH3) = +1

(ii) N2 + 3 H2 = 2 NH3 ν(N2) = −1, ν(H2) = −3, ν(NH3) = +2
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反応過程で，どの反応物あるいは生成物 j をとっても，その物質量の変化Δnj = nj − nj,0 は，次
式を通して，一つのパラメーター，すなわち反応進行度 ξによって決まる．

nj = nj,0 + νj ξ

反応進行度は，反応がどのように書かれるかに依存するが，反応進行度の定義にどの化学種が使わ
れるかにはよらない．したがって，反応 (i)で ξ = 2 molのとき，Δn(N2) = −1 mol，Δn(H2) =

−3 mol，Δn(NH3) = +2 molである．反応 (ii)では，Δn(N2) = −1 mol，ξ = 1 molである．

行列表記: 多くの反応が起こる系では，化学方程式を行列の形式

A ννν = 0

で書くのが便利である．ここで，Aは物質保存を表す行列で，行列要素 Aij は，j 番目の反応種 (反
応物あるいは生成物の要素粒子)中の i番目の元素の原子の数である．また，ννν は，要素 νjk を持つ
化学量数行列で，その行列要素 νjk は，k番目の反応での j 番目の反応種の化学量数である．Ne 個
の元素から成る反応系にNs 個の反応種があるとき，AはNe ×Ns 行列である．退化次数 nullity，
N(A) = Ns−rank(A)は，独立な化学反応の数を与え，Nr とNs ×Nr の化学量数行列νννは，Aの
ゼロ空間として決定される．0は，Ne ×Nr のゼロ行列である [80]．

(v) 物質量と要素粒子の特定

“物質量”あるいは “化学量” (ドイツ語の “Stoffmenge”，フランス語の “quantité de matière”)

という量は，適切な名前がないまま，化学者により長い間用いられてきた．この量は単純に，“モル
数”と呼ばれていた．この習慣は捨てなければならない．というのは，物理量の名称に単位の名称を
含めてはならないからである (“長さ”の同義語として “メートル数”を使う人はいないだろう)．
物質量は，その物質の指定された要素粒子の数に比例し，その比例係数はすべての物質で同一であ
り，アボガドロ定数の逆数である．その要素粒子は，都合のよいように選ぶことができ，物理的に実在
する個々の粒子である必要はない．以下の例で，(1/2) Cl2や (1/5) KMnO4などは，“そのような要
素粒子は存在しない”という意味で人為的なものである．物質量と，それから導かれるすべての物理
量がこの選択に依存しているため，あいまいさを避けるには要素粒子を特定することが重要である．

《例》 nCl, n(Cl) Cl の物質量，塩素原子の物質量
n(Cl2) Cl2 の物質量, 塩素分子の物質量
n(H2SO4) H2SO4 の物質量
n((1/5) KMnO4) (1/5) KMnO4 の物質量
M(P4) リン P4 の分子質量
cCl− , c(Cl−), [Cl−] Cl− の物質量濃度
ρ(H2SO4) 硫酸の質量密度
�(MgSO4) MgSO4 のモル伝導率
�((1/2) MgSO4) (1/2) MgSO4 のモル伝導率
λ(Mg2+) Mg2+ のイオン伝導率
λ((1/2) Mg2+) (1/2) Mg2+ のイオン伝導率

さまざまな量の定義を用いて，以下のような式を導くことができる．
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n((1/5) KMnO4) = 5n(KMnO4)

λ((1/2) Mg2+) = (1/2)λ(Mg2+)

[(1/2) H2SO4] = 2 [H2SO4]

(3.3節 p. 104の例も参照)

“硫黄の物質量”という言い方は，あいまいであるので注意が必要である．なぜなら，それは，n(S)

と n(S8),n(S2)などを意味するからである．一方，多くの場合には同様の言い方をしてもそれほどあ
いまいにならないこともある．すなわち，化合物の場合は，要素粒子と考えられるものは，普通は分
子あるいは一般的な化学式で書かれるものである．また固体金属では，要素粒子は原子である．

《例》 “2 molの水”は，n(H2O) = 2 molを意味する．
“ 0.5 molの塩化ナトリウム”は，n(NaCl) = 0.5 molを意味する．
“3 mmolの鉄”は，n(Fe) = 3 mmolを意味する．

しかし，意味があいまいになるおそれがある場合には，このような言い方は避けるべきである．
pV = nRT のような式や束一的性質を含む式では，nの定義で考えられる要素粒子は，独立に並進
運動する粒子 (気体では，分子全体)とすべきである．なお，その粒子の性質は重要ではない．混合物
の組成を記述する量は，文献 [72]に掲載されている．

(vi) 凝集状態

以下の 1文字，2文字，3文字の記号は化学種の凝集状態を表現するのに用いられる [1.j]．これらの
文字はかっこに入れて，化学式の記号に追記される．これらの文字は，ピリオドをつけないで，ロー
マン体としなければならない．

a, ads 表面に吸着した化学種 g 気体または蒸気
am 非晶質固体 l 液体
aq 水溶液 lc 液晶
aq, ∞ 無限希釈の水溶液 mon 単量体
cd 凝縮相 n ネマチック相

(すなわち，固相あるいは液相) pol 重合体
cr 結晶 s 固体
f 流体相 sln 溶液

(すなわち，気相または液相) vit ガラス状態の物質

《例》 HCl(g) 気体状態の塩化水素
CV (f) ある流体の定容熱容量
Vm(lc) ある液晶のモル体積
U(cr) ある結晶性固体の内部エネルギー
MnO2(am) 非晶質固体の二酸化マンガン
MnO2(cr, I) 結晶形 Iの二酸化マンガン
NaOH(aq) 水酸化ナトリウム水溶液
NaOH(aq, ∞) 無限希釈の水酸化ナトリウム水溶液
ΔfH

◦−(H2O, l) 液体の水の標準生成エンタルピー

気相，液相などを表す gと lなどの記号は，右上付き添え字として使われることもある．また，一
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般的な記法として，ギリシャ文字 �や �などは，同様に �相や �相など表すために用いられる．

《例》 Vm
l, Vm

s 液相のモル体積，固相のモル体積
Sm

�, Sm
� � 相のモルエントロピー，� 相のモルエントロピー
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2.11 化学熱力学
この表に記載した一般的によく用いられる物理量の名称と記号は，IUPAP [4]および ISO [5.d,5.h]

でも推奨されている．詳しくは，文献 [1.d,1.j]および文献 [81]参照．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

熱 heat Q, q J 1

仕事 work W,w J 1

内部エネルギー internal energy U dU = dQ+ dW J 1

エンタルピー enthaply H H = U + pV J

熱力学温度 thermodynamic T ,(�) K

temperature

国際温度 International T90 K 2

temperature

セルシウス温度 Celsius

temperature

θ, t θ/◦C = T/K − 273.15 ◦C 3

エントロピー entropy S dS = dQrev/T J K−1

ヘルムホルツエネルギー Helmholtz

energy (ヘルムホルツ関数
Helmholtz function)

A, F A = U − TS J 4

ギブズエネルギー Gibbs energy G G = H − TS J

(ギブズ関数 Gibbs function)

マシュー関数 Massieu function J J = −A/T J K−1

プランク関数 Planck function Y Y = −G/T J K−1

表面張力 surface tension γ, σ γ = (∂G/∂As)T,p,ni J m−2, N m−1

(1) 微分形での dは不完全微分を意味する．また積分形の方程式は ΔU = Q+W である． Q > 0 および W > 0

は，系のエネルギーの増加を表す．
(2) この温度は，“1990 年国際温度目盛 (ITS-90)” により定義されている．明確な定義は，文献 [82–84]に規定され

ている．しかし，2005 年 10 月に開催された第 94 回国際度量衡委員会 (CIPM) で承認された測温諮問委員会
（CCT）の推奨 T3 によれば，ITS-90 は「ケルビンの定義のいくつかある実現方法 “ mises en pratique” の一
つにすぎないもの」となっている．この技術付帯文書 (2005)は，Doc. CCT 05 33[85]にある．そこでは，定め
られた方法に従って定義定点を実現するときに用いる水素と水の参照同位体組成の定義が記されている．［訳注：
国際（実用）温度目盛は，これまで ITS-27，IPTS-48，IPTS-68，ITS-90 と 4 回にわたって約 20年ごとに制
定されてきたが，今後，そのような国際温度目盛の取り決めは必要なくなるであろう．温度標準を国際条約として
取り決めなくても，熱力学温度をケルビンの定義から直接に得ることが，実用的な精度で十分に可能になると予想
されるからである］．

(3) この量は，“百分度 centigrade temperature” と誤った名称で呼ばれることがある．
(4) ヘルムホルツエネルギーの記号として，記号 F が用いられることもある．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

1モル当たりの量 molar

quantity X

Xm, (X) Xm = X/n [X]/mol 5, 6

単位質量当たりの量 specific

quantity X

x x = X/m [X]/kg 5, 6

圧力係数 pressure coefficient β β = (∂p/∂T )V Pa K −1

相対圧力係数 relative pressure

coefficient

αp αp = (1/p)(∂p/∂T )V K−1

圧縮率 compressibility

等温 isothermal κT κT = −(1/V )(∂V/∂p)T Pa−1

等エントロピー isentropic

（訳注：断熱圧縮率ともいう）
κS κS = −(1/V )(∂V/∂p)S Pa−1

線膨張係数 linear expansion

coefficient

αl αl = (1/l)(∂l/∂T ) K−1

体膨張係数 cubic expansion

coefficient

α, αV , γ α = (1/V )(∂V/∂T )p K−1 7

熱容量 heat capacity

定圧 at constant pressure Cp Cp = (∂H/∂T )p J K−1

定容（訳注：定積熱容量とも
いう） at constant volume

CV CV = (∂U/∂T )V JK−1

熱容量比 ratio of heat capacities γ, (κ) γ = Cp/CV 1

ジュール-トムソン係数
Joule-Thomson coefficient

μ, μJT μ = (∂T/∂p)H K Pa−1

熱流 thermal power �, P � = dQ/dt W

ビリアル係数 virial coefficient

第二 second B pVm = RT (1 +B/Vm+ m3 mol−1 8

第三 third C C/Vm
2 + · · · ) m6 mol−2 8

ファンデルワールス係数 a (p+ a/Vm
2)(Vm − b) = RT J m3 mol−2 9

van der Waals coefficients b m3 mol−1 9

(5) ここでの定義は純物質に対するものであるが，「単位物質量当たりの量，単位質量当たりの量」の概念は，混合物に
対しても適用できる (1.4 節 p. 6)． n は物質量である (2.10 節 注 1 と 2, p. 57参照)．

(6) X は示量性の量で，その SI単位は [X]である．モル当たりの量である場合，要素粒子を特定しなければならない．

《例》 Vm,B = Vm(B) = V/nB は，Bのモル体積を示す．

(7) この量は熱膨張係数 coefficient of thermal expansionあるいは熱膨張率 expansivity coefficientとも呼ばれる．
(8) “圧力ビリアル係数 pressure virial coefficients” のセットは，次の式で定義することができる．

pVm = RT (1 +Bp p+ Cp p
2 + · · · )

(9) ファンデルワールスの状態方程式を満たす気体では，ここで定義した第二ビリアル係数は，ファンデルワールスの
パラメーター a，bと次式で関係づけられる．

B = b− a/RT
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

圧縮因子 compression factor Z Z = pVm/RT 1

(圧縮率因子 compressibility

factor)

部分モル量X partial molar XB, (XB) XB = (∂X/∂nB)T,p,nj �=B [X]/mol 10

quantity X

化学ポテンシャル chemical

potential

μ μB = (∂G/∂nB)T,p,nj �=B J mol−1 11

(部分モルギブズエネルギー
partial molar Gibbs energy)

標準化学ポテンシャル standard

chemical potential

μ◦−, μ◦ J mol−1 12

絶対活量（絶対活動度）absolute

activity

λ λB = exp(μB/RT ) 1 11

(相対)活量 (活動度)(relative)

activity

a aB = exp

„
μB − μB

◦−

RT

«
1 11, 13

標準部分モルエンタルピー standard

partial molar enthalpy

HB
◦− HB

◦− = μB
◦− + TSB

◦− J mol−1 11, 12

標準部分モルエントロピー standard

partial molar entropy

SB
◦− SB

◦− = −(∂μB
◦−/∂T )p J mol−1 K−1 11, 12

標準反応ギブズエネルギー (関数) ΔrG
◦− ΔrG

◦− =
P
B

νBμB
◦− J mol−1 12, 14

standard reaction Gibbs energy 15, 16

(function)

(10) Bは要素粒子を特定する記号である． X と部分モル量のX を明確に識別する必要があるときは，上に横棒をつ
ける．
《例》水溶液の体積 V (Na2SO4, aq)と区別するため，水溶液中の Na2SO4 の部分モル体積は V (Na2SO4, aq)

と書くことができる．
(11) Bは要素粒子を特定する記号である．化学ポテンシャルは，対応する熱力学関数 (U , H, A)の偏微分によって等

価の定義ができる．
(12) 記号 ◦− または ◦ は，標準状態を示すために用いられる．この二つはどちらを用いてもよい．標準状態の定義に

ついては，2.11.1 (iv) p. 73 で論じている．標準化学ポテンシャル μ◦− または標準平衡定数 K◦− ，あるいはほ
かの標準熱力学量を用いる際には，標準状態を必ず明確にしておかなければならない．

(13) ここで与えた定義式では，活量の圧力依存性は無視されている．大気圧下での凝縮相で圧力依存性が無視される
ことが多いのと同様である．
　表中の式と等価な定義式は， aB = λB/λB

◦− である．ここで λB
◦− = exp(μB

◦−/RT )である．μ◦− の定義は，
標準状態に依存する (2.11.1 (iv) p. 73 参照)．

(14) 記号 r は，一般に反応を意味する．場合によって，r を別の下付き添え字で置換えることができる．例えば，
ΔfH◦− は，標準生成モルエンタルピーを意味する（次節 2.11.1 (i) p. 71の下付き添え字の表を参照）． Δr は，
次式のような定義の演算子記号と解釈できる． Δr

def
= ∂/∂ξ.

(15) この量を適用するにあたっては，どの反応であるかを特定しなければならない．
(16) 反応エンタルピー (さらに一般的にいえば反応エネルギー)は，kJ mol−1 の単位で表される．古い文献では kcal

mol−1 が使われていることも多いが，さまざまなカロリーがあることに注意しなければならない．熱力学カロ
リーは，1 kcal = 4.184 kJ である (7.2節 p. 166 参照)．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

反応の親和力 affinity of reaction A, A A = −(∂G/∂ξ)p,T J mol−1 15

= −P
B
νBμB

標準反応エンタルピー standard ΔrH
◦− ΔrH

◦− =
P
B
νBHB

◦− J mol−1 12, 14

reaction enthalpy 15, 16

標準反応エントロピー standard

reaction entropy

ΔrS
◦− ΔrS

◦− =
P
B

νBSB
◦− J mol−1 K−1 12, 14, 15

反応商 reaction quotient Q Q =
Q
B
aB

νB 1 17

平衡定数 equilibrium constant K ◦−,K K ◦− = exp(−ΔrG
◦−/RT ) 1 12, 15, 18

平衡定数 equilibrium constant,

圧力に基づいた pressure basis Kp Kp =
Q
B
pB

νB PaΣνB 15, 19

濃度に基づいた
concentration basis

Kc Kc =
Q
B
cB

νB (mol m−3)ΣνB 15, 19

質量モル濃度に基づいた
molality basis

Km Km =
Q
B
mB

νB (mol kg−1)ΣνB 15, 19

フガシティー fugacity f, ep fB = λB lim
p→0

(pB/λB)T Pa 11

フガシティー係数 fugacity

coefficient

φ φB = fB/pB 1

ヘンリーの法則の定数 Henry’s law

constant

kH kH,B = lim
xB→0

(fB/xB) Pa 11, 20

= (∂fB/∂xB)xB=0

(17) この量は，一般に平衡にない系に適用される．
(18) 親和力がゼロのとき，この量は Qの平衡での値と等しい．この量は無次元で，その値は標準状態の選択に依存す

る．そのため，標準状態を特定する必要がある．ISO [5.h] および IUPAC熱力学委員会 [81]は，K◦− の記号と
“標準平衡定数 standard equilibrium constant” の名称を推奨している．一方，多くの化学者は，K の記号と
“熱力学平衡定数 thermodynamic equilibrium constant” の名称を好んで用いている．

(19) これらの量は，一般に無次元ではない．類似の方法により，フガシティーを用いた平衡定数 Kf なども定義でき
る．圧力が低いときは，Kp と K◦− は，式 K◦− ≈ Kp/(p◦−)ΣνB によって関連づけることができる．同様に，
希釈溶液では Kc と K◦− は，式 K◦− ≈ Kc/(c◦−)ΣνB によって関連づけることができる．しかし，厳密な関係
を表すには，フガシティー係数または活量係数を用いなければならない [81]．電解質の溶解に関する平衡定数
(過剰な固相と溶媒和したイオンの間の平衡を記述する定数）は，しばしば溶解度積と呼ばれ，Ksol またはKs

が (あるいは適切な場合には Ksol
◦− または Ks

◦− も)記号として用いられる．同様に，酸の解離に関する平衡定
数は，Ka，塩基の加水分解には Kb，水の解離には Kw がしばしば用いられる．

(20) ヘンリーの法則は，質量モル濃度あるいは濃度を用いて表現されることもある．それらに対応する単位は，それぞ
れ Pa kg mol−1 と Pa m3 mol−1 である．

(21) この量は，純粋な相または混合物中の物質，溶媒において用いられる．
(22) この量は，溶質に対して用いられる．
(23) Aは溶媒，B は一つまたはそれ以上の溶質である．
(24) 要素粒子 B は，その性質にかかわらず独立の溶質分子あるいはイオンなどである．それらの量は，オスモル

osmoles (浸透的に活性な要素粒子の物質量を意味する)と表されることもあるが，使うべきではない．
(25) この浸透圧の定義は，非圧縮性の液体に対するものである．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

活量 (活動度)係数 activity

coefficient

ラウールの法則を基準とする
referenced to Raoult’s law

f fB = aB/xB 1 11, 21

ヘンリーの法則を基準とする
referenced to Henry’s law

質量モル濃度に基づいた
molality basis

γm am,B = γm,BmB/m
◦− 1 11, 22

濃度に基づいた concentration

basis

γc ac,B = γc,BcB/c
◦− 1 11, 22

モル分率に基づいた mole

fraction basis

γx ax,B = γx,BxB 1 10, 21

イオン強度 ionic strength,

質量モル濃度に基づいた molality

basis

Im, I Im = (1/2)
P
i
mizi

2 mol kg−1

濃度に基づいた concentration

basis

Ic, I Im = (1/2)
P
i
cizi

2 mol m−3

浸透係数 osmotic coefficient,

質量モル濃度に基づいた molality

basis

φm φm =
μ ∗

A − μA

RTMA
P
B

mB
1 23, 24

モル分率に基づいた mole

fraction basis

φx φx = − μ ∗
B − μB

RT lnxB
1 22, 23

浸透圧 osmotic pressure 
 
 = −(RT/VA) lnaA Pa 23, 25

2.11.1 化学熱力学で使われるそのほかの記号と慣行

このことについては，文献 [81]にさらに詳しい記述がある．

(i) 物理化学過程あるいは反応の内容を説明するためにつけられる下付き添え字記号

これらの記号はピリオドをつけずローマン体で表記する．

吸着 adsorption ads

原子化 atomization at

燃焼反応 combustion reaction c

（溶液の）希釈 dilution (of a solution) dil

置換 displacement dpl

生成反応 formation reaction f

浸漬・浸液 immersion imm
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融解melting, fusion（固体 → 液体） fus

流体の混合mixing of fluid mix

反応一般 reaction in general r

（溶媒へ溶質の）溶解 solution (of solute in solvent) sol

昇華（固体 → 気体）sublimation (solid → gas) sub

転移（2相間の）transition (between two phases) trs

三重点 triple point tp

蒸発（液体 → 気体）vaporization, evaporation (liquid → gas) vap

　 (ii) 推奨される上付き添え字記号

活性錯体，遷移状態 activated complex，transition state ‡, �=
見かけの apparent app

過剰量 excess quantity E

理想 ideal id

無限希釈 infinite dilution ∞
純物質 pure substance ∗
標準 standard ◦−, ◦

　 (iii) 記号Δの使用例

ある過程における熱力学的示量量（示量変数）の変化をΔの記号で表すときには，以下のようにす
る．また性質の変化を表すためには，Δに添え字をつける．

《例》 ΔvapH = Δl
gH = H(g)−H(l) は蒸発過程におけるモルエンタルピーの変化を表す．

ΔvapH = 40.7 kJ mol−1 において，それ自身の蒸気圧下にある 100 ◦Cの水では，このような値
になる．この量はΔHvap と書いてもよいが，あまり推奨できない．

添え字 rは化学反応過程での変化を表すときに使う．ΔrH は次の式で定義される．

ΔrH =
∑
B

νBHB =
(
∂H/∂ξ

)
T,p

したがって，これらの変化量に数値を与えるときには，反応進行度 ξや化学量数 νB を定義する化
学量論反応方程式を，以下の例のように明記しておくことが重要である．

《例》 N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g), ΔrH
◦−(298.15 K) = −92.4 kJ mol−1

ΔrS
◦−(298.15 K) = −199 J mol−1 K−1

単位記号の中のmol−1 は，反応進行度当たりの変化量であることを表している．これらはモル反
応エンタルピー，モル反応エントロピーと呼ばれ，エンタルピー，エントロピー変化の全量との違い
をはっきりさせるために，下付き添え字m をつけておいてもよい．

“標準反応熱力学量”(standard reaction quantities)は特にたいせつな量で，次の式で定義される．
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ΔrH
◦− =

∑
B

νBHB
◦−

ΔrS
◦− =

∑
B

νBSB
◦−

ΔrG
◦− =

∑
B

νBμB
◦−

これらの記号を使うときは，どういう過程に対する変化量かをはっきり述べなけらばならない．親
和力との関係は

−A = ΔrG = ΔrG
◦− +RT ln

(∏
B

a νB
B

)
であり，標準平衡定数との関係は ΔrG

◦− = −RT lnK◦− である．活量係数の積は反応商 Qである
（p.70参照）．
燃焼 (combustion)という用語と記号 c は，物質の完全な酸化を表す．C, H, O以外の元素を含む
物質についての「完全な酸化」の定義については，[86]を参照．対応する反応式は，その物質の化学
量数 ν が−1となるように書く．

《例》 気体メタンの燃焼の標準エンタルピーはΔcH
◦−(CH4, g, 298.15 K) = −890.3 kJ mol−1 であ

り，次に示す反応を意味している．CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l)

生成 (反応)(formation)という用語とその記号 f は，その物質が基準状態にある元素から生成され
ることを表す．ここで基準状態 (reference state)とは，通常は，与えられた温度と標準圧力のもと
で，元素が最も安定になる状態をいう．対応する反応方程式は，その物質の化学量数 ν が+1になる
ように書く．

《例》 結晶の塩化水銀 (II) の生成の標準エンタルピーは ΔfS
◦−(HgCl2, cr, 298.15 K) = −154.3 J

mol−1K−1 であり，次に示す反応を意味している．Hg(l) + Cl2(g) → HgCl2(cr)

原子化 (atomization)という語とその記号の at は，その物質が気相の基底状態の構成原子に分解
される過程を表す．対応する反応方程式は，その物質の化学量数 ν が−1になるように書く．

《例》 液体の水の原子化の標準 (内部)エネルギーは ΔatU
◦−(H2O, l) = 625 kJ mol−1 であり，次に示

す反応を意味している．H2O(l) → 2 H(g) + O(g)

(iv) 標準状態（[1.j]および [81]参照）
温度 T での物質 B の標準化学ポテンシャル μ B

◦−(T ) とは，次の三つの異なる定義に従った標準
状態での化学ポテンシャルである．
気相の場合：気相の物質の標準状態とは，純気体であるか混合気体であるかにかかわらず，気相の
純物質Bが標準圧力 p = p◦−にあり，理想気体の性質を示すという (仮想的な)状態のことである．標
準化学ポテンシャルは次の式で定義される．

μB
◦−(T ) = lim

p→0

[
μB(T, p, yB, ...)−RT ln(yBp/p

◦−)
]

液体または固体の純相，混合相，または溶媒の場合：液体または固体物質の標準状態とは，それら
が純粋であるか，混合物であるか，あるいは溶媒であるかにかかわらず，液相または固相の純物質 B
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が標準圧力 p = p◦− にある状態をいう．標準化学ポテンシャルは次の式で定義される．

μB(T ) = μ∗B(T, p◦−)

溶液中の溶質の場合：液体または固溶体中の溶質の標準状態とは，溶質の理想的な希釈状態につい
て定義されるものである．すなわち，溶質 B が，標準モル濃度m◦−，標準圧力 p◦−において無限に希
釈された状態のようにふるまうとした（仮想的な）状態をいう．標準化学ポテンシャルは次の式で定
義される．

μB
◦−(T ) =

[
μB(T, p◦−,mB, ...)−RT ln(mB/m

◦−)
]∞

溶質 Bの化学ポテンシャルは，一定圧力 p = p◦− のもとで，質量モル濃度mB の関数として

μB(mB) = μB
◦− +RT ln(mBγm,B/m

◦−)

と書くことができる．質量モル濃度mの代わりに（物質量）濃度 cを変数に用いることがある．この
場合，上の 2式の中のmをすべて cに置き換えればよい．またモル分率 xが使われることもあるが，
この場合，式中のmは xで置き換えられる．ただし x◦− = 1である．溶質の標準状態はつねに理想
的に希薄な液体の性質に関するものではあるが，変数として，質量モル濃度m，（物質量）濃度 c，モ
ル分率 xのいずれを使うかによって，標準状態の定義そのものも化学ポテンシャルμ◦− の値も異なっ
てくる．

(v) 標準圧力，標準質量モル濃度，標準物質量濃度

原理的には，標準圧力 p◦−，標準質量モル濃度m◦−，標準物質量濃度 c◦−としてどのような値を選択
してもよいが，どの値を選んだかは明記しなければならない．例えば，高圧化学のデータを表記する
場合には，p◦− = 100 MPa (= 1 kbar) を使うのが便利である．
一般に，次の値がよく選択される．

p◦− = 0.1 MPa = 100 kPa ( = 1 bar)

m◦− = 1 mol kg−1

c◦− = 1 mol dm−3

上のm◦− と c◦− の値は広く採用されている．p◦− = 100 kPaの値は IUPACが 1982年に推奨した
ものであり [1.j]，熱力学データの表の作成にも推奨されている．1982年以前には標準圧力といえば
p◦− = 101 325 Pa (= 1 atm, 標準大気圧)であった．いずれにしても，p◦−の値はそのつど指定しな
ければならない．
異なる p◦−の値を使う場合の換算表は，[87-89]の文献にあげられている．新しい値として採用され
た p◦− = 100 kPaは，標準状態圧力 (standard state pressure)と呼ばれることもある．

(vi) 生化学的標準状態

生理学上の条件に近い特別な標準状態もよく使われる．生化学的標準状態としては，[H+] = 10−7

mol dm−3 が，しばしば選ばれる．溶質の濃度は，例えばリン酸塩の溶質の濃度を，それぞれの成分
(H3PO4, H2PO −

4 , HPO 2−
4 , PO 3−

4 ) の別々の濃度ではなく，溶質全体の濃度のようにしてまと
めることもある．標準状態や基準状態を指定するときには，特に注意が必要である [90,91]．
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(vii) 熱力学的性質

多くの熱力学量の値は物質の基礎的な化学的性質を表し，それに基づいてさらに計算を進めるとき
に役だつものである．これらの膨大な表は，例えば文献 [92-96]に掲載されている．データの値やそ
の不確かさを公表する場合には，特別な注意を払う必要がある [97,98]．

(viii) (元素の)基準状態

ある標準状態圧力を選んだとき，ある与えられた温度のもとで，その元素が最も安定な状態をいう
[16]．
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2.12 化学反応速度論と光化学
この表に記載されている名称や記号は，IUPACの推奨 [1.c,1.k]と [17]に基づいているが，完全に
一致しているわけではない．光化学に関するものは文献 [60]に掲載されており，化学速度論のデータ
の公表のしかたについては文献 [99]も参照されたい．化学速度論に関する用語集が文献 [100]に与え
られている．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

量X の変化速度 rate of change of

quantity X

.
X

.
X = dX/dt (不定) 1

変換速度 rate of conversion
.

ξ
.

ξ = dξ/dt mol s−1 2

濃度変化速度（化学反応における）
rate of concentration change

rB, vB rB = dcB/dt mol m−3 s−1 3, 4

(due to chemical reaction)

反応速度（物質量濃度に基づいた） v, vc v = νB
−1dcB/dt mol m−3 s−1 2, 4

rate of reaction (based on

amount concentration)

=
.

ξ /V

反応速度（数濃度に基づいた）
rate of reaction (based on

v, vC vC = νB
−1dCB/dt m3 s−1

number concentration),

(reaction rate)

反応の部分次数 partial order

of reaction

mB, nB v = k
Q
B

cB
mB 1 5

反応の総括次数 overall order

of reaction

m,n m =
P
B
mB 1

(1) 例えば，圧力変化の速度は ṗ = dp/dt で，SI単位は Pa s−1 であり，エントロピー変化 dS/dt 速度の SI単位は
J K−1 s−1 である．

(2) この量が適用される反応は，化学量論式を与えて特定しなければならない．
(3) この記号と定義は，要素粒子 Bに対して適用される．
(4) 類似した定義によって，分圧，数濃度，表面濃度などに基づいて，rB や v を定義することもできる．必要な

らば，異なる定義による反応速度を，例えば，vp = νB−1dpB/dt のように下付き添え字を使って識別するこ
とができる．反応速度は，既知で時間に依存しない化学量論の反応に対してのみ，特定の反応式を使って定義
することができる．また体積 V が一定で cB も一様である場合に限って，反応速度に関する第二の式が第一
の式から導かれる（さらに一般的には，この定義は局所的な濃度に対して適用されるべきものである）．微分
は，考えている化学反応についての微分でなければならない．流れのあるシステムのような開放系では，一般
に次の式によって表される輸送過程とともに，流入と流出の過程の効果を個別に考慮に入れなければならない．

(dcB/dt)total = (dcB/dt)reaction + (dcB/dt)transport

(5) 反応物 Bに適用される記号である．物質量に使われる記号 nとの混同を避けるために，記号mが使われている．
反応の次数は，特定の速度則が適用できるときのみ定義される．m は実数である．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

速度定数 rate constant, k, k(T ) v = k
Q
B
cB

mB (m3 mol−1)m−1 s−1 6

速度係数 rate coefficient

単分子反応の速度定数 rate constant

of unimolecular reaction

kuni,

kuni(T, cM)

v = kunicB s−1 7

高圧で at high pressure k∞ kuni(cM →∞) s−1 7

低圧で at low pressure k0 v = k0cMcB m3 mol−1 s−1 7

ボルツマン定数 Boltzmann

constant

k, kB J K−1

半減期 half life t1/2 c(t1/2) = c(0)/2 s

緩和時間 relaxation time, τ Δc(τ ) = Δc(0)/e s 8

寿命，平均寿命 lifetime,

mean life

活性化エネルギー（アレニウスの）
(Arrhenius) activation energy

EA, Ea EA = RT 2d(ln k)/dT J mol−1 9

(6) 速度定数 k と前指数因子 A は，通常 (dm3 mol−1)m−1 s−1 または分子当たりで (cm3)m−1 s−1 あるいは
(cm3 molecule−1)m−1 s−1 の単位で表される．“molecule” は単位記号ではないが，意味を明確にするために
しばしば書き込まれる．ただし，公認された使い方に従っているわけではない．k(T ) の記号は，温度依存性を強
調するために使われる．速度定数は，しばしば 10 を底とした常用対数で表される．

《例》 二次反応の速度定数に対しては，下記のようにも書ける．

k = 108.2 cm3 mol−1 s−1 は，lg (k/cm3 mol−1 s−1) = 8.2

k = 10−12.6 cm3 s−1 は，lg (k/cm3 s−1) = −12.6

(7) 単分子反応の速度は，衝突相手Mの濃度 cM に対する依存性を示す．温度と “圧力”に依存することを強調するに
は，kuni(T, cM) と書く．高圧の極限 cM(→∞) では，この依存性はなくなる．低圧 cM(→ 0)では，cM につ
いて反応の部分次数は 1 となる．この場合には，二次の速度定数 k0 を定義できる．

(8) τ は濃度変化 Δc がその初期値 Δc(0) の 1/e に落ちるまでの時間間隔として定義される．放射能の減衰のように
物質濃度が t→∞でゼロになる場合には，緩和時間はその物質（放射性同位体）の平均寿命である．寿命または
減衰時間は，半減期とは区別しなければならない．

(9) 定義式として

EA = −Rd(ln k)/d(1/T )

を使うこともできる．アレニウスの活性化エネルギーという用語は，表中に定義された「実験で得られる量」に対
してのみ使用すべきである．また上の定義式とは違う活性化エネルギーを用いた経験式，例えば

k(T ) = A′ Tn exp(−Ea
′/RT )

なども使われている．これらの式で，A′, n, Ea
′ は温度に依存しないパラメーターである．

　活性化エネルギーという用語は，電子ポテンシャルにおけるエネルギーのしきい値 (電子エネルギー障壁の高
さ)でも使われる．この意味の “活性化エネルギー” には，E0 という記号と，しきいエネルギーという名称を使う
ことが望ましい．しかし，Ea も広く使われている．さらに E0 には，反応物および遷移状態のゼロ点エネルギー
の補正を含む場合と含まない場合がある．
　このような事情なので，一つの文章の中でどんな活性化エネルギーが何を意味するかを正確に指定しておかなけ
ればならない．“（アレニウスの）活性化エネルギー” という用語は，表中で定義された意味だけに使用すべきで
ある．EA は温度に依存するので，EA(T ) とも書かれる．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

前指数因子pre-exponential factor, A A = k exp(EA/RT ) (m3 mol−1)m−1 s−1 9, 10

頻度因子 frequency factor

剛体球半径 hard sphere radius r m

衝突直径 collision diameter dAB dAB = rA + rB m

衝突断面積 collision cross section σ σ = �dAB
2 m2 11

A,B間の平均相対速さ
mean relative

speed between A and B

cAB cAB = (8kT/�μ)1/2 m s−1 12

衝突頻度 collision frequency

Aの Aとの of A with A zA(A) zA(A) =
√

2 CAσc s−1 11

Aの Bとの of A with B zA(B) zA(B) = CBσcAB s−1 11

衝突密度 collision density,

衝突数 collision number

Aの Aとの of A with A ZAA ZAA = CAzA(A) s−1 m−3 13

Aの Bとの of A with B ZAB ZAB = CAzA(B) s−1 m−3 13

衝突頻度因子 collision frequency zAB zAB = ZAB/LcAcB m3 mol−1 s−1 13

factor

平均自由行程mean free path λ λ = c/zA m

衝突パラメーター impact

parameter

b m 14

散乱角 scattering angle θ 1, rad 15

微分断面積 differential cross

section

Iji Iji =dσji/d� m2 sr−1 16

(10) Aは温度に依存するので，A(T ) とも書かれる．
(11) 剛体球衝突モデルでは，衝突断面積 σ は定数であるが，一般にはエネルギーに依存する．さらに温度に依存する

平均衝突断面積も定義できる（注 16 参照）．C は数濃度を表す．
(12) μは換算質量で，μ = mAmB/(mA +mB)で定義される．
(13) ZAA と ZAB は，A分子のみあるいはAと B分子を含む系で単位時間，単位体積当たりに，それぞれ AA衝突

あるいは AB衝突が起こる回数を表す．3 体衝突についても，類似の取り扱いができる．
(14) 衝突パラメーター bは 2粒子間の個々の衝突を特徴づける量で，粒子の軌道が衝突によって曲げられることがな

いと想定したときの最接近距離を意味する．
(15) θ = 0 は，散乱で方向が曲げられないことを意味する．
(16) これらの行列記号で，最初の添え字は終わりのチャンネルを，2 番目の添え字は始めのチャンネルを表す．iと j

はそれぞれ反応物チャンネルと生成物チャンネルを示す．�は立体角で，dσji/d� は（単位立体角当たりの散
乱粒子の流れ）を（単位面積当たりの入射粒子の流れ）で除した量に等しい．弾性衝突では i = j である．Iji も
σji も相対運動の全エネルギーに依存するので，Iji(E), σji(E) と書かれる．一般の衝突理論では，速度係数を
エネルギーに依存する全衝突断面積の関数として

kji(T ) =
“8kBT

�μ

”1/2
Z ∞

0

“ E

kBT

”
σji(E) exp(−E/kBT )

“ dE

kBT

”
のように表す．ここで E は並進衝突エネルギー，μは換算質量である（注 12 参照）．この式で積分式は熱的に平
均された衝突断面積 〈σji〉 と見ることができ，熱平衡状態での衝突頻度を計算するのに用いられる（注 11参照）．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

全断面積 total cross section σji σji =
R
Iji d� m2 16

散乱行列 scattering matrix S 1 17

遷移確率 transition probability Pji Pji = |Sji|2 1 16, 17

標準活性化エンタルピー standard Δ‡H◦−,ΔH‡ k(T ) =
kT

h
exp
“Δ‡S◦−

R

”
enthalpy of activation × exp

“−Δ‡H◦−

RT

”
J mol−1 18

活性化体積 volume of activation Δ‡V ◦−,ΔV ‡ Δ‡V ◦− =

−RT (∂(lnk)/∂p)T m3 mol−1

標準活性化内部エネルギー standard

internal energy of activation

Δ‡U ◦−, ΔU‡ J mol−1 18

標準活性化エントロピー standard

entropy of activation

Δ‡S◦−, ΔS‡ J mol−1 K−1 18

標準活性化ギブズエネルギー
standard Gibbs energy of

activation

Δ‡G◦−, ΔG‡ Δ‡G◦− = Δ‡H◦− − TΔ‡S◦− J mol−1 18

遷移状態の分子分配関数molecular q‡, q‡(T ) k∞ =

partition function for

transition state

κ
kBT

h

q‡

qA
exp(−E0/kBT ) 1 18

透過係数 transmission coefficient κ, γ κ =
k∞h
kBT

qA
q‡

exp(E0/kBT ) 1 18

単位体積当たりの分子分配関数
molecular partition function

per volume

q̃ q̃ = q/V m−3 18

(17) 散乱行列 Sは，量子散乱理論で使われる量である [101]．Sはユニタリー行列で，SS† = 1である．Pji = |Sji|2
は衝突相手がチャンネル i で入射して，チャンネル j で出て行く確率を表す．

(18)Δ‡H◦−, Δ‡U ◦−, Δ‡S◦−, Δ‡G◦− などの量は，化学反応の遷移状態理論で用いられる．これらは素反応に関連す
る場合に限って適切に用いられる．速度定数 k とこれらの量との関係は一般的に

k = κ(kBT/h) exp(−Δ‡G◦−/RT )

によって与えられる．ここで k は一次速度定数の次元を持つ．n 次の反応に対する速度定数は (c◦−)1−n を
掛けて得られる．理想気体の二分子反応では，V ◦− = (c◦−)−1 = (kT/p◦−) を掛ける．κ は透過係数で，また
Δ‡G◦− = Δ‡H◦−−T Δ‡S◦− の関係がある．標準状態を表す記号 ◦− はしばしば省略されて，Δ‡H, Δ‡U , Δ‡S,

Δ‡G と表記される．しかし，標準状態を表す記号を省略すると，これらの量があいまいになる．一般に p◦− や
c◦− のとり方によって，Δ‡H◦−, Δ‡S◦−, Δ‡G◦− などの値は影響を受ける．
　遷移状態理論を統計力学の式で表すと，高圧極限での一分子反応の k∞ は表中の式になる．二分子反応の場合は

kbi = κ
kBT

h

eq‡eqAeqB exp(−E0/kBT )

で与えられる（しばしば κ = 1 と仮定する）．ここで q‡ は遷移状態の分配関数で，eq‡, eqA, eqB はそれぞれ遷移状
態および反応相手A，Bの単位体積当たりの分配関数である．E0 は反応のしきいエネルギーで，これ以下では反
応は起こらないと仮定する．遷移状態理論では，それは遷移状態のゼロ点準位と反応物のゼロ点準位との差である．
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2 物理量の表

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

E, J での単分子反応の特性速度
定数 specific rate constant of

unimolecular reaction at E, J

kuni(E, J) kuni(E, J)

= −d(ln cA(E, J))

dt

s−1 19

衝突エネルギー Et での二分子反応
の特性速度定数 specific rate

constant of bimolecular

reaction at collision energy Et

kbi(Et) kbi(Et) = σ(Et)
p

2Et/μ m3 s−1 11

状態密度 density of states ρ(E,J, · · · ) ρ(E, J, · · · )
= dN(E, J, · · · )/dE

J−1 19

状態数（和）number (sum) of states N(E), W (E) N(E) =
ER
0

ρ(E′) dE′ 1 19

遷移状態の状態密度 density of

states of transition state

ρ‡(E) ρ‡(E) = dN‡(E)/dE J−1 19

遷移状態の状態数 number of

states of transition state

N‡(E), W ‡(E) N‡(E) =
ER

E0

ρ‡(E′) dE′ 1 19

開いた断熱反応チャンネルの数
number of open adiabatic

reaction channels

W (E) W (E)

=
P
a

H(E − Va
max)

1 19

ミカエリス定数Michaelis constant KM v =
V [S]

KM + [S]
mol m−3 20

速度 (係数)行列 rate (coefficient)

matrix

K, Kfi −dc

dt
= K c s−1 21

量子収率 quantum yield,

光化学収率 photochemical yield

�, φ 1 22

蛍光速度定数 fluorescence

rate constant

kf
d[hν]f

dt
= kf c

∗ s−1 23, 24

自然寿命 natural lifetime τ0 τ0 = 1/kf s 23

自然線幅 natural linewidth �, �f � = �kf J 23

前期解離線幅 predissociation

linewidth

�p, �diss �p = �kp J 23

(19) 単分子反応理論では，分子 Aの濃度 cA がエネルギー E(やそのほか，角運動量量子数 J のようなよく規定され
た量子数)の関数としてわかっている分子集団に対して速度定数を考案することがたいせつである．擬平衡理論，
すなわち統計的断熱チャンネル・モデル (SACM)の Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus (RRKM)理論の枠内
では，速度定数に対して遷移状態理論と同等な表現が得られる．すなわち，単分子速度定数は RRKM の表式

k(E) =
N‡(E)

hρ(E)

で与えられる．ここで ρ(E)は分子の状態密度，N(E) は，E より低いエネルギーを持つ分子状態の総数，すな
わち

N(E) =
X

i

H(E − Ei) =

EZ
0

ρ(E′) dE′
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である．N‡(E)は，それに対応する遷移状態の数である．統計的断熱チャンネル・モデルの枠内では

k(E,J) = κ
W (E, J)

hρ(E, J)

が得られる．V max
a は断熱チャンネル a のポテンシャルの最大値，H(x) はヘビサイド関数（4.2 節 p.129 参

照），J は角運動量量子数である [102]．ここに現れた J のほかにも，運動の定数が存在する可能性がある．
(20) ミカエリス定数は，次の酵素触媒機構の式に現れる速度定数の比である．

k1 k2
E + S � (ES) � E + P

k−1 k−2

ここで Eは酵素，S は基質，ES は酵素・基質複合体，Pは生成物である．V は最大速度と呼ばれる [100]．
(21) 一般化された一次の速度論では，反応速度式は濃度ベクトル c = (c1, c2, · · · , cn)T と，一次反応の速度係数Kfi

を行列要素とする行列方程式として書くことができる．
(22) 一般に量子収率 φは，定義された事象の数を吸収された光子数で除した比として定義される [60]．光化学反応で

は，量子収率は

φ =

˛̨̨̨
˛ dξ/dt

dnγ/dt

˛̨̨̨
˛

で定義できる．これは変換速度を光子の吸収速度で除したものである．
(23) 自然放出 (蛍光)による指数関数的減衰に関しては，励起状態の濃度 c∗ の減衰に対して

d[hν]

dt
= −dc∗

dt
= kfc

∗

となる．ローレンツ関数型の吸収スペクトル線の半値全幅�は，蛍光の速度定数に関連づけられる．前期解離に
よって生じる線幅 �p は，前期解離速度定数 kp と関係している．しかし実際には，スペクトル線幅にはほかの
原因による寄与もある．

(24) 光子の量の単位として「アインシュタイン」という名称が使われる場合がある．ここで 1アインシュタインは，1

モルの光子を意味したり，周波数 ν の単色光の光子 1モルのエネルギー NAhν を意味したりする．

2.12.1 化学反応速度論で使われるそのほかの記号，用語と慣行

ここに記述されているもの以外については [100]参照．

(i) 素反応

分子レベルで一段階で起こる反応を素反応という．左から右への 1本線矢印で一方向の反応として
定義する慣習である．左辺に書かれる反応に関与する粒子の数は，素反応の分子度molecularityと
呼ばれている．

《例》 A → B + C 単分子反応 unimolecular reaction (monomolecularともいう)

A + B → C + D 二分子反応 bimolecular reaction

A + B + C → D + E 三分子反応 trimolecular reaction (termolecularともいう)

(ii) 複合機構（composite mechanism）
二つ以上の素反応からなる反応は，複合機構で起こるといわれる．複雑機構，間接機構，逐次機構
などと呼ばれることもある．連鎖反応機構，触媒反応機構などは，その特別な例である．
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《例》 ある単純な機構が，順方向反応および逆方向反応からなっている．
A → B + C

B + C → A

この場合には，普通は次の 1行の式で表す．
A � B + C

しかし，反応速度論では，これを正味の反応と区別するために，後者は二つの片側の矢印，または
等号を使って表すとよい．

A � B + C

A = B + C

複合機構を用いて正味の反応を表すときは，式の中で 1本線の矢印を使うべきではない．

《例》 A→ B + C 単分子素反応 unimolecular elementary reaction

B + C → D + E 二分子素反応 bimolecular elementary reaction

A = D + E 正味の反応 net reaction（上記二つの素反応の和で，素反応ではない
ので分子度molecularityは決められない

さらに，反応速度と速度定数を定義する化学量論式と，素反応と速度則を定義する式とを区別する
ことも有効である．

《例》 高圧極限でのメチルラジカルの再結合
素反応は CH3 + CH3 → C2H6

これは二次の速度則に従う．一方，もし化学量論式
2 CH3 = C2H6

を用いると，反応速度の定義により

vC = −1

2

dCCH3

dt
= k CCH3

2

となる．
CH3 = (1/2) C2H6

という化学量論式を用いると，反応速度は

vC = −dCCH3

dt
= k′ CCH3

2

となる．したがって k′ = 2k である．

速度係数は与えられた化学量論式によってのみ定義される．これは反応エンタルピーと同様である．
あいまいさを避けるには，化学量論式と反応速度を与える微分方程式をつねに明記することが推奨さ
れる．特に断りがなければ，化学量数は (素反応に対しては) 反応式のものと一致させるべきである．
しかし，化学量論式として反応式を用いることが，いつも可能であるとは限らない．
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《例》 水素原子に対する三分子反応
素反応は H + H + H → H2 + H

で三次の速度則に従う．化学量論式は
2 H = H2

であり，反応速度の定義から，次式となる．

vc = −1

2

d[H]

dt
= k [H]3

同じ化学量論式を持つ二分子反応H + H → H2は，異なる（きわめて可能性の低い）素反応であっ
て，上の三分子反応と同じではない．もう一つの例をあげよう．化学量論式はA = Bで，その速度
が vc = −d[A]/dt = k[A][X] (�= d[X]/dt = 0)で定義される触媒反応 X + A → X + B がある．し
かし前述の例と同様に，単分子反応A → B も存在し，これは同じ化学量論式で表されるが，異なる
素反応である．
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2.13 電気化学
電気化学の概念・用語・記号などについては [1.j]および [103-107]参照．電気化学工学については

[108],半導体電気化学と光・電気化学エネルギー変換については [109]，腐食に関係する用語は [110]，
電気化学系のインピーダンスについては [111]，界面動電現象については [112]，電気化学バイオセン
サーは [113]，化学修飾電極については [114]の文献をそれぞれ参照．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

電気素量 elementary charge e 陽子の電荷 C

ファラデー定数 Faraday constant F F = eNA C mol−1

イオンの電荷数 charge number

of an ion

z zB = QB/e 1 1

イオン強度 ionic strength,

質量モル濃度に基づいた
molality basis

Im, I Im = (1/2)
P
i
mizi

2 mol kg−1

濃度に基づいた
concentration basis

Ic, I Ic = (1/2)
P
i
cizi

2 mol m−3 2

イオンの平均質量モル濃度
mean ionic molality

m± m±(ν++ν−) = m+
ν+m−ν− mol kg−1 3

イオンの平均活量係数mean ionic

activity coefficient

γ± γ±(ν++ν−) = γ+
ν+γ−ν− 1 3

イオンの平均活量mean ionic

activity

a± a± = m±γ±/m◦− 1 3, 4, 5

電解質の活量 activity of an

electrolyte

a(Aν+Bν−) a(Aν+Bν−) = a±(ν++ν−) 1 3

pH pH pH = − lg(aH+) 1 5, 6

(1) 要素粒子 Bについて定義する．
(2) 陰極電流との混同を避けるために，濃度に基づいたイオン強度を表すのに Ic（添え字はローマン体）や I，また電

流に I の記号が使われている場合には，μの記号が用いられる．
(3) ν+ および ν− は，電解質 Aν+Bν− の化学式の原子数（または基数）に対応する陽イオンおよび陰イオンの数で

ある．

《例》 Al2(SO4)3 の場合には ν+ = 2 および ν− = 3 となる．

　 m+ と m− および γ+ と γ− は，それぞれ陽イオン，陰イオンの質量モル濃度および活量係数である．Aν+

Bν− のモル濃度がmの場合は，m+ = ν+m, m− = ν−m となる．同様の定義は，平均イオン濃度 c± でも使
われている．

(4) m◦− = 1 mol kg−1

(5) 個々のイオンについては，活量 a+, a− も活量係数 γ+, γ− も実験的に決定できない．
(6) pH の定義は，2.13.1 節 (viii) p.90 に与えられている．pH の記号は 1.3.1 節 p.5 で述べた物理量の記号として

は例外で，2 文字からなり，しかもローマン体で書かれる．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

外部電位 outer electric potential ψ V 7

表面電位 surface electric potential χ V 8

内部電位 inner electric potential φ φ = χ+ ψ V

ボルタ電位差 Volta potential

difference

Δψ Δ�
�ψ = ψ� − ψ� V 9

ガルバニ電位差Galvani potential

difference

Δφ Δ�
�φ = φ� − φ� V 10

電気化学ポテンシャル
electrochemical potential

eμB
� eμB

� = (∂G/∂nB
�)T,p,nj �=B

= μB
�◦−+RT ln aB+zBFφ

�
J mol−1 1, 11

表面電荷密度 surface charge

density

σ σ = Qs/A C m−2 12

電極電位 electrode potential E,U V 13

電気化学電池の電位差 potential

difference of an electrochemical

cell, 電池電位 cell potential

Ecell, Ucell Ecell = ER − EL V 14

(7) ψ� は �相の持つ電荷Qがつくる静電ポテンシャルで，古典電磁気学で計算できる．例えば，真空中に置かれた半
径 r の導体球が正味 Qの電荷を持っていれば，ポテンシャルは ψ = Q/4�ε0r である．

(8) 表面電位は，質量がゼロの理想静電荷が �相と �相の境界の双極子層を貫通して移動するのに必要な仕事を電荷で
除した値として定義される．しかし χ の絶対値は決定できない．その差だけが測定できる．

(9) Δψ は � 相と �相にある電荷がつくる外部電位の差で，これは測定できる量である．
(10) Δφは，体積相 � と � の中の 2点の内部電位の差である．両相が同じ組成である場合にのみ測定可能である．
(11) イオン Bのある相での電気化学ポテンシャルは，そのイオンの部分モルギブズエネルギーである．“電気化学ポ

テンシャル”という特別な名前をつけて，その記号 eμB の上にティルダ（波形の記号）をつけるのは，そのイオン
に対して部分モルギブズエネルギーは内部電位 φ と化学組成に依存することを忘れないようにするためである．
異なる化学組成の �, �相および異なる内部電位の間でのイオン Bの電気化学ポテンシャルの差は

eμB
� − eμB

� = μB
�◦− − μB

�◦− +RT ln
`
aB�/aB�´

+ zBF
`
φ� − φ�´

で与えられる．一般的には組成に依存する項と内部電位に依存する項とを分離することはできない．その理由は
イオンの相対活量 aB も，異なる化学組成の 2相の間の電位の差も，測定できないからである．しかし，電気化
学ポテンシャル自身はつねにはっきりと規定できる．そして，異なる内部電位を持つ多相系では，イオン Bの相
間移動についての平衡は，すべての相で電気化学ポテンシャルが等しいときに成立する．

(12) Qs は境界面の片面に存在する電荷，Aはその面の面積である．金属や半導体の電極の場合，慣例として電荷は電
極側のものとする．

(13) 電極電位の絶対値は測定することができない．したがって，E は何か基準となる電極の電位，例えば，標準水素
電極（SHE）（2.13.1 節 (vi) p.89 参照）の電位に対する相対的な値をとる．絶対電極電位の概念については文
献 [106] 参照．

(14) 電気化学電池の二つの電極は添え字 L（左），R（右）または数字 1，2で区別する．この方法は電池を図で表すと
きに便利である (2.13.1節 (iii) p.88 参照)．EL と ER は，二つの電極電位を表す．電気化学工学では，例外的
に電位を U で表す．局部的な電荷移動により化学的平衡が成立し，電池を流れる電流がゼロになったときの電極
電位 Ecell の極限値は，かつては起電力 (emf)と呼ばれていた．しかし電位差は力ではないので，起電力という
用語を使うことは推奨できない．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

電気化学反応の電子数（電荷数）
electron number of an

electrochemical reaction

(charge number)

z, n z = |νe| 1 15

標準電極電位 standard electrode

potential

E◦− E◦− = −ΔrG
◦−/zF V 16, 17

平衡電極電位（電気化学反応の） Eeq Eeq = E◦− V 15−18

equilibrium electrode potential −(RT/zF )
P
i
νi ln ai

(of an electrochemical reaction)

形式電位 formal potential E◦−′ Eeq = E◦−′

−(RT/zF )
P
i
νi ln(ci/c

◦−)

V 15, 19

液間電位差 liquid junction

potential

Ej 20

電流 electric current I I = dQ/dt A 21

電流密度 electric current density j, j j = I/A A m−2 22

ファラデー電流 faradaic current IF IF = Ic + Ia A 23

還元速度定数 reduction rate

constant

kc Ic = −nFAkc
Q
B

(cB
′) nB (不定) 1, 15, 24

酸化速度定数 oxidation rate

constant

ka Ia = nFAka
Q
B

(cB
′) nB (不定) 1, 15, 24

(15) z（または n）は，記載されている平衡電極反応での電子の数である．これは正の整数で，電極反応の電子の化学
量数を νe とすると，|νe|に等しい．n の記号は，物質量と混同される心配がないときに使われる．

(16) ◦− と ◦ の記号は，標準状態を表すときに使われる．どちらを使っても差し支えない．
(17) 標準電位とは，標準条件のもとでの電極の平衡電位の値である．ΔrG◦− は，還元過程として書かれた電極反応の

標準水素電極を基準とした標準ギブズエネルギーである（2.13.1節 (vi) p.89参照）．電極電位は，電池を通して
電流が流れず，そして電池図で表される相の境界（電解質‐電解質接合の場合を除く）を横切る局所的電荷移動
の平衡および相の間での局所的化学平衡が成立しているときに平衡値をとる．

(18) これはネルンスト式である．電極反応にかかわる
P
νi ln ai の式において，ai は反応に関与する化学種の活量，

νi は還元過程として書かれた電極反応式において，それぞれの化学種の化学量数である．νi は生成物に対しては
正，反応物に対しては負の値をとる．平衡電位はネルンスト電位または可逆電位とも呼ばれる．

(19) E◦−′ は，それぞれの化学種の濃度はわかっているが活量がわかっていないときに，電気化学実験の結果から計算
される量である．その値は電解質溶液の組成に依存する．対数 lnの引数は無次元でなければならないから，濃度
ci は標準濃度 c◦− で除して規格化する．可溶の化学種については，一般に c◦− = 1 mol dm−3 である．

(20) Ej は接している 2 種の電解質溶液の間のガルバニ電位の差である．
(21) Qは電池の外部回路から移動してきた電荷である．
(22) 形式上は，電流密度はベクトル量で，dI = j · endA である (2.3節 注 2 p.18 参照)．
(23) IF は 反応物+ ne− →生成物 という電極反応により進む電極反応の電荷移動で生じる 電極 |電解溶液 の界面

を流れる電流である．Ic は還元反応によるカソード部分電流，Ia は酸化反応によるアノード部分電流で，定義に
より Ic は負，Ia は正である．平衡電位のもとでは Ia = −Ic = I0（交換電流），ja = −jc = j0（交換電流密
度）である．添え字 F, c, aにさらに lim の添え字をつけることで，I や j の極限値を表す．

(24) 一次反応のときの SI 単位は m s−1 である．ここで n（または z）は電気化学反応で移動する電子数，cB′ は相
の境界での濃度，nB は要素粒子 Bについての反応の次数である．kc や ka の代わりに，かつて使われていた記
号 kred, kf ,

−→
k などや kox, kb ,

←−
k などを使うことは推奨できない．
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名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

移動係数 transfer coefficient α, αc αc =

− (RT/nF )d(lnkc)/dE

1 15, 25

過電圧 overpotential η, Eη η = E − Eeq V

ターフェル勾配 Tafel slope b b = (∂E/∂ ln |IF|)ci,T,p V 26

質量移動係数mass transfer

coefficient

kd kd,B = |νB | Ilim,B/nFcA m s−1 1, 15, 27

界面動電位（ζ-ポテンシャル）
electrokinetic potential

(ζ-potential)

ζ V

伝導率 conductivity κ, (σ) j = κE S m−1 22, 28

電気移動度 electric mobility u, (m) uB = |vB|/|E| m2 V−1 s−1 1, 29

イオン伝導率 ionic conductivity, λ λB = |zB|FuB S m2 mol−1 1, 30, 31

イオンのモル伝導率molar

conductivity of an ion

モル伝導率
molar conductivity

� �(Aν+Bν−)

= ν+λ+ + ν−λ−
S m2 mol−1 1, 30, 31

輸率 transport number t tB = λBcB/
P
i
λici

= jB/
P
i
ji

1 1

(25) α または αc はカソード移動係数とも呼ばれる．同様にしてアノード移動係数は αa = (RT/nF )d(ln ka)/dE

で定義される．同じ電位のもとでは αa = 1− αc である．対称因子 β は，電子が 1 個だけ移動する素反応のス
テップ i におけるカソード移動係数で，αa と αc は対称関係にある．

(26) ターフェル勾配 bは実験的に求まる量で，そこから速度論の情報が得られる．
(27) 質量移動係数は流束を濃度で除した量である．定常状態での質量輸送では kd,B = DB/δB と表記される．ここで

δB は拡散層の厚さ（モデルに依存する），DB は要素粒子 Bの拡散係数である．さらに詳しくは文献 [17]参照．
(28) 伝導率 (conductivity) はかつて比伝導度 (specific conductance) と呼ばれていた．E は電場強度ベクトルで

ある．
(29) vB は要素粒子 Bの泳動速度，|E|は関係する相の中の電場強度である．
(30) モル伝導率に対して，S cm2 mol−1 の単位がよく使われる．伝導率は κ =

P
λici に等しい．

(31) モル伝導率を論じる場合には，要素粒子を規定することが重要である．イオン電荷 zB を規格化する目的で，要素
粒子としてイオン濃度の 1/zB をとる習慣がある．ここで zB はイオンの電荷数である．そうすれば，例えば，
カリウム，バリウム，ランタンイオンに対して，いわゆる当量要素粒子の分子伝導率（かつては当量伝導率と呼
ばれた）λ(K+), λ((1/2) Ba2+) または λ((1/3) La3+) を論じることになる [115]．

2.13.1 電気化学で使われる記号および表記法と慣行1) [訳注1]

（訳注 1：電気化学の分野では，国際的な用語の使い方と，わが国の慣習的な使い方の一部に，見過ごせない「大きな
違い」がある．すなわち，原文（i）の表題は「electrochemical cells」であるが，この用語には本来，以下の二つの異
なる内容が含まれていて，わが国では，通例これらを次のように明確に区別している．一つは「(化学)電池（英文では
galvanic cells）」で，もう一つは「電解槽（英文では electrolytic cells）」である（「文部省学術用語集（化学編）増
訂２版，日本化学会編（1986）」によれば，electrolytic cell の訳は「電解槽」である）．本書の原文で使われている
electrochemical cells という用語は，下記の（i），（ii），（vii）では「電池」と「電解槽」の両方を含んでいる．そこで

1) これは 1953 年に採用された「ストックホルム慣用法」と一致している [103]）．
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以下では「電気化学セル」と訳す．一方，（iii）～（vi）では，主に「電池」だけを指しているので，「電気化学電池」あ
るいは単に「電池」と訳すことにする）

(i) 電気化学セル

通常の電気化学電池は，少なくとも二つの（普通金属の）電子伝導体が，イオン伝導体（電解質）
に接している構造を持っている．電気化学セルを通過する電流は，ゼロのときもゼロでないときもあ
る．電流が流れているときの電気化学セルは，自動的に化学反応が起こって化学エネルギーが電気エ
ネルギーに転換されているガルバニ電池か，または電気エネルギーが化学エネルギーに転換されてい
る電解槽かのいずれかである．どちらの場合でも，一部のエネルギーは（正または負の）熱に変わっ
ている．

(ii) 電極

電極という用語には，現在二つの使い方がある．すなわち (i) 外部回路に接続された（主として金
属の）電子を流す導体と，(ii) 一つの電子伝導体と少なくとも一つのイオン伝導体から構成される半
電池（half cell）と呼ばれるものである．普通，電気化学では後者が対象となる．

(iii) 電池の表し方

電池は，次の例が示すような電池図で表現される．

《例》 Pt(s) | H2(g) | HCl(aq) | AgCl(s) | Ag(s)

Cu(s) | CuSO4(aq) ZnSO4(aq) | Zn(s)

Cu(s) | CuSO4(aq) KCl(aq, sat) ZnSO4(aq) | Zn(s)

上の電池図で，1本の縦線 ( | ) は相境界を，1本の縦破線 ( ) は混和しうる液体間の接合を，二重
の縦破線 ( ) は液間電位差がないと仮定される液絡を表す．

(iv) 電池の電位差

電池の電位差は，電池図の右端の電極につけられた金属導体と，左端の電極につけられた同種の金
属導体の間で測定する．電位差は，同じ組成の物質の 2片の間でのみ正確に測定される．実際はほと
んどすべての場合に，それぞれの電極に銅片を付着させる．
銅 |電極材の境界には，接触電位差が存在する．その値は，電極電位の中に定数として取り込まれ
ている．
一つの溶液からほかの溶液に拡散していく速度が陽イオンと陰イオンとでは異なるので，組成の違
う二つの溶液が混和しない場合や，混合を避けるため隔膜やほかの手段で隔てている場合には，液体
の接合に液間電位差Ej が現れる．もしこれらの接合に平衡が成立していない場合には，電池は値が
わからない液間電位差を含むことになる．測定される電位差に対して，二つの混和する電解質溶液の
境界で発生する液間電位差の影響を最小にするため，あるいはそれからの寄与を安定化するために，
例えば，前節 (iii) の例の 3 番目の電池のように，塩橋が一般に用いられる．二つの混和しない電解
質溶液の境界では，平衡となった電荷へ偏りのために熱力学的な分布電位が発生する．

(v) 電気化学電池反応の標準電位

電池電流がゼロで，また各種電極反応において，すべての局所的な電荷移動や，すべての局所的な
化学平衡が達成されている場合には，電池の電位差と全電池反応のギブズエネルギーとの間に

ΔrG = −zFEcell,eq
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の関係が成立する．ここで，接合の液間電位差を無視できるとした．もし書かれた電池内の反応が自
動的に起こっているとすると，ΔrGは負で，したがってEcell は正である．もし電池図の電極の順序
がこれと逆に書かれるならばΔrGは正で，したがってEcellは負である．電流がないときの電池の平
衡電位は

Ecell,eq = E◦−cell,eq − RT

zF

∑
i

νi ln ai

で与えられる．ここで ai は電池反応に関与する化学種の活量，νi は電池反応に関与する化学種 iの
化学量数である（注 15,16 p.86参照）．

(vi) （電気化学反応の）標準電極電位

電気化学反応の標準電位，あるいは略して標準電位と呼ばれる量は，電池図において左端の（半電
池の）電極が標準水素電極（SHE）で，右端がいま問題にしている電極であるという仮想的な電池の
標準電位として定義される．このことは，電池反応は水素分子の酸化反応をつねに含むことになる．
標準水素電極は，単位活量の H+ 溶液で，かつ標準圧力 105 Paに相当したフガシティーを持つH2

気体で飽和した溶液に接触した白金電極から構成されている (2.11.1節 (v) p.74参照)．溶解したイ
オンと平衡にある金属電極の電池図は

Pt | H2 | H+ Mz+ | M

で，次の反応が起こっている，

Mz+ + (z/2) H2(g) = M + z H+

この図はE(Mz+/M)と略記できるが，記号の順序を変えてはならない．上に定義したように標準
水素電極は溶液に限られる．水溶液系あるいは非水溶液系の電極電位の測定についてのさらに詳しい
情報は [103,107]参照．

(vii) アノード（anode）とカソード（cathode）[訳注2]

（訳注 2：国際的には，anode と cathode は，それぞれ，酸化の起こる電極，および還元の起こる電極と考え，「電
池」と「電解槽」の電極を統一的に考えている．それに対して，わが国の電気化学の伝統的な慣習では，これらを別個に
考え（このことも便利であるが），「電池」では，anode を負極，cathode を正極と呼び，「電解槽」では，anode を陽
極，cathode を陰極と呼んでいる．このため，anode，cathode の名称の訳は混乱を起こしかねないので，特別な注意
が必要である．下表を参照）．

訳注表 anode と cathode

英語名称 反応 電池（galvanic cell） 電解槽（electolytic cell）

anode 酸化反応 負極（またはアノード） 陽極

cathode 還元反応 正極（またはカソード） 陰極

anode[ǽnoud]，cathode[kǽ�oud] の発音にも，注意しなければならない．
表の太線の左側は，国際的な概念を表示し，右側は，わが国の電気化学の慣習に基づいた概念と命名（上記，文部省

学術用語集による）である．国際学会など，国際的な場での発表などでは，アノード，カソードと日本語で発音しても通
じる保証はなく，概念も，上記のように根本的に違うので，（vii）の英語原文も読み，この違いを十分に理解しておく必
要がある）

アノードおよびカソードという用語は，正味の電流が流れている電気化学セルの場合のみに使われ
る．電流が流れていない電池では，プラス極およびマイナス極という語が使われる．アノードとは，
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そこで酸化反応が優勢な電極のことで，そこでは電子が生成されているか（ガルバニ電池），電子が引
き出されている（電解槽）．カソードとは還元反応が優勢な電極で，そこでは外部回路を通ってカソー
ドに達したアノードからの電子を消費している．電子は低い電位より高い（より正の）電位に向かっ
て流れるから，ガルバニ電池ではアノード（負極）からカソード（正極）へ流れ，一方，電解槽では
アノード (陽極)から電子が引き抜かれ，外部電源によってカソード (陰極)に向かって流れる．
鉛蓄電池のように再充電が可能な電池では，正極は放電中はカソードで，充電中はアノードとなる．
また逆に負極は，放電中はアノードで，充電中はカソードとなるので注意が必要である．混同を避け
るために，再充電可能な電池については，正極 (positive electrode)，負極 (negative electrode)の
用語のみを使うことを薦める．電極電位についてのさらに詳しい情報は [109]参照．

(viii) pH の定義 [116][訳注3]

（訳注 3：ここの記述は，文献 [116] を要約したもので，この文献は
http://www.iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7411x2169.pdf#search=’Harned cell’

で閲覧できる）

pHは溶液中の 1+価の水素イオンの活量によって定義される．

pH = paH+ = − lg(aH+) = − lg(mH+γm, H+/m◦−)

ここで aH+ は溶液 H+(aq)中の 1+価の水素イオンの活量，γm, H+ は質量モル濃度mH+ で，
H+(aq) の質量モル濃度基準の活量係数である．例外的な記号である pH[117] の p は，演算子
(px = − lg x)と解釈される [116,117]（また 4.1節 p.125参照）．pHは物理量の記号や量の規則か
らも外れている (1.3.1節 p.5参照)．
標準質量モル濃度はm◦− = 1 mol kg−1 とする．pHは独立には測定できない量によって定義され
ているので，上記の式はただ概念を与える式であると考えるべきである．

pHの一次標準を設定するためには，「一次測定法」(primary method of measurement) [116]に
ある概念を適用することが必要である．すなわち，すべての測定値とそれらの不確かさについて，完
全なトレーサビリティが保証されていなければならない．決定された値の不確かさの評価の中には，
理論や実験値の決め方による限界のすべてを考えておかなければならない．

pHの一次測定では，「ハーンド電池」（Harned cell）[118]として知られる液間電位差のない (without

transference)電池が用いられる（訳注 4：原文の “cell without transference” は，文献 [116] によれば，非平

衡的な相互拡散のない電池，すなわち，液間電位差のない電池を意味する）．

Pt(s) | H2(g) | Buffer S, Cl−(aq) | AgCl(s) | Ag(s)

これにネルンスト式を適用すると

E = E◦− − RT ln 10

F
lg [(mH+γH+/m◦−)(mCl−γCl−/m

◦−)]

の関係式が得られる．ここで E は電池の電位差，E◦− は AgCl|Ag電極の標準電位である．この式を
書き直すと，

− lg(aH+γCl−) =
(E −E◦−)

(RT ln 10)/F
+ lg(mCl−/m

◦−)

となる．E を測定すれば，量− lg(aH+γCl−) はmCl−/m
◦− = 0 をゼロに外挿することによって求め

られる．γCl− の値は，デバイ‐ヒュッケルの理論に基づいたベイツ‐グッゲンハイムの慣用式 [117]
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から計算される．そして− lg(aH+)が pH(PS) として算出される．ここでPSは一次標準（primary

standard）の意味である．この二つの量の不確かさは，一般に− lg(aH+γCl−)◦− では ±0.001，pH

では±0.003である．
pHの一次標準緩衝液の材料は，標準物質として必要な化学的純度や安定性とともに，“ lg(γCl−)

の評価にベイツ‐グッゲンハイムの慣用式が使える”という要請も満足していなければならない．こ
の慣用式を適用するには，イオン強度� 0.1 mol kg−1 という条件が成立していなければならない．
一次標準緩衝液は，液接合系を持つ電池に使われた場合に，液間電位差が十分小さいことも必要であ
る．pHの二次標準 pH(SS)（SSは secondary standard）も存在するが，測定値の不確かさがはる
かに大きい．
実際の pHの測定には，液接合系を持った電池が使われるので，液間電位差が存在することになる

[116]．pHの測定にはいつもPt|H2電極が使われるわけではなく，むしろガラス（またはほかのH+

選択性）電極が使われる．しかし，その応答係数 (dE/dpH) は，ネルンスト勾配から通常かなり外れ
ている．したがって，これに付随する不確かさはハーンド電池を使った一次測定での不確かさよりは
るかに大きくなる．しかしながら，一次法自体とその実験に伴う不確かさを合わせれば，一次標準に
つながるすべての手順を合計した不確かさが，一連のとぎれない比較により見積もれる（訳注 5：原文

の “unbroken chain of comparisons” は，文献 [116] によれば，“traceability chain” と呼ばれている）．

D2Oと有機溶媒の混合物の標準に対する参照データは，文献 [119]にある．
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2.14 コロイド化学と界面化学
この表に記載されている記号や名称は，IUPACの [1.e-1.h]および [120-123]の推奨に一致してい
る．触媒の特性分析については [124]に，高分子に関係する量については [125]参照．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

比表面積 specific surface area as, a, s as = A/m m2 kg−1 1

Bの表面物質量 surface amount

of B

nB
s mol 2

Bの吸着物質量 adsorbed amount

of B

nB
a mol 2

Bの表面過剰物質量 surface excess

amount of B

nB
σ mol 3

Bの表面過剰濃度 surface excess

concentration of B

�B, (�B
σ) �B = nB

σ/A mol m−2 3

全表面過剰濃度 total surface

excess concentration

�, (� σ) � =
P
i
�i mol m−2

1分子当たりの面積 area per

molecule

a, σ aB = A/NB
a m 2 4

単分子層における 1分子当たりの
面積 area per molecule in

a filled monolayer

am, σm am,B = A/Nm,B m2 4

表面被覆率 surface coverage θ θ = NB
a/Nm,B 1 4

接触角 contact angle θ rad, 1

膜厚 film thickness t, h, δ m

表面層または界面層の厚さ
thickness of (surface or

interfacial) layer

τ, δ, t m

表面張力 surface tension,

界面張力 interfacial tension

γ, σ γ = (∂G/∂As)T,p,ni N m−1, J m−2

膜張力 film tension 	f 	f = (∂G/∂Af)T,p,ni Nm−1 5

(1) 添え字 s は，化学種の吸収や堆積が起こる任意の表面積を表している．mは固体吸収剤の質量である．
(2) nB

s の値は，表面層とみなされる厚さに依存する（p.57 の注 1 参照）．
(3) nB

σ および �B の値はギブズ面の位置をどう定義するかによって変化する．これらの値は，かりに二つのバルク
相がそれぞれギブズ分割面の直上にあったと仮定したときの値に対するBの過剰物質量，または Bの表面過剰濃
度によって与えられる．「1.e」および次のページの「推奨の追加」の項参照．

(4) NB
a = LnB

a は吸着された分子の数，Nm,B
a は過剰単分子層における吸着分子の数である．ともに要素粒子 B

について定義されている．
(5) この定義式で Af は，膜の面積である．
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2.14 コロイド化学と界面化学

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

拡散層のデバイ長 Debye length of

the diffuse layer

LD LD = κ−1 m 6

平均モル質量 average molar

masses

数平均 number-average Mn Mn =
P
i
niMi/

P
i
ni kg mol−1

質量平均mass-average Mm,Mw Mm =
P
i
niMi

2/
P
i
niMi kg mol−1

z 平均 z-average Mz Mz =
P
i
niMi

3/
P
i
niMi

2 kg mol−1

沈降係数 sedimentation coefficient s s = v/a s 7

ファンデルワールス定数
van der Waals constant

λ J

遅延ファンデルワールス定数
retarded van der Waals

constant

β,B J

ファンデルワールス‐ハマーカー
定数 van der Waals-Hamaker

constant

AH J

表面圧 surface pressure π π = γ0 − γ N m−1 8

(6) 特性デバイ長 [1.e][123]，あるいはデバイの遮蔽長LD [123]はグイ‐チャップマン (Gouy-Chapman) の理論や
半導体の空間電荷の理論に現れる量である．

(7) この定義で，v は沈降の速度，aは自由落下の加速度，あるいは遠心加速度である．限界沈降係数の記号は [s]，換
算沈降係数の記号は s◦ で，換算限界沈降係数の記号は [s◦]である．さらに詳しくは [1.e]参照．

(8) この定義において γ0 は清浄表面の表面張力，γ は被覆された表面の表面張力である．

推奨の追加

上付き添え字の sは，表面あるいは界面層の性質であることを示す．吸着がある場合にはこの添え
字は aとしてもよい．

《例》 界面層のヘルムホルツエネルギー As

吸着された物質の量 na

吸着された O2 の量 na(O2) または n(O2, a)

単分子層における分子 B当たりの面積 a(B), aB

上付き添え字 σはギブズ表面に関連する性質が表面過剰であることを示す．

《例》 Bの表面過剰量（ギブズ表面量） nB
σ

一般に �A と �B の値はギブズ分割表面に対して設定された位置に依存する．しかし二つの量
�B

(A) と �B
(n) （したがって，それぞれ nB

σ(A) と nB
σ(n))は，この位置に依存しないように定義

することもできる [1.e]．�B
(A)は BのAに対する相対表面過剰濃度，あるいは単にBの相対吸着量

と呼ばれる．それは �A = 0となるようにギブズ表面を定めたときの�B の値である．�B
(n) は換算

表面過剰濃度または単に Bの換算吸着量と呼ばれる．これは全過剰量が � =
∑

i �i = 0となるよう
にギブズ表面を定めたときの�B の値である．
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2 物理量の表

(�, �,�)相の性質は，対応する文字を上付き添え字にすることで表す．

《例》 �相の表面張力 γ�

�, �相間の界面張力 γ��

熱力学量を表面積で除した量の記号は，通常は対応する文字の小文字とする．山形記号を使うこと
もある．

《例》 面積当たりの界面エントロピー ss(= ŝs) = Ss/A

コロイド化学では，次の省略記号が用いられる．

ccc 臨界凝析濃度 critical coagulation concentration

cmc 臨界ミセル化濃度 critical micellisation concentration

iep 等電点 isoelectric point

pzc ゼロ電荷点 point of zero charge

2.14.1 表面構造 [126]

(i) 単結晶表面とベクトル表示

バルク結晶面 (hkl) で終端した表面を，三次元ミラー指数 (Miller indices) (hkl)を用いて表す．
等価な対称性を持つ表面の組を {hkl} と表す．ベクトルの方向は [hkl] と表し，対称性の等しいもの
の組を< hkl >で表す．

(ii) 階段状表面の記号（理想的に終端された格子の場合）
一般のミラー指数 (hkl) を持つ階段状表面（多くの場合に単原子の高さのステップと任意の幅のテ
ラスを持つ）は，低ミラー指数（ファセット小面）(hsksls) で表されるステップ面と (htktlt) で表さ
れるテラス面が交互に配列しているとみなせる．このような面を，ステップ記法では

(hkl) = n(htktlt) × (hsksls)

と書く．ここで nはテラスにある原子列の数である．

《例》 (111) のテラス面と (100) のステップ面を持つ面心立方格子の (755) 表面は 6(111)×(100) と書
ける．

さらに複雑な表面を表すには，マイクロファセット記法が用いられる．表面を三つの独立な低指数
ファセットに分解して

(hkl) = a1
λ(h1k1l1) + a2

μ(h2k2l2) + a3
ν(h3k3l3)

と表す．ここで a�は，ミラー指数を三つのマイクロファセットにベクトル分解するときの係数であり，
添え字 λ, μ, ν は相対的なファセットの大きさを二次元の単位格子を単位として表したものである．

《例》 (111)方向のテラスおよび (111̄)ステップと (100)ステップをジグザグ状に持つ．面心立方格子の
表面は，マイクロファセットの記法では (10,8,7) = [(15/2)15(111) + (1/2)1(111̄) + 22(100)] と
書く．
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2.14 コロイド化学と界面化学

(iii) 表面における超格子の記法

超格子独特の行列表記法：二次元の表面基本ベクトル a1,a2を持つバルク状の基板の上に基底ベクト
ル b1, b2を持つ二次元超格子がある場合，

b1 = m11a1 +m12a2, b2 = m21a1 +m22a2

の関係式が成立する．この式によって，この超格子を一義的に指定する次の行列が定義される．

M =

(
m11 m12

m21 m22

)
行列要素がすべて整数であるとき，超格子は基板格子と整合している（commensurate）という．

ウッド (Wood)の記法：多くの場合に，超格子は i

(
b1
a1

× b2
a2

)
Rα◦ と書くことができる．ここで

iは面心超格子 (centered)の場合は c，単純超格子（primitive）の場合は pと書く (pはしばしば省
略される)．αは基板基底ベクトルを基準とした相対的な回転角である（α = 0の場合は省略される）．

《例》 白と黒のチェス盤は，もともとすべての正方形からなる格子に対して超格子となっている．この超

格子は行列では

 
1 1

−1 1

!
で指定され，ウッド法による (

√
2×√2) R45◦ または c(2×2)とい

う表記と等価である．

(iv) 記号
a1,a2 二次元基板格子の基底ベクトル
a1
∗,a2

∗ 二次元基板逆格子の基底ベクトル
b1, b2 二次元超格子の基底ベクトル
b1
∗, b2

∗ 二次元逆超格子の基底ベクトル
g 二次元逆格子ベクトル
hk 二次元ミラー指数
hkl 三次元ミラー指数
M 超格子を表す行列
z 表面に垂直な座標
θ 表面被覆率
�D デバイ温度
ΔφW 仕事関数変化
λe 電子の平均自由行程
φW 仕事関数
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2 物理量の表

2.15 輸送現象
この節で推奨する名称と記号は，IUPAP[4]および ISO[5.m]が推奨しているものと一致している．
電気化学の分野の輸送現象についてのさらに詳しい情報は，文献 [104]参照．
次の定義の中で使われている記号は，以下のとおりである．質量 (m)，時間 (t)，体積 (V )，面積

(A)，密度 (ρ)，速さ (v)，長さ (l)，粘性率 (η)，圧力 (p)，自由落下の加速度 (g)，体積膨張率 (α)，
熱力学温度 (T )，表面張力 (γ)，音速 (c)，平均自由行程 (λ)，周波数 (f)，熱拡散率 (a)，熱移動係
数 (h)，熱伝導率 (k)，定圧比熱容量 (cp)，拡散係数 (D)，モル分率 (x)，質量移動係数 (kd)，透磁率
(μ)，電気伝導率 (κ)，磁束密度 (B)．

名　　称 記　号 定　義 SI単位 注

質量mの流束 flux of mass m qm qm = dm/dt kg s−1 1

質量mの流束密度 flux density

of mass m

Jm Jm = qm/A kg m−2 s−1 2, 3

熱流束 heat flux,

熱パワー thermal power

�, P � = dQ/dt W 1

熱流束密度 heat flux density Jq Jq = �/A W m−2 3

熱コンダクタンス thermal

conductance

G G = �/ΔT W K−1

熱抵抗 thermal resistance R R = 1/G K W−1

熱伝導率 thermal conductivity λ, k λ = −Jq/(dT/dl) W m−1 K−1

熱移動係数 coefficient of heat

transfer

h, (k,K, α) h = Jq/ΔT W m−2 K−1

熱拡散率 thermal diffusivity a a = λ/ρcp m2 s−1

拡散係数 diffusion coefficient D D = −Jn/(dc/dl) m2 s−1 4

粘性率 viscosity, η η = −τxz(∂Vx/∂z)−1 Pa s 5

ずれ（ずり）粘性率 shear viscosity

体積粘性率 bulk viscosity κ κ = −τxx(∇∇∇ ·V)−1 Pa s 5

熱拡散係数 thermal diffusion

coefficient

DT DT = Jxc
−1(dT/dx)−1 m2 K−1 s−1

(1) この量は，流れの方向の単位ベクトルを eeeとしたとき，ベクトル量 qqqm = (dm/dt) eeeで定義することもでき，質
量mの “流速” と呼ばれることもある．同様の定義が，ほかの示量変数についても適用できる．

(2) 分子の流束密度 JN は，分子がたまって表面が被覆されていくときの速さ，または表面の穴から流出していくとき
の速さのいずれかを表す．表面が気体に曝露されているときの

R
JNdtを考えるときに，表面科学の研究者は曝露

量の目安として，圧力と時間の積からなる JN t = (1/4)Cut という量をよく使用する．ここで C は分子の数密
度，uは分子の平均速度である．ラングミュア (langmuir)（記号 L）は，圧力 10−6 Torr の気体に表面が 1秒
間だけさらされたときの曝露量の単位である．

(3) この書物の前の版で使った流束 (flux)という用語の代わりに，現在は IUPAPの定義 [4]に従って，流束密度 (flux

density) という用語が使われる．「密度 (density)」という用語は示強量の名称で，「示量量を体積で除した」スカ
ラー量である．しかし「示量量を面積で除した量」は，流れや流束を表すベクトル量である．

(4) c は物質量濃度 (略して濃度)を表す量である．
(5) 2.2 節 p.16 参照．τ は，ずれ応力テンソルである．

96



iupac : 2009/3/27(14:11)

2.15 輸 送 現 象

2.15.1 輸送現象に関係する特性数：次元 1の量

名　　称 記　号 定　義 注

レイノルズ数 Reynolds number Re Re = ρvl/η

オイラー数 Euler number Eu Eu = Δp/ρv2

フルード数 Froude number Fr Fr = v/(lg)1/2

グラスホフ数Grashof number Gr Gr = l3gαΔTρ2/η2

ウェーバー数Weber number We We = ρv2l/γ

マッハ数Mach number Ma Ma = v/c

クヌーセン数Knudsen number Kn Kn = λ/l

ストルハル数 Strouhal number Sr Sr = lf/v

フーリエ数 Fourier number Fo Fo = at/l2

ペクレ数 Péclet number Pe Pe = vl/a

レイリー数 Rayleigh number Ra Ra = l3gαΔTρ/ηa

ヌセルト数 Nusselt number Nu Nu = hl/k

スタントン数 Stanton number St St = h/ρvcp

質量移動のフーリエ数 Fourier

number for mass transfer

Fo∗ Fo∗ = Dt/l2 1

質量移動のペクレ数 Péclet

number for mass transfer

Pe∗ Pe∗ = vl/D 1

質量移動のグラスホフ数Grashof

number for mass transfer

Gr∗ Gr∗ = l3g

„ ∂ρ
∂x

«
T,p

„
Δxρ

η2

«
1

質量移動のヌセルト数 Nusselt

number for mass transfer

Nu∗ Nu∗ = kdl/D 1, 2

質量移動のスタントン数 Stanton

number for mass transfer

St∗ St∗ = kd/v 1

プラントル数 Prandtl number Pr Pr = η/ρa

シュミット数 Schmidt number Sc Sc = η/ρD

ルイス数 Lewis number Le Le = a/D

磁気レイノルズ数magnetic Reynolds

number

Rm, Rem Rm = vμκl

アルベーン数 Alfvén number Al Al = v(ρμ)1/2/B

ハルトマン数 Hartmann number Ha Ha = Bl(κ/η)1/2

カウリング数 Cowling number Co Co = B2/μρv2

(1) この量は 2 成分混合物の中での物質輸送に適用される [72]．
(2) シャーウッド (Sherwood) 数という名称と記号 Sh が，この量の代わりに広く用いられてきた．
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3.1 国際単位系（SI）

3.1 国際単位系（SI）
国際単位系（SI）は，1960年の第 11回国際度量衡総会で採用された [3]．これは，独立した次元を
持つ七つの基本物理量（base quantities），すなわち，長さ，質量，時間，電流，熱力学温度，物質
量，光度 (1.2節 p.4参照)，にそれぞれ対応する七つの SI基本単位，すなわちメートル，キログラ
ム，秒，アンペア，ケルビン，モル，カンデラによって構成される一貫性のある（コヒーレントな）
単位系である．SI基本単位の定義は 3.3節 p.103で示す．SI組立単位（derived units）は，基本単
位の累乗の乗除によってつくられる．その演算は，対応する物理量の間の関係式と同一である．組立
単位の定義式に 1以外の係数がつかない場合，これを「一貫性のある組立単位」と呼ぶ．基本単位お
よび 10進の倍量および分量がつかない組立単位の集合を，「一貫性のある SI単位」と呼ぶ．
国際単位系では一つの物理量に対して，ただ一つの一貫性のある SI単位が存在する．それは基本
単位自身 (3.2節 p.102)か，または適切な組立単位 (3.4節 p.105，および 3.5節 p.107)のいずれか
である．しかし一つの物理量に対して，SI接頭語と呼ばれる 10進の倍量・分量を表す接頭語のつい
た複数の単位を使うことが認められている (3.6節 p.109)．一貫性のある単位およびSI接頭語のつい
た単位をあわせて，すべての SI単位，または単に SI単位，あるいは SIの単位と呼ぶ．
科学および技術の論文には（SI接頭語を含めた）SI単位だけを使うように推奨されている．この規
則から外れる特別な理由がある場合にも，そこで使用する単位を SI単位で必ず定義しておくことが
推奨されている．
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3 単位の定義とその記号

3.2 SI基本単位の名称と記号
この表にあげる記号は国際的に合意されたものであるので，ほかの言語や書体に変えてはならない．
単位記号の印刷については 1.3節 p.5および 1.4節 p.6参照．

SI基本単位

基本物理量 名称 記号

長さ length メートルmetre m

質量mass キログラム kilogram kg

時間 time 秒 second s

電流 electric current アンペア ampere A

熱力学温度 thermodynamic temperature ケルビン kelvin K

物質量 amount of substance モルmole mol

光度 luminous intensity カンデラ candela cd
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3.3 基本単位の定義

3.3 基本単位の定義
七つの SI基本単位にについての次の定義は，それぞれの国際度量衡総会 (CGPM)で採択されたも
のである [3] （訳注：下記の定義は，次の文書に記載された訳文に従っている．国際文書第 8版，国際単位系（SI)日

本語版，訳・監修（独）産業技術総合研究所計量標準総合センター（2006））．

メートル（記号：m）
メートルは，1秒の 299 792 458分の 1の時間に光が真空中を伝わる行程の長さである．
(第 17回 CGPM, 1983)

キログラム（記号：kg）
キログラムは質量の単位であって，単位の大きさは国際キログラム原器の質量に等しい．
(第 3回 CGPM, 1901) 1)

秒（記号：s）
秒は，セシウム 133の原子の基底状態の二つの超微細構造準位の間の遷移に対応する放射の

周期の 9 192 631 770倍の継続時間である．
(第 13回 CGPM, 1967)

この定義は温度 0 Kのもとで静止した状態にあるセシウム原子に基準を置いている．
(国際度量衡委員会 (CIPM), 1997)

　この注記は SI秒の定義が，黒体輻射により摂動を受けないセシウム原子に基づいている
ことを明確にしている．すなわち，周囲環境が熱力学温度で 0 K である．それゆえ，1999

年の CCTF 会合で提示されたように，すべての一次周波数標準器では，周囲環境の放射に
よるシフトが補正されなければならない．
(時間周波数諮問委員会 (CCTF), 1999)

アンペア（記号：A）
アンペアは，真空中に 1メートルの間隔で平行に配置された無限に小さい円形断面積を有す

る無限に長い二本の直線状導体のそれぞれを流れ，これらの導体の長さ 1メートルにつき
2×10−7 ニュートンの力を及ぼし合う一定の電流である．
(第 9回 CGPM, 1948)

ケルビン（記号：K）
熱力学温度の単位，ケルビンは，水の三重点の熱力学温度の 1/273.16である．
(第 13回 CGPM, 1967)

この定義は，次の物質量の比により厳密に定義された同位体組成を持つ水に関するもので
ある．1モルの 1H当たり 0.000 155 76モルの 2H，1モルの 16O当たり 0.000 379 9 モルの

1) キログラムは自然界の微視的定数で定義されるシステム（あるいはそのようなシステムから導かれる実験装置によっ
て定義されるシステム）についての測定値により定義されていない唯一の基本単位である．キログラムは，国際キロ
グラム原器という人工物で定義されている．このような理由で，現在キログラムの再定義について議論が行われてい
る [127-129]．
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17O，および 1モルの 16O当たり 0.002005 2モルの 18O．2)

(CIPM, 2005)

モル（記号：mol）
1. モルは，0.012キログラムの炭素 12の中に存在する原子の数に等しい数の要素粒子を

含む系の物質量であり，単位の記号はmolである．
2. モルを用いるとき，要素粒子（訳注：elementary entities）が指定されなければならないが，

それは原子，分子，イオン，電子，そのほかの粒子またはこの種の粒子の特定の集合体

であってよい．
(第 14回 CGPM, 1971)

この定義の中で，炭素 12の原子は結合しておらず，静止しており，基底状態にあるものを基
準とすることが想定されている．
(CIPM, 1980)

《モルの使用例》 1H2 の 1 molは 6.022×1023 個の 1H2 分子，あるいは 12.044×1023 個の 1H原子を含む．
HgCl 1 molの質量は 236.04 gである．
Hg2Cl2 1 molの質量は 472.09 gである．
Hg2

2+ 1 molの質量は 401.18 g，電荷は 192.97 kCである．
Fe0.91S 1 molの質量は 82.88 gである．
e− 1 molの質量は 548.58 �g，電荷は −96.49 kCである．
5×1014 Hzの周波数の光子 1 molのエネルギーはおよそ 199.5 kJである．

モルの定義で粒子とは，同等の粒子とは限らない．同位体混合物 1モルとか混合気体 1モルと
いう表現も許される．

カンデラ（記号：cd）
カンデラは，周波数 540×1012 ヘルツの単色放射を放出し，所定の方向におけるその放射

強度が 1/683ワット毎ステラジアンである光源の，その方向における光度である．
(第 16回 CGPM, 1979)

2) 2.11 節 注 2 p.67 参照．
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3.4 固有の名称と記号を持つSI組立単位

SI組立単位

組立量 名称 記号 ほかの SI単位による表し方 注

平面角 plane angle ラジアン radian rad m m−1 = 1 1

立体角 solid angle ステラジアン steradian sr m2 m−2 = 1 1

周波数 frequency ヘルツ hertz Hz s−1 2

力 force ニュートン newton N m kg s−2

圧力，応力 pressure, stress パスカル pascal Pa N m−2 = m−1 kg s−2

エネルギー，仕事，熱量
energy, work, heat

ジュール joule J N m = m2 kg s−2

仕事率，工率，放射束
power, radiant flux

ワット watt W J s−1 = m2 kg s−3

電荷，電気量
electric charge

クーロン coulomb C A s

電位差（電圧），起電力
electric potential,

ボルト volt V J C−1 = m2 kg s−3 A−1

electromotive force,

electric tension

電気抵抗
electric resistance

オーム ohm Ω V A−1 = m2 kg s−3 A−2

コンダクタンス
electric conductance

ジーメンス siemens S Ω−1 = m−2 kg−1s3 A2

電気容量（静電容量）
electric capacitance

ファラド farad F C V−1 = m−2 kg−1 s4A2

磁束magnetic flux ウェーバ weber Wb V s = m2 kg s−2 A−1

磁束密度
magnetic flux density

テスラ tesla T Wb m−2 = kg s−2 A−1

インダクタンス
inductance

ヘンリー henry H V A−1 s = m2 kg s−2 A−2

(1) ラジアンとステラジアンは組立単位である．これらの次元は 1であるので，SI組立単位に含めてもよいし，省いて
もよい．ということは，rad および sr は，使用が適切と思われるときは使えばよいし，誤解が生じないときは省
いてもよいということである．

(2) 角周波数，角速度の単位は rad s−1 でもよいし，単に s−1 でもよい．しかし Hzの記号を使ってはならない．Hz

はサイクル毎秒の意味での周波数についてのみに使う．
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SI組立単位

組立量 名称 記号 ほかの SI単位による表し方 注

セルシウス温度
Celsius temperature

セルシウス度 degree Celsius ◦C K 3

光束 luminous flux ルーメン lumen lm cd sr = cd

照度 illuminance ルクス lux lx lm m−2 = cd m−2

放射性核種の放射能
activity,

(radioactivity)

ベクレル becquerel Bq s−1 4

referred to a radio-

nuclide

吸収線量 absorbed dose, グレイ gray Gy J kg−1 = m2 s−2 4

カーマ kerma

線量当量
dose equivalent

シーベルト sievert Sv J kg−1 = m2 s−2 4

線量当量指数 (dose equivalent index)

酵素活性
catalytic activity

カタール katal kat mol s−1 4, 5

(3) セルシウス度 tは，次の式で定義される．

t/◦C = T/K− 273.15

セルシウス温度の SI 単位はセルシウス度 ◦Cで，これはケルビン K に等しい．◦Cは単一の記号として扱われ，
◦ と Cの間にスペースを入れない．記号 ◦Kと ◦ の記号は，熱力学温度の単位記号としては使えない．

(4) ベクレルは核化学，放射化学で使われる基本的な単位である．ベクレル，グレイ，シーベルトという単位は，人体
の健康を保持するという観点から導入された単位である [3]．

(5) 触媒の働きが，その要素粒子の数，物質量，質量で表現できない場合にも，指定された最適条件のもとでの触媒作
用の速さを計測することで “触媒の性質”，すなわち “酵素活性” が定義できる．今後は “（酵素）単位” 1 U =

�mol min−1 ≈ 16.67 nkat の代わりにカタールという単位，1 kat = 1 mol s−1 を使うべきである [130]．
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3.5 そのほかの物理量のSI組立単位
そのほかの SI組立単位を次表にあげる．この表は例示であって，参考までのものである．

SI組立単位

組立名称 記号 SI基本単位による表し方 注

効率 efficiency W W−1 = 1

面積 area m2

体積 volume m3

速さ，速度 speed, velocity m s−1

角速度 angular velocity rad s−1 = s−1

加速度 acceleration m s−2

力のモーメントmoment of force N m = m2 kg s−2

波数 repetency, wavenumber m−1 1

密度，質量密度 density, mass density kg m−3

比体積 specific volume m3 kg−1

量濃度 amount concentration mol m−3 2

モル体積molar volume m3 mol−1

熱容量，エントロピー
heat capacity, entropy

J K−1 = m2 kg s−2 K−1

モル熱容量molar heat capacity, J K−1 mol−1 = m2 kg s−2 K−1 mol−1

モルエントロピーmolar entropy

比熱容量 specific heat capacity, J K−1 kg−1 = m2 s−2 K−1

比エントロピー specific entropy

モルエネルギーmolar energy J mol−1 = m2 kg s−2 mol−1

比エネルギー specific energy J kg−1 = m2 s−2

エネルギー密度 energy density J m−3 = m−1 kg s−2

表面張力 surface tension N m−1 = kg s−2

熱流密度 heat flux density, W m−2 = kg s−3

放射照度 irradiance

熱伝導率 thermal conductivity W m−1 K−1 = m kg s−3 K−1

動粘性率 kinematic viscosity, m2 s−1

拡散係数 diffusion coefficient

粘性率 dynamic viscosity, Pa s = m−1 kg s−1

ずり（ずれ）粘性率 shear viscosity

(1) “波数”という用語は “波長の逆数”という意味である．単位 cm−1 を表すために wavenumber（波数）というこ
とばが広く使われているが，cm−1 を波数と呼ぶことは奨められない（訳注：cm−1 という単位には，使いやすい
単位名がない．日本では，かつて “カイザー”と呼ばれていたが，この単位名は公認されていないし，外国では使
われていない）．

(2) “量濃度” という用語は “物質量濃度” の省略語である．誤解が起こらない場合には，この用語は単に “濃度”と呼
んでもよい．
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SI組立単位

組立名称 記号 SI基本単位による表し方 注

電荷密度 electric charge density C m−3 = m−3 s A

電流密度 electric current density A m−2

伝導率 conductivity S m−1 = m−3 kg−1 s3 A2

モル伝導率molar conductivity S m2 mol−1 = kg−1 s3 A2 mol−1

誘電率 permittivity F m−1 = m−3 kg−1 s4 A2

透磁率 permeability H m−1 = m kg s−2 A−2

電場の強さ electric field strength V m−1 = m kg s−3 A−1

磁場の強さmagnetic field strength A m−1

照射線量（X線および γ 線）
exposure (X and γ rays)

C kg−1 = kg−1 s A

吸収線量率 absorbed dose rate Gy s−1 = m2 s−3
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3.6 SI接頭語と2の累乗の倍量を表す接頭語
SI単位の 10進の倍量・分量を表すのに，次の接頭語 [3]が使用される．

接頭語

分量 名称 記号

10−1 デシ deci d

10−2 センチ centi c

10−3 ミリmilli m

10−6 マイクロmicro �

10−9 ナノ nano n

10−12 ピコ pico p

10−15 フェムト femto f

10−18 アト atto a

10−21 ゼプト zepto z

10−24 ヨクト yocto y

接頭語

倍量 名称 記号

101 デカ deca da

102 ヘクト hecto h

103 キロ kilo k

106 メガmega M

109 ギガ giga G

1012 テラ tera T

1015 ぺタ peta P

1018 エクサ exa E

1021 ゼタ zetta Z

1024 ヨタ yotta Y

接頭語の記号はローマン体（立体）で書き，接頭語と単位記号の間にはスペースを入れない．

《例》 キロメートル，km

接頭語のついた単位記号は新しい記号とみなされ，かっこを使わずにそのまま累乗の記号をつけて
よい．

《例》 1 cm3 = (10−2 m)3 = 10−6 m3

1 �s−1 = (10−6 s)−1 = 106 s−1

1 V/cm = 1 V/(10−2 m) = 102 V/m

1 mmol/dm3 = 10−3 mol/(10−3 m3) = 1 mol m−3

接頭語は単独で用いてはならない．また複数の接頭語を併用してははならない．

《例》 ��mと書いてはならない．pmと書く．

質量の SI基本単位は，初めから接頭語のついた kg なので，これにさらに接頭語をつけることはで
きない．グラムという名称および記号 g に，ただ一つの適切な接頭語をつける．

《例》 �kg とせずmgとする．kkgとせずMgとする．

国際電気標準会議 IEC(International Electrotechnical Commission)は，SIの 10進の倍量を表
す接頭語と区別するために，主として情報工学の分野で使われる 2の累乗の倍量を表す接頭語を標準
化した [7]．
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接頭語

乗数 名称 記号 語源

(210)1 = (1024)1 kibi Ki kilobinary

(210)2 = (1024)2 mebi Mi megabinary

(210)3 = (1024)3 gibi Gi gigabinary

(210)4 = (1024)4 tebi Ti terabinary

(210)5 = (1024)5 pebi Pi petabinary

(210)6 = (1024)6 exbi Ei exabinary

(210)7 = (1024)7 zebi Zi zettabinary

(210)8 = (1024)8 yobi Yi yottabinary
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3.7 SIと併用することが認められている非SI単位
次にあげる単位は SI単位ではないが，適切な文脈の中であれば，引き続き SIと併用することを

CGPM[3]は認めている．これらの単位のうちのいくつかには，SI接頭語をつけることができる．例
えば，ミリリットルmL，メガ電子ボルトMeV，キロトン kt などである．さらに多くの非 SI単位と
それらの SI単位への換算係数は，第 7章 p.157以降を参照．

SIと併用される単位

物理量 単位の名称 単位の記号 SI単位による値 注

時間 time 分minute min = 60 s

時間 time 時 hour h = 3600 s

時間 time 日 day d = 86 400 s

平面角 plane angle 度 degree ◦, deg = (�/180) rad

平面角 plane angle 分minute ′ = (�/10 800) rad

平面角 plane angle 秒 second ′′ = (�/648 000) rad

体積 volume リットル litre l, L = 1 dm3 = 10−3 m3 1

質量mass トン tonne t = 1 Mg = 103 kg

場の量のレベル level of

a field quantity,

ネーパ neper Np = ln e =(1/2) ln e2 = 1 2

パワーレベル level of

a power quantity

場の量のレベル level of

a field quantity,

ベル bel B 2

パワーレベル level of

a power quantity

エネルギー energy 電子ボルト
electronvolt

eV (= e · 1 V) = 1.602 176 487(40)

×10−19 J

3

質量mass ダルトン dalton Da = 1.660 538 782(83)

×10−27 kg

3, 4

統一原子質量単位
unified atomic

mass unit

u (= ma(
12C)/12) = 1 Da

長さ length 海里 nautical mile M = 1852 m 5

天文単位
astronomical unit

ua = 1.495 978 706 91(6)

×1011 m

6

(1) リットルのもう一つの記号 L は，「単位記号は個人名に由来するもの以外は小文字にする」という規則のただ一つ
の例外である．文字の lが数字の 1と混同されるのを防ぐために，Lが導入された．しかし ISOと IECは，小文
字 lの使用だけを認めている．

(2) 比の量の対数とその記号については，[131]参照．
(3) これらの単位に対応する SI 単位の値は，e（電子ボルトの場合）とma(12C)または NA（統一原子質量単位の場

合）の測定値に依存するので，厳密なものではない．第 5章 p.135 参照．
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(4) ダルトン Daと統一原子質量単位 u は，同じ単位に対する異なった名称である．Da の記号は SI接頭語をつけて，
大きいまたは小さい量を表す場合に使える．

(5) 海里に対する統一された記号はない．SI文書では M の記号を使っている．
(6) 天文単位は，地球と太陽の間の平均距離にほぼ等しい．太陽系の天体の運動を記述する場合に，太陽を中心とする

重力定数は (0.017 202 098 95)2 ua3 d−2 と書ける（[3]参照）．
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3.8 一貫性のある単位系と次元の検証
数値の間の関係式が物理量の間の関係式と同じ形になるときは，基本単位の組み合わせで定義され
る単位の式に数係数がつかない．このような単位系を一貫性のある（coherent な）系と呼ぶ．例え
ば，質量m，速度 vで運動している粒子の運動エネルギーは

T = (1/2) mv2

で定義されるが，運動エネルギーの SI単位 Jは

J = kg (m/s)2 = kg m2 s−2

で定義され，この式では，係数 (1/2) は省かれる．記号 Jのジュールという単位は，基本単位の積 kg

m2 s−2を表す記号と名称にすぎない．
国際単位系（SI）は一貫性のある単位系である．一貫性のある単位系の利点は，どのような物理量
の間の関係式でも，その記号をそれぞれの量の値で置き換えれば，単位は打ち消しあって，もとの式
とまったく同じ形の数値間の関係式が得られることである．このように単位が完全に打ち消しあうこ
とは，方程式の両辺の次元が正しいことの検証になる．
一貫性のある単位系をいつでも使わなければならないわけではない．例えば，倍量・分量の接頭語
がついた単位を使うと，SI単位の一貫性は失われてしまうが，それでも便利なことがよくある．
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3.9 基礎物理定数を用いた単位
科学のいくつかの特定の分野では，基礎物理定数あるいは特別に定義された物理量を単位として用い
ることがある．例えば，天文学では星の質量を表すのに太陽の質量を単位としたり，惑星の周回周期を
表すのに SI単位ではなく，地球の周回周期を単位として表すほうが便利とされている．原子・分子物
理学でも，SI単位を使わずに，質量を電子質量meまたは統一原子質量単位1 u = mu = m(12C/12)

を単位として表したり，電荷を電気素量 eを単位として表すほうが便利である．このような単位を用
いる一つの理由は，実験や計算の結果がこれらの単位との比で求められることが多く，必要に応じて，
最後の段階で SI単位に変換すれば済むからである．この際の変換の係数は，基礎物理定数と同様に
実験によって決めるべきものであるから，それには不確かさが伴うし，また実験精度が向上すれば，
SIへの変換係数も変わってくる．実験から得られる上記物理量を単位とした比の値の不確かさは，SI

への変換係数の不確かさより小さくなることがよくある．これが，このような単位を用いる第二の理
由である．これら二つの理由によって，実験結果は SI 単位に変換しないまま発表することがよいと
されている．
このような物理量の単位のうち，CIPM で承認されているものは，下の表に示す電子ボルト (eV)，
ダルトン (Da) または統一原子質量単位 (u)，天文単位 (ua) の三つである [3]．電子ボルトは基礎物
理定数である電気素量 eと電位差の SI単位であるボルト Vとの積である．ダルトンは質量数 12の
炭素核種から導かれる量で，これも基礎物理定数である．天文単位は，天文学者が便利に使えるよう
に，やや恣意的に定義された量である．このほかにも，あたかも単位のようにして使われる基礎物理
定数や物理量が多くあるが，すべてを網羅することはほとんど不可能である．

物理 単位 単位
量 の名前 の記号 SI単位で表した数値 注

エネルギー energy 電子ボルト electronvolt eV 1 eV = 1.602 176 487(40)×10−19 J 1

質量mass ダルトン dalton,

統一原子質量単位
Da, u 1 Da = 1.660 538 782(83)×10−27 kg 2

unified atomic mass unit

長さ length 天文単位 astronomical

unit

ua 1 ua = 1.495 978 706 91(6)×1011 m 3

(1) 電子ボルトは，1 個の電子が真空中で 1 ボルトの電位障壁を通過したときに獲得するエネルギーである．
(2) ダルトンと統一原子質量単位は，同じ単位に対する別名である．ダルトンはキロダルトン (kDa) やメガダルトン

(MDa) のように，SI 接頭語をつけて大きな分子の質量を表す単位に用いることもできる．
(3) 天文単位を SI 単位で表した数値は，太陽系の天体の運行を記述するとき，太陽を中心とする重力定数が (0.017

202 098 95)2 ua3 d−2 であるとして定義される．この値は実験から求められるものであるから，正確な値がわ
かっているというわけではない (文献 [3]参照)．

3.9.1 原子単位 [22] (7.3節 p.174参照)

いくつかの物理定数は単位として用いられることがあるので，ここで説明しておこう．これは，い
わゆる原子単位系と呼ばれ，量子化学の分野で原子や分子の電子波動関数の計算をする際に使われる．
下表に示す最初の五つの物理量は，固有の名称と記号を持っている．このうちで独立な量は四つであ
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る．ほかの量は，通常の規則に従って四つの量を乗除することで導くことができる．表には多数の例
が記載されている．固有の名称を持つ五つの原子単位の間の関係は，次のいずれかの式で表せる．

Eh = �
2/mea

2
0 = e2/4�ε0a0 = mee

4/(4�ε0)
2
�

2

原子単位と SI単位の間の換算式には基礎物理定数が含まれるので，換算式に現れる数値は厳密に確
定したものではない．表中の数値は，CODATAが 2006年の推奨値として発表 [23]した基礎物理定
数の値（第 5章 p.135に記載）を使って計算したものである．理論化学の分野の数値計算の結果は，
多くの場合に原子単位で表すか，またはその量と原子単位との比の数値で表される．したがって読者
は物理定数の最近の正確な数値を使って SI単位による数値に換算すればよい．

物理 単位 単位
量 の名前 の記号 SI単位で表した数値 注

質量mass 電子質量 electron mass me = 9.109 382 15(45)

×10−31 kg

電荷 charge 電気素量
elementary charge

e = 1.602 176 487(40)

×10−19 C

作用 action,

(角運動量)

(angular momentum)

プランク定数/2�
Planck constant

divided by 2�

� = 1.054 571 628(53)

×10−34 J s

1

長さ length ボーア半径 Bohr radius a0 = 5.291 772 085 9(36)

×10−11 m

1

エネルギー energy ハートリーエネルギー
Hartree energy

Eh = 4.359 743 94(22)

×10−18 J

1

時間 time �/Eh = 2.418 884 326 505(16)

×10−17 s

速さ speed a0Eh/� = 2.187 691 254 1(15)

×106 m s−1

2

力 force Eh/a0 = 8.238 722 06(41)

×10−8 N

運動量 linear momentum �/a0 = 1.992 851 565(99)

×10−24 N s

電流 electric current eEh/� = 6.623 617 63(17)

×10−3 A

電場の強さ electric field Eh/ea0 = 5.142 206 32(13)

×1011 V m−1

電気双極子モーメント
electric dipole moment

ea0 = 8.478 352 81(21)

×10−30 C m

電気四極子モーメント
electric quadrupole

moment

ea0
2 = 4.486 551 07(11)

×10−40 C m2

(1) � = h/2�; a0 = 4�ε0�
2/mee2; Eh = �

2/mea0 2

(2) 原子単位で表した光速の数値は，微細構造定数 αの逆数である．
c/(速さの原子単位) = c�/a0Eh = α−1 = 137.035 999 679(94)
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物理 単位 単位
量 の名前 の記号 SI単位で表した数値 注

電気分極率
electric polarizability

e2a0
2/Eh = 1.648 777 253 6(34)

×10−41 C2 m2 J−1

二次の分極率
1st hyper-polarizability

e3a0
3/E2

h = 3.206 361 533(81)

×10−53 C3 m3 J−2

三次の分極率
2nd hyper-polarizability

e4a0
4/E3

h = 6.235 380 95(31)

×10−65 C4 m4 J−3

磁束密度magnetic

flux density

�/ea0
2 = 2.350 517 382(59)

×105 T

磁気双極子モーメント
magnetic dipole

moment

e�/me = 1.854 801 830(46)

×10−23 J T−1

3

磁化率magnetizability e2a0
2/me = 7.891 036 433(27)

×10−29 J T−2

(3) 原子単位で表した磁気双極子モーメントの値は，ボーア磁子 μB の 2倍である．

3.9.2 原子単位との比に換算した量で表した量子化学の方程式

量子化学の方程式は換算量で書かれるのが慣習である．それぞれの物理量は，次の式で定義される
換算エネルギー，換算距離，換算質量，換算電荷，換算角運動量で表される．

E∗ = E/Eh, r
∗ = r/a0, m

∗ = m/me, Q
∗ = Q/e, J∗ = J/� (1)

換算量は実際の物理量と原子単位との比で，すべて無次元量である．方程式を換算量で書くことの
利点は，式の中から物理定数がすべて消去されて式が簡単になることである（一方で，「すべての量が
無次元なので，式中の量が正しい次元を持っているかどうかを検証することができなくなる」という
不利を被ることになる）．例えば，水素原子のシュレーディンガー方程式は，通常は

−(�2/2me)∇∇∇ 2
r ψ(r, θ, φ) + V (r)ψ(r, θ, φ) = Eψ(r, θ, φ) (2)

と書かれるが，換算量を使うと

−(1/2)∇∇∇ 2
r∗ ψ(r∗, θ, φ) + V ∗(r∗)ψ(r∗, θ, φ) = E∗ψ(r∗, θ, φ) (3)

となる．(2)式の中の星印がつかない物理量に星印のついた換算量を代入することで，(3)式が得られ
る．ここで r, θ, φは電子の座標，∇∇∇r は ∂/∂r, ∂/∂θ, ∂/∂φ の偏微分を含む演算子であるが，∇∇∇r∗ は
∂/∂r∗, ∂/∂θ, ∂/∂φ から導かれる演算子である．
量子化学の分野では，すべての方程式を星のついた換算量で書くのが普通なので，すべての量が無
次元となり，e,me,�, Eh, a0 などの基礎物理定数は式に現れない．しかし，上で見たように，この
簡単化によって次元を検証することができなくなる．したがって，数値計算の結果を実験結果と比較
するには，(1)式によって換算量を実際の物理量に戻さなければならない．
残念なことに，この分野では換算量に星印をつけず，通常の物理量と同じ記号を使っていることが
多い．このような場合には，(1)式のような換算式を書くことさえできない（hと �に同じ記号を使
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うと，� = h/2�という関係式さえ書くことができなくなるのと同じである）．「量子化学の方程式で，
物理量にいちいち星印をつけるのは煩わしい」ということで，このような事情になったものであろう
が，この分野になじみの薄い読者は，そこで何が行われているかをしっかり見極めなければならない．
同時に換算量の数値，すなわち原子単位による数値は，SI単位による数値に換算しなおさなければな
らない．
「原子単位では e,me,�, Eh, a0 などの定数はすべて 1である」という表現がよく使われるが，こ

れはまちがった表現である．正しくは「原子単位では電気素量は 1e，電子質量は 1 me, . . . . . .であ
る」と表現しなければならない．物理定数を含む (2)式と物理定数を含まない (3)式との違いは，使
用している単位の違いからくるものでなく，物理量の定義の違いからくるものである．

(3) 式では，あらゆる量が (1)式で定義される無次元量であるのに対して，(2)式に現れる量は次元
を持った通常のなじみのある物理量である．
最後に次のことを注意しておこう．多くの研究者は原子単位を使う場合に，上の表にある単位記号
を使わないで，単に “a.u.”あるいは “au”と書く．しかし，この習慣はやめるべきである．なぜなら
ば，これはあらゆる SI単位を “SI”，あらゆるCGS単位を “CGS”と書くようなものだからである．

《例》 水素分子の結合距離 re と解離エネルギーDe は，
re = 2.1 a0 およびDe = 0.16 Eh と書くべきであって，
re = 2.1 a.u. およびDe = 0.16 a.u. と書いてはならない．

117



iupac : 2009/3/27(14:11)

3 単位の定義とその記号

3.10 無次元量
無次元の物理量，正確には “次元が 1である量”の値は，例えば%（パーセント）のように，数学
的に厳密に定義された用語を用いて表現される．これらの記号は単位記号のように扱われ，計算式中
でもそのように使用される．

3.10.1 分率 (相対値，収率，効率)

相対不確かさ，物質量分率 x，質量分率 w，体積分率 ϕ などは下表の記号で表されることがある
(2.10節 p.57参照)．

名称 記号 値 例

百分率（パーセント）percent % 10−2 炭素 13の同位体存在比は物質量分率（割合）で
x = 1.1 %である．

千分率 permille � 10−3 試料中の水の質量分率は w = 2.3 �である．

これら単位 1の倍量の名称と記号はSIの中には含まれていないし，ISOも使用しないことを強く
奨めているものである．しかし濃度を表す単位として，それが物質量分率なのか，質量分率なのか，
体積分率なのかさえも明らかにせずに使われていることが多い．これらの記号を用いる場合は，少な
くとも定義をはっきり記して，あいまいさを除かなければならない．しかし適当な SI単位を用いて
記述するほうが，よりよいであろう．

《例》 質量分率は w = 1.5×10−6 = 1.5 mg/kg

物質量分率は x = 3.7×10−2 = 3.7 % または x = 37 mmol/mol

原子吸収分光法で調べた結果，水溶液中に含まれる Niの濃度は ρ(Ni) = 2.6 mg dm−3 であった．
これは質量分率にして，およそ w(Ni) = 2.6×10−6 に相当する．

上の各例で，量に対しては推奨されている名称と記号を使用することがたいせつである．ただ単に
「ニッケルの濃度は 2.6×10−6である」という表現はあいまいなので，避けるべきである．
最後の水溶液の例は，ρ/mg dm−3, w/10−6 とが近似的に等しいことを示している．これは希薄
な水溶液の質量密度を，ほぼ 1.0 g cm−3 としてよいことからきている．希薄な溶液は，mg dm−3

の単位で表された既知の質量密度を持つ溶液に対して測定・校正されることが多い．質量分率を表す
には，この単位を用いるのが望ましい．ppmあるいはこれに類する省略語の記号を使うことは，とき
には国によって意味が異なることもあるので，避けるべきである．

3.10.2 避けるべき使用例

例えば，%(V/V )（体積百分率の意味）のように，%にさらにほかの表示をつけ加えることは避け
るべきである．物理量の記号に説明のための表示をつけ加えることは差し支えないが，単位記号に説
明をつけてはならない．

《例》 “質量分率は w = 0.5 %”と書いてよいが，“0.5 % (m/m)”と書いてはならない．

記号%は，ほかの単位と組み合わせて使ってはならない．表の見出し語や図の縦軸・横軸の量を表
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す際に，分母に%をつける表記法は避けるべきである．x(13C)= 1.1 %と書くのはよいが，表や図で
は，x/%とはせずに，100 xと書くべきである（6.3節 p.149，5列目の見出し語を参照）．
下表に示す記号は文献中でよく使われているが，いずれもその使用は奨められない．表中で 109を
ビリオン，1012をトリリオンとして，ppbや pptの記号を用いるのは米国式の用語法で，ほかの国
ではビリオンは 1012，トリリオンは 1018を意味するので，注意が必要である．さらに pptの記号は
「千分の一」のほかに「トリリオン分の一」にも使われることさえある．1948年に「ビリオンは 1012，
トリリオンは 1018 とする」ということが提案されている [132]．しかし，分析化学や環境化学の分
野で広く使用されている ppm, ppb, pptあるいはこれに類する記号は，どうしてもあいまいになっ
てしまうので，今後はいっさい使わないことにすべきである．これらの記号は SIの記号に容易に書
き換えられるので，不要なものである．例えば，pmol/mol（モル当たりピコモル）と書けば，あい
まいさがまったくない．下表の最後の欄には，相当する SIの表記が書かれている（対象が質量なら
mg/g, �g/g, pg/gなどの置き換えをすればよい）．

SIによる
名称 記号 値 例 置き換え

百分の一 part per hundred pph, % 10−2 解離度は 1.5%である
千分の一 part per thousand,

パーミル permille 1

ppt, � 10−3 近代工業化される以前に地球大気中に
あった二酸化炭素のおよその値は，0.275� (0.275 ppt)であった．
地殻中で Ti元素の質量分率は
5.65 � (5.65×103 ppm)である．

mmol/mol

mg/g

百万分の一 part per million ppm 10−6 ヘリウムの体積分率は 20 ppm である． �mol/mol

一億分の一 part per hundred

million

pphm 10−8 金属中の不純物の質量分率は 5 pphm以
下であった．

十億分の一 part per billion ppb 10−9 標準大気中のオゾンの体積分率は
ϕ = 120 ppbである．

nmol/mol

一兆分の一 part per trillion ppt 10−12 自然界の大気中の NOの体積分率は
ϕ = 140 pptである．

pmol/mol

千兆分の一 part per quadrillion ppq 10−15 fmol/mol

(1) permille の英語つづりは，ほかに per mill, permill, per mil, per mille, promille などがある．

3.10.3 対数量に対する単位：ネーパ，ベル，デシベル

音響学や通信などの分野では，比の対数によって定義された物理量を表すのに，数値の 1に対して
特別な名称を与えている [131]．線形減衰振動では，ある物理量の振幅は時間の関数として

F (t) = A e−δt cosωt = A Re[e(−δ+iω)t]

と書ける．この関係式から減衰定数 δと周波数 ωの SI単位は秒の逆数，s−1であることがわかる．し
かし無次元量となる積 δtと ωtに対する単位として，それぞれ特別な名称ネーパ Npとラジアン rad

も使われる（2.1節 p.13，3.4節 p.105，3.7節 p.111参照）．この場合，δと ωの単位は，それぞれ
Np/s, rad/sとなる．この用法では，ネーパNpとラジアン radは，ともに 1という数値に対する別
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名と考えることができる．
音響や信号の伝送を扱う分野では，信号のパワーレベルや振幅のレベル（場の強さのレベル）は，
パワー P の基準パワーP0 に対する比，場の強さ F の基準の場F0 に対する比の常用対数または自然
対数をとって表される．パワーは，通常（線形系の同じインピーダンスに場が働いている場合には）
場の強さまたは振幅の 2乗に比例するから，同一の系についてのパワーレベルと場のレベルを等しく
なるように定義しておくと便利である．そのためには，次の式で定義すればよい．

LF = ln(F/F0), LP = (1/2) ln(P/P0)

こうしておけば，(P/P0) = (F/F0)
2 ならば LP = LF となる．上の式は 1に相当する単位をつ

けて次のようにも書ける．

LF = ln(F/F0) Np, LP = (1/2) ln(P/P0) Np

ベル Bおよびその 10進の分量である dBは，パワーおよび場のレベルを常用対数を使って定義し
たときの単位として用いられる．

LP = lg(P/P0) B = 10 lg(P/P0) dB

LF = 2 lg(F/F0) B = 20 lg(F/F0) dB

常用対数および自然対数で定義された場のレベルを等しいと置くと，ネーパとベルの間の関係が得
られる．すなわち

LF = ln(F/F0) Np = 2 lg(F/F0) B = ln(10) lg(F/F0) Np

したがって，次式となる．

1 B = 10 dB = (1/2) ln(10) Np ≈ 1.151 293 Np

実際にはベルが使われることはほとんどない．音響現象やパワー増幅器のつまみの表示につける常
用対数の表記には，デシベルが使われる．LP = n dBは 10 lg(P/P0) = n の意味である．対数量に
対する特別な単位の一般的使用法は，[131]で議論されている．パワーレベル，場のレベル，単位ベ
ル，デシベル，ネーパについては，下表とその注にまとめてある．

名称 量 数値と単位の積 注

場のレベル field level LF = ln(F/F0) = ln(F/F0) Np = 2 lg(F/F0) B

= 20 lg(F/F0) dB

1−3

パワーレベル power level LP = (1/2) ln(P/P0) = (1/2) ln(P/P0) Np = lg(P/P0) B

= 10 lg(P/P0) dB

4−6

(1) F0 は基準となる場の強さで，それぞれの場合で定義する必要がある．
(2) 音響学では場の強さのレベルは “音圧のレベル”と呼ばれ，Lp の記号で書かれる．この場合に基準となる圧力は

p0 = 20 �Pa である．
(3) 例えば，LF = 1 Np のとき F/F0 = e ≈ 2.718 281 8 である．
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(4) P0 は基準となるパワーで，それぞれの場合で定義する必要がある．(1/2) の項がつくのは LP b=LF となるように
定義したためである

(5) 音響学では，パワーレベルは音響パワーレベルと呼ばれ，LW の記号が使われる．この場合に基準となるパワーは
P0 = 1 pW である．

(6) 例えば，LP = 1 B = 10 dBのとき P/P0 = 10, LP = 2 B =20 dB のとき P/P0 = 100 である．
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4.1 数字と数学記号の表記法

4.1 数字と数学記号の表記法 [5.a]

1. 一般に，数字はローマン体（立体）で印刷する．ある数の小数点は点（例えば 2.3）またはコン
マ（例えば 2,3）とする（訳注：日本では（例えば JIS 規格では），小数点に下の点を用い，コンマを用いな

い．しかしヨーロッパ大陸では，コンマがしばしば用いられている．例えば，国際標準化機構 ISO 理事会の決

定によれば，ISO 文書では小数点はコンマである．量及び単位―第 0 部：一般原則，JIS Z 8202-0:2000 (ISO

31-0:1992)，日本規格協会，p.12 参照）．小数点が最初の有効数字の前にくる場合には（訳注：すなわち，
その数が 1より小さい場合には），小数点の前に必ず 0を表示しなければならない．長い数字を読みや
すくするために，一つ分のスペースを用いて小数点の前後を 3桁ずつ区切ってもよい（ただし，
小数点以外に点やコンマあるいはほかの記号を用いてはならない）．しかし小数点の前あるいは
後が 4桁の場合には，スペースを用いないことを奨める．

《例》 2573.421 736 または 2573,421 736 または 0.257 342 173 6×104 または
0,257 342 173 6×104

32 573.4215 または 32 573,4215

2. 実験的に決定された物理量の数値は，通常ある“不確かさ”を持っている．実験的な不確かさは，
必ず明確に表示しておかなければならない．不確かさの大きさは，次のように表示する．

《例》 l = [5.3478 − 0.0064, 5.3478 + 0.0064] cm

l = 5.3478(32) cm

　最初の例では，不確かさの範囲は [a− b, a+ b] という表記で直接的に表示されている．この表
記法は，[a− b, a+ b]の範囲に高い確度で真値が含まれる場合，例えば，b � 2σ（ここで σは標
準不確かさあるいは標準偏差を示す（8章 p. 179参照））の場合に限って使うことを奨める．
　第二の例 a(c)では，かっこの中に示される不確かさの範囲 cは，aの有効数字末尾の桁に適用
されるとみなされる．この cが aの最終桁において 1σを表す意味で，この表記を用いることを
奨める．

3. 数学定数（例えば，e, �, i=
√−1）を表す文字記号は，ローマン体で印刷する．ただし，定数以

外の数（例えば量子数）を表す文字記号は，物理量と同様にイタリック体で印刷する．
4. ある特定の数学関数と演算子（例えば，lb, ln, lg, exp, sin, cos, d, �, Δ, ∇∇∇, ......）の記号は
ローマン体で印刷する．しかし，一般的な関数（例えば，f(x), F (x, y), ...）の記号はイタリッ
ク体で印刷する．

5. 演算子 p (paH+ , pK = − lgK などのように，2.13.1節 (viii) p. 90参照) は，ローマン体で印
刷する.

6. 群論の対称種（例えば，S, P, D, ......, s, p, d, ......, Σ, Π, Δ, ..., A1g, B′′2 , ...）の記号は，それ
らが原子あるいは分子の状態を表す記号である場合にはローマン体で印刷する．しかし，それら
の記号が点群の対称種を表す場合には，しばしばイタリック体で印刷されている．

7. ベクトルと行列は，太字のイタリック体で印刷する．

《例》 力 F, 電場 E, 座標ベクトル r

　それらに対応するベクトルの絶対値を表すには，通常のイタリック体を用いる．
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4 推奨されている数学記号

《例》 r = |r|
　テンソル量は，太字のイタリックのサンセリフ体で印刷する．

《例》 SSS , TTT

　ベクトルは矢印を使って
→
A,
→
a と表記してもよい．また，2階のテンソルを二重矢印を使って，��S,

��T

と表現してもよい．
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4.2 記号，演算子，関数

4.2 記号，演算子，関数 [5.k]

説明文 記号 注

記号 signs and symbols

に等しい equal to =

に等しくない not equal to �=
につねに等しい identically equal to ≡
に定義により等しい equal by definition to

def
= , :=

に近似的に等しい approximately equal to ≈
に漸近的に等しい asymptotically equal to �
に対応する corresponds to b=
に比例する proportional to ∼,∝
に近づく tends to, approaches →
無限大 infinity ∞
より小さい less than <

より大きい greater than >

より小さいかまたは等しい less than

or equal to

�

より大きいかまたは等しい greater than

or equal to

�

より非常に小さい much less than �
より非常に大きい much greater than 


演算 operations

加算，正 plus +

減算，負 minus −
+あるいは－ plus or minus ±
－あるいは+ minus or plus ∓
a掛ける b a multiplied by b a b, ab, a · b, a× b 1

a割る b a divided by b a/b, ab−1,
a

b
2

aの大きさ magnitude of a |a|
aの n乗 a to the power n an

aおよび a2 + b2 の平方根 square root of a,

and of a2 + b2

√
a, a1/2 および

√
a2 + b2,

`
a2 + b2

´1/2

aの n乗根 nth root of a a1/n, n
√
a

aの平均値 mean value of a 〈a〉, a

(1) 積を点で表現する場合には，a · b のように点を中央の高さまで上げなければならない．
(2) a : b も割るという意味で使われる．しかしこの記号は，主に地図の長さの縮尺のように，比を表現するときに用い

られる．
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4 推奨されている数学記号

説明文 記号 注

aの符号 (a �= 0の場合 a/ |a|，a = 0の場合 0) sgn a

sign of a (equal to a/ |a| if a �= 0, 0 if a = 0)

nの階乗 n factorial n!

二項係数 n!/p!(n− p)! binominal coefficient, n!/p!(n− p)! Cn
p ,
`
n
p

´
ai の総和 sum of ai

P
ai,
P

i ai,
nP

i=1
ai

ai の総乗積 product of ai
Q
ai,
Q

i ai,
nQ

i=1
ai

関数 functions

xの正弦 sine of x sin x

xの余弦 cosine of x cos x

xの正接 tangent of x tan x

xの余接 cotangent of x cot x

xの逆正弦 arc sine of x arcsin x 3

xの逆余弦 arc cosine of x arccos x 3

xの逆正接 arc tangent of x arctan x 3

xの逆余接 arc cotangent of x arccot x 3

xの双曲線正弦 hyperbolic sine of x sinh x

xの双曲線余弦 hyperbolic cosine of x cosh x

xの双曲線正接 hyperbolic tangent of x tanh x

xの双曲線余接 hyperbolic cotangent of x coth x

xの逆双曲線正弦 area hyperbolic sine of x arsinh x 3

xの逆双曲線余弦 area hyperbolic cosine of x arcosh x 3

xの逆双曲線正接 area hyperbolic tangent of x artanh x 3

xの逆双曲線余接 area hyperbolic cotangent of x arcoth x 3

自然対数の底 base of natural logarithms e

xの指数関数 exponential of x exp x, ex

aを底とする xの対数 logarithm to the base a of x loga x 4

xの自然対数 natural logarithm of x ln x, loge x 4

10を底とする xの対数 (常用対数) logarithm to the base 10 of x lg x, log10 x 4

2を底とする xの対数 logarithm to the base 2 of x lb x, log2 x 4

� x となる最大の整数 greatest integer � x ent x

x の整数部分 integer part of x int x

整数での割り算 integer division int(n/m)

整数で割ったときの余剰 remainder after integer division n/m − int(n/m)

xの変化量 change in x Δx = x(final) − x(initial)

(3) これらは親関数の逆関数である．例えば，arcsin xは sinx の逆関数である．
(4) 正の x に対して用いられる．
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4.2 記号，演算子，関数

説明文 記号 注

f の無限小変化 (変分) infinitesimal variation of f �f

xが aに近づくときの f(x)の極限 limit of f(x)

as x tends to a

lim
x→a

f(x)

f の 1階導関数 1st derivative of f df/dx, f ′, (d/dx)f

f の 2階導関数 2nd derivative of f d2f/dx2, f ′′

f の n階導関数 nth derivative of f dnf/dxn, f (n)

f の偏導関数 partial derivative of f ∂f/∂x, ∂xf , Dxf

f の全微分 total differential of f df

f の不完全微分 inexact differential of f df 5

xの時間に関する 1階導関数 first derivative

of x with respect to time

.
x, dx/dt

f(x)の積分 integral of f(x)
R
f(x) dx,

R
dxf(x)

クロネッカーのデルタ Kronecker delta �ij =

8<:1 i = j のとき
0 i �= j のとき

レヴィ‐チヴィタの記号 Levi-Civita symbol 	ijk =

8>>>>>>>><>>>>>>>>:

1 ijk が輪環の順のとき
	123 = 	231 = 	312 = 1

−1 ijk が反輪環の順のとき
	132 = 	321 = 	213 = −1

0 どちらでもないとき

ディラックのデルタ関数（分布）Dirac delta function

(distribution)

�(x),
R
f(x)�(x) dx = f(0)

単位階段関数，ヘビサイド関数 unit step function, 	(x), H(x), h(x),

Heaviside function x > 0のとき 	(x) = 1,

x < 0のとき 	(x) = 0

ガンマ関数 gamma function �(x) =
∞R
0

tx−1e−tdt

�(n+ 1) = n! ただし nが正の整数のとき

f と g のたたみこみ convolution of functions f

and g

f ∗ g =
+∞R
−∞

f(x− x′)g(x′) dx′

複素数 complex numbers

−1の平方根 square root of −1,
√−1 i

z = a+ i bの実部 real part of z = a+ i b Re z = a

z = a+ i bの虚部 imaginary part of z = a+ i b Im z = b

z = a+ i bの絶対値 modulus of z = a+ i b, |z| = `
a2 + b2

´1/2

absolute value of z = a+ i b

z = a+ i bの偏角 argument of z = a+ i b arg z; tan(arg z) = b/a

(5) この記号は熱力学で使われる (2.11 節 p. 67 注 1参照)．
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4 推奨されている数学記号

説明文 記号 注

z = a+ i bの複素共役 complex conjugate of

z = a+ i b

z∗ = a− i b

ベクトル vectors

ベクトル a vector a a,
→
a

aの直交座標成分 cartesian components of a ax, ay, az

直交座標軸の単位ベクトル unit vectors in cartesian ex, ey, ez または i, j, k

coordinate system

スカラー積（内積） scalar product a · b
ベクトル積（外積） vector or cross product a× b, (a ∧ b)

ナブラ演算子，デル演算子 nabla operator,

del operator

∇∇∇ = ex∂/∂x+ ey∂/∂y + ez∂/∂z

ラプラス演算子 Laplacian operator ∇∇∇2,� = ∂2
/∂x2 + ∂2

/∂y2 + ∂2
/∂z2

スカラー場 V の勾配（傾き） gradient of

a scalar field V

grad V , ∇∇∇V

ベクトル場Aの発散 divergence of a vector field A div A, ∇∇∇ ·A
ベクトル場Aの回転 rotation of a vector field A rotrotrot A, ∇∇∇×A, (curlcurlcurl A)

行列 matrices

要素 Aij のつくる行列 matrix of element Aij A

行列Aと Bの積 product of matrices A and B AB,ただし (AB)ik =
P
j
AijBjk のとき

単位行列 unit matrix E, I

正方行列Aの逆行列 inverse of a square matrix A A−1

行列Aの転置行列 transpose of matrix A AT, eA
行列Aの複素共役 complex conjugate of matrix A A∗

Aの転置複素共役（随伴）（Aのエルミート共役）
conjugate transpose (adjoint) of A

(hermitian conjugate of A)

AH, A†,ただし
“
A†
”

ij
= Aji

∗ のとき

正方行列Aの跡（対角和） trace of a square

matrix A

P
i
Aii, tr A

正方行列Aの行列式 determinant of a square

matrix A

det A, |A|

集合および論理演算子 sets and logical operators

pかつ q（論理積の記号） p and q (conjunction sign) p ∧ q
pまたは q または両方（論理和の記号） p or q or both p ∨ q

(disjunction sign)

pでない（論理否定の記号） negation of p, not p ¬p
pならば q p implies q p⇒ q
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4.2 記号，演算子，関数

説明文 記号 　　　　　　注

pは q と同等 p is equivalent to q p⇔ q

Aは B に含まれる A is contained in B A ⊂ B

Aと B の合併 (和集合) union of A and B A ∪B
Aと B の共通部分 (積集合) intersection of A and B A ∩B
xは Aに属する x belongs to A x ∈ A
xは Aに属さない x does not belong to A x /∈ A
集合 Aは xを含む the set A contains x A  x
Aただし B でない A but not B A\B
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5 基礎物理定数

下の表の基礎物理定数の数値はCODATA（訳注：科学技術データ委員会（Committee on Data for Science

and Technology），国際科学会議（ICSU, International Council for Science）の 1 組織）が発表した 2006年
の推奨値 [23](http://physics.nist.gov/constant)および Particle Data Groupが 2006年に
編集した定数表 [133](http://pdg.1b1.gov)から引用したものである．詳しくは注参照．数値の最
後のかっこ内の数値は標準偏差で表した不確かさである．

　量　 記　号 数　値 注

磁気定数 magnetic constant μ0 4�×10−7 H m−1 (定義値) 1

真空中の光速 speed of light in vacuum c0, c 299 792 458 m s−1 (定義値)

電気定数 electric constant ε0 = 1/μ0c0
2 8.854 187 817... ×10−12 F m−1 1, 2

真空の特性インピーダンス characteris-

tic impedance of vacuum

Z0 = μ0c0 376.730 313 461... Ω 2

プランク定数 Planck constant h 6.626 068 96(33)×10−34 J s

� = h/2� 1.054 571 628(53)×10−34 J s

hc0 1.986 445 501(99)×10−25 J m

フェルミ結合定数 Fermi coupling

constant

GF/(�c0)
3 1.166 37(1)×10−5 GeV−2 3

弱い相互作用の混合角 weak mixing

angle θW

sin2 θW 0.222 55(56) 4, 5

電気素量 elementary charge e 1.602 176 487(40)×10−19 C

電子質量 electron mass me 9.109 382 15(45)×10−31 kg

陽子質量 proton mass mp 1.672 621 637(83)×10−27 kg

中性子質量 neutron mass mn 1.674 927 211(84)×10−27 kg

原子質量定数 atomic mass constant mu = 1 u 1.660 538 782(83)×10−27 kg 6

アボガドロ定数 Avogadro constant L, NA 6.022 141 79(30)×1023 mol−1 7

ボルツマン定数 Boltzmann constant k, kB 1.380 650 4(24)×10−23 J K−1

ファラデー定数 Faraday constant F = Le 9.648 533 99(24)×104 C mol−1

(1) H m−1 = N A−2 = N s2 C−2; F m−1 = C2 J−1 m−1.

(2) ε0 と Z0 との値は，μ0 と c0 の定義値から正確に計算できる．
(3) フェルミ結合定数の値は Particle Data Group の推奨値である [133]．
(4) 弱混合角 θW に基づく sin2 θW はワインバーグパラメーターと呼ばれることもある．sin2 θW を決めるのに
使われる質量が異なるいろいろな流儀がある（[133] の 10 章参照）．sin2 θW に対するこの表の値 [23] は，
sin2 θW = 1 − (mW/mZ)2 を用いる質量殻上スキーム（on-shell scheme）に基づくもので，mW と mZ は，
それぞれW± ボソンと Z0 ボソンの質量である．

(5) Particle Data Group[133] は，mW = 80.403(29) GeV/c20，mZ = 91.1876(21) GeV/c20 を与え，修正極小
引き算スキーム（modified minimal subtraction (MS) scheme）に基づき，sin2 θW = 0.231 22(15) を推奨
している．質量殻上スキーム（on-shell scheme）に基づく対応する値は，sin2 θW = 0.223 06(33) である．実
効的なパラメーターの値は，考察するエネルギー領域や運動量移行量にも依存する．

(6) u は (統一)原子質量単位である（3.9節 p.114 参照）．
(7) アボガドロ定数の高精度の測定については，[134] およびそれが掲載されている Metrologia 特集号のほかの論文
を参照．
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5 基礎物理定数

　量　 記　号 数　値 注

モル気体定数 molar gas constant R 8.314 472(15) J K−1 mol−1

セルシウス温度スケールのゼロ点
zero of the Celsius scale

273.15 K (定義値)

理想気体のモル体積 molar volume of

ideal gas,

p = 100 kPa, t = 0 ◦C

Vm 22.710 981(40) dm3 mol−1

理想気体のモル体積 molar volume of

ideal gas,

p = 101.325 kPa, t = 0 ◦C

22.413 996(39) dm3 mol−1

標準大気圧 standard atmosphere 101 325 Pa (定義値)

微細構造定数 fine-structure constant α = μ0e
2c0/2h 7.297 352 537 6(50)×10−3

α−1 137.035 999 676(94)

ボーア半径 Bohr radius a0 = 4�ε0�
2/mee

2 5.291 772 085 9(36)×10−11 m

ハートリーエネルギー Hartree energy Eh = �
2/mea0

2 4.359 743 94(22)×10−18 J

リュードベリ定数 Rydberg constant R∞ = Eh/2hc0 l.097 373 156 852 7(73)×107 m−1

ボーア磁子 Bohr magneton μB = e�/2me 9.274 009 15(23)×10−24 J T−1

電子の磁気モーメント
electron magnetic moment

μe −9.284 763 77(23)×10−24 J T−1

ランデの g 因子 (自由電子)

Landé g-factor for free electron

ge = 2μe/μB −2.002 319 304 362 2(15)

核磁子 nuclear magneton μN = e�/2mp 5.050 783 24(13)×10−27 J T−1

陽子の磁気モーメント
proton magnetic moment

μp 1.410 606 662(37)×10−26 J T−1

陽子の磁気回転比
proton gyromagnetic ratio

γp = 4�μp/h 2.675 222 099(70)×108 s−1 T−1

遮蔽された陽子の磁気モーメント
shielded proton magnetic

moment (H2O, 球, 25 ◦C)

μp
′/μB 1.520 993 128(17)×10−3

遮蔽された陽子の磁気回転比
(H2O, 球, 25 ◦C) shielded proton

gyromagnetic ratio

γp
′/2� 42.576 388 1(12) MHz T−1

シュテファン‐ボルツマン定数
Stefan-Boltzmann constant

σ = 2�5k4/15h3c0
2 5.670 400(40)×10−8 W m−2 K−4

第一放射定数 first radiation constant c1 = 2�hc02 3.741 771 18(19)×10−16 W m2

第二放射定数 second radiation

constant

c2 = hc0/k 1.438 775 2(25)×10−2 m K

ニュートン重力定数 Newtonian

constant of gravitation

G 6.674 28(67)×10−11 m3 kg−1 s−2

標準重力加速度 standard acceleration

of gravity

gn 9.806 65 m s−2 (定義値)
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5 基礎物理定数

よく使われる数学定数の値

数学定数 記　号　 数　値 注

円周の直径に対する比（円周率）
ratio of circumference to diameter of a circle

� 3.141 592 653 59· · · 1

自然対数の底
base of natural logarithms

e 2.718 281 828 46· · ·

10の自然対数
natural logarithms of 10

ln 10 2.302 585 092 99· · ·

(1) �の記憶法：次のそれぞれの英単語の字数が，�の連続する数値になっている．

“How I like a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving

quantum mechanics!”

同様なフランス語の詩

“Que j’aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages!

Immortel Archimède, artiste ingénieur,

Qui de ton jugement peut priser la valeur?

Pour moi, ton problème eut de pareils avantages.”

およびドイツ語の詩がある．

“Wie? O! Dies �
Macht ernstlich so vielen viele Müh’!

Lernt immerhin, Jünglinge, leichte Verselein,

Wie so zum Beispiel dies dürfte zu merken sein!”

日本語およびロシア語による記憶法については，それぞれ文献 [2.e,2.c]参照．
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6
素粒子・元素・核種の性質

粒子，化学元素，核種の記号は 2.10.1節 (ii) p. 60に説明されている．Particle Data Group [133]

は，素粒子にはイタリック体の使用を推奨しており，多くの物理学者がこれに準じている（1.6節 p. 8

参照）．
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6.1 粒子の性質

6.1 粒子の性質
この表にあげたデータは，基礎物理定数 2006 [23] http://physics.nist.gov/cuu/Constants/

index.htmlのCODATA推奨値,および Particle Data Group (PDG) [133] http://pdg.lbl.gov

の 2006年編集から採録したものである．詳細については注を参照．標準不確かさは有効数字の末尾
の桁でかっこで示した．

記号 スピン 電荷数 静止質量

名称 I z m/u mc20/MeV 注

光子 photon � 1 0 0 0

ニュートリノ neutrino �e 1/2 0 ≈ 0 ≈ 0 1, 2

電子 electron e− 1/2 −1 5.485 799 094 3(23)×10−4 0.510 998 910(13) 3

ミューオン，�粒子muon �± 1/2 ±1 0.113 428 926 4(30) 105.658 369 2(94) 2

パイオン，�中間子 pion �± 0 ±1 0.149 834 76(37) 139.570 18(35) 2

パイオン，�中間子 pion �0 0 0 0.144 903 35(64) 134.9766(6) 2

陽子 proton p 1/2 1 1.007 276 466 77(10) 938.272 013(23)

中性子 neutron n 1/2 0 1.008 664 915 97(43) 939.565 346(23)

重陽子 deuteron d 1 1 2.013 553 212 724(78) 1875.612 793(47)

トリトン，三重陽子
triton

t 1/2 1 3.015 500 713 4(25) 2808.920 906(70) 4

ヘリオン helion h 1/2 2 3.014 932 247 3(26) 2808.391 383(70) 4

アルファ粒子 �-particle � 0 2 4.001 506 179 127(62) 3727.379 109(93)

Zボソン Z-boson Z0 1 0 91.1876(21)×103 2, 5

Wボソン W-boson W± 1 ±1 80.403(29)×103 2, 5

(1) ニュートリノと反ニュートリノはおそらく小さな質量 (m�̄e < 2 eV/c02)を持っている [133] ．電子ニュートリ
ノ �e のほかに，タウニュートリノ �� とミューオンニュートリノ �� (とこれらの反粒子 �̄)が発見された（訳注：
ニュートリノの質量は，本表でまとめられている直接測定による方法以外に，ニュートリノ振動を用いて測定する
方法がある．ニュートリノ振動では個々の種類のニュートリノの質量は測定できないが，2 種類のニュートリノ質
量の 2 乗の差が測定される．この方法を用いると，質量が最も大きいニュートリノと 2 番目に大きいニュートリ
ノの質量の 2 乗の差は (1.9 ∼ 3.0) × 10−3eV2，2 番目に大きいニュートリノと最も小さい（3 番目に大きい）
ニュートリノの差は (8.0 ± 0.3) × 10−5eV2 と測定されている．したがって，ニュートリノ振動の方法により
ニュートリノに質量があることが確定している（参考文献：C. Amsler et al., Phys. Lett., B667:1-298, 2008.

http://pdg.lbl.gov/））．
(2) これらのデータは，Particle Data Group [133] から採録したものである．
(3) 電子は時に e，あるいは �粒子として，�− と表記される．この反粒子 e+（陽電子，�+）は電子 e− と等しい質量
であるが，逆符号の電荷と逆符号の磁気モーメントを持つ．

(4) トリトンは 3H+,　ヘリオンは 3He2+ である．
(5) Z0 とW± はゲージボソンである．[133].
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記号 磁気モーメント 平均寿命 1

名称 μ/μN τ/s 注

光子 photon � 0

ニュートリノ neutrino �e ≈ 0 2, 6

電子 electron e− −1.001 159 652 181 11(74) 7, 8

ミューオン muon �+ 8.890 596 98(23) 2.197 03(4)×10−6 2, 8, 9

パイオン，�中間子 pion �± 0 2.6033(5)×10−8 2

パイオン，�中間子 pion �0 0 8.4(6)×10−17 2

陽子 proton p 2.792 847 356(23) 8, 10

中性子 neutron n −1.913 042 73(45) 885.7(8) 8

重陽子 deuteron d 0.857 438 230 8(72) 8

トリトン，三重陽子 triton t 2.978 962 448(38) 8, 11

ヘリオン helion h −2.127 497 718(25) 8, 12

アルファ粒子 �-particle � 0

1 PDG [133] は平均寿命 (τ) 値を表記している．2.12 節 注 8 p. 77参照．

(6) Particle Data Group [133] は μ/μB < 0.9× 10−10 としている（訳注：(1) の訳注参照）．
(7) 磁気モーメントの値 μ/μB は，ボーア磁子 μB = e�/2me を単位として記載されている．
(8) 磁気モーメントの符号の正負はスピン角運動量の向きに対して定義される．
(9) �− と �+ は同じ質量を持ち，逆符号の電荷と逆符号の磁気モーメントを持つ．
(10) 遮蔽された陽子の磁気モーメント μp

′ は，μp
′/μN = 2.792 775 598(30) で与えられる (H2O, 球, 25 ◦C)．

(11) トリトンの半減期 t1/2 は，約 12.3 a（2.12節 p. 77参照）で，平均寿命 τ は 17.7 aである（訳注：ここで 1 a

≈ 3.1557×107 s はユリウス年を表す（7.2節の表参照））．
(12) これは遮蔽されたヘリオンの磁気モーメント μh

′(気体, 球, 25 ◦C)で，μh
′/μN として与えられる．

原子核物理学および原子核化学では，粒子の質量はしばしばエネルギー当量（通常はメガ電子ボル
ト）を用いて表示される．統一原子質量単位は 931.494 028(23) MeVに相当する [23]．

正の粒子と電子がつくる原子状の対は，独立な要素粒子として扱えるほど安定であることもあり，
そのような場合には特別な名称で呼ばれている．

《例》 ポジトロニウム (e+e−; Ps) m(Ps) = 1.097 152 515 21(46)×10−3 u

ミューオニウム (�+e−; Mu) m(Mu) = 0.113 977 490 9(29) u
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6.2 元素の標準原子量 (2005)
IUPAC の原子量および同位体存在度委員会 Commission on Atomic Weights and Isotopic

Abundances (CAWIA)が 1979年に発表した合意 [135]により，ある元素 Eの相対原子質量（通常
は原子量と呼ばれる [136]）を，任意の特定された試料に対して定義することができる．相対原子質
量は，その試料中のその原子の平均質量を統一原子質量単位で割った値である1)．別の表現をすれば，
その原子のモル質量を標準モル質量Mu = NAmu = 1 g mol−1 で割ったものである．

Ar(E) = ma(E)/u = M(E)/Mu

異なる起源を持つ試料では，その中に存在する多くの元素の同位体成分に変動が見られる．その
変動のために，相対原子質量の精度は制限を受ける．IUPACの原子量および同位体存在度委員会
CAWIAにより隔年に改定されている標準原子量は，正常な物質 normal materialsに適用できると
想定しているものである．すなわち，任意の正常な試料中に含まれているある元素の相対原子質量は，
高い信頼度のレベルで，表に示された値の不確かさの限界値の中にあるといえる．ここで“正常”と
は，“その物質の出所が産業上および科学上の用途で市販されている元素または化合物というきわめ
てありふれたものであって，その物質の同位体組成が地質学的に見て短期間に著しく変更されていな
い”という意味である [137]．したがって，きわめて異常な同位体組成を研究するために用いた物質
は，もちろん除外されることになる．新しい統計的ガイドラインがつくられ (1997 [138])，元素の同
位体組成の中で，同位体存在度の不確かさを提示するために用いられるようになった．
以下の表に，元素の原子量 2005 [139] から採録した原子量と原子の基底状態を表す記号

2S+1LJ [140] を原子番号順に記載する．これらの値は，IUPAC の同位体存在度および原子量
委員会 (CIAAW) が 2005 年に推奨したもの [139] で，地球上に自然に存在する元素に適用さ
れるものである．標準原子量 2005 の CIAAW 表の電子ファイルは，CIAAW のホームページ
http://www.ciaaw.org/atomic weights4.htmにある．このリストには，元素 110および 111に
対して承認された名称 (Ds とRg)も含まれている [141,142]．記号Rgは希ガスの記号としても使わ
れてきたので，注意する必要がある．1882年から 1997年にかけての推奨される原子量の値の変遷に
関しては，[143]を参照されたい．
多くの元素の相対原子質量は，その物質の起源と処理に依存している [138]．この表の注は，個々
の元素に対して起こるかもしれない変動のタイプを説明している．その注の内容に十分注意して利用
すれば，ここに示された数値はかっこに入れた（最後の桁につく）数字の±まで信頼できると考えら
れている．地球上の同位体組成として特有な値を持たない元素については，標準原子量が推奨されて
いない．最も安定な同位体の原子質量は，6.3節の表に示されている．

1) 原子質量定数 mu は，ダルトン (Dalton) Da または統一原子質量単位 uと等しく，質量数 12の炭素原子の質量を
用いて定義されている． mu = 1 u = 1 Da = ma(12C)/12 である．
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原子 原子量 基底状態

元素記号 番号 元素名 (相対原子質量) 項記号 注

H 1 水素 hydrogen 1.007 94(7) 2S1/2 g, m, r

He 2 ヘリウム helium 4.002 602(2) 1S0 g, r

Li 3 リチウム lithium [6.941(2)]† 2S1/2 g, m, r

Be 4 ベリリウム beryllium 9.012 182(3) 1S0

B 5 ホウ素 boron 10.811(7) 2Po
1/2 g, m, r

C 6 炭素 carbon 12.0107(8) 3P0 g, r

N 7 窒素 nitrogen 14.0067(2) 4So
3/2 g, r

O 8 酸素 oxygen 15.9994(3) 3P2 g, r

F 9 フッ素 fluorine 18.998 403 2(5) 2Po
3/2

Ne 10 ネオン neon 20.1797(6) 1S0 g, m

Na 11 ナトリウム sodium 22.989 769 28(2) 2S1/2

Mg 12 マグネシウム magnesium 24.3050(6) 1S0

Al 13 アルミニウム aluminium (aluminum) 26.981 538 6(8) 2Po
1/2

Si 14 ケイ素 silicon 28.0855(3) 3P0 r

P 15 リン phosphorus 30.973 762(2) 4So
3/2

S 16 硫黄 sulfur 32.065(5) 3P2 g, r

Cl 17 塩素 chlorine 35.453(2) 2Po
3/2 g, m, r

Ar 18 アルゴン argon 39.948(1) 1S0 g, r

K 19 カリウム potassium 39.0983(1) 2S1/2

Ca 20 カルシウム calcium 40.078(4) 1S0 g

Sc 21 スカンジウム scandium 44.955 912(6) 2D3/2

Ti 22 チタン titanium 47.867(1) 3F2

V 23 バナジウム vanadium 50.9415(1) 4F3/2

Cr 24 クロム chromium 51.9961(6) 7S3

Mn 25 マンガン manganese 54.938 045(5) 6S5/2

Fe 26 鉄 iron 55.845(2) 5D4

Co 27 コバルト cobalt 58.933 195(5) 4F9/2

Ni 28 ニッケル nickel 58.6934(2) 3F4

† 市販されている Liの原子量は 6.939から 6.996の間の値を持っている．さらに精度の高い値が要求される場合は，
個々の試料について決定しなければならない．

(g) 地質学的に例外的な試料が知られている．それらの試料では，同位体組成が正常な物質についての限界値を超えて
いる．そのような試料に含まれる当該元素の平均相対原子質量と表に示された値との差は，ここに示された不確か
さの値よりかなり大きいこともある．

(m) 市販されている物質の中には，その物質が何らかの（発表されていない原因で，あるいは意図的でない原因で）同
位体分離を受けたことによって，同位体組成が変更されていることもある．この記号をつけた元素の相対原子質量
は，表に示された値からかなり大きく外れることもある．

(r)正常な地球上の物質の同位体組成に幅があるために，これ以上に精密な相対原子質量の値を与えることはできない．
表示された Ar(E) の値と不確かさは，任意の正常な物質に適用できる．
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原子 原子量 基底状態

元素記号 番号 元素名 (相対原子質量) 項記号 注

Cu 29 銅 copper 63.546(3) 2S1/2 r

Zn 30 亜鉛 zinc 65.409(4) 1S0

Ga 31 ガリウム gallium 69.723(1) 2Po
1/2

Ge 32 ゲルマニウム germanium 72.64(1) 3P0

As 33 ヒ素 arsenic 74.921 60(2) 4So
3/2

Se 34 セレン selenium 78.96(3) 3P2 r

Br 35 臭素 bromine 79.904(1) 2Po
3/2

Kr 36 クリプトン krypton 83.798(2) 1S0 g, m

Rb 37 ルビジウム rubidium 85.4678(3) 2S1/2 g

Sr 38 ストロンチウム　 strontium 87.62(1) 1S0 g, r

Y 39 イットリウム yttrium 88.905 85(2) 2D3/2

Zr 40 ジルコニウム zirconium 91.224(2) 3F2 g

Nb 41 ニオブ niobium 92.906 38(2) 6D1/2

Mo 42 モリブデン molybdenum 95.94(2) 7S3 g

Tc 43 テクネチウム technetium 6S5/2 A

Ru 44 ルテニウム ruthenium 101.07(2) 5F5 g

Rh 45 ロジウム rhodium 102.905 50(2) 4F9/2

Pd 46 パラジウム palladium 106.42(1) 1S0 g

Ag 47 銀 silver 107.8682(2) 2S1/2 g

Cd 48 カドミウム cadmium 112.411(8) 1S0 g

In 49 インジウム indium 114.818(3) 2Po
1/2

Sn 50 スズ tin 118.710(7) 3P0 g

Sb 51 アンチモン antimony 121.760(1) 4So
3/2 g

Te 52 テルル tellurium 127.60(3) 3P2 g

I 53 ヨウ素 iodine 126.904 47(3) 2Po
3/2

Xe 54 キセノン xenon 131.293(6) 1S0 g, m

Cs 55 セシウム caesium (cesium) 132.905 451 9(2) 2S1/2

Ba 56 バリウム barium 137.327(7) 1S0

La 57 ランタン lanthanum 138.905 47(7) 2D3/2 g

Ce 58 セリウム cerium 140.116(1) 1Go
4 g

Pr 59 プラセオジム praseodymium 140.907 65(2) 4Io9/2

Nd 60 ネオジム neodymium 144.242(3) 5I4 g

Pm 61 プロメチウム promethium 6Ho
5/2 A

Sm 62 サマリウム samarium 150.36(2) 7F0 g

(A) 安定な核種を持たない放射性元素なので，地球上の同位体組成に関する特性値は存在しない．この本の後ろの見返
しにある IUPACの元素周期表の中で，かっこ中の値は，最も寿命の長い同位体元素の質量数を示している（ま
た，6.3 節の原子核質量の表も参照）．
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原子 原子量 基底状態

元素記号 番号 元素名 (相対原子質量) 項記号 注

Eu 63 ユウロピウム europium 151.964(1) 8So
7/2 g

Gd 64 ガドリニウム gadolinium 157.25(3) 9Do
2 g

Tb 65 テルビウム terbium 158.925 35(2) 6Ho
15/2

Dy 66 ジスプロシウム dysprosium 162.500(1) 5I8 g

Ho 67 ホルミウム holmium 164.930 32(2) 4Io15/2

Er 68 エルビウム erbium 167.259(3) 3H6 g

Tm 69 ツリウム thulium 168.934 21(2) 2Fo
7/2

Yb 70 イッテルビウム ytterbium 173.04(3) 1S0 g

Lu 71 ルテチウム lutetium 174.967(1) 2D3/2 g

Hf 72 ハフニウム hafnium 178.49(2) 3F2

Ta 73 タンタル tantalum 180.947 88(2) 4F3/2

W 74 タングステン tungsten 183.84(1) 5D0

Re 75 レニウム rhenium 186.207(1) 6S5/2

Os 76 オスミウム osmium 190.23(3) 5D4 g

Ir 77 イリジウム iridium 192.217(3) 4F9/2

Pt 78 白金 platinum 195.084(9) 3D3

Au 79 金 gold 196.966 569(4) 2S1/2

Hg 80 水銀 mercury 200.59(2) 1S0

Tl 81 タリウム thallium 204.3833(2) 2Po
1/2

Pb 82 鉛 lead 207.2(1) 3P0 g, r

Bi 83 ビスマス bismuth 208.980 40(1) 4So
3/2

Po 84 ポロニウム polonium 3P2 A

At 85 アスタチン astatine 2Po
3/2 A

Rn 86 ラドン radon 1S0 A

Fr 87 フランシウム francium 2S1/2 A

Ra 88 ラジウム radium 1S0 A

Ac 89 アクチニウム actinium 2D3/2 A

Th 90 トリウム thorium 232.038 06(2) 3F2 g, Z

Pa 91 プロトアクチニウム protactinium 231.035 88(2) 4K11/2 Z

U 92 ウラン uranium 238.028 91(3) 5L6 g, m, Z

Np 93 ネプツニウム neptunium 6L11/2 A

Pu 94 プルトニウム plutonium 7F0 A

Am 95 アメリシウム americium 8So
7/2 A

Cm 96 キュリウム curium 9Do
2 A

Bk 97 バークリウム berkelium 6Ho
15/2 A

(Z) 安定な核種を持たない元素であるが，長寿命の放射性核種の地球上での組成がある範囲の特性値を示すので，有意
な相対原子質量を与えることができる．
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原子 原子量 基底状態

元素記号 番号 元素名 (相対原子質量) 項記号 注

Cf 98 カリホルニウム californium 5I8 A

Es 99 アインスタイニウム einsteinium 4Io15/2 A

Fm 100 フェルミウム fermium 3H6 A

Md 101 メンデレビウム mendelevium 2Fo
7/2 A

No 102 ノーベリウム nobelium 1S0 A

Lr 103 ローレンシウム lawrencium A

Rf 104 ラザホージウム rutherfordium A

Db 105 ドブニウム dubnium A

Sg 106 シーボーギウム seaborgium A

Bh 107 ボーリウム bohrium A

Hs 108 ハッシウム hassium A

Mt 109 マイトネリウム meitnerium A

Ds 110 ダームスタチウム darmstadtium A

Rg 111 レントゲニウム roentgenium A
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6.3 核種の性質
この表は，自然に存在する核種およびいくつかの不安定核種について，下記の性質を示している．

各欄の説明

1 Z は核種の原子番号（陽子数）．
2 元素記号．
3 A は核種の質量数．∗ の印は不安定核種（自然に存在する同位体を持たない元素については，最も

安定な核種を示す）．# の印は，同位体存在度を決定できるほど長い寿命 (105 年より長い) [144]

を持つ核種．

4 原子質量は統一原子質量単位 1 u = ma(
12C)/12, で示し，最後の桁につく標準誤差をかっこに入

れて併記する． これらの値は Ame2003 atomic mass evaluation [145,146]にあげられた詳しい
表から抜粋したものである．

5 同位体存在度は，対応する原子のモル分率 x としてパーセントで示す． CAWIAの見解によれば，
これらは，ごく一般的に実験室で見かける化学物質や材料の同位体存在度を表す．したがって，自
然物質の同位体存在比 [138]と一致しない場合がある． 表に示した存在度と正確に一致する試料を
得るのは困難かもしれないが，地球上に自然に存在する起源が定かでない化学物質や材料の平均的
な性質を決定するには，これらの値を使うべきである． ここに示された値は，同位体存在度として
参考文献 [147] の列 9に示されているように，2001CAWIA に書かれたものである． この参考文
献では Atomic Mass Evaluation 1993 [148,149]を使用している． この表で，注意すべき点は，
列 4では最も新しい質量Ame2003 [145, 146], を使っているのに対し，列 5は以前の原子質量に
基づいている [148,149]．個々の性質の評価など，精密な仕事をするときは，同位体存在度がもっ
と正確にわかっている試料 (参考文献 [147]の列 8に記載されているような)を入手するか，適当
な測定を行うべきである． かっこに入れた値は最後の桁につく不確かさで，物質の差によって起こ
りうる変動と実験誤差の両方の範囲をカバーしている．自然のあるいは人為的につくられた材料に
関する，同位体存在度の変動範囲のさらに多くのデータと背景については [149,150] を参照．

6 I は核スピン量子数である．正の符号は正のパリティを，負の符号は負のパリティを表す．かっこ
は不確かな値を示す．すべての値は，Nubase evaluation [144]から採録された．

7 磁気モーメントの欄には，核磁子の単位で表した核磁気双極子モーメント m の z 成分の最大の期
待値を示す． 正または負の符号は，角運動量に対する磁気双極子の方向がそれぞれ正または負の電
荷の回転に相当することを意味する．これらの値は N. J. Stoneが編集した表 [151]から抜粋した
ものである．∗ は元の表に二つ以上の値が示されているものを表す． ∗∗ は古い値であるがより高
い精度で報告されていることを示す．正あるいは負の符号がないものは，符号が実験的に決定され
ていないものである．

8 四極子モーメントの欄には，電気四極子モーメントの面積 (2.5節 注 14，15 p.28参照)をフェム
トメートル 2 乗（1 fm2 = 10−30 m2）の単位で示す．ただし大部分の表は，これらの値をバーン
の単位 (b), 1 b = 10−28 m2 = 100 fm2 で示している． 正の符号は核が扁長であることを表し，
負の符号は核が扁平であることを表す．これらの値は，N. J. Stoneの表 [151]から抜粋したもの
である．∗ は元の表では二つ以上の値が示されているものを表す． ∗∗ は古い値であるが，より高
い精度で報告されていることを示す． 正あるいは負の符号がないものは，符号が実験的に決定され
ていないものである．
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6.3 核種の性質

同位体 核 磁気 四極子
元素 原子質量, 存在度, スピン, モーメント, モーメント,

Z 記号 A ma/u 100 x I m/μN Q/fm2

1 H 1 1.007 825 032 07(10) 99.9885(70) 1/2+ +2.792 847 34(3)
(D) 2 2.014 101 777 8(4) 0.0115(70) 1+ +0.857 438 228(9) +0.286(2)∗

(T) 3∗ 3.016 049 277 7(25) 1/2+ +2.978 962 44(4)

2 He 3 3.016 029 319 1(26) 0.000 134(3) 1/2+ −2.127 497 72(3)
4 4.002 603 254 15(6) 99.999 866(3) 0+ 0

3 Li 6 6.015 122 795(16) 7.59(4) 1+ +0.822 047 3(6)∗ −0.082(2)∗

7 7.016 004 55(8) 92.41(4) 3/2− +3.256 427(2)∗ −4.06(8)∗

4 Be 9 9.012 182 2(4) 100 3/2− −1.177 432(3)∗ +5.29(4)∗

5 B 10 10.012 937 0(4) 19.9(7) 3+ +1.800 644 78(6) +8.47(6)

11 11.009 305 4(4) 80.1(7) 3/2− +2.688 648 9(10) +4.07(3)

6 C 12 12 (定義値) 98.93(8) 0+ 0
13 13.003 354 837 8(10) 1.07(8) 1/2− +0.702 411 8(14)

14∗ 14.003 241 989(4) 0+ 0

7 N 14 14.003 074 004 8(6) 99.636(20) 1+ +0.403 761 00(6) +2.001(10)∗

15 15.000 108 898 2(7) 0.364(20) 1/2− −0.283 188 84(5)

8 O 16 15.994 914 619 56(16) 99.757(16) 0+ 0

17 16.999 131 70(12) 0.038(1) 5/2+ −1.893 79(9) −2.578∗

18 17.999 161 0(7) 0.205(14) 0+ 0

9 F 19 18.998 403 22(7) 100 1/2+ +2.628 868(8)

10 Ne 20 19.992 440 175 4(19) 90.48(3) 0+ 0
21 20.993 846 68(4) 0.27(1) 3/2+ −0.661 797(5) +10.3(8)

22 21.991 385 114(19) 9.25(3) 0+ 0

11 Na 23 22.989 769 280 9(29) 100 3/2+ +2.217 655 6(6)∗ +10.45(10)∗

12 Mg 24 23.985 041 700(14) 78.99(4) 0+ 0

25 24.985 836 92(3) 10.00(1) 5/2+ −0.855 45(8) +19.9(2)∗

26 25.982 592 929(30) 11.01(3) 0+ 0

13 Al 27 26.981 538 63(12) 100 5/2+ +3.641 506 9(7) +14.66(10)∗

14 Si 28 27.976 926 532 5(19) 92.223(19) 0+ 0

29 28.976 494 700(22) 4.685(8) 1/2+ −0.555 29(3)

30 29.973 770 17(3) 3.092(11) 0+ 0

15 P 31 30.973 761 63(20) 100 1/2+ +1.131 60(3)

16 S 32 31.972 071 00(15) 94.99(26) 0+ 0
33 32.971 458 76(15) 0.75(2) 3/2+ +0.643 821 2(14) −6.4(10)∗

34 33.967 866 90(12) 4.25(24) 0+ 0

36 35.967 080 76(20) 0.01(1) 0+ 0

17 Cl 35 34.968 852 68(4) 75.76(10) 3/2+ +0.821 874 3(4) 8.50(11)∗

37 36.965 902 59(5) 24.24(10) 3/2+ +0.684 123 6(4) −6.44(7)∗

18 Ar 36 35.967 545 106(29) 0.3365(30) 0+ 0

38 37.962 732 4(4) 0.0632(5) 0+ 0

40 39.962 383 122 5(29) 99.6003(30) 0+ 0
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6 素粒子・元素・核種の性質

同位体 核 磁気 四極子
元素 原子質量, 存在度, スピン, モーメント, モーメント,

Z 記号 A ma/u 100 x I m/μN Q/fm2

19 K 39 38.963 706 68(20) 93.2581(44) 3/2+ +0.391 47(3)∗∗ +5.85
40# 39.963 998 48(21) 0.0117(1) 4− −1.298 100(3) −7.3(1)∗

41 40.961 825 76(21) 6.7302(44) 3/2+ +0.214 870 1(2)∗∗ +7.11(7)∗

20 Ca 40 39.962 590 98(22) 96.941(156) 0+ 0
42 41.958 618 01(27) 0.647(23) 0+ 0

43 42.958 766 6(3) 0.135(10) 7/2− −1.317 643(7)∗ −5.5(1)∗∗

44 43.955 481 8(4) 2.086(110) 0+ 0
46 45.953 692 6(24) 0.004(3) 0+ 0

48# 47.952 534(4) 0.187(21) 0+ 0

21 Sc 45 44.955 911 9(9) 100 7/2− +4.756 487(2) −15.6(3)∗

22 Ti 46 45.952 631 6(9) 8.25(3) 0+ 0

47 46.951 763 1(9) 7.44(2) 5/2− −0.788 48(1) +30.0(20)∗

48 47.947 946 3(9) 73.72(3) 0+ 0

49 48.947 870 0(9) 5.41(2) 7/2− −1.104 17(1) 24.7(11)∗

50 49.944 791 2(9) 5.18(2) 0+ 0

23 V 50# 49.947 158 5(11) 0.250(4) 6+ +3.345 688 9(14) 21.0(40)∗

51 50.943 959 5(11) 99.750(4) 7/2− +5.148 705 7(2) −4.3(5)∗

24 Cr 50 49.946 044 2(11) 4.345(13) 0+ 0

52 51.940 507 5(8) 83.789(18) 0+ 0

53 52.940 649 4(8) 9.501(17) 3/2− −0.474 54(3) −15.0(50)∗

54 53.938 880 4(8) 2.365(7) 0+ 0

25 Mn 55 54.938 045 1(7) 100 5/2− +3.468 717 90(9) +33.0(10)∗

26 Fe 54 53.939 610 5(7) 5.845(35) 0+ 0

56 55.934 937 5(7) 91.754(36) 0+ 0

57 56.935 394 0(7) 2.119(10) 1/2− +0.090 623 00(9)∗

58 57.933 275 6(8) 0.282(4) 0+ 0

27 Co 59 58.933 195 0(7) 100 7/2− +4.627(9) +41.0(10)∗

28 Ni 58 57.935 342 9(7) 68.0769(89) 0+ 0

60 59.930 786 4(7) 26.2231(77) 0+ 0
61 60.931 056 0(7) 1.1399(6) 3/2− −0.750 02(4) +16.2(15)

62 61.928 345 1(6) 3.6345(17) 0+ 0

64 63.927 966 0(7) 0.9256(9) 0+ 0

29 Cu 63 62.929 597 5(6) 69.15(15) 3/2− 2.227 345 6(14)∗ −21.1(4)∗

65 64.927 789 5(7) 30.85(15) 3/2− 2.381 61(19)∗ −19.5(4)

30 Zn 64 63.929 142 2(7) 48.268(321) 0+ 0

66 65.926 033 4(10) 27.975(77) 0+ 0

67 66.927 127 3(10) 4.102(21) 5/2− +0.875 204 9(11)∗ +15.0(15)
68 67.924 844 2(10) 19.024(123) 0+ 0

70 69.925 319 3(21) 0.631(9) 0+ 0

31 Ga 69 68.925 573 6(13) 60.108(9) 3/2− +2.016 59(5) +16.50(8)∗

71 70.924 701 3(11) 39.892(9) 3/2− +2.562 27(2) +10.40(8)∗
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6.3 核種の性質

同位体 核 磁気 四極子
元素 原子質量, 存在度, スピン, モーメント, モーメント,

Z 記号 A ma/u 100 x I m/μN Q/fm2

32 Ge 70 69.924 247 4(11) 20.38(18) 0+ 0
72 71.922 075 8(18) 27.31(26) 0+ 0

73 72.923 458 9(18) 7.76(8) 9/2+ −0.879 467 7(2) −17.0(30)

74 73.921 177 8(18) 36.72(15) 0+ 0
76# 75.921 402 6(18) 7.83(7) 0+ 0

33 As 75 74.921 596 5(20) 100 3/2− +1.439 48(7) +30.0(50)∗∗

34 Se 74 73.922 476 4(18) 0.89(4) 0+ 0

76 75.919 213 6(18) 9.37(29) 0+ 0

77 76.919 914 0(18) 7.63(16) 1/2− +0.535 042 2(6)∗

78 77.917 309 1(18) 23.77(28) 0+ 0

80 79.916 521 3(21) 49.61(41) 0+ 0

82# 81.916 699 4(22) 8.73(22) 0+ 0

35 Br 79 78.918 337 1(22) 50.69(7) 3/2− +2.106 400(4) 31.8(5)∗∗

81 80.916 290 6(21) 49.31(7) 3/2− +2.270 562(4) +26.6(4)∗∗

36 Kr 78 77.920 364 8(12) 0.355(3) 0+ 0

80 79.916 379 0(16) 2.286(10) 0+ 0

82 81.913 483 6(19) 11.593(31) 0+ 0
83 82.914 136(3) 11.500(19) 9/2+ −0.970 669(3) +25.9(1)∗

84 83.911 507(3) 56.987(15) 0+ 0

86 85.910 610 73(11) 17.279(41) 0+ 0

37 Rb 85 84.911 789 738(12) 72.17(2) 5/2− +1.352 98(10)∗∗ +27.7(1)∗∗

87# 86.909 180 527(13) 27.83(2) 3/2− +2.751 31(12)∗∗ +13.4(1)∗

38 Sr 84 83.913 425(3) 0.56(1) 0+ 0

86 85.909 260 2(12) 9.86(1) 0+ 0

87 86.908 877 1(12) 7.00(1) 9/2+ −1.093 603 0(13)∗ +33.0(20)∗

88 87.905 612 1(12) 82.58(1) 0+ 0

39 Y 89 88.905 848 3(27) 100 1/2− −0.137 415 4(3)∗

40 Zr 90 89.904 704 4(25) 51.45(40) 0+ 0

91 90.905 645 8(25) 11.22(5) 5/2+ −1.303 62(2) −17.6(3)∗

92 91.905 040 8(25) 17.15(8) 0+ 0
94 93.906 315 2(26) 17.38(28) 0+ 0

96# 95.908 273 4(30) 2.80(9) 0+ 0

41 Nb 93 92.906 378 1(26) 100 9/2+ +6.1705(3) −37.0(20)∗

42 Mo 92 91.906 811(4) 14.77(31) 0+ 0

94 93.905 088 3(21) 9.23(10) 0+ 0
95 94.905 842 1(21) 15.90(9) 5/2+ −0.9142(1) −2.2(1)∗

96 95.904 679 5(21) 16.68(1) 0+ 0

97 96.906 021 5(21) 9.56(5) 5/2+ −0.9335(1) +25.5(13)∗

98 97.905 408 2(21) 24.19(26) 0+ 0

100# 99.907 477(6) 9.67(20) 0+ 0

43 Tc 98∗ 97.907 216(4) (6)+
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6 素粒子・元素・核種の性質

同位体 核 磁気 四極子
元素 原子質量, 存在度, スピン, モーメント, モーメント,

Z 記号 A ma/u 100 x I m/μN Q/fm2

44 Ru 96 95.907 598(8) 5.54(14) 0+ 0
98 97.905 287(7) 1.87(3) 0+ 0

99 98.905 939 3(22) 12.76(14) 5/2+ −0.641(5) +7.9(4)

100 99.904 219 5(22) 12.60(7) 0+ 0
101 100.905 582 1(22) 17.06(2) 5/2+ −0.719(6)∗ +46.0(20)

102 101.904 349 3(22) 31.55(14) 0+ 0

104 103.905 433(3) 18.62(27) 0+ 0

45 Rh 103 102.905 504(3) 100 1/2− −0.8840(2)

46 Pd 102 101.905 609(3) 1.02(1) 0+ 0
104 103.904 036(4) 11.14(8) 0+ 0

105 104.905 085(4) 22.33(8) 5/2+ −0.642(3) +65.0(30)∗∗

106 105.903 486(4) 27.33(3) 0+ 0
108 107.903 892(4) 26.46(9) 0+ 0

110 109.905 153(12) 11.72(9) 0+ 0

47 Ag 107 106.905 097(5) 51.839(8) 1/2− −0.113 679 65(15)∗

109 108.904 752(3) 48.161(8) 1/2− −0.130 690 6(2)∗

48 Cd 106 105.906 459(6) 1.25(6) 0+ 0
108 107.904 184(6) 0.89(3) 0+ 0

110 109.903 002 1(29) 12.49(18) 0+ 0

111 110.904 178 1(29) 12.80(12) 1/2+ −0.594 886 1(8)∗

112 111.902 757 8(29) 24.13(21) 0+ 0

113# 112.904 401 7(29) 12.22(12) 1/2+ −0.622 300 9(9)

114 113.903 358 5(29) 28.73(42) 0+ 0
116# 115.904 756(3) 7.49(18) 0+ 0

49 In 113 112.904 058(3) 4.29(5) 9/2+ +5.5289(2) +80.0(40)

115# 114.903 878(5) 95.71(5) 9/2+ +5.5408(2) +81.0(50)∗

50 Sn 112 111.904 818(5) 0.97(1) 0+ 0

114 113.902 779(3) 0.66(1) 0+ 0
115 114.903 342(3) 0.34(1) 1/2+ −0.918 83(7)

116 115.901 741(3) 14.54(9) 0+ 0

117 116.902 952(3) 7.68(7) 1/2+ −1.001 04(7)
118 117.901 603(3) 24.22(9) 0+ 0

119 118.903 308(3) 8.59(4) 1/2+ −1.047 28(7)

120 119.902 194 7(27) 32.58(9) 0+ 0
122 121.903 439 0(29) 4.63(3) 0+ 0

124 123.905 273 9(15) 5.79(5) 0+ 0

51 Sb 121 120.903 815 7(24) 57.21(5) 5/2+ +3.3634(3) −36.0(40)∗∗

123 122.904 214 0(22) 42.79(5) 7/2+ +2.5498(2) −49.0(50)

52 Te 120 119.904 020(10) 0.09(1) 0+ 0
122 121.903 043 9(16) 2.55(12) 0+ 0

123# 122.904 270 0(16) 0.89(3) 1/2+ −0.736 947 8(8)

124 123.902 817 9(16) 4.74(14) 0+ 0
125 124.904 430 7(16) 7.07(15) 1/2+ −0.888 450 9(10)∗

126 125.903 311 7(16) 18.84(25) 0+ 0
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6.3 核種の性質

同位体 核 磁気 四極子
元素 原子質量, 存在度, スピン, モーメント, モーメント,

Z 記号 A ma/u 100 x I m/μN Q/fm2

128# 127.904 463 1(19) 31.74(8) 0+ 0
130# 129.906 224 4(21) 34.08(62) 0+ 0

53 I 127 126.904 473(4) 100 5/2+ +2.813 27(8) 72.0(20)∗∗

54 Xe 124 123.905 893 0(20) 0.0952(3) 0+ 0

126 125.904 274(7) 0.0890(2) 0+ 0

128 127.903 531 3(15) 1.9102(8) 0+ 0
129 128.904 779 4(8) 26.4006(82) 1/2+ −0.777 976(8)

130 129.903 508 0(8) 4.0710(13) 0+ 0

131 130.905 082 4(10) 21.2324(30) 3/2+ +0.6915(2)∗∗ −11.4(1)∗

132 131.904 153 5(10) 26.9086(33) 0+ 0

134 133.905 394 5(9) 10.4357(21) 0+ 0

136 135.907 219(8) 8.8573(44) 0+ 0

55 Cs 133 132.905 451 933(24) 100 7/2+ +2.582 025(3)∗∗ −0.355(4)∗

56 Ba 130 129.906 320(8) 0.106(1) 0+ 0
132 131.905 061(3) 0.101(1) 0+ 0

134 133.904 508 4(4) 2.417(18) 0+ 0

135 134.905 688 6(4) 6.592(12) 3/2+ 0.838 627(2)∗ +16.0(3)∗

136 135.904 575 9(4) 7.854(24) 0+ 0

137 136.905 827 4(5) 11.232(24) 3/2+ 0.937 34(2)∗ +24.5(4)∗

138 137.905 247 2(5) 71.698(42) 0+ 0

57 La 138# 137.907 112(4) 0.090(1) 5+ +3.713 646(7) +45.0(20)∗

139 138.906 353 3(26) 99.910(1) 7/2+ +2.783 045 5(9) +20.0(10)

58 Ce 136 135.907 172(14) 0.185(2) 0+ 0

138 137.905 991(11) 0.251(2) 0+ 0

140 139.905 438 7(26) 88.450(51) 0+ 0
142 141.909 244(3) 11.114(51) 0+ 0

59 Pr 141 140.907 652 8(26) 100 5/2+ +4.2754(5) −7.7(6)∗

60 Nd 142 141.907 723 3(25) 27.2(5) 0+ 0

143 142.909 814 3(25) 12.2(2) 7/2− −1.065(5) −61.0(20)∗

144# 143.910 087 3(25) 23.8(3) 0+ 0
145 144.912 573 6(25) 8.3(1) 7/2− −0.656(4) −31.4(12)∗∗

146 145.913 116 9(25) 17.2(3) 0+ 0

148 147.916 893(3) 5.7(1) 0+ 0
150# 149.920 891(3) 5.6(2) 0+ 0

61 Pm 145∗ 144.912 749(3) 5/2+

62 Sm 144 143.911 999(3) 3.07(7) 0+ 0

147# 146.914 897 9(26) 14.99(18) 7/2− −0.812(2)∗∗ −26.1(7)∗

148# 147.914 822 7(26) 11.24(10) 0+ 0
149 148.917 184 7(26) 13.82(7) 7/2− −0.6677(11)∗∗ +7.5(2)∗

150 149.917 275 5(26) 7.38(1) 0+ 0

152 151.919 732 4(27) 26.75(16) 0+ 0
154 153.922 209 3(27) 22.75(29) 0+ 0
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6 素粒子・元素・核種の性質

同位体 核 磁気 四極子
元素 原子質量, 存在度, スピン, モーメント, モーメント,

Z 記号 A ma/u 100 x I m/μN Q/fm2

63 Eu 151 150.919 850 2(26) 47.81(6) 5/2+ +3.4717(6) 83.0∗∗

153 152.921 230 3(26) 52.19(6) 5/2+ +1.5324(3)∗ +222.0∗

64 Gd 152# 151.919 791 0(27) 0.20(1) 0+ 0

154 153.920 865 6(27) 2.18(3) 0+ 0
155 154.922 622 0(27) 14.80(12) 3/2− −0.2572(4)∗ +127.0(50)∗

156 155.922 122 7(27) 20.47(9) 0+ 0

157 156.923 960 1(27) 15.65(2) 3/2− −0.3373(6)∗ +136.0(60)∗∗

158 157.924 103 9(27) 24.84(7) 0+ 0

160 159.927 054 1(27) 21.86(19) 0+ 0

65 Tb 159 158.925 346 8(27) 100 3/2+ +2.014(4) +143.2(8)

66 Dy 156 155.924 283(7) 0.056(3) 0+ 0

158 157.924 409(4) 0.095(3) 0+ 0
160 159.925 197 5(27) 2.329(18) 0+ 0

161 160.926 933 4(27) 18.889(42) 5/2+ −0.480(3)∗ 247.7(30)∗∗

162 161.926 798 4(27) 25.475(36) 0+ 0
163 162.928 731 2(27) 24.896(42) 5/2− +0.673(4) +265.0(20)∗∗

164 163.929 174 8(27) 28.260(54) 0+ 0

67 Ho 165 164.930 322 1(27) 100 7/2− +4.17(3) 358.0(20)∗∗

68 Er 162 161.928 778(4) 0.139(5) 0+ 0

164 163.929 200(3) 1.601(3) 0+ 0
166 165.930 293 1(27) 33.503(36) 0+ 0

167 166.932 048 2(27) 22.869(9) 7/2+ −0.563 85(12) +357.0(3)∗∗

168 167.932 370 2(27) 26.978(18) 0+ 0
170 169.935 464 3(30) 14.910(36) 0+ 0

69 Tm 169 168.934 213 3(27) 100 1/2+ −0.2310(15)∗

70 Yb 168 167.933 897(5) 0.13(1) 0+ 0

170 169.934 761 8(26) 3.04(15) 0+ 0

171 170.936 325 8(26) 14.28(57) 1/2− +0.493 67(1)∗

172 171.936 381 5(26) 21.83(67) 0+ 0

173 172.938 210 8(26) 16.13(27) 5/2− −0.648(3)∗∗ +280.0(40)

174 173.938 862 1(26) 31.83(92) 0+ 0
176 175.942 571 7(28) 12.76(41) 0+ 0

71 Lu 175 174.940 771 8(23) 97.41(2) 7/2+ +2.2323(11)∗∗ +349.0(20)∗

176# 175.942 686 3(23) 2.59(2) 7− +3.162(12)∗∗ +492.0(50)∗

72 Hf 174# 173.940 046(3) 0.16(1) 0+ 0
176 175.941 408 6(24) 5.26(7) 0+ 0

177 176.943 220 7(23) 18.60(9) 7/2− +0.7935(6) +337.0(30)∗

178 177.943 698 8(23) 27.28(7) 0+ 0
179 178.945 816 1(23) 13.62(2) 9/2+ −0.6409(13) +379.0(30)∗

180 179.946 550 0(23) 35.08(16) 0+ 0

73 Ta 180 179.947 464 8(24) 0.012(2) 9−
181 180.947 995 8(19) 99.988(2) 7/2+ +2.3705(7) +317.0(20)∗
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6.3 核種の性質

同位体 核 磁気 四極子
元素 原子質量, 存在度, スピン, モーメント, モーメント,

Z 記号 A ma/u 100 x I m/μN Q/fm2

74 W 180 179.946 704(4) 0.12(1) 0+ 0
182 181.948 204 2(9) 26.50(16) 0+ 0

183 182.950 223 0(9) 14.31(4) 1/2− +0.117 784 76(9)

184 183.950 931 2(9) 30.64(2) 0+ 0
186 185.954 364 1(19) 28.43(19) 0+ 0

75 Re 185 184.952 955 0(13) 37.40(2) 5/2+ +3.1871(3) +218.0(20)∗

187# 186.955 753 1(15) 62.60(2) 5/2+ +3.2197(3) +207.0(20)∗

76 Os 184 183.952 489 1(14) 0.02(1) 0+ 0

186# 185.953 838 2(15) 1.59(3) 0+ 0
187 186.955 750 5(15) 1.96(2) 1/2− +0.064 651 89(6)∗

188 187.955 838 2(15) 13.24(8) 0+ 0

189 188.958 147 5(16) 16.15(5) 3/2− +0.659 933(4) +98.0(60)∗∗

190 189.958 447 0(16) 26.26(2) 0+ 0

192 191.961 480 7(27) 40.78(19) 0+ 0

77 Ir 191 190.960 594 0(18) 37.3(2) 3/2+ +0.1507(6)∗ +81.6(9)∗

193 192.962 926 4(18) 62.7(2) 3/2+ +0.1637(6)∗ +75.1(9)∗

78 Pt 190# 189.959 932(6) 0.014(1) 0+ 0
192 191.961 038 0(27) 0.782(7) 0+ 0

194 193.962 680 3(9) 32.967(99) 0+ 0

195 194.964 791 1(9) 33.832(10) 1/2− +0.609 52(6)
196 195.964 951 5(9) 25.242(41) 0+ 0

198 197.967 893(3) 7.163(55) 0+ 0

79 Au 197 196.966 568 7(6) 100 3/2+ +0.145 746(9)∗∗ +54.7(16)∗∗

80 Hg 196 195.965 833(3) 0.15(1) 0+ 0

198 197.966 769 0(4) 9.97(20) 0+ 0
199 198.968 279 9(4) 16.87(22) 1/2− +0.505 885 5(9)

200 199.968 326 0(4) 23.10(19) 0+ 0

201 200.970 302 3(6) 13.18(9) 3/2− −0.560 225 7(14)∗ +38.0(40)∗

202 201.970 643 0(6) 29.86(26) 0+ 0

204 203.973 493 9(4) 6.87(15) 0+ 0

81 Tl 203 202.972 344 2(14) 29.52(1) 1/2+ +1.622 257 87(12)∗

205 204.974 427 5(14) 70.48(1) 1/2+ +1.638 214 61(12)

82 Pb 204 203.973 043 6(13) 1.4(1) 0+ 0
206 205.974 465 3(13) 24.1(1) 0+ 0

207 206.975 896 9(13) 22.1(1) 1/2− +0.592 583(9)∗

208 207.976 652 1(13) 52.4(1) 0+ 0

83 Bi 209# 208.980 398 7(16) 100 9/2− +4.1103(5)∗ −51.6(15)∗

84 Po 209∗ 208.982 430 4(20) 1/2−
85 At 210∗ 209.987 148(8) (5)+

86 Rn 222∗ 222.017 577 7(25) 0+ 0

87 Fr 223∗ 223.019 735 9(26) 3/2(−) +1.17(2) +117.0(10)

88 Ra 226∗ 226.025 409 8(25) 0+ 0
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6 素粒子・元素・核種の性質

同位体 核 磁気 四極子
元素 原子質量, 存在度, スピン, モーメント, モーメント,

Z 記号 A ma/u 100 x I m/μN Q/fm2

89 Ac 227∗ 227.027 752 1(26) 3/2− +1.1(1) +170.0(200)

90 Th 232# 232.038 055 3(21) 100 0+ 0

91 Pa 231∗ 231.035 884 0(24) 100 3/2− 2.01(2)

92 U 233∗ 233.039 635 2(29) 5/2+ 0.59(5) 366.3(8)∗

234# 234.040 952 2(20) 0.0054(5) 0+ 0

235# 235.043 929 9(20) 0.7204(6) 7/2− −0.38(3)∗ 493.6(6)∗

238# 238.050 788 2(20) 99.2742(10) 0+ 0

93 Np 237∗ 237.048 173 4(20) 5/2+ +3.14(4)∗ +386.6(6)

94 Pu 244∗ 244.064 204(5) 0+

95 Am 243∗ 243.061 381 1(25) 5/2− +1.503(14) +286.0(30)∗

96 Cm 247∗ 247.070 354(5) 9/2− 0.36(7)

97 Bk 247∗ 247.070 307(6)

98 Cf 251∗ 251.079 587(5)

99 Es 252∗ 252.082 980(50)
253∗ 253.084 824 7(28) 7/2+ +4.10(7) 670.0(800)

100 Fm 257∗ 257.095 105(7)

101 Md 258∗ 258.098 431(5)

102 No 259∗ 259.101 03(11)

103 Lr 262∗ 262.109 63(22)

104 Rf 261∗ 261.108 77(3)

105 Db 262∗ 262.114 08(20)

106 Sg 263∗ 263.118 32(13)

107 Bh 264∗ 264.1246(3)

108 Hs 265∗ 265.130 09(15)

109 Mt 268∗ 268.138 73(34)

110 Ds 271∗ 271.146 06(11)

111 Rg 272∗ 272.153 62(36)
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7
単位の換算

すべての科学と技術の分野で，SI単位を使うことが推奨されている．しかし，ある種の非有理化単
位は現在でも使われており，場合によっては今後も当面利用され続けるであろう．また，すでに発表
された科学文献では非 SI単位が広く用いられている．したがって，物理量の値を SIとほかの単位と
の間で換算する必要がしばしばある．この章では，そのような単位の換算を容易に行う方法と，単位
の換算法についての一般則について説明する．

7.1節 p. 159 は，異なる単位で表現された物理量の値の間の換算において量の四則演算を用いる方
法を，例をあげて説明している．7.2節 p. 163の表では，化学で用いられる種々の非 SI単位を列挙
し，対応する SI単位への換算係数を示している．また，エネルギーまたはエネルギーに関連する単位
（波数，振動数，温度，モル当たりの励起エネルギー）および圧力の単位に関する換算係数表について
は, 本書の最後に収録している．
異なる単位系に属する単位相互の換算でむずかしいのは，電磁気学の単位に関する問題である．ま
た，原子単位および原子単位と電磁気学の単位との関係も複雑である．そこで，7.2節 p. 163以降の
表に示された換算係数が導かれた根拠を明らかにするために，電磁気学の単位と原子単位についての
関係式を 7.3 節と 7.4 節, p. 172から 177で詳細に説明している．
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7.1 量の四則演算の使い方

7.1 量の四則演算の使い方
量の四則演算（quantity calculus）とは，物理量をある特定の単位で表されたその数値ではなく，
それ自体を表現するために記号を矛盾なく用いてゆく代数のシステムである．したがって物理量の値
は数値と単位の積であること（1.1節 p. 3参照）をつねに念頭に置き，物理量の記号と，数値と，単
位とを通常の代数の演算規則に従って取り扱う方式である1)．これは，科学と技術のあらゆる分野で
一般的に用いるのに適した方式である．量の四則演算を用いると，以下に示す例に見られるように，
異なる単位あるいは異なる単位系の換算を容易に行える．量の四則演算のもう一つの重要な特長は，
物理量の間の関係式ではどのような単位を選択したかによらず，等号の両側の項の次元が等しくなら
なければならないことである．以下の例に出てくる数値は，すべて近似的なものである．

《例 1》 ナトリウムの黄色のスペクトル線の１本の波長 λは，次のように表される．

λ ≈ 5.896 × 10−7 m, または λ/m ≈ 5.896 × 10−7

オングストロームは，次の式で定義される（7.2節 p.164の表の長さの項参照）．

1 Å = Å := 10
−10

m, または m/Å := 10
10

第一の式に代入すると，オングストローム単位で表した λの値は次式のようになる．

λ/Å = (λ/m) (m/Å) ≈ (5.896 × 10−7) (1010) = 5896

または
λ ≈ 5896 Å

《例 2》 20 ◦C における水の蒸気圧は，次のように測定されている．

p(H2O, 20 ◦C) ≈ 17.5 Torr

トル，バール，標準大気圧は次式で与えられる（7.2節 p.166の表の圧力の項参照）．

1 Torr ≈ 133.3 Pa

1 bar := 105 Pa

1 atm := 101 325 Pa

したがって，次式のようになる.

p(H2O, 20 ◦C) ≈ 17.5 × 133.3 Pa ≈ 2.33 kPa =

(2.33 × 103/105) bar = 23.3 mbar =

(2.33 × 103/101 325) atm ≈ 2.30 × 10−2 atm

《例3》 分光測定によると，メチレン遊離基 CH2 の励起状態 ea 1A1 は，基底状態 eX 3B1 より波数 3156

cm−1 だけ上にある． eν(ea− eX) = T0(ea)− T0(eX) ≈ 3156 cm−1

1) quantity calculus よりさらに適当な名称は，algebra of quantities であろう．微積分 calculus より代数 algebra

の原理が用いられているからである（訳注：calculus には“算法”という広い意味もある）．
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7 単位の換算

この基底三重項状態から励起一重項までの励起エネルギーは，したがって次のように書ける．

ΔE = hc0ν̃ ≈ (6.626 × 10−34 J s) (2.998 × 108 m s−1) (3156 cm−1) ≈
6.269 × 10−22 J m cm−1 =

6.269 × 10−20 J = 6.269 × 10−2 aJ

ここで h および c0の値は第 5章 p. 135の基礎物理定数の表からとり，1 m = 100 cm，または
1 m 1 cm−1 = 100の関係を用いている．電子ボルトは，1 eV ≈ 1.6022×10−19 J，または 1 aJ

≈ (1/0.160 22) eVで与えられるので（7.2節 p.166の表のエネルギーの項参照)，次の関係式が得ら
れる．

ΔE ≈
(
6.269× 10−2/0.160 22

)
eV ≈ 0.3913 eV

同様に，ハートリーエネルギー Hartree energy はEh = �
2/mea0

2 ≈ 4.3597 aJ，または 1 aJ ≈
(l/4.3597)Ehで与えられるので（3.9.1節 p.115参照），原子単位で表した励起エネルギーは，次の
ように書ける．

ΔE ≈
(
6.269× 10−2/4.3597

)
Eh ≈ 1.4379× 10−2Eh

最後に，１モル当たりの励起エネルギーは，次のように書ける．

ΔEm = NAΔE ≈ (6.022× 1023 mol−1)(6.269× 10−2 aJ) ≈ 37.75 kJ mol−1

さらに，1 kcal := 4.184 kJ または 1 kJ := (1/4.184) kcalの関係があるので，

ΔEm ≈ (37.75/4.184) kcal mol−1 ≈ 9.023 kcal mol−1

と表される．
ΔE からΔEm への変換の際に注意すべきことは，換算係数NA は数ではなく，mol−1 という次
元を持つことである．またこの例では，必要な換算係数を本書の最後にある表から直接に求めること
もできる．

《例 4》 ある電解質のモル伝導率�は次の式で定義される

� = κ/c

ここで κは電解質溶液の伝導率から純溶媒の伝導率を差し引いたもので，cは電解質の濃度である．電解質
の伝導率は通常は S cm−1 の単位で表され，濃度はmol dm−3 の単位で表される．例えば，c(KCl) ≈
0.000 500 mol dm−3に対して κ(KCl) ≈ 7.39 × 10−5 S cm−1 である．したがって，モル伝導率は 1 dm3

= 1000 cm3 を用いて次のように計算できる.

� ≈ (7.39× 10−5 S cm−1)/(0.000 500 mol dm−3) ≈
0.1478 S mol−1 cm−1 dm3 = 147.8 S mol−1 cm2

この関係式は，しばしば次のような形に書かれていた (現在でもこのように書かれることがある)．

� = 1000 κ/c

しかし，このような記述は現在推奨されていない．このような形に書いた式では，記号は物理量そのもので
なく，ある単位を用いて表した物理量の数値を表している．この式は，�が S mol−1 cm2 の単位で表したモ
ル伝導率，κが S cm−1で表した伝導率，cがmol dm−3で表した濃度を表す場合に限って正しい．このよう
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7.1 量の四則演算の使い方

な表し方は量の演算規則に従わないので，避けなければならない．� = κ/cと書くと，それぞれの記号は物理
量そのものを表し，どんな単位を用いた場合にも正しい式になる．もし数値の間の関係を表したければ，次の
ように書くのが望ましい．

�/(S mol−1 cm2) =
1000 κ/(S cm−1)

c/(mol dm−3)

《例 5》 0.125 mol の溶質 BをmS ≈ 953 gの溶媒 Sに溶かした溶液の質量モル濃度 bB は，次のように
表される 2).

bB = nB/mS ≈ (0.125/953) mol g−1 ≈ 0.131 mol kg−1

溶質のモル分率は，近似的に次の式で与えられる.

xB = nB/ (nS + nB) ≈ nB/nS = bBMS

ここで nB � nS と仮定している．
もし溶媒が水 (モル質量 18.015 g mol−1)であれば，次のように書ける.

xB ≈
“
0.131 mol kg−1

”“
18.015 g mol−1

”
≈ 2.36 g/kg = 0.002 36

ここで用いた式は，次のような形に書かれることもある．bB = 1000nB/MS, xB ≈ bBMS/1000．しか
し，この式には量の演算規則が正しく用いられていないので奨められない．式の中に使われている記号は，物
理量を特定の単位を用いて測ったときの数値を表しているからである（すなわち，bB,mS,MS は，それぞれ
mol kg−1, g, g mol−1 という単位で測った数値を表している）．第二の式を正しく書くには，例えば次のよう
にすればよい．

xB = (bB/mol kg−1)(MS/g mol−1)/1000

《例 6》 常磁性の物質では磁化率が実験的に測定され，分子の磁気双極子モーメントに関する情報（さら
に，それを用いて，その物質中の分子の電子構造に関する情報）を得ることができる．ある物質のモル磁化率
に対する常磁性磁化率の寄与 χm は，キュリーの関係式によって分子の磁気双極子モーメント mと関係づけ
られる．

χm = χVm = μ0NAm
2/3kT

旧来の非有理化静電単位系 esu，電磁単位系 emu，ガウス単位系（7.3節 p. 172参照）を用いて表すと，上
の式は次のように書ける．

χ (ir)
m = χ(ir)Vm = NAm

2/3kT

mについて解き，ISQ(SI)におけるボーア磁子 μB を用いて結果を表すと，

m/μB = (3k/μ0NA)1/2 μ−1
B (χmT )1/2

となる．同様に非有理化電磁単位系 emu，ガウス単位系では，次のように書ける．

m/μB = (3k/NA)1/2 μ−1
B

“
χ (ir)

m T
”1/2

最後に，第 5章 p. 135に示された基礎物理定数 μB, k, μ0, NA の数値を用いると，

m/μB ≈ 0.7977
h
χm/

“
cm3 mol−1

”i1/2
[T/K]1/2 ≈ 2.828

h
χ (ir)

m /
“
cm3 mol−1

”i1/2
[T/K]1/2

2) ここで bB を使用する理由は，質量モル濃度を mB で表し，質量を mS で表すと，表記が混乱する可能性があるか
らである．しかし，質量モル濃度には，しばしばmB の記号が用いられている (2.10 節, p. 58, 注 14 を参照)．
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と書ける．これらの表現は実際の計算に便利である．この最終結果は，しばしば次の形に書かれている（ただ
し，奨められる形ではない）．

m/μB ≈ 2.828 (χmT )1/2

この式では，(量の演算規則に反して)χm と T はそれぞれモル磁化率と温度を cm3 mol−1 と Kの単位で

表した数値を表すと仮定している．また，磁化率は非有理化系での電磁気方程式（7.3節 p. 172を参照）を用

いて定義されていると仮定している（ただし，この仮定が明記されることはほとんどない）．

《例 7》 電荷の静電単位またはガウス単位は√
erg cm である．あるいは，フランクリン (記号 Fr) が

√
erg cmを表すのに用いられる（7.3節 p. 172参照）．フランクリンの定義は，“真空中で 1センチメートル
離れて存在する二つの 1フランクリンの電荷は，互いに 1ダインの力で反発しあう”というものである．SI

単位への換算係数を得るには，「どういう電荷が同じ距離で同じ力をつくり出すか」を考える必要がある．

1 dyn = 1 cm g s−2 = 10−5 N =
1

4�ε0
Q2

(10−2 m)2

ここから（7.3節 p. 172参照）次式が導かれる．

Q2 = 4�ε0 × 10−9 Nm2 = μ0ε0 × 10−2 A2 m2 = c −2
0 × 10−2 A2 m2

したがって
Q =

1

10 c0
Am =

10

ζ
C

となる．ここで，ζ は，厳密に正確な無名数 ζ = c0/(cm s−1) = 29 979 245 800である（7.2節 p. 163およ

び 7.3節 p. 172参照）．したがって， 1 Fr = 1/(2.997 924 58× 109) C である．

《例 8》 電界の強さの静電単位又はガウス単位は√erg cm cm−2，あるいは，Fr cm−2 である．上記例 7

でのフランクリンとクーロンの間の関係を単純に用いると，1 Fr cm−2 = (105/ζ) C m−2が得られる．しか
し，C m−2 は電場の強さの SI単位ではない．SIにおける電場の強さへの換算係数を得るためには，次の関
係式を用いる必要がある．

1
Fr

cm2
=

1

4�ε0
× 105

ζ

C

m2

例 7から 4�ε0 × 10−9 Nm2 = (10/ζ)2 C2 であるから，

105 C

4�ε0ζm2
= ζ × 10−6 N

C

となる．結果として，1 Fr cm−2 = ζ × 10−6 V m−1 　を得る．

《例 9》 分極率の静電単位またはガウス単位は cm3 である．このことは，分極率 1 cm3 を持つ電荷系で
は，1 Fr/cm2 の場は 1 Fr cmの双極子モーメントを生成することを意味する（7.3節 p. 172参照）．これに
対応する SIにおける値は，次式によって求められる．

1 cm3 =
p

E
=

(10/ζ) C 10−2 m

ζ 10−6 V m−1
= ζ−2 105 m2 C V−1

ここにボルトの定義を用いると，1 cm3 = (105/ζ2)m2 C2 J−1 を得る．この関係式は一見すると奇妙に感

じられるが，SIでの 1 cm3 という体積とほかの単位の間の一般的な関係を与えるのではなく，むしろ静電単

位またはガウス単位での 1 cm3 という値の分極率は，SIにおいては (105/ζ2) m2 C2 J−1 という値を持つこ

とを表しているのである．
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7.2 単位の換算表

7.2 単位の換算表
下記の表は，種々の単位をそれに対応する SI単位に換算する係数を与えている．この表の使用例
は，すでに前節に示した．各物理量に対して，まず名称と推奨されている記号（複数の場合もある）
を示し，次に SI 単位と静電単位 (esu)，電磁単位 (emu)，ガウス単位（Gaussian unit)，原子単位
(au)，常用されているそのほかの単位を，換算係数とともに示している．電磁気学に関するある種の
換算係数に出てくる ζ という定数は，厳密に正確な数 29 979 245 800 = c0/(cm s−1)である．
この表に非 SI単位を含めたのは，それらの単位を使うことを奨励する意図からではない．少数の
例外を除いて，SI単位はつねに非 SI単位に優先して使うべきものである．しかし，下記の単位の大
部分は科学の文献によく出てくるので，それらの単位が SIとどのように関係しているかを表示する
ことは有用と考えられるからである．

3 次元系である静電単位系，電磁単位系とガウス単位系に便宜上，それぞれに電荷の静電単位フラ
ンクリン（Fr）と，電流の電磁単位ビオ（Bi）を加えて，長さ，質量，時間，電荷の 4 次元系として
いる．このようにすると，各物理量はすべての単位系で等しい次元を持ち，すべての換算係数は無名
数になる．定数 4�ε0 = k−1

es と Frは，次のように書くと消去できる．Fr = erg1/2 cm1/2 = cm3/2

g1/2 s−1, kes = 1 Fr−2 erg cm = 1．このようにすると，三つの基本単位（訳注：長さ，質量，時間）を
用いる静電単位系の表現が再現される（7.3節 p. 172参照）．Frという記号は“電荷の静電単位”を
簡潔に表記したものと見ることができる．同様に，μ0/4� = kem と Biは，Bi = dyn1/2 = cm1/2

g1/2 s−1, kem = dyn Bi−2 = 1のように書くと，三つの基本単位を用いる電磁単位系の表現が再現
される．
表の読み方は，以下のようである．例えば，フェルミ (fermi) を長さの単位として用いる場
合，表中の f = 10−15 m が意味するところは，13.1 f という長さの表現の中で f という記号が
10−15 m で置き換えられ，13.1 × 10−15 m という値を持つということである．もう少し難し
い例は，分極率 α の場合である．α がガウス単位系で 17.8 cm3 という場合には，SI 単位では
(17.8× 105/ζ2) m2 C2 J−1 ≈ 3.53× 10−9 m2 C2 J−1である．このことは，SI単位で分極率の値を
得ようとする場合には，cm3 という記号が，(105/ζ2) m2 C2 J−1 という表現で置き換えられること
を表す (7.1節 p.162の例 9 も参照)．換算係数は厳密に正確である場合 (=の記号が使われている場
合あるいは,もしそれが定義ならば:=の記号が使われる場合)もあるし，相当する物理定数の不確かさ
を含む近似値である場合 (≈の記号が使われている場合)もある．後者の場合，もし不確かさが明示さ
れていない場合には，不確かさはつねに最後の桁で± 5以下である．
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7 単位の換算

名　　称 単位記号 SI単位による表現 注

長さ length, l

メートル metre (SI単位) m

センチメートル centimetre (CGS単位) cm = 10−2 m

ボーア bohr (原子単位) a0 = 4�ε0�
2/mee

2

≈5.291 772 085 9(36)×10−11 m

オングストローム ångström Å = 10−10 m

ミクロン micron � = 1 �m = 10−6 m

ミリミクロン millimicron m� = 1 nm = 10−9 m

x単位 x unit X ≈ 1.002×10−13 m

フェルミ fermi f = 1 fm = 10−15 m

インチ inch in = 2.54×10−2 m

フィート foot ft = 12 in = 0.3048 m

ヤード yard yd = 3 ft = 0.9144 m

マイル mile mi = 1760 yd = 1609.344 m

海里 nautical mile = 1852 m

天文単位 astronomical unit ua ≈ 1.495 978 706 91(6)×1011 m

パーセク parsec pc ≈ 3.085 678×1016 m

光年 light year l.y. ≈ 9.460 730×1015 m 1

光秒 light second = 299 792 458 m

面積 area, A

平方メートル square metre (SI単位) m2

バーン barn b = 10−28 m2

エーカー acre ≈ 4046.856 m2

アール are a = 100 m2

ヘクタール hectare ha = 104 m2

体積 volume, V

立方メートル cubic metre (SI単位) m3

リットル litre l, L = 1 dm3 = 10−3 m3 2

ラムダ lambda λ = 10−6 dm3 [= 1 �l]

バレル barrel (US) = 158.9873 dm3

米ガロン gallon (US) gal (US) = 3.785 412 dm3

英ガロン gallon (UK) gal (UK) = 4.546 092 dm3

平面角 plane angle, α

ラジアン radian (SI単位) rad

度 degree ◦, deg = (�/180) rad ≈ (1/57.295 78) rad

分minute ′ = (�/10 800) rad [= (1/60)◦]
秒 second ′′ = (�/648 000) rad [= (1/3600)◦]
ゴン gon gon = (�/200) rad ≈ (1/63.661 98) rad

(1) これはユリウス年を（1 a = 365.25 d，1 d = 86 400 s）に基づいて計算した値である [152]．l.y. は，1.3 節
p. 5 の規則によると記号ではなく，頻繁に用いられる短縮形である．

(2) 国際標準化機構 (ISO) および国際電気標準会議 (IEC)は，リットルに対して小文字の lだけを用いている．

164



iupac : 2009/3/27(14:11)

7.2 単位の換算表

名　　称 単位記号 SI単位による表現 注

質量mass, m

キログラム kilogram (SI単位) kg

グラム gram (CGS単位) g = 10−3 kg

電子質量 (原子単位) electron mass (au) me ≈ 9.109 382 15(45)×10−31 kg

ダルトン dalton, 統一原子質量単位 Da, u := ma(
12C)/12

unified atomic mass unit ≈1.660 538 782(83)×10−27 kg

ガンマ gamma γ = 1 �g

トン (メートルトン) tonne, (metric tonne) t = 1 Mg = 103 kg

ポンド (常衡) pound (avoirdupois) lb = 0.453 592 37 kg

ポンド (メートルポンド) = 0.5 kg

オンス (常衡) ounce (avoirdupois) oz = 28.349 52 g

オンス (トロイ衡) ounce (troy) oz (troy) = 31.103 476 8 g

グレーン grain gr = 64.798 91 mg

時間 time, t

秒 second (SI単位，CGS単位) s

時間の原子単位 au of time �/Eh ≈ 2.418 884 326 505(16)×10−17 s

分minute min = 60 s

時 hour h = 3600 s

日 day d = 24 h = 86 400 s 3

年 year a ≈ 31 556 952 s 4

スヴェドベリ svedberg Sv = 10−13 s

加速度 acceleration, a

SI単位 m s−2

自由落下の標準加速度 gn = 9.806 65 m s−2

standard acceleration of free fall

ガル gal (CGS単位) Gal = 10−2 m s−2

力 force, F

ニュートン newton (SI単位) N = 1 kg m s−2 5

ダイン dyne (CGS単位) dyn = 1 g cm s−2 = 10−5 N

力の原子単位 au of force Eh/a0 ≈ 8.238 722 06(41)×10−8 N

重量キログラム kilogram-force， kgf = kp = 9.806 65 N

キロポンド kilopond

(3) 天文日は，秒では正確には定義されていないことを注記しておく．午前零時が一年を通じて平均的に 24:00:00 に
到来するように保つために，うるう秒が半年に一度加減されているからである．しかし，参考文献 [3] によると，
時と日は秒により定義されている．

(4) 年は日で割り切れないし一定でもない．原子標準が導入された 1967年以前は，太陽年 1900が秒の定義の基準とし
て用いられていた．1900.0年当時は，1年は 365.242 198 79 d ≈ 31 556 925.98 sであったが，1世紀に 0.530 s

の割合で減少している．暦の上での 1年は，日を基準に正確に定義されている：ユリウス年は 365.25 d；グレゴリオ
年は 365.2425 d；マヤ年は 365.2420 dに等しいなどである．表中の定義はグレゴリオ年でのものである．これは，
1年の基本的な日数を 365 d，うるう年は 366 dとして計算されたものである．うるう年は「4で割り切れる年であ
るが，100で割り切れ，400で割り切れない年は含めない」という規則に基づいている．「3200年がうるう年になるか
どうか」は未定であるが，32世紀の中ごろになるまで決める必要はないと考えられている．通常の換算においては，
1 a ≈ 3.1557×107 sを用いることができる．しかし，さらに正確な記述が必要な場合には，用いられた 1年の精
密な定義を明記すべきである．

(5) 1 Nは，地球がリンゴ 1 個に及ぼす力にほぼ等しい．
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7 単位の換算

名　　称 単位記号 SI単位による表現 注

エネルギー energy, E, U

ジュール joule (SI 単位) J = 1 kg m2 s−2

エルグ erg (CGS 単位) erg = 1 g cm2 s−2 = 10−7 J

ハートリー hartree (au) Eh = �
2/mea0

2

≈ 4.359 743 94(22)×10−18 J

リュードべリ rydberg Ry = Eh/2

≈ 2.179 871 97(11)×10−18 J

電子ボルト electronvolt eV = e·1 V

≈ 1.602 176 487(40)×10−19 J

熱化学カロリー calorie, thermochemical calth = 4.184 J

国際カロリー calorie, international calIT = 4.1868 J

15◦Cカロリー 15 ◦C calorie cal15 ≈ 4.1855 J

リットル気圧 litre atmosphere l atm = 101.325 J

英国熱量単位 British thermal unit Btu = 1055.06 J

圧力 pressure, p

パスカル pascal (SI単位) Pa = 1 N m−2 = 1 kg m−1 s−2

標準大気圧 standard atmosphere atm = 101 325 Pa

バール bar bar = 105 Pa

トル torr Torr = (101 325/760) Pa ≈ 133.322 Pa

慣用ミリメートル水銀柱 mmHg = 13.5951×980.665×10 −2 Pa

conventional millimetre of mercury ≈133.322 Pa

ポンド毎平方インチ psi ≈ 6.894 758×103 Pa

pounds per square inch

工率 power, P

ワット watt (SI単位) W = 1 kg m2 s−3

英馬力 Imperial horse power hp ≈ 745.7 W

仏馬力metric horse power hk = 735.498 75 W

作用 action，角運動量 angular momentum, L, J

SI単位 J s = 1 kg m2 s−1

CGS単位 erg s = 10−7 J s

作用の原子単位 au of action � := h/2� ≈ 1.054 571 628(53)

×10−34 J s

粘性率 dynamic viscosity, η

SI単位 Pa s = 1 kg m−1 s−1

ポアズ poise (CGS単位) P = 10−1 Pa s

センチポアズ centipoise cP = 1 mPa s

動粘性率 kinematic viscosity, ν

SI単位 m2 s−1

ストークス stokes (CGS単位) St = 10−4 m2 s−1
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7.2 単位の換算表

名　　称 単位記号 SI単位による表現 注

熱力学温度 thermodynamic temperature, T

ケルビン kelvin (SI単位) K

ランキン度 degree Rankine ◦R = (5/9) K 6

セルシウス温度 Celsius temperature, t

度 degree Celsius (SI単位) ◦C = 1 K 6

エントロピー entropy, S

熱容量 heat capacity, C

SI単位 J K−1

クラウジウス clausius Cl = 4.184 J K−1

[= 1 calth K−1]

モルエントロピーmolar entropy, Sm

モル熱容量molar heat capacity, Cm

SI単位 J K−1 mol−1 = 1 kg m2 s−2 K−1 mol−1

エントロピー単位 entropy unit = 4.184 J K−1 mol−1

= [1 calth K−1 mol−1]

モル体積molar volume, V m

SI単位 m3 mol−1

アマガー amagat := V m (1 atm，273.15 K に
おける不完全気体のモル体積)

≈ 22.4×10−3 m3 mol−1

モル密度 amount density, 1/Vm

SI単位 mol m−3

アマガーの逆数 reciprocal amagat := 1/Vm (1 atm，273.15 Kに
おける不完全気体のモル密度)

≈ 44.6 mol m−3 7

放射能 activity, A

べクレル becquerel (SI単位) Bq = 1 s−1

キュリー curie Ci = 3.7×1010 Bq

放射線の吸収線量 absorbed dose of radiation, D 8

グレイ gray (SI単位) Gy = 1 J kg−1 = 1 m2 s−2

ラド rad rad = 0.01 Gy

(6) T/◦R = (9/5)T/K である．また，セルシウス温度 t は，熱力学温度 T と次の式で関係づけられる．
t/◦C = T/K− 273.15

　同様にカ氏温度 tF は，セルシウス温度 tと次の式で関係づけられる．
tF/◦F = (9/5)(t/◦C) + 32

(7) アマガー 「amagat」という名称は，残念なことにモル体積とモル密度の両方の単位として使われている．その値
は，対象としている気体が理想気体からどのように外れているかに応じて，各気体によってわずかに異なる．

(8) レントゲン röntgen, R は X線あるいは γ 線の照射線量を表現するのに用いられ，1 R = 2.58×10−4 C kg−1

に等しい．
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7 単位の換算

名　　称 単位記号 SI単位による表現 注

線量当量 dose equivalent, H

シーベルト sievert (SI単位) Sv = 1 J kg−1 = 1 m2 s−2

レム rem rem = 0.01 Sv 9

電流 electric current, I

アンペア ampere (SI単位) A

静電単位 esu, ガウス単位 Gaussian Fr s−1 := (10/ζ)A

≈ 3.335 64×10−10 A

10

ビオ biot (電磁単位) Bi = 10 A

原子単位 au eEh/� ≈ 6.623 617 63(17)

×10−3 A

電荷 electric charge, Q

クーロン coulomb (SI単位) C = 1 A s

フランクリン franklin (静電単位，ガウス単位) Fr := (10/ζ)C ≈ 3.335 64

×10−10 C

10

電磁単位 emu (アブクーロン) Bi s = 10 C

陽子の電荷 proton charge (原子単位) e ≈ 1.602 176 487(40)

×10−19 C

≈ 4.803 21×10−10 Fr

電荷密度 charge density, ρ

SI単位 C m−3 = 1 A s m−3

静電単位 esu, ガウス単位 Gaussian Fr cm−3 := (107/ζ) C m−3 10

≈ 3.335 640 952×10−4

C m−3

原子単位 au ea0
−3 ≈ 1.081 202 300(27)

×1012 C m−3

電位 electric potential, V, φ

電圧 electric tension, U

ボルト volt (SI単位) V = 1 J C−1

= 1 kg m2 s−3 A−1

静電単位 esu, ガウス単位 Gaussian Fr cm−1 = ζ×10−8 V

= 299.792 458 V

10

“毎センチメートル cm−1” e cm−1/4�ε0 ≈ 1.439 964 41(36)

×10−7 V

11

原子単位 au e/4�ε0a0 = Eh/e

≈ 27.211 383 86(68) V

平均国際ボルトmean international volt = 1.000 34 V

米国国際ボルト US international volt = 1.000 330 V

(9) レムは röntgen equivalent man の略語である（訳注：放射線防護の観点から線量当量を表すのに使われた）．
(10) ζ は，厳密に正確な無名数 ζ = c0/(cm s−1) = 29 979 245 800 である．
(11) 電位から分極率までの “　”で囲まれた単位（訳注：“毎センチメートル cm−1”, …“立方オングストローム Å3”

を指す）は厳密には正しくないが，文献で使われることもある．記号の欄に示された項目は，物理量およびほか
の単位により定義された単位であり，したがって，SIに変換するためには，そこに現れる物理量を SI での数値
で置き換えて，単位を SIにおける単位であるとして理解する必要がある．
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7.2 単位の換算表

名　　称 単位記号 SI単位による表現 注

電気抵抗 electric resistance, R

オーム ohm (SI単位) Ω = 1 V A−1 = 1 m2 kg s−3 A−2

平均国際オームmean international ohm = 1.000 49 Ω

米国国際オーム US international ohm = 1.000 495 Ω

ガウス単位Gaussian s cm−1 = ζ2 × 10−9 Ω

≈ 8.987 551 787×1011 Ω

10

電気伝導度 conductivity, κ, σ

SI単位 S m−1 = 1 kg−1 m−3 s3 A2

ガウス単位Gaussian s−1 = (1011/ζ2) S m−1 ≈ 10

1.112 650 056×10−10 S m−1

電気容量（静電容量）capacitance, C

ファラド farad (SI単位) F = 1 kg−1 m−2 s4 A2

ガウス単位Gaussian cm := (109/ζ2) F

≈ 1.112 650 056×10−12 F

10

電場の強さ electric field strength, E

SI単位 V m−1 = 1 J C−1 m−1

= 1 kg m s−3 A−1

静電単位 esu, ガウス単位 Gaussian Fr−1 cm−2 := ζ × 10−6 V m−1 10

= 2.997 924 58×104 V m−1

“毎平方センチメートル cm−2” e cm−2/4�ε0 ≈ 1.439 964 41(36)×10−5 V m−1 11

原子単位 au e/4�ε0a0
2 = Eh/ea0 ≈

5.142 206 32(13)×1011 V m−1

電場勾配 electric field gradient, E ′αβ, qαβ

SI単位 V m−2 = 1 J C−1 m−2 = 1 kg s−3 A−1

静電単位 esu,ガウス単位 Gaussian Fr−1 cm−3 := ζ × 10−4 V m−2 10

= 2.997 924 58×106 V m−2

“毎立方センチメートル cm−3” e cm−3/4�ε0 ≈ 1.439 964 41(36)×10−3 V m−2 11

原子単位 au e/4�ε0a0
3 = Eh/ea0

2 ≈
9.717 361 66(24)×1021 V m−2

電気双極子モーメント
electric dipole moment, p, μ

SI単位 C m = 1 A s m

静電単位 esu，ガウス単位 Gaussian Fr cm := (10−1/ζ) C m 10

≈3.335 640 952×10−12 C m

デバイ debye D = 10−18 Fr cm

≈3.335 640 952×10−30 C m

“センチメートル cm”， e cm ≈ 1.602 176 487(40)×10−21 C m 11

双極子長 dipole length

原子単位 au ea0 ≈ 8.478 352 81(21)×10−30 C m
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7 単位の換算

名　　称 単位記号 SI単位による表現 注

電気四極子モーメント
electric quadrupole moment，
Qαβ，�αβ，eQ
SI単位 C m2 = 1 A s m2

静電単位 esu，ガウス単位Gaussian Fr cm2 := (10−3/ζ) C m2 10

≈3.335 640 952×10−14 C m2

“平方センチメートル cm2”， e cm2 ≈ 1.602 176 487(40)×10−23 C m2 11

四重極面積 quadrupole area

原子単位 au ea2
0 ≈ 4.486 551 07(11)×10−40 C m2

分極率 polarizability, α

SI単位 J−1 C2 m2 = 1 F m2 = 1 kg−1 s4 A2

静電単位 esu，ガウス単位Gaussian Fr2 cm3 := (105/ζ2) J−1 C2 m2

≈1.112 650 056×10−16

J−1 C2 m2

10

“立方センチメートル cm3”,

分極率体積 polarizability volume

4�ε0 cm3 ≈ 1.112 650 056×10−16

J−1 C2 m2

11

“立方オングストロームÅ3” 4�ε0 Å3 ≈1.112 650 056×10−40

J−1 C2 m2

11

原子単位 au 4�ε0a0
3 = e2a0

2/Eh

≈1.648 777 253 6(34)×10−41

J−1 C2 m2

電気変位 electric displacement, D 12

(体積)分極(volume) polarization, P

SI単位 C m−2 = 1 A s m−2

静電単位 esu，ガウス単位Gaussian Fr cm−2 := (105/ζ) C m−2

≈3.335 640 952×10−6 C m−2 10

磁束密度magnetic flux density, B

(磁場magnetic field)

テスラ tesla (SI単位) T = 1 J A−1 m−2 = 1 V s m−2

= 1 Wb m−2

ガウス gauss (電磁単位，ガウス単位) G = 10−4 T

原子単位 au �/ea0
2 ≈ 2.350 517 382(59)×105 T

磁束magnetic flux, �

ウェーバ weber (SI単位) Wb = 1 J A−1 = 1 V s

= 1 kg m2 s−2 A−1

マクスウェル Mx = 10−8 Wb [= 1 G cm2]

maxwell (電磁単位，ガウス単位)

磁場の強さmagnetic field strength, H

SI単位 A m−1

エルステッド Oe = (103/4�) A m−1 13

oersted (電磁単位，ガウス単位)

(12) 静電単位 esuあるいはガウス単位 Gaussian を用いて電気変位を表示すると，通常は非有理化系での変位を表す．
すなわち D(ir) = 4�D となる（7.3節 p. 172 参照）．
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7.2 単位の換算表

名　　称 単位記号 SI単位による表現 注

(体積)磁化(volume)magnetization, M

SI単位 A m−1

ガウス gauss (電磁単位，ガウス単位) G = 103 A m−1 13

磁気双極子モーメント
magnetic dipole moment, m, μ

SI単位 J T−1 = 1 A m2

電磁単位 emu，ガウス単位 Gaussian erg G−1 = 10 A cm2 = 10−3 J T−1

ボーア磁子 Bohr magneton μB := e�/2me ≈ 14

9.274 009 15(23)×10−24 J T−1

原子単位 au e�/me := 2μB ≈ 1.854 801 830(46)

×10−23 J T−1

核磁子 nuclear magneton μN := (me/mp)μB ≈
5.050 783 24(13)×10−27 J T−1

磁気分極率magnetizability, ξ

SI単位 J T−2 = 1 A2 s2 m2 kg−1

ガウス単位Gaussian erg G−2 = 10 J T−2

原子単位 au e2a0
2/me ≈ 7.891 036 433(27)×10−29

J T−2

磁化率magnetic susceptibility, χ, κ

SI単位 1

電磁単位 emu,ガウス単位Gaussian 1 15

モル磁化率
molar magnetic susceptibility, χm

SI単位 m3 mol−1

電磁単位 emu,ガウス単位Gaussian cm3 mol−1 = 10−6 m3 mol−1 16

インダクタンスinductance，
自己インダクタンスself-inductance，L

SI単位 H = 1 V s A−1 = 1 kg m2 s−2 A−2

ガウス単位Gaussian s2 cm−1 = ζ2 × 10−9 H

≈ 8.987 551 787×1011 H

10

電磁単位 emu cm = 10−9 H

(13) エルステッド Oe は，実際には H(ir) = 4�H，に関する単位としてのみ用いられる．したがって，H(ir) = 1

Oeのとき H = (103/4�) A m−1 である (7.3 節 p. 174 参照)．ガウス単位，静電単位では，ガウスとエルス
テッドは等価の単位である．

(14) ボーア磁子 μB は，BM (あるいは B.M.)と書かれることもある．しかし，この表記法は奨められない．
(15) 磁化率を電磁単位あるいはガウス単位を用いて表示すると，実際にはその値はつねに χ(ir) = χ/4� となる．し

たがって，χ(ir) = 10−6 のときには， χ = 4�×10−6 である (7.3 節 p. 174 参照)．
(16) 実際には，cm3 mol−1 という単位を用いるときには，普通は非有理化系でのモル磁化率が表示されている．すな

わち，χ (ir)
m = χm/4�である．したがって，例えば，もし χ

(ir)
m = −15×10−6 cm3 mol−1 であれば (しば

しば −15 cgs ppm と書かれる)，χm = −1.88×10−10 m3 mol−1 となる (7.3 節 p. 174 参照)．
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7 単位の換算

7.3 静電単位系，電磁単位系,ガウス単位系，原子単位系とSI
単位系との関係

電磁気学理論の ISQ方程式（1.2節 p. 4参照）は，通常は SI単位（特に長さ，質量，時間，電流
に対する四つの基本単位，メートル (m)， キログラム (kg)，秒 (s). アンペア (A))で表された物理
量を基にして用いられている．電荷Q1 と Q2を持つ粒子の間に働く静電力 Fesと，それぞれ電流 I1

と I2 が流れる，長さ dl1 と dl2 の電流素片の間に働く無限小電磁力 d2Fem に対する基本方程式は，
真空中で次のように表される．

Fes = Q1Q2r/4�ε0r
3

d2Fem = (μ0/4�) I1 dl1 × (I2 dl2 × r)/r3

ここで，粒子および電流素片はベクトル r(長さ |r| = r)離れているとする．電気定数 ε0（かつて
真空の誘電率と呼ばれた）という物理量は SI単位では次の値を持つ．

ε0 =
(
107/4�c 2

0

)
kg−1 m−1 C2 ≈ 8.854 187 817× 10−12 C2 m−1 J−1

同様に，磁気定数 μ0（かつて真空の透磁率と呼ばれた）という物理量は，SI単位では次の値を持つ．

μ0 := 4�× 10−7 N A−2 ≈ 1.256 637 061 4× 10−6 N A−2

異なる単位系では，ε0と μ0 は異なった数値および単位を持つ．本書中では，これらの記号を上に
示す SIにおける値の簡略表現として用いるが，ほかの単位系および関係式におけるこれらの量を示
すためには，もっと一般的な記号 kes および kem を使うことが望ましい．μ0 の SIにおける値は，ア
ンペアの定義に由来する（3.3節 p. 103参照）．ε0 の値は，それに従って次のマクスウェルの関係か
ら求められる．

ε0μ0 = 1/c 2
0

ここで c0 は真空中の光速である（第 5章 p. 135参照）．
もっと一般的にいえば， [153]および [154]に概説されている考え方を踏襲すれば，電磁気力に対
する基本方程式は，次式のように書くことができる．

Fes = kes
Q1Q2r

r3

d2Fem =
kem
k2

I1dl1 × (I2dl2 × r)

r3

ここで，3個の定数 kes, kem, kは，さらに一般的なマクスウェルの関係（次式）を満足する．

k2 · kes/kem = c 2
0

電磁気理論において一般的に用いられている単位系および関係式を整合性のある形に表現するため
には，3個の定数を導入する必要がある．それらの単位系は，SIに加えて，esu（静電単位系），emu

（電磁単位系），ガウス単位系，原子単位系である．通常使われている 3個の定数 kes, kem, kの値は，
下の表に示されている．
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7.3 静電単位系，電磁単位系, ガウス単位系，原子単位系と SI 単位系との関係

SI 静電単位 電磁単位 ガウス単位 原子単位 注

k 1 1 1 ζ cm s−1 1 1

kes 1/4�ε0 1 ζ2 cm2 s−2 1 1 2

kem μ0/4� (1/ζ2) s2 cm−2 1 1 α2 3, 4

(1) ζ は，厳密に正確な無名数 ζ = c0/(cm s−1) = 29 979 245 800 である．p. 163 参照．
(2) 1/4�ε0 = ζ2 × 10−11 N A−2 m2 s−2

(3) μ0/4� = 10−7 N A−2

(4) α は微細構造定数で， α−1 = 137.035 999 679(94) である（第 5章 p. 135 参照）．

この表は，7.4節 p. 175とともに用いて，電磁気量を含む表現を複数の単位系の間で変換するため
に利用することができる．特にガウス単位系においては，k = c0 であることがわかる．このことは，
7.4節に与えられているマクスウェル方程式の一般的関係も用いて，真空中の光速がガウス単位系にお
いて c0 になることを保証する．SIとガウス単位系の間の変換の例は，7.4節中にも与えられている．

付記

(i) 静電単位系

静電単位系では，基本単位は長さ，質量，時間に対し，それぞれセンチメートル (cm)，グラム (g)，
秒 (s)である．静電単位系における電荷の単位フランクリン (記号 Fr)は，「第 4の基本単位として導
入された」ということもできる1)．真空中で 1 cm離れて存在する二つの 1フランクリンの電荷は，
互いに 1 dyn = 1 cm g s−2の力で反発しあう．この定義より，1 Fr = (10/ζ) Cの関係が導かれる
（7.1節 p. 162の例 7参照）．一般的な静電力の定義から，kes = 1であるから，静電単位系では Fr

= erg1/2 cm1/2という関係式は正しい．ここで，erg1/2 cm1/2は電荷の静電単位である．このため
に本書では，フランクリンを電荷の静電単位の名称として便宜的に使っている．

(ii) 電磁単位系

電磁単位系では，基本単位は長さ，質量，時間に対し，それぞれセンチメートル (cm)，グラム (g)，
秒 (s)である．電磁単位系における電流の電磁気的単位ビオ (記号 Bi)は，「第 4の基本単位として導
入された」ということもできる．真空中に 1 cm 離れて置かれた 2本の平行な導線にそれぞれ 1ビオ
の電流が流れているとき， (単位長さ当たり)互いに 1 dyn/cmの力で反発しあう．この定義から，1

Bi = 10 Aの関係が導かれる．一般的な電磁力の定義から，kem = 1であるから，電磁単位系では
Bi = dyn1/2 という関係式は正しい．ここで，dyn1/2 は電流の電磁単位である．ビオは一般的に電
流の電磁単位に対する簡潔な表現として用いられる．

(iii) ガウス単位系

ガウス単位系は，静電単位系と電磁単位系を混合したものである．SI単位に対するフランクリンと
ビオの関係から，次の関係が得られる．

1 Bi = ζ Fr s−1

1) 広く受け入れられてはこなかったが，電荷の静電単位に対する「フランクリン」という名称（記号 Fr）は，グッゲン
ハイム（Guggenheim）[155]により提案されたものである．電荷の静電単位に対して「スタットクーロン」という
名称も用いられている．
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7 単位の換算

kes = 1，kem = 1であるから，上に与えられている（さらに一般的な）マクスウェルの関係により，
定数 kは c0である．相対性理論に関する論文において，kを 1として取り扱うことがある．このこと
は，時間軸を座標 tから座標 x = c0tへ変換したことになる．

(iv) 原子単位系

原子単位系においては [22] （3.9.1節 p. 114も参照），電荷は電気素量 eを，電流は eEh/�を単
位として与えられる．ここで，Ehはハートリー，�はプランク定数を 2�で除したものである．長さ
の単位はボーア (a0)により，電場の強さはEh/ea0，磁束密度は �/ea0

2 を単位として与えられる．
原子単位から SI単位への換算係数は，3.9.1節 p. 114と 7.2節 p. 163以降に記述されている．この
単位系では k = 1とするので，kes = 1 2) ，kem = α2 3)となる．

(v) 非有理化量
Fesおよび d2Femを定義している前述の関係式が球対称性を持つことから，ε0および μ0の定義に
数値定数 4�が現れている．同様に，後述の関係式すなわちマクスウェル関係式においては，4�の出
現は避けられている．国際単位系 (SI)における場合のように係数 4�が現れる場合は，関係式は有理
化型であると呼ばれる．
さらに，電磁気学理論の方程式を国際単位系 (SI)から静電単位系，電磁単位系，ガウス単位系，原
子単位系に変換する場合には，次の関係式に係数 4�を含めるのが通常である．

D(ir) = 4�D

H(ir) = 4�H

χ (ir)
e = χe/4�

χ(ir) = χ/4�

ここで，上付き添字 (ir)は「irrational」の短縮形で，非有理化型という意味を持ち，対応する量の
値が非有理化単位で表されていることを示し，国際単位系 (SI)のような有理化単位系と区別している．
透磁率 μは SI単位では μ = μr kem 4� = μr μ0 と与えられ，非有理化単位系では μ = μr kem と
与えられる．μr は無次元の比透磁率で，7.4節 p. 176における磁化率を用いて定義されている．誘
電率 εは SI単位では ε = εr 4�/kes = εr · ε0と与えられ，非有理化単位系では ε = εr/kesと与えら
れる．εr は無次元の比誘電率で，7.4節 p. 175における電気感受率を用いて定義されている．

2) Eh =
e2

4�ε0a0
であるから，E =

1

4�ε0
Q

r2
=
Eha0

e2
Q

r2
=
Eh

ea0

(Q/e)

(r/a0)2
となる.

3) 原子単位における光速の値は微細構造定数の逆数 (α−1) であるので，原子単位では k = 1 を考えに入れると
k2 kes/kem = c02 という条件から，kem = α2 となる．
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7.4 国際量体系（国際単位系）とガウス単位系の間での電磁気学の方程式の変換

7.4 国際量体系（国際単位系）とガウス単位系の間での
電磁気学の方程式の変換

一般的な関係 ISQ(SI) ガウス単位系

真空中で二つの荷電粒子の間に働く力 (クーロンの法則):

F = kesQ1Q2r/r
3 F = Q1Q2r/4�ε0r3 F = Q1Q2r/r

3

真空中で荷電粒子の周りにつくられるポテンシャル:

φ = kesQ/r φ = Q/4�ε0r φ = Q/r

電場の強さと静電ポテンシャルとの関係:

E = −∇∇∇φ E = −∇∇∇φ E = −∇∇∇φ
真空中で電荷分布 ρに起因する電場 (ガウスの法則):

∇∇∇ ·E = 4�kesρ ∇∇∇ ·E = ρ/ε0 ∇∇∇ ·E = 4�ρ

電荷分布の電気双極子モーメント:

p =
R
ρrdV p =

R
ρrdV p =

R
ρrdV

真空中で双極子の周りにつくられるポテンシャル:

φ = kesp · r/r3 φ = p · r/4�ε0r3 φ = p · r/r3

電場中の電荷分布のエネルギー:

E = Qφ− p ·E + · · · E = Qφ− p ·E + · · · E = Qφ− p · E + · · ·
電場により誘起された双極子モーメント:

p = αE + · · · p = αE + · · · p = αE + · · ·
誘電分極:

P = χeE/4�kes P = χeε0E P = χ
(ir)

e E

電気感受率と比誘電率:

εr = 1 + χe εr = 1 + χe εr = 1 + 4�χ (ir)
e

電気変位 1):

D = E/4�kes + P D = ε0E + P D(ir) = E + 4�P

D = εrE/4�kes D = ε0εrE D(ir) = εrE

間隔 dで置かれた面積 Aの平行平板コンデンサーの電気容量 (静電容量):

C = εrA/4�kesd C = ε0εrA/d C = εrA/4�d

真空中の二つの電流素片の間に働く力:

d2F =
kem

k2

I1dl1 × (I2dl2 × r)

r3
d2F =

μ0

4�
I1dl1 × (I2dl2 × r)

r3
d2F =

I1dl1 × (I2dl2 × r)

c 2
0 r3

真空中の電流素片に起因する磁気ベクトルポテンシャル:

dA =
kem

k
Idl/r dA =

μ0

4�
Idl/r dA = Idl/c0r

1) 2 番目の式は，等方的な媒質の中で成り立つ．
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一般的な関係 ISQ(SI) ガウス単位系

磁束密度と磁気ベクトルポテンシャルの間の関係:

B =∇∇∇×A B =∇∇∇×A B =∇∇∇×A

真空中の電流素片に起因する磁束密度 (ビオ‐サバールの法則）:

dB =
kem

k
Idl× r/r3 dB =

μ0

4�
Idl× r/r3 dB = Idl× r/c0r

3

真空中で電流密度 jに起因する磁束密度 (アンペア則):

∇∇∇×B = 4�
kem

k
j ∇∇∇×B = μ0j ∇∇∇×B = 4�j/c0

磁束密度 Bの磁場の電流素片に及ぼす力:

dF = Idl×B/k dF = Idl×B dF = Idl×B/c0

面積Aの電流ループが持つ磁気双極子:

m = IA/k m = IA m = IA/c0

真空中で磁気双極子がつくる磁気ベクトルポテンシャル:

A = kemm× r/r3 A =
μ0

4�
m× r/r3 A = m× r/r3

磁束密度 Bの磁場中に置かれた磁気双極子のエネルギー:

E = −m ·B E = −m ·B E = −m ·B
磁束密度 Bの磁場により誘起される磁気双極子:

m = ξB + · · · m = ξB + · · · m = ξB + · · ·
磁化率:

M = χH M = χH M = χ(ir)H(ir)

磁気感受率と比透磁率:

μr = 1 + χ μr = 1 + χ μr = 1 + 4�χ(ir)

磁場の強さ 1):

H = B/4�kem −M H = B/μ0 −M H(ir) = B− 4�M

H = B/4�μrkem H = B/μ0μr H(ir) = B/μr

伝導率:

j = κE j = κE j = κE

体積 V で単位長さ当たり n回巻いてあるソレノイドの自己インダクタンス:

L = 4�
kem

k2
μrn

2V L = μ0μrn
2V L = 4�μrn

2V/c0
2

ファラデーの電磁誘導の法則:

∇∇∇× E +
1

k

∂B
∂t

= 000 ∇∇∇× E + ∂B/∂t = 000 ∇∇∇× E +
1

c0

∂B
∂t

= 000

電場の強さと電磁気ポテンシャルの間の関係:

E = −∇∇∇φ− 1

k

∂A

∂t
E = −∇∇∇φ− ∂A/∂t E = −∇∇∇φ− 1

c0

∂A
∂t

マクスウェルの方程式:

∇∇∇ ·D = ρ ∇∇∇ ·D = ρ ∇∇∇ ·D(ir) = 4�ρ
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7.4 国際量体系（国際単位系）とガウス単位系の間での電磁気学の方程式の変換

一般的な関係 ISQ(SI) ガウス単位系

k ∇∇∇×H− ∂D/∂t = j ∇∇∇×H− ∂D/∂t = j ∇∇∇×H(ir) − 1

c0

∂D(ir)

∂t
=

4�
c0

j

k ∇∇∇× E + ∂B/∂t = 000 ∇∇∇× E + ∂B/∂t = 000 ∇∇∇× E +
1

c0

∂B
∂t

= 000

∇∇∇ ·B = 0 ∇∇∇ ·B = 0 ∇∇∇ ·B = 0

(ローレンツゲージで)電磁気ポテンシャル φとAに対する波動方程式:

Δφ− kem

k2 kes

∂2
φ

∂t2
= −4�kesρ Δφ− ε0μ0

∂2
φ

∂t2
= −ρ/ε0 Δφ− 1

c 2
0

∂2
φ

∂t2
= −4�ρ

ΔA− kem

k2 kes

∂2
A

∂t2
= −4�kemj ΔA− ε0μ0

∂2
A

∂t2
= −μ0j ΔA− 1

c 2
0

∂2
A

∂t2
= −4�

c0
j

∇∇∇A +
kem

k kes

∂φ
∂t

= 0 ∇∇∇A + ε0μ0
∂φ
∂t

= 0 ∇∇∇A +
1

c0

∂φ
∂t

= 0

放射のエネルギー密度:

U/V = (E ·D + B ·H) /2 U/V = (E ·D + B ·H) /2 U/V =
“
E ·D(ir) + B ·H(ir)

”
/8�

エネルギーの流れの密度 (ポインティングベクトル):

S = k E×H S = E×H S =
c0
4�

E×H(ir)

速度 vで運動する電荷Qに働く力 (ローレンツ力):

F = Q (E + v/k ×B) F = Q (E + v×B) F = Q (E + v×B/c0)
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不確かさ

ある測定をしたとき，その測定値が持つ不確かさも同時に報告することは，きわめて重要である．
手短かに言えば，定量的な実験（または理論計算）の結果には，「期待される真の値の最良推定値は何
か」とともに「不確かさ」を特定して，「その値が確率的に存在する可能性がある範囲」を明示する必
要がある．測定値には，多くの原因によるばらつきが予想される．したがって，不確かさを推定する
ときには，個々の原因がどのように「不確かさバジェット（明細表）」に寄与するかを調べあげなけれ
ばならない．以下の表では，様々な原因をどのように積み上げて「最終的に報告する不確かさ」をつ
くりだせるかを例示する．この内容は文献 [8]の要約である（訳注：文献 [8]の全訳が出版されている．ISO

国際文書，計測における不確かさの表現ガイド，監修飯塚幸三，日本規格協会（1996）．「不確かさ（uncertainty）」と

いうことばは，測定値の信頼性を系統的かつ統一的に表す量であり，その概念と使い方は文献 [8]により 1993 年に定め

られたものである．以前には「誤差（error）」や「精度（accuracy）」などのことばが広く使われていたが，測定量に

よっても，国や地域あるいは専門分野によっても，概念も使い方も十分に統一されていなかったので，このような標準

化が行われた．）．
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8.1 一つの量の測定における不確かさの表し方

8.1 一つの量の測定における不確かさの表し方
測定量X の不確かさを表すには，いくつかの方法がある．まずその量の「最良推定値」を示し，さ
らにその量の「真の値がかなりの確率で存在すると思われる範囲に相当する不確かさ」とともに報告
する．以下の議論では，測定量をX，測定結果を x，不確かさを uc と表記する．

《例1》 ms = 100.021 47 gを合成標準不確かさ（combined standard uncertainty，すなわち推定された
標準不確かさ）uc = 0.35 mgとともに与える場合．その量ms 値の推定値はおよその標準偏差uc

でほぼ正規分布していると仮定した場合，ms の未知の値はおよそ 68 %の信頼水準で区間 ms± uc

の中に存在すると信じられる．

《例2》 ms = (100.021 47 ± 0.000 70) gの場合，±記号の後の数字は拡張不確かさU = k uc に対応す
る数値である．ここで U は合成標準不確かさ（すなわち推定された標準不確かさ）uc = 0.35 mg

と包含係数（coverage factor）k = 2から決定される．ms の値の推定値がおよその標準偏差 uc

でほぼ正規分布していると仮定できるので，ms の未知の値はおよそ 95 %の信頼水準で U で定義
された区間の中に存在すると信じられる（8.3節 p.184参照）．

《例3》 ms = 100.021 47(35) gの場合，かっこの中の数値は合成標準不確かさ uc = 0.35 mgを意味し，
最下位の桁に適用されると解釈される．

名称 記号 定義 注

確率分布 Probability distributions

xの確率分布 probability distribution of x f(x) xという値を持つ量の確率密度;正
規分布 (ガウス分布)， 矩形分布，
三角分布，スチューデント-t分布，
そのほか

xの期待値 expected value of x E[x] E[x] =
R
x f(x)dx

平均値mean μ E[x]

分散 variance σ2 E[(x− μ)2]

標準偏差 standard deviation σ σ = +
√
σ2

統計 Statistics

測定数 number of measurements N

平均値mean x̄ x̄ =
1

N

NX
i=1

xi

分散 variance s2(x) s2(x) =
1

N − 1

NX
i=1

`
xi − x̄

´2
1

標準偏差 standard deviation s(x) s(x) = +
p
s2(x)

平均値の標準偏差 standard deviation of the mean s(x̄) s(x̄) = s(x)/N

(1) これは不偏推定の場合で，広がりが平均値を中心として測られるため，自由度が 1だけ減るので，分母は N − 1と
なる．
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名称 記号 定義 注

不確かさUncertainties

xi の標準不確かさ
standard uncertainty of xi

u(xi) A タイプまたは Bタイプの手段で評価
される

2

A タイプの評価 Type A evaluation (標準不確かさの)Aタイプの評価とは，
一連の観測値の統計的解析による標準不
確かさの評価の方法

3

Bタイプの評価 Type B evaluation (標準不確かさの)Bタイプの評価とは，
一連の観測値の統計的解析以外の手段に
よる標準不確かさの評価の方法（例えば，
普通は利用可能なすべての関係する情報
を用いた科学的判断に基づいて評価され
る）

4

xの相対標準不確かさ
relative standard uncertainty of x

ur(xi) ur(xi) = u(xi)/|xi| (xi �= 0)

測定結果 y の合成標準不確かさ
combined standard uncertainty of the

measurement result y

uc(y) すべての測定要素の測定結果から推定さ
れた y の不確かさ
y = f(X1, X2, · · · , Xm)

5

y の相対合成標準不確かさrelative combined

standard uncertainty of y

uc,r(y) uc,r(y) = uc(y)/|y| (y �= 0)

拡張不確かさ expanded uncertainty U U = k uc(y) 6

包含係数 coverage factor k 6

(2) 「測定結果の不確かさ」は一般にいくつかの構成要素からなるが，それらの数値を推定する方法に従って，次の二
つのタイプに大別できる．

Aタイプ：統計的な手段によって評価されるもの
Bタイプ：そのほかの手段によって評価されるもの

　不確かさに関する詳細な報告は，その原因となる全構成要素と，それぞれの数値を得るために用いた方法を明示
しておくべきである．こうして，「不確かさバジェット」ができあがる．

(3) Aタイプの評価を用いる例は，一連の独立した測定の平均値の標準偏差を計算すること，最小二乗法を用いたある
関数のデータへの当てはめによって関数のパラメーターとその標準偏差を推定すること，ある測定での個々の偶然
効果を分散分析（ANOVA）によって識別し，また定量化することである．不確かさの構成要素は，推定分散 si

2

（あるいは推定「標準偏差」si）および自由度 νi の数値によって特徴づけられる．必要に応じて，共分散も表示し
なければならない．
（訳注：Aタイプの不確かさは，測定によって取得したデータから求められた標準偏差によって表現される評価値
である．この評価法は従来の測定でも，誤差と精度を評価するときに使われていたものである．）

(4) Bタイプの統計的解析によらない評価に必要な情報としては，次のようなものがあげられる．すなわち，以前の測
定データ，製造・制作された品物の性質についての一般的知識，製造・制作者から寄せられた仕様，校正のときあ
るいはほかの報告書に記載されるデータなどである．これらの不確かさの要素は，量 uj

2 によって表される．こ
れは，想定される分散の近似値と考えてもよい．結果的に，量 uj

2 は分散，量 uj は標準偏差のように扱うことが
できる．

Bタイプ評価の例:

(a) 量X が正規確率分布に従うとモデル化してよい場合には，最小値 a−，最大値 a+ は次のように推定すべき
である．入力量の最もよい推定値は x = (a− + a+)/2（すなわち，限界の中心）であり，量の値は a− から
a+ の区間に 2回に 1回の割合で（すなわち，50％の確率）で存在する．この場合は u ≈ 1.48(a+−a−)/2

となる．
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(b) しかし，もしX が矩形分布によったほうがよく表されるならば，最小値 a−，最大値 a+ は次のように推定
すべきである．量の値が a− から a+ の区間に存在する確率は実際上 100 %である．矛盾する情報がない場
合は，量の値があたかも a− から a+ の区間に等しい確率で存在するかのように扱える．つまり，一様な
（すなわち，矩形の）確率分布に従っている．この場合に量の値の最良推定値は x = (a− + a+)/2で，不確
かさは u = (a+ − a−)/2

√
3である．

(5) 測定量 (measurand) と呼ばれる（測定）量 Y は直接に測定されず，M 個のほかの量 X1,X2, · · · ,XM の関数
f(測定方程式と呼ばれることもある) を介して決定される場合，Y = f(X1,X2, · · · ,XM ) である．量 Xi は補
正（補正因子）だけでなく，異なる観察者，異なる装置，異なる試料，異なる研究所のような，ほかの変動原因を
考慮に入れる量も含んでいる．測定された量 Y の推定 y = f(x1, x2, · · · , xM )はM 個の入力量の数値に対して
x1, x2, · · · , xM という推定値を用いて測定方程式から求められる．もしこれらのほかの量が測定から導かれるな
ら，同様の状況が存在する．不確かさの伝播則は上の表で説明されている．

(6) 商業，工業および法規制上の事例では，測定量 Y の値が存在することを確信できる区間を測定結果 y の周りで定
める“不確かさの尺度”を必要とすることがある．これらの場合には拡張不確かさ U が用いられる．ここで U は
合成標準不確かさ uc(y)に包含係数k を掛けることによって得られる．したがって U = k uc(y) となり，Y は
y−U 以上 y+U 以下である（これは一般に Y = y±U と書かれる）ことを確信できる．包含係数 k の値は，信
頼の水準が U = k uc によって定義される区間と関連づけられていることに基づいて選択される．典型的な場合，
k は 2と 3の範囲にある．正規分布が適用され，uc が y の標準偏差の信頼できる推定であるとき，U = 2uc（す
なわち，k = 2）がおよそ 95 %の信頼水準を持つ区間を定義し，U = 3uc（すなわち，k = 3）が 99 %より大き
い信頼水準を持つ区間を定義する．
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8.2 相関のない測定における不確かさの伝播
相関のある測定での不確かさの取り扱いに関する議論は [8]を参照．

測定方程式 報告される測定結果 合成標準不確かさに対する式 注

Y =
NX

i=1

aiXi y =
NX

i=1

aixi uc(y) =

„ NX
i=1

a 2
i u

2(xi)

«1/2

1

Y = AX a1
1 X a2

2 · · ·X aN

N y = Ax a1
1 x a2

2 · · ·x aN

N uc,r(y) =

„ NX
i=1

a 2
i u

2
r (xi)

«1/2

2

(1) これは 2 乗和としても知られている．この測定方程式は量 Xi に定数 ai を掛けたものの総和を表す．ai は既知量
とする．

(2) この測定方程式は，Xi をそれぞれ a1, a2, · · · , aN 乗したものの積に定数 Aを掛けたものである．A と ai は既
知量とする．

8.3 信頼区間を用いた不確かさの表示
通常われわれは，ある区間を定義することによって不確かさを提示することができる．その区間
の中には注目する量がある確率で存在すると予想される．この区間は，拡張不確かさ U を用いて
(y − U) ≤ Y ≤ (y + U)と書くことができる．

《例》 100.021 40 g ≤ ms ≤ 100.021 54 g または ms = 100.021 47(7) g

または ms = (100.021 47 ± 0.000 07) g

このような区間を指定するにあたっては，与えられた区間の中に真の量が存在すると推定できる確
率（例えば，60 %，90 %，95 %）の表現によって信頼性を明示すべきである．この確率は，考慮し
ている測定に応じて，いろいろな確率分布を使って見積もることができる (ガウス分布，スチューデ
ント-t分布，そのほか，[8,9]参照)．
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略語と頭字語

略語と頭字語（繰り返して用いられる語群の頭文字を組み合わせてつくったことば）は，なるべく
用いないほうがよい．確立された用語（例えば，NMR，IR）でない限り，論文の中で必ず一度定義し
ておく．一般にそれらの略語は，表題と論文要旨の中で用いてはならない．いくつかの頭字語は，常
用語として容認されている．例えば，laserは頭字語 LASERに由来している．物理量を表す略語は，
できるだけその量を表す“推奨された記号”で置き換えるべきである（例えば，イオン化エネルギー
を表すには，IPと書かないで Eiと書く．2.5節 p. 26参照．質量密度を表すには，dens.と書かない
で ρと書く．2.2節 p. 15参照）．略語に関するさらに詳しい使い方は，文献 [156]に記されている．
よく使われる略語と頭字語を，以下の表に示した．ただし，必ずしも使用を奨励するというわけで
はない．多くの場合，頭字語は小文字でも大文字でも書かれているのがわかる．以下の表の中では，
最も一般的に使用されるものを取り上げた．分光法に関するさらに多くのリストは IUPAC [157,158]

とWendisch [159]から出版されている．また，理論化学で使われる頭字語のさらに多くのリストは
IUPAC [21]から出版されている（訳注：複数の訳語が使われている場合もあるが，ここでは代表的な 1件
のみをあげた）．
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A/D analogue-to-digital アナログからデジタル
AA atomic absorption 原子吸収
AAS atomic absorption spectroscopy 原子吸収分光法
ac alternating current 交流
ACM adiabatic channel model 断熱チャンネルモデル
ACT activated complex theory 活性錯合体理論
AD atom diffraction 原子回折
ADC analogue-to-digital converter アナログ－デジタルコンバーター

（AD変換機）
AES Auger electron spectroscopy オージェ電子分光法
AFM atomic force microscopy 原子間力顕微鏡
AIUPS angle-integrated ultraviolet photoelectron 角度積分型紫外光電子分光法

spectroscopy

AM amplitude modulated 振幅変調
amu atomic mass unit 原子質量単位
ANOVA analysis of variance 分散分析
AO atomic orbital 原子軌道
APS appearance potential spectroscopy 出現電位分光法
ARAES angle-resolved Auger electron spectroscopy 角度分解オージェ電子分光法
ARPEFS angle-resolved photoelectron fine structure 角度分解光電子微細構造
AS Auger spectroscopy オージェ分光法
ATR attenuated total (internal) reflection 全反射吸収分光法
AU astronomical unit 天文単位
au atomic unit 原子単位

bcc body-centred cubic 体心立方格子
BET Brunauer-Emmett-Teller (adsorption isotherm) ブルナウアー－エメット－

テラーの吸着等温式
BIPM Bureau International des Poids et Mesures 国際度量衡局
BIS bremsstrahlung isochromat spectroscopy 逆光電子分光法
BM Bohr magneton (symbol: μB) ボーア磁子 (記号: μB)

bp boiling point 沸点
Btu British thermal unit 英熱量

CARS coherent anti-Stokes Raman scattering コヒーレント反ストークスラマン散乱
CAS complete active space 完全活性空間
CAS-SCF complete active space-self consistent field 完全活性空間自己無撞着場
CAT computer average of transients 過渡現象計算機平均法
CAWIA Commission on Atomic Weights and 原子量および同位体存在度委員会

Isotopic Abundances (now CIAAW) (現在は CIAAW)

CCA coupled cluster approximation 結合クラスター近似
CCC critical coagulation concentration 臨界凝析濃度
CCD coupled charge device 荷電結合素子
CCL colour centre laser 色中心レーザー
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CCU Comité Consultatif d’Unités 単位諮問委員会
ccp cubic close packed 立方最密 (構造)

CD circular dichroism 円偏光二色性
CEELS characteristic electron energy-loss spectroscopy 特性電子エネルギー損失分光法
CELS characteristic energy-loss spectroscopy 特性エネルギー損失分光法
CEPA coupled electron pair approximation 結合電子対近似
CGPM Conférence Générale des Poids et Mesures 国際度量衡総会
cgs, CGS centimetre-gram-second センチメートル－グラム－秒
CI chemical ionization 化学イオン化
CI configuration interaction 配置間相互作用
CIAAW Commission on Isotopic Abundances and

Atomic Weights (formerly CAWIA)

同位体存在度および原子量委員会
（CAWIAが改称）

CIDEP chemically induced dynamic electron polarization 化学誘起動的電子分極
CIDNP chemically induced dynamic nuclear polarization 化学誘起動的核分極
CIMS chemical ionization mass spectroscopy 化学イオン化質量分析法
CIPM Comité International des Poids et Mesures 国際度量衡委員会
CIVR collision induced vibrational relaxation 衝突誘起振動緩和
CIVR classical intramolecular vibrational redistribution 古典的分子内振動再分配
CMA cylindrical mass analyzer 円筒形質量分析器
CME chemically modified electrode 化学修飾電極
CNDO complete neglect of differential overlap 微分重なり（部分重なり）を無視した

（半経験的分子軌道（計算）法）
CODATA Committee on Data for Science and Technology 科学技術データ委員会
COMAS Concentration Modulation Absorption

Spectroscopy

濃度変調吸収分光法

CPD contact-potential difference 接触電位差
CRDS cavity ring-down spectroscopy キャビティーリングダウン吸収分光法
CSRS coherent Stokes-Raman scattering コヒーレントストークスラマン散乱
CT charge transfer 電荷移動
CVD chemical vapor deposition 化学気相成長法
CW continuous wave 連続波

D/A digital-to-analogue デジタルからアナログ
DAC digital-to-analogue converter デジタル－アナログコンバーター

（DA変換機）
D4WM degenerate 4-wave mixing 縮退四光波混合
DAPS disappearance potential spectroscopy 消滅電圧分光法
dc, DC direct current 直流
DFG difference frequency generation 差周波発生
DFT density functional theory 密度汎関数理論
DLVO Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek デルヤーギン－ランダウ－ヴァーウェイ－

オーバービーク（人名）
DME dropping mercury electrode 滴下水銀電極
DQMC diffusion quantum Monte Carlo 拡散量子モンテカルロ法
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DRIFTS diffuse reflectance infrared Fourier transform 拡散反射フーリエ変換赤外線分光法
spectroscopy

DSC differential scanning calorimetry 示差走査型熱量計
DTA differential thermal analysis 示差熱分析

E1 elimination unimolecular 1 分子脱離
E2 elimination bimolecular 2 分子脱離
EAPFS extended appearance potential fine structure 拡張出現電位スペクトル微細構造
EC electron capture 電子捕獲
ECD electron capture detector 電子捕獲型検出器
ED electron diffraction 電子回折
EDA electron donor-acceptor [complex] 電子供与受容（錯体）
EDX energy-dispersive X-ray analysis エネルギー分散型 X線分析
EELS electron energy-loss spectroscopy 電子エネルギー損失分光法
EH electron holography 電子線ホログラフィー
EI electron impact ionization 電子衝突イオン化
EIS electron impact spectroscopy 電子衝突分光法
EIS electrochemical impedance spectroscopy 電気化学インピーダンス分光法
EL electroluminescence エレクトロルミネセンス
ELDOR electron-electron double resonance 電子－電子二重共鳴
ELEED elastic low energy electron diffraction 弾性低エネルギー電子回折
emf electromotive force 起電力
emu electromagnetic unit 電磁単位
ENDOR electron-nuclear double resonance 電子－核二重共鳴
EPR electron paramagnetic resonance 電子常磁性共鳴
ESCA electron spectroscopy for chemical

applications (or analysis)

XPS（X線光電子分光法）の別称

ESD electron stimulated desorption 電子衝撃脱離
ESDIAD electron stimulated desorption ion angular

distribution

電子衝撃脱離イオン角度分布

ESR electron spin resonance 電子スピン共鳴
esu electrostatic unit 静電単位
ETS electron transmission spectroscopy,

electron tunneling spectroscopy

電子トンネル分光法

eu entropy unit エントロピー単位
EXAFS extended X-ray absorption fine structure X線吸収広域微細構造
EXAPS electron excited X-ray appearance

potential spectroscopy

電子励起 X線出現電位分光法

EXELFS extended electron energy-loss fine structure 電子エネルギー損失広域微細構造

FAB(MS) fast atom bombardment (mass spectroscopy) 高速原子衝突（質量分析法）
fcc face-centred cubic 面心立方（構造）
FD field desorption 電界脱離
FEESP field-emitted electron spin-polarization

[spectroscopy]

電界放出電子スピン偏極［分光法］
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FEM field emission [electron] microscopy 電界放射［電子］顕微鏡法
FES field emission spectroscopy 電界放出分光法
FFT fast Fourier transform 高速フーリエ変換
FI field ionization 電場イオン化
FID flame ionization detector 水素炎イオン化検出器
FID free induction decay 自由誘導減衰
FIM field-ion microscopy 電界イオン顕微鏡法
FIMS field-ion mass spectroscopy 電界イオン質量分析法
FIR far-infrared 遠赤外（線）
FM frequency modulated 周波数変調
FPD flame photometric detector 炎光光度検出器
FSR free spectral range 自由スペクトル領域
FT Fourier transform フーリエ変換
FTD flame thermionic detector アルカリ熱イオン化検出器
FTIR Fourier transform infrared (spectroscopy) フーリエ変換赤外分光法
FWHM full width at half maximum 半値全幅，半値幅

GC gas chromatography ガスクロマトグラフィー
GIXS grazing-incidence X-ray scattering 微小角入射 X線散乱
GLC gas-liquid chromatography 気－液クロマトグラフィー
GM Geiger-Müller ガイガー－ミュラー（人名）
GTO Gaussian-type orbital ガウス型軌道
GVB generalized valence bond 一般化原子価結合（法）

hcp hexagonal close-packed 六方最密（構造）
HEED high-energy electron diffraction 反射高速電子回折
HEELS high-energy electron energy-loss spectroscopy 高速電子エネルギー損失分光法
HEIS high-energy ion scattering 高エネルギーイオン散乱
HF Hartree-Fock ハートリー－フォック法
hfs hyperfine structure (hyperfine splitting) 超微細構造（超微細分裂）
HMDE hanging mercury drop electrode つり下げ水銀滴下電極
HMO Hückel molecular orbital ヒュッケル分子軌道
HOMO highest occupied molecular orbital 最高被占軌道
HPLC high-performance liquid chromatography 高速液体クロマトグラフィー
HREELS high-resolution electron energy-loss

spectroscopy

高分解能電子エネルギー損失分光法

HTS Hadamard transform spectroscopy アダマール変換分光法
HWP half-wave potential 半波電位

I/O input-output 入力－出力
IBA ion beam analysis イオンビーム解析
IC integrated circuit 集積回路
ICISS impact-collision ion scattering spectroscopy 直衝突イオン散乱分光法
ICR ion cyclotron resonance イオンサイクロトロン共鳴
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ICSU International Council for Science 国際科学会議
id inner diameter 内径
IEC International Electrotechnical Commission 国際電気標準会議
IEP isoelectric point 等電点
IEPA independent electron pair approximation 独立電子対近似
IETS inelastic electron tunneling spectroscopy 非弾性電子トンネル分光法
ILEED inelastic low-energy electron diffraction 非弾性低速電子回折
INDO incomplete neglect of differential overlap 微分重なり不完全無視の

（半経験的分子軌道（計算）法）
INDOR internuclear double resonance 核間二重共鳴
INS inelastic neutron scattering 非弾性中性子散乱
INS ion neutralization spectroscopy イオン中和分光法
IP ionization potential (symbol: Ei) イオン化ポテンシャル (記号： Ei)

IPES inverse photoelectron spectroscopy 逆光電子分光法
IPTS International Practical Temperature Scale 国際実用温度目盛
IR infrared 赤外（線）
IRAS infrared absorption spectroscopy 赤外線吸収分光法
IRS infrared spectroscopy 赤外線分光法
IS ionization spectroscopy イオン化分光法
ISO International Organization for

Standardization

国際標準化機構

ISQ International System of Quantities 国際計量系
ISS ion scattering spectroscopy イオン散乱分光法
ITS International Temperature Scale 国際温度目盛
IUPAC International Union of Pure and Applied

Chemistry

国際純正・応用化学連合

IUPAP International Union of Pure and Applied

Physics

国際純粋・応用物理学連合

KS Kohn-Sham コーン－シャム（人名）

L ligand 配位子（リガンド）
L2TOFMS laser desorption laser photoionization

time-of-flight mass spectroscopy

レーザー脱離・レーザー光
イオン化飛行時間質量分析法

LASER light amplification by stimulated emission of

radiation

レーザー（頭字語そのまま）

LC liquid chromatography 液体クロマトグラフィー
LCAO linear combination of atomic orbitals 原子軌道の線形結合
L-CCA linear coupled-cluster approximation 線形結合クラスター近似
LCMO linear combination of molecular orbitals 分子軌道の線形結合
LED light-emitting diode 発光ダイオード
LEED low-energy electron diffraction 低速電子回折
LEELS low-energy electron energy-loss spectroscopy 低速電子エネルギー損失分光法
LEES low-energy electron scattering 低速電子線散乱
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LEF laser excitation fluorescence レーザー励起蛍光
LEIS low-energy ion scattering 低エネルギーイオン散乱
LEPD low-energy positron diffraction 低速陽電子線回折
LET linear energy transfer 線エネルギー付与
LH Lindemann-Hinshelwood [theory] リンデマン－ヒンシェルウッド

［理論］
LID laser induced desorption レーザー誘起脱着
LIDAR light detection and ranging 光検出と距離測定
LIF laser induced fluorescence レーザー誘起蛍光
LIGS laser induced grating spectroscopy レーザー誘起回折格子分光法
LIMA laser microprobe mass analysis レーザーマイクロプローブ質量分析
LIS laser isotope separation レーザー同位体分離
LMR laser magnetic resonance レーザー磁気共鳴（法）
LUMO lowest unoccupied molecular orbital 最低空軌道

M central metal 中心金属
MAR magic-angle rotation マジック角度回転
MAS magic-angle spinning マジック角度高速回転
MASER microwave amplification by stimulated

emission of radiation

メーザー（頭字語そのまま）

MBE molecular beam epitaxy 分子線エピタキシー
MBGF many-body Green’s function 多体グリーン関数
MBPT many-body perturbation theory 多体摂動理論
MC Monte Carlo モンテカルロ法
MCA multichannel analyser 多重波高分析器
MCD magnetic circular dichroism 磁気円二色性
MCS multichannel scaler 多重チャンネルスケーラー (計測器)

MCSCF multiconfiguration self-consistent field 多配置自己無撞着場
MD molecular dynamics 分子動力学
MDS metastable deexcitation spectroscopy 準安定原子脱励起分光法
MEED medium-energy electron diffraction 中速電子回折
MEIS medium-energy ion scattering 中速イオン散乱
MFM magnetic force microscopy 磁気力顕微鏡
MINDO modified incomplete neglect of differential overlap 改良微分重なり不完全無視の

（半経験的分子軌道（計算）法）
MIR mid-infrared 中間赤外（線）
MKS metre-kilogram-second メートル キログラム 秒
MKSA metre-kilogram-second-ampere メートル キログラム 秒 アンペア
MM molecular mechanics 分子力学
MO molecular orbital 分子軌道（関数）
MOCVD metal-organic chemical vapor deposition 有機金属気相成長
MOMBE metal-organic molecular beam epitaxy 有機金属分子線エピタキシー
MORD magnetic optical rotatory dispersion 磁気旋光分散
MOS metal oxide semiconductor 金属－金属酸化物－半導体接合構造
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mp melting point 融点
MPI multiphoton ionization 多光子イオン化
MPPT Møller-Plesset perturbation theory メラー－プレセット摂動法
MP-SCF Møller-Plesset self-consistent field メラー－プレセット自己無撞着場
MRD magnetic rotatory dispersion 磁気旋光分散
MRI magnetic resonance imaging 核磁気共鳴画像法
MS mass spectroscopy 質量分析法
MW microwave マイクロ波
MW molecular weight (symbol: Mr) 分子量 (記号: Mr)

NAA neutron activation analysis 中性子放射化分析法
NCE normal calomel electrode 標準カロメル電極
Nd:YAG Nd doped YAG ネオジム原子注入 YAG

NETD noise equivalent temperature difference 等価雑音温度差
NEXAFS near edge X-ray absorption fine structure X線吸収端微細構造
NIR near-infrared 近赤外（線）
NIR non-ionizing radiation 非電離性放射
NMA nuclear microanalysis 原子核微小分析
NMR nuclear magnetic resonance 核磁気共鳴
NOE nuclear Overhauser effect 核オーバーハウザー効果
NQR nuclear quadrupole resonance 核四重極子共鳴
NTP normal temperature and pressure 標準状態での温度，圧力

od outside diameter 外径
ODMR optically detected magnetic resonance 磁気共鳴の光学的検出
OGS opto-galvanic spectroscopy 光ガルバノ分光法
ORD optical rotatory dispersion 旋光分散

PAS photoacoustic spectroscopy 光音響分光法
PC paper chromatography ぺ一パークロマトグラフィー
PD photoelectron diffraction 光電子回折
PDG Particle Data Group 素粒子データグループ
PED photoelectron diffraction 光電子回折
PEH photoelectron holography 光電子ホログラフィー
PES photoelectron spectroscopy 光電子分光法
PIES Penning ionization electron spectroscopy ペニングイオン化電子分光法
PIPECO photoion-photoelectron coincidence

[spectroscopy]

光イオン－光電子・同期［電子分光法］

PIPN periodically poled lithium niobate 周期分極反転ニオブ酸リチウム
PIS Penning ionization (electron) spectroscopy ペニングイオン化 (電子)分光法
PMT photomultiplier tube 光電子増倍管
ppb part per billion 十億分率
pphm part per hundred million 一億分率
ppm part per million 百万分率

193



iupac : 2009/3/27(14:11)

9 略語と頭字語

PPP Pariser-Parr-Pople パリザー－パール－ポープル（人名）
PS see PES PESを参照
PSD photon stimulated desorption 光刺激脱離
pzc point of zero charge ゼロ電荷点

QET quasi equilibrium theory 準平衡理論
QMB quartz microbalance 水晶振動子
QMC quantum Monte Carlo 量子モンテカルロ（法）
QMS quadrupole mass spectrometer 四重極質量分析法

RADAR radiowave detection and ranging レーダー（電波による探知と距離測定）
RBS Rutherford (ion) back scattering ラザフォード（イオン）後方散乱
RD rotatory dispersion 回転分散
RDE rotating disc electrode 回転ディスク電極
RDF radial distribution function 動径分布関数
REM reflection electron microscopy 反射型電子顕微鏡
REMPI resonance enhanced multiphoton ionization 多光子共鳴イオン化
RF radio frequency 高周波
RHEED reflection high-energy electron diffraction 反射高速電子回折
RHF restricted Hartree-Fock 制限付きハートリー－フォック法
RIMS resonant ionization mass spectroscopy 共鳴イオン化質量分析法
RKR Rydberg-Klein-Rees [potential] リュードベリ－クライン－

リース［ポテンシャル］
rms root-mean-square 2 乗平均平方根
RRK Rice-Ramsperger-Kassel [theory] ライス－ラムスパーガー－

カッセル［理論］
RRKM Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus [theory] ライス－ラムスパーガー－

カッセル－マーカス［理論］
RRS resonance Raman spectroscopy 共鳴ラマン分光法
RS Raman spectroscopy ラマン分光法
RSPT Rayleigh-Schrödinger perturbation theory レーリー－シュレディンガー摂動理論

S singlet 一重項
SACM statistical adiabatic channel model 統計的断熱チャンネルモデル
SAM scanning Auger microscopy 走査型オージェ顕微鏡法
SBS stimulated Brillouin scattering 誘導ブリルアン散乱
SBZ surface Brillouin zone 表面ブリルアン領域
SCE saturated calomel electrode 飽和カロメル電極
SCF self-consistent field 自己無撞着場 (つじつまの合う場)

SDCI singly and doubly excited configuration

interaction

一電子および二電子
励起配置間相互作用

SE substitution electrophilic 求電子置換反応
SEELFS surface extended energy-loss fine structure 表面広域エネルギー損失微細構造
SEFT spin-echo Fourier transform スピンエコーフーリエ変換
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SEM scanning [reflection] electron microscopy 走査［反射］電子顕微鏡法
SEP stimulated emission pumping 誘導放射ポンピング
SERS surface-enhanced Raman spectroscopy 表面増強ラマン分光法
SES secondary electron spectroscopy 二次電子分光法
SESCA scanning electron spectroscopy for chemical

applications

化学応用のための走査電子分光法

SEXAFS surface extended X-ray absorption fine structure 表面広域 X線吸収微細構造
SF spontaneous fission 自発核分裂
SFG sum-frequency generation 和周波発生
SHE standard hydrogen electrode 標準水素電極
SHG second-harmonic generation 第二次高調波発生
SI Système International d’Unités 国際単位系（SI）
SIMS secondary ion mass spectroscopy 二次イオン質量分析法
SMOKE surface magneto-optic Kerr effect 表面磁気光学カー効果
SN1 substitution nucleophilic unimolecular 一分子求核置換反応
SN2 substitution nucleophilic bimolecular 二分子求核置換反応
SNi substitution nucleophilic intramolecular 分子内求核置換反応
SOC spin-orbit coupling スピン軌道相互作用
SOR synchrotron orbital radiation シンクロトロン軌道放射
SPIES surface Penning ionization electron spectroscopy 表面ぺニングイオン化電子分光法
SPLEED spin-polarized low-energy electron diffraction スピン偏極低速電子回折
SPM scanning probe microscopy 走査型プローブ顕微分光法
SR synchrotron radiation シンクロトロン放射光
SRS synchrotron radiation source シンクロトロン放射光光源
SSIMS static secondary ion mass spectroscopy 静電二次イオン質量分析法
STEM scanning transmission [electron] microscopy 走査透過 [電子]顕微鏡
STM scanning tunnelling (electron) microscopy 走査トンネル (電子)顕微鏡法
STO Slater-type orbital スレーター型軌道
STP standard temperature and pressure 標準状態での温度・圧力
SVLF single vibronic level fluorescence 単一振電準位蛍光

T triplet 三重項
TCC thermal conductivity cell 熱伝導セル
TCD thermal conductivity detector 熱伝導検出器
TCF time correlation function 時間相関関数
TDL tuneable diode laser 波長可変半導体レーザー
TDMS tandem quadrupole mass spectroscopy タンデム四重極質量分析法
TDS thermal desorption spectroscopy 昇温脱離ガス分析法
TED transmission electron diffraction 透過電子回折
TEM transmission electron microscopy 透過電子顕微鏡法
TG thermogravimetry 熱重量分析法
TGA thermogravimetric analysis 熱重量分析
THEED transmission high-energy electron diffraction 透過高速電子回折
tlc thin layer chromatography 薄層クロマトグラフィー
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TOF time-of-flight [analysis] 飛行時間［分析］
TPD temperature programmed desorption 昇温脱離
TPR temperature programmed reaction 昇温反応
TR3 time-resolved resonance Raman scattering 時間分解共鳴ラマン散乱
TST transition state theory 遷移状態理論
UHF ultra high frequency 極超短波
UHF unrestricted Hartree-Fock 非制限ハートリー－フォック法
UHV ultra high vacuum 超高真空
UP[E]S ultraviolet photoelectron spectroscopy 紫外光電子分光法
UV ultraviolet 紫外（線）

VB valence bond 価電子結合（法）
VCD vibrational circular dichroism 振動円二色性
VEELS vibrational electron energy-loss spectroscopy 振動電子エネルギー損失分光法
VHF very high frequency 超短波
VIS visible 可視
VLEED very-low-energy electron diffraction 超低速電子回折
VLSI very large scale integration 超高集積回路
VPC vapor-phase chromatography ガスクロマトグラフィー
VSEPR valence shell electron pair repulsion （原子価殻）電子対反発理論
VUV vacuum ultraviolet 真空紫外（光）

WFC work function change 仕事関数の変化高

X halogen ハロゲン
XAFS X-ray absorption fine structure X線吸収微細構造
XANES X-ray absorption near-edge structure

[spectroscopy]

X線吸収端近傍構造［分析法］

XAPS X-ray appearance potential spectroscopy X線出現電位分光法
XPD X-ray photoelectron diffraction X線光電子回折
XPES X-ray photoelectron spectroscopy X線光電子分光法
XPS X-ray photoelectron spectroscopy X線光電子分光法
XRD X-ray diffraction X線回折
XSW X-ray standing wave X線定在波

YAG yttrium aluminium garnet イットリウム－アルミニウム－
ガーネット

ZPE zero point energy ゼロ点エネルギー
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O. Schneider, D. Scott, T. Sjöstrand, G. F. Smoot, P. Sokolsky, S. Spanier, H. Spieler, A. Stahl,

T. Stanev, R. E. Streitmatter, T. Sumiyoshi, N. P. Tkachenko, G. H. Trilling, G. Valencia,

K. van Bibber, M. G. Vincter, D. R. Ward, B. R. Webber, J. D. Wells, M. Whalley, L. Wolfen-

stein, J. Womersley, C. L. Woody, A. Yamamoto, O. V. Zenin, J. Zhang, and R.-Y. Zhu. Review

of Particle Physics, Particle Data Group. J. Phys., G33:1–1232, 2006. The Particle Data Group

website is http://pdg.lbl.gov.

[134] P. Seyfried and P. Becker. The Role of NA in the SI: An Atomic Path to the Kilogram.

Metrologia, 31:167–172, 1994.

[135] N. E. Holden. Atomic Weights of the Elements 1979. Pure Appl. Chem., 52:2349–2384, 1980.
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[150] T. B. Coplen, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, T. Ding, N. E. Holden, J. A. Hopple, H. R. Krouse,
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11
ギリシャ文字

ローマン体 イタリック体 名称 対応するラテン文字および発音 注

A, � A, α アルファ alpha A

B, � B, β ベータ beta B

Γ, � �, γ ガンマ gamma G

Δ, � �, δ デルタ delta D

E, 	 E, ε, ε イプシロン epsilon E

Z, 
 Z, ζ ゼータ zeta Z

H, η H, η イータ eta Ae, Ä, Ee 1

Θ, ϑ, � �, ϑ, θ シータ theta Th 2

I, � I, ι イオタ iota I

K, , κ K, �, � カッパ kappa K 2

�, � �, λ ラムダ lambda L

M, � M , μ ミューmu, (my) M

N, � N , ν ニュー nu, (ny) N

Ξ, � �, ξ グザイ xi X

O, o O, o オミクロン omikron O

Π, � 
, π パイ pi P

P, � P , ρ ロー rho R

Σ, �, � 	, σ, � シグマ sigma S 2, 3

T, � T , τ タウ tau T

Y, � Y , � ウプシロン upsilon, ypsilon U, Y

Φ, �, φ �, ϕ, φ ファイ phi Ph 2

X, � X, χ カイ chi Ch

Ψ, � �, ψ プサイ psi Ps

Ω, ω �, ω オメガ omega Oo 4

(1) 対応するラテン文字 Ae はドイツ語のÄ のように発音する．現代ギリシャ語の η は E のように，長音の ee は
cheese の中の音のように，短音の iは lips の中の音のように発音する．この対応ラテン文字は，しばしば “長音
の E”とも呼ばれる．

(2) シータ，カッパ，シグマ，ファイの小文字はそれぞれ 2 種類ある．例えばシータの小文字の第 2 変形文字は，印刷
の際には “vartheta” バルシータと呼ばれる．

(3) シグマの第 2 変形文字はギリシャ語では語の末尾のみに使われる．
(4) オミクロンは短音の o のように発音されるのに対して，オメガは長音の o のように発音される．

（訳注：ギリシャ文字の日本語での発音と表記には，上記のほかに次の使用例もある．ε（エプシロン），ζ（ジー
タ，ツェータ），η（エータ），θ（テータ），ξ（クサイ，クシー），�（ユプシロン））

209



iupac : 2009/3/27(14:11)

12
記号索引

この索引は，物理量，単位，いくつかの数学演算子，集合状態，過程，素粒子などを表す記号を表記してい
る．元素記号については 6.2 節（p.144以降）を参照．この表では，量の内容を表す添え字は省略している．
例えばポテンシャルエネルギーの Ep，電子親和力の Eea は，ともにエネルギーの記号 E で表されている．
表記の順序については，ラテン文字はギリシャ文字より先に，小文字は大文字より先に，イタリック体文字は
ローマン体文字より先に，太字は対応する通常文字より先に，単文字の記号は複数文字の記号より先に配列し
てある．一つの記号に複数のページ番号が記載されている場合には，太字で印刷されたページにその記号の概
説または定義が記されているので，まず太字のページを参照するとよい．また，その量に対応する数値が記さ
れているページには，そのページ数に下線が引かれている．

a 加速度 acceleration 14, 165

a 基本並進ベクトル fundamental translation vec-

tor 50

a∗ 逆格子に対する（角）基本並進ベクトル reciprocal

lattice vector 50, 95

ai 二次元基板格子の基底ベクトル 2D substrate

basis vector 95

a∗
i 二次元基板逆格子の基底ベクトル 2D reciprocal

substrate basis vector 95

a 吸収係数，吸光係数 absorption coefficient 44

a 加速度 acceleration 14, 165

a 活量 activity 69, 84, 89

a 1分子当たりの面積 area per molecule 92

a 超微細結合定数 hyperfine coupling constant 33

a 比表面積 specific surface area 92

a 熱拡散率 thermal diffusivity 96

a 単位格子長 unit cell length 50

a ファンデルワールス係数 van der Waals coefficient

68

a0 ボーア（原子単位） bohr 164

a0 ボーア半径 Bohr radius 26, 115, 136

aH+ 水素イオンの活量 activity of hydrogen 90

as 比表面積 specific surface area 92

a∗ 単位逆格子長 reciprocal unit cell length 50

a± イオンの平均活量 mean ionic activity 84

a アール are 164

a アト atto 109

a 表面に吸着した化学種 species adsorbed on a sur-

face 65

a 年 year 165

abs 吸収 absorption 41

ads 吸着 adsorption 71

ads 表面に吸着した化学種 species adsorbed on a

surface 65

am 非晶質固体 amorphous solid 65

amagat アマガー 167

app 見かけの apparent 72

aq 水溶液 aqueous solution 65

aq 無限希釈の水溶液 aqueous solution at infinite

dilution 65

at 原子化 atomization 71

atm 標準大気圧 standard atmosphere 74, 159,

166, 211

au,a.u. 原子単位 atomic unit 117, 163

A 物質保存を表す行列 comservation matrix 64

A 磁気ベクトル magnetic vector 176

A 磁気ベクトルポテンシャル magnetic vector po-

tential 20, 175, 176

A 反応の親和力 affinity of reaction 70, 73

A 吸光度 absorbance 44

A 吸収係数，吸光係数 absorption coefficient 44,

45

A 放射能 activity 28, 167

A 反応の親和力 affinity of reaction 70, 73

A 面積 area 13, 164

A 電子親和力 electron affinity 26

A 頻度因子 frequency factor 78

A ヘルムホルツエネルギー Helmholtz energy 67
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A 超微細結合定数 hyperfine coupling constant

33

A 質量数 mass number 26, 145, 148

A 核子数 nucleon number 26

A スピン-軌道結合定数 spin-orbit coupling con-

stant 30

AH ホール係数 Hall coefficient 52

AH ファンデルワールス-ハマーカー定数 van der

Waals-Hamaker constant 93

Aij アインシュタイン自然放出係数 Einstein coeffi-

cient 42, 43

Ar 相対原子質量 relative atomic mass 57, 143

Al アルベーン数 Alfvén number 97

Ā 吸収係数，吸光係数 absorption coefficient 44,

45eA 回転定数 rotational constant 30

A アンペア ampere 103, 168

A 底心格子 base-centred 53

Å オングストローム ångström 164

b バーガーズベクトル Burgers vector 51

b 基本並進ベクトル fundamental translation vec-

tor 50

bi 二次元超格子の基底ベクトル 2D superlattice

basis vectors 95

b∗ 逆格子に対する（角）基本並進ベクトル reciprocal

lattice vector 50

b∗i 二次元逆超格子の基底ベクトル 2D reciprocal

superlattice basis vector 95

b 非対称パラメーター asymmetry parameter 30

b 幅 breadth 13

b 衝突パラメーター impact parameter 78

b 移動度比 mobility ratio 52

b 質量モル濃度 molality 58, 74, 84, 90, 161

b ターフェル勾配 Tafel slope 87

b 単位格子長 unit cell length 50

b ファンデルワールス係数 van der Waals coefficient

68

b∗ 単位逆格子長 reciprocal unit cell length 50

b バーン barn 148, 164

bar バール bar 58, 74, 159, 166, 211

B 磁束密度 magnetic flux density 19, 170, 175–

177

B ラジオ波磁束密度 radiofrequency magnetic flux

densities 33

B NMR 分光計の静磁束密度 static magnetic flux

density of a NMR spectrometer 33

B デバイ-ワラー因子 Debye-Waller factor 51

B 磁束密度 magnetic flux density 19, 170, 175–

177

B 遅延ファンデルワールス定数 retarded van der

Waals constant 93

B 第二ビリアル係数 second virial coefficient 68

B サセプタンス susceptance 20

Bij アインシュタイン誘導放出，吸収係数 Einstein

coefficient 42, 43eB 回転定数 rotational constant 30

B 底心格子 base-centred lattice 53

B ベル bel 111, 120

Bi ビオ（電磁単位） biot 163, 168, 173

BM ボーア磁子 Bohr magneton 171

Bq べクレル becquere 106, 167

Btu 英国熱量単位 British thermal unit 166

c 基本並進ベクトル fundamental translation 50

c 速度 velocity 14

c 速度ベクトル velocity vector 54

c∗ 逆格子に対する（角）基本並進ベクトル reciprocal

lattice vector 50, 95

c 濃度 concentration 58, 74

c 速さ speed 14, 54

c 光速 speed of light 41

c 真空中の光速 speed of light in vacuum 135

c 単位格子長 unit cell lengths 50

c0 真空中の光速 speed of light in vacuum 41,

135, 172

c1 第一放射定数 first radiation constant 43, 136

c2 第二放射定数 second radiation constant 43,

136

c∗ 単位逆格子長 reciprocal unit cell length 50

c 平均相対速さ mean relative speed 78

c センチ centi 109

c 燃焼反応 combustion reaction 71

cal カロリー calorie 69, 166

ccc 臨界凝析濃度 critical coagulation concentra-

tion 94

cd カンデラ candela 41, 104

cd 凝縮相 condensed phase 65

cm センチメートル centimetre 164

cmc 臨界ミセル化濃度 critical micellisation con-

centration 94

cP センチポアズ centipoise 166

cr 結晶 crystalline 65

C スピン-回転相互作用テンソル spin-rotation in-

teraction tensor 33

C 電気容量（静電容量） capacitance 18, 105, 169,

175

C 熱容量 heat capacity 68, 167

C 数濃度 number concentration 58

C 数密度 number density 52, 54

C 2�/n 回転操作 rotation by 2�/n 38

C スピン-回転結合定数 spin-rotation coupling con-

stant 34

C 第三ビリアル係数 third virial coefficient 68

Cm モル熱容量 molar heat capacity 167

Cp 定圧熱容量 heat capacity at constant pressure
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68

Crst 振動の力の定数 vibrational force constant

33

CV 定容熱容量 heat capacity at constant volume

68

Co カウリング数 Cowling number 97eC 回転定数 rotational constants 30

C 底心格子 base-centred lattice 53

C クーロン coulomb 105, 162, 168

Ci キュリー curie 167

Cl クラウジウス clausius 167
◦C （セルシウス）度 degree Celsius 106, 167

d 遠心力ひずみ定数 centrifugal distortion con-

stants 30

d 縮退度，統計的重率 degeneracy, statistical weight

31, 46, 55

d 直径 diameter 13

d 距離 distance 13

d 格子面間隔 lattice plane spacing 50

d 相対密度 relative density 16

d 厚さ thickness 13

dAB 衝突直径 collision diameter 78

d 日 day 111, 165

d デシ deci 109

d 重陽子 deuteron 60, 141, 142

da デカ deca 109

deg 度 degree 111, 164

dil 希釈 dilution 71

dim 次元 dimension 4

dpl 置換 displacement 71

dyn ダイン dyne 32, 163, 165

D 双極子相互作用テンソル dipolar interaction ten-

sor 34

D 電気変位 electric displacement 18, 170, 175

D 放射線の吸収線量 absorbed dose of radiation

167

D 遠心力ひずみ定数 centrifugal distortion con-

stant 30

D デバイ-ワラー因子 Debye-Waller factor 51

D 拡散係数 diffusion coefficient 53, 96, 107

D 解離エネルギー dissociation energy 27

D 電気変位 electric displacement 18, 170, 175

DAB 双極子結合定数 dipolar coupling constant

34

D(ir) 非有理化型の電気変位 electric displacement

174

DT 熱拡散係数 thermal diffusion coefficient 96

D デバイ（単位） debye 31, 32, 47, 169

Da ダルトン dalton 9, 111, 114, 165

e エタンデュー étendue 43

e 電気素量 elementary charge 26, 84, 115, 135

e 線形ひずみ linear strain 16

e 陽子の電荷 proton charge 168

eQ 核四極子モーメント nuclear quadrupole mo-

ment 27, 34

e 自然対数の底 base of natural logarithms 137

e 電子 electron 8, 60, 141, 142

emu 電磁単位 electromagnetic unit 163

emu 電磁単位系 electromagnetic unit system

172

erg エルグ erg 166

esu 静電単位 electrostatic unit 163

esu 静電単位系 electrostatic unit system 172

eV 電子ボルト electronvolt 9, 111, 114, 166

e+ 陽電子 positron 60, 141

E 電場（電界） electric field 18, 175

E 電場の強さ electric field strength 169, 175

E エタンデュー étendue 43

E 電極電位 electrode potential 85

E 起電力 electromotive force 18

E エネルギー energy 15, 166

E 恒等操作 identity 37, 38

E 放射照度 intensity, irradiance 42

E 弾性率（弾性定数） modulus of elasticity 16

E 熱起電力 thermoelectric force 52

E 全電子エネルギー total electronic energy 24

Ea アクセプターイオン化エネルギー acceptor ion-

ization energy 52

Ea 活性化エネルギー（アレニウスの） (Arrhenius)

activation energy 77

EA 活性化エネルギー（アレニウスの） (Arrhenius)

activation energy 77

Ecell 電気化学電池の電位差 potential difference of

an electrochemical cell 85

Ed ドナーイオン化エネルギー donor ionization en-

ergy 52

Eea 電子親和力 electron affinity 26

Eeq 平衡電極電位（電気化学反応の） equilibrium

electrode potential 86

EF フェルミエネルギー Fermi energy 52

Eg バンドギャップエネルギー band gap energy

52

Eh ハートリー（原子単位） hartree 9, 115, 166,

174

Eh ハートリーエネルギー Hartree energy 26,

115, 136

Ei イオン化エネルギー ionization energy 26

Ej 液間電位差 liquid junction potential 86, 88

Eη 過電圧 overpotential 87

E
eν 分光放射強度 spectral (radiant) intensity 42

Eu オイラー数 Euler number 97

E[x] xの期待値 expected value of x 181

E′ 電場勾配 electric field gradient 169

E◦−′ 形式電位 formal potential 86

212



iupac : 2009/3/27(14:11)

記号索引

E∗ 空間反転操作 space-fixed inversion 37

E◦− 標準電極電位 standard electrode potential

86

E エクサ exa 109

Ei exbi 110

E 過剰量 excess quantity 72

f 活量 (活動度)係数 activity coefficient 71

f 原子散乱因子 atomic scattering factor 50

f フィネス finesse 43

f 周波数，振動数 frequency 13

f フガシティー fugacity 70

f 振動の力の定数 vibrational force constant 33

f(cx) 速度分布関数 velocity distribution function

54

f フェムト femto 109

f フェルミ fermi 163, 164

f 流体相 fluid phase 65

f 生成反応 formation reaction 71

ft フィート foot 164

fus 融解 melting, fusion 72

F 荷電粒子の間に働く力 force 175

F 力 force 15, 165, 175–177

F ローレンツ力 Lorentz force 177

Fes 静電力 electrostatic force 172bF J + I の和 sum of J + I 36

F ファラデー定数 Faraday constant 84, 135

F フルエンス fluence 42

F 力 force 15, 165, 175–177

F ヘルムホルツエネルギー Helmholtz energy 67

F 回転項 rotational term 30

F 構造因子 structure factor 50

Fij 振動の力の定数 vibrational force constant

33

Frs フォック演算子の行列要素 matrix element of

the Fock operator 25

Fo フーリエ数 Fourier number 97

Fr フルード数 Froude number 97

F (c) 速さの分布関数 speed distribution function

54

Fo∗ 質量移動のフーリエ数 Fourier number for

mass transfer 97bF フォック演算子 Fock operator 24

F ファラド farad 105, 169

F 面心格子 face-centred lattice 53

Fr フランクリン franklin 162, 163, 168, 173

g 二次元逆格子ベクトル 2D reciprocal lattice vec-

tor 95

g g-因子 g-factor 27, 33

g 振動モードの (分光）密度 (spectral) density of

vibrational modes 51

g 縮退度，統計的重率 degeneracy, statistical weight

31, 55

ge g 因子（電子の） g-factor 27

ge ランデの g 因子 (自由電子) Landé g-factor for

free electron 136

gn 自由落下の標準加速度 standard acceleration of

free fall 165

gn 標準重力加速度 standard acceleration of grav-

ity 136

gN g 因子（核の） nuclear g-factor 27

gtt′ 非調和振動定数 vibrational anharmonicity

constant 31

g 気体または蒸気 gas or vapor 65

g 反転操作で不変 gerade 38

g グラム gram 165

gal ガロン gallon 164

gon ゴン gon 164

gr グレーン grain 165

G 逆格子ベクトル reciprocal lattice vector 50

G コンダクタンス conductance 20

G ギブズエネルギー Gibbs energy 67

G 重力定数 gravitational constant 16, 136

G 吸収強度の積分断面積 integrated absorption

cross section 46

G 剛性率（せん断弾性率） shear modulus 16

G 熱コンダクタンス thermal conductance 96

G 振動項 vibrational term 30

G 重量 weight 16

GF フェルミ結合定数 Fermi coupling constant

135

Gnet 正味の吸収断面積の積分値 integrated net ab-

sorption cross section 45

Gr グラスホフ数 Grashof number 97

Gr∗ 質量移動のグラスホフ数 Grashof number for

mass transfer 97

G(v) 振動項 vibrational term 32

G ガウス gauss 170, 171

G ギガ giga 109

Gal ガル gal 165

Gi gibi 110

Gy グレイ gray 106, 167

h 熱移動係数 coefficient of heat transfer 96

h 膜厚 film thickness 92

h 高さ height 13

h プランク定数 Planck constant 26, 41, 115, 135

hk 二次元ミラー指数 2D Miller indices 95

hkl 三次元ミラー指数 3D Miller indices 95

� プランク定数/2� Planck constant 26, 41, 115,

135

h ヘクト hecto 109

h ヘリオン helion 60, 141, 142

h 時 hour 111, 165

ha ヘクタール hectare 164
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hk 仏馬力 metric horse power 166

hp 英馬力 Imperial horse power 166

H 磁場（磁界） magnetic field 19

H 磁場の強さ magnetic field strength 19, 176

H クーロン積分 coulomb integral 22

H 線量当量 dose equivalent 168

H エンタルピー enthalpy 67, 70

H フルエンス fluence 42

H ハミルトン関数 Hamilton function 16

H 磁場の強さ magnetic field strength 19, 170,

176

H モルエンタルピー molar enthalpy 69

H 共鳴積分 resonance integral 22

Hii 1電子コアハミルトニアンの期待値 one-electron

expectation value of the core hamiltonian 23

H(ir) 非有理化型の磁場の強さ magnetic field

strength 174

Ha ハルトマン数 Hartmann number 97bH ハミルトン演算子 hamiltonian operator 21

H ヘンリー henry 105, 171

Hz ヘルツ hertz 105

i 電流 electric current 18, 168, 172, 176

i 反転 inversion 38

id 理想 ideal 72

iep 等電点 isoelectric point 94

imm 浸漬・浸液 immersion 71

in インチ inch 164bI 核スピン nuclear spin 36bI 核スピン演算子 nuclear spin operator 34

I 微分断面積 differential cross section 78

I 電流 electric current 4, 18, 86, 168

I 放射照度 intensity, irradiance 42

I イオン強度 ionic strength 71, 84

I イオン化エネルギー ionization energy 26

I 慣性モーメント moment of inertia 15

I 核スピン量子数 nuclear sipn quantum number

148

I 主慣性モーメント principal moments of inertia

30

Ie 放射強度 radiant intensity 41, 42

IF ファラデー電流 faradaic current 86

Iv 光度 luminous intensity 4, 41

I
eν 分光放射強度 spectral (radiant) intensity 42

I 体心格子 body-centred lattice 53

j 伝導率 conductivity 176

j 電流密度 electric current density 18, 86

j 電子電流密度 electric current density of electrons

21

j 電流密度 electric current density 86

J 電流密度 electric current density 18

J 間接スピン結合テンソル indirect spin coupling

tensor 34bJ N + S の和 sum of N + S 36

J 角運動量 angular momentum 36, 166

J マシュー関数 Massieu function 67

J 慣性モーメント moment of inertia 15
nJ n 結合を通した核スピン-スピン結合 nuclear

spin-spin coupling through n bonds 34

Jij クーロン積分 coulomb integral 23

Jm 質量mの流束密度 flux density of mass m 96

Jq 熱流束密度 heat flux density 96bJ クーロン演算子 coulomb operator 24

J ジュール joule 105, 166

k 角波動ベクトル angular wave vector 52

k 吸光指数，複素屈折率の虚部 absorption index,

imaginary refractive index 45

k ボルツマン定数 Boltzmann constant 54, 77,

135

k 熱移動係数 coefficient of heat transfer 96

k 包含係数 coverage factor 182

k 減衰定数，崩壊定数，壊変定数 decay (rate) con-

stant, disintegration (rate) constant 28

k 電磁理論式で使われる定数 electromagnetic con-

stant 172

k 複素屈折率の虚部 imaginary refractive index

45, 48

k 速度定数 rate constant 77

k 熱伝導率 thermal conductivity 96

k 振動の力の定数 vibrational force constants 33

ka 酸化速度定数 oxidation rate constant 86

kB ボルツマン定数 Boltzmann constant 54, 77,

135

kc 還元速度定数 reduction rate constant 86

kd 質量移動係数 mass transfer coefficient 87

kD デバイ角波数 Debye angular wavenumber 51

kem 電磁理論式で使われる定数 constant in electro-

magnetic theory 172

kes 電磁理論式で使われる定数 constant in electro-

magnetic theory 172

kf 蛍光速度定数 fluorescence rate constant 80

kH ヘンリーの法則の定数 Henry’s law constant

70

krst 振動の力の定数 vibrational force constants

33

k キロ kilo 109

kat カタール katal 106

kg キログラム kilogram 103, 165

kgf 重量キログラム kilogram-force 165

kp キロポンド kilopond 165

K 速度 (係数) 行列 rate (coefficient) matrix 80

K 吸収係数，吸光係数 absorption coefficient 44

K 体積弾性率 bulk modulus 16

K 熱移動係数 coefficient of heat transfer 96
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K 平衡定数 equilibrium constant 70

K 運動エネルギー kinetic energy 15

K 核スピン-スピン結合定数 nuclear spin-spin cou-

pling constant 34

K 角運動量成分 quantum number of angular mo-

meatum component 36

Kfi 速度 (係数)行列 rate (coefficient) matrix 80

Kij 交換積分 exchange integral 23

KM ミカエリス定数 Michaelis constant 80

Kn クヌーセン数 Knudsen number 97

K◦− 平衡定数 equilibrium constant 70bK 交換演算子 exchange operator 24

K ケルビン kelvin 103, 167

Ki kibi 110

l 長さ length 4, 13, 164

l 振動量子数 vibrational quantum numbers 31

lp 双極子長 dipole length 32

l 液体 liquid 65

l リットル litre 111, 164

l.y. 光年 light year 164

l atm リットル気圧 litre atmosphere 166

lb ポンド pound 165

lc 液晶 liquid crystal 65

lm ルーメン lumen 106

lx ルクス lux 106

L 角運動量 angular momentum 15, 166bL 電子軌道 electron orbital 36

L 角運動量 angular momentum 15, 166

L アボガドロ定数 Avogadro constant 54, 57,

135

L 拡散長 diffusion length 53

L インダクタンス inductance 171

L ラグランジュ関数 Lagrange function 16

L ローレンツ係数 Lorenz coefficient 52

L 放射輝度 radiance 42

L 自己インダクタンス self-inductance 20, 171,

176

LD 拡散層のデバイ長 Debye length of the diffuse

layer 93

Le ルイス数 Lewis number 97

L リットル litre 111, 164

m 磁気双極子モーメント magnetic dipole moment

20, 171, 176

m 分子の磁気双極子モーメント magnetic dipole

moment of a molecule 27

m 電気移動度 electric mobility 87

m 質量 mass 4, 15, 57, 165

m 原子の質量 mass of atom 57

m 要素粒子の質量 mass of entity 57

m 質量モル濃度 molality 58

m 反応の次数 order of reaction 76

ma 原子質量 atomic mass 26

me 電子質量 (原子単位) electron mass 115, 165

me 電子質量 electron mass 26, 115, 135

mn 中性子質量 neutron mass 135

mp 陽子質量 proton mass 135

mu 原子質量定数 atomic mass constant 26, 57,

135

m∗ 有効質量 effective mass 52

m± イオンの平均質量モル濃度 mean ionic molality

84

m メートル metre 103, 164

m ミリ milli 109

m2 平方メートル square metre 164

m3 立方メートル cubic metre 164

mi マイル mile 164

min 分 minute 111, 165

mix 流体の混合 mixing of fluid 72

mmHg ミリメートル水銀柱 conventional millime-

tre of mercury 166

mol モル mole 102, 104

mon 単量体 monomeric form 65

m� ミリミクロン millimicron 164

M 磁化 magnetization 19, 171, 176

M 磁化率 magnetization 176

M 平衡磁化 magnetization 34

M トルク torque 15

M 分子の遷移双極子モーメント transition dipole

moment of a molecule 31

M マーデルング定数 Madelung constant 51

M 平均モル質量 average molar mass 93

M 超格子を表す行列 matrix for superlattice nota-

tion 95

M モル質量 molar mass 57

M 相互インダクタンス mutual inductance 20

M 放射発散度 radiant exitance 42

Ma マッハ数 Mach number 97

Mr 相対分子質量 relative molecular mass 57

Mu モル質量定数 molar mass constant 57

M メガ mega 109

m モーラー molar 59

M 海里 nautical mile 111

Mi mebi 110

Mx マクスウェル maxwell 170

n 物質量 amount of substance 4, 57, 64

n 電荷数 charge number 86

n 数濃度 number concentration 58

n 数密度 number density 52

n 反応の次数 order of reaction 51, 76

n 主量子数 principal quantum number 27

n 複素屈折率の実部 real refractive index 48

n 屈折率 refractive index 41

n̂ 複素屈折率 complex refractive index 45
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n ナノ nano 109

n ネマチック相 nematic phase 65

n 中性子 neutron 60, 141, 142

n̄ 反中性子 antineutron 60bN R+ L (+j)の和 sum of R+ L (+j) 36

N 中性子数 neutron number 26

N 要素粒子の数 number of entities 54, 57

N 測定数 number of measurements 181

N 状態数 number of states 55

N 状態数（和） number (sum) of states 80

NA アボガドロ定数 Avogadro constant 54, 57,

135

NE 状態密度 density of states 51

Nu ヌセルト数 Nusselt number 97

Nu∗ 質量移動のヌセルト数 Nusselt number for

mass transfer 97

Nω 振動モードの (分光）密度 (spectral) density of

vibrational modes 51

N ニュートン newton 105, 165

Np ネーパ neper 111

oz オンス ounce 165

Oe エルステッド oersted 170

p 電気双極子モーメント electric dipole moment

19, 31, 169, 175

p 分子の電気双極子モーメント electric dipole mo-

ment of a molecule 28, 31, 32, 169, 175

p 運動量ベクトル momentum vector 54bp 運動量演算子 momentum operator 21

p 結合次数 bond order 22

p 電気双極子モーメント electric dipole moment

169

p 一般化運動量 generalized momentum 16, 54

p 数密度 number density 52

p 置換操作 permutation 37

p 圧力 pressure 16, 58, 166

p 確率 probability 55

p∗ 置換-反転操作 permutation-inversion 37ep フガシティー fugacity 70

p ピコ pico 109

p 陽子 proton 60, 141, 142

p̄ 反陽子 antiproton 60

pc パーセク parsec 164

pH 84, 90, 91

pol 重合体 polymeric form 65

ppb 十億分の一 part per billion 119

pph 百分の一 part per hundred 119

pphm 一億分の一 part per hundred million 119

ppm 百万分の一 part per million 119

ppq 千兆分の一 part per quadrillion 119

ppt 千分の一 part per thousand 119

ppt 一兆分の一 part per trillion 119

psi ポンド毎平方インチ pounds per square inch

166, 211

pzc ゼロ電荷点 point of zero charge 94

PPP 密度行列 density matrix 55

P 誘電分極 dielectric polarization 18, 175

P 熱流束 heat flux 96

P パリティ演算子 parity operator 37

P 置換操作 permutation 37

P 分極 polarization 170

P 仕事率・工率・パワー power 15

P 工率 power 166

P 圧力 pressure 16, 58

P 確率 probability 55

P 確率密度 probability density 21

P 放射束 radiant power 42

P 音エネルギー束 sound energy flux 17

P 空間反転操作 space-fixed inversion 37

P 熱流 thermal power 68

P 遷移確率 transition probability 79

P 重量 weight 16

P∗ 置換-反転操作 permutation-inversion 37

Pa 音エネルギー束 sound energy flux 17

Pe ペクレ数 Péclet number 97

Pe∗ 質量移動のペクレ数 Péclet number for mass

transfer 97

Pr プラントル数 Prandtl number 97

Prs 密度行列要素 density matrix element 24

P ぺタ peta 109

P ポアズ poise 166

P 単純 (結晶) 格子 primitive lattice 53

Pa パスカル pascal 105, 166, 239

Pi pebi 110

q 角波動ベクトル angular wave vector 52

q 電場勾配 electric field gradient 34

q 電場勾配テンソル electric field gradient tensor

28

q 電荷指数 charge order 22

q 電場勾配 electric field gradient 169

q 一般化座標 generalized coordinate 13, 15, 54

q 熱 heat 67

q 分配関数 partition function 55

q 振動座標 vibrational coordinate 32

qD デバイ角波数 Debye angular wavenumber 51

qm 質量m の流束 flux of mass m 96

QQQ 分子の四極子モーメント quadrupole moment of

a molecule 28

Q 壊変エネルギー disintegration energy 28

Q 電荷 electric charge 18, 168

Q 電気四極子モーメント electric quadrupole mo-

ment 170

Q 熱 heat 67

Q 分配関数 partition function 55
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Q Q値 quality factor 43

Q 放射エネルギー radiant energy 41

Q 反応商 reaction quotient 70

Q 振動座標 vibrational coordinate 32

QW 電弱相互作用の荷数 electroweak charge 28

r 位置ベクトル position vector 13, 51, 54
.
r 速度 velocity 14

r 剛体球半径 hard sphere radius 78

r 原子間距離 interatomic distances 32

r 半径 radius 13

r 球面極座標 spherical polar coordinate 13

r 振動座標 vibrational coordinates 32

rB 濃度変化速度 rate of concentration change 76

r 反応一般 reaction in general 72

rad ラド rad 167

rad ラジアン radian 105, 164

rem レム rem 168

R 平衡位置ベクトル equilibrium position vector

51

R 格子ベクトル lattice vector 50

R 位置ベクトル position vector 51

R 分子の遷移双極子モーメント transition dipole

moment of a molecule 31bR 核の軌道運動（回転） nuclear orbital (rotational)

36

R 電気抵抗 electric resistance 20, 169

R 気体定数 gas constant 54

R モル気体定数 molar gas constant 136

R モル屈折率 molar refraction, molar refractivity

45

R 反射率 reflectance 44

R 分解能 resolving power 43

R 熱抵抗 thermal resistance 96

R 振動座標 vibrational coordinates 32

Ra レイリー数 Rayleigh number 97

Re レイノルズ数 Reynolds number 97

RH ホール係数 Hall coefficient 52

Rm,Rem 磁気レイノルズ数 magnetic Reynolds

number 97

R∞ リュードベリ定数 Rydberg constant 26, 136

R 斜方（面）格子 rhombohedral lattice 53

Ry リュードべリ rydberg operator 166
◦R ランキン度 degree Rankine 167

s 弧長 length of arc 13

s 秩序パラメーター order parameters 51

s 行程 path length 13

s 沈降係数 sedimentation coefficient 93

s 溶解度 solubility 58

s 比表面積 specific surface area 92

s 標準偏差 standard deviation 181

s 対称数 symmetry number 55

s2 分散 variance 181

s 秒 second 103, 164, 165

s 固体 solid 65

sln 溶液 solution 65

sol 溶解 solution 72

sr ステラジアン steradian 105

sub 昇華 sublimation 72

S ポインティングベクトル poynting vector 20,

177

S 確率の流れ密度 probability current density 21

S 散乱行列 scattering matrix 79bS 電子スピン演算子 electron spin 36bS 核スピン演算子 nuclear spin operator 34

S 作用 action 16

S 面積 area 13

S エントロピー entropy 55, 67, 70, 167

S モルエントロピー molar entropy 69

S 重なり積分 overlap integral 22

S 回転-鏡映 rotation-reflection 38

S 統計的エントロピー statistical entropy 55

S 振動座標 vibrational coordinate 32

S̄ 吸収係数の積分値 integrated absorption coeffi-

cient 45

Sc シュミット数 Schmidt number 97

Sm モルエントロピー molar entropy 167

Sr ストルハル数 Strouhal number 97

Srs 重なり行列要素 overlap matrix element 24

St スタントン数 Stanton number 97

St∗ 質量移動のスタントン数 Stanton number for

mass transfer 97

S ジーメンス siemens 105

St ストークス stokes 166

Sv シーベルト sievert 106, 168

Sv スヴェドベリ svedberg 165

t セルシウス温度 Celsius temperature 67, 106,

167

t 膜厚 film thickness 92

t 表面層または界面層の厚さ thickness of (surface

or interfacial) layer 92

t 時間 time 4, 13, 165

t 輸率 transport number 87

t1/2 半減期 half life 28, 77

t トン tonne 111, 165

t トリトン，三重陽子 triton 61, 141, 142

tp 三重点 triple point 72

trs 転移 transition 72

TTT 超微細結合定数 hyperfine coupling constant

33

TTT トルク torque 15

T 特性時間間隔 characteristic time interval 14

T 運動エネルギー kinetic energy 15

T 緩和時間 relaxation time 13, 27, 35, 77
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T 周期 period 13

T 熱力学温度 thermodynamic temperature 4,

67, 167

T 項 total term 30

T 透過率 transmittance 44bT 運動エネルギー演算子 kinetic energy operator

21

T1/2 半減期 half life 28

T90 国際温度 International temperature 67

TC キュリー温度 Curie temperature 53

Te 電子項 electronic term 30

TN ネール温度 Néel temperature 53

T (v) 振動項 30

T テラ tera 109

T テスラ tesla 105, 170

Ti tebi 110

Torr トル torr 166, 211

u 変位ベクトル displacement vector 51

u 速度 velocity 14

u 速度ベクトル velocity vector 54

u ブロッホ関数 Bloch function 52

u 電気移動度 electric mobility 87

u 速さ speed 14, 54

u 標準不確かさ standard uncertainty 182

uc 合成標準不確かさ combined standard uncer-

tainty 182

uc,r 相対合成標準不確かさ relative combined stan-

dard uncertainty 182

ur 相対標準不確かさ relative standard uncertainty

182

u 反転操作で符号逆転 ungerade 38

u 統一原子質量単位 unified atomic mass unit 9,

26, 57, 111, 114, 135, 148, 165

ua 天文単位 astronomical unit 9, 111, 114, 164

U 電位差 electric potential difference 18, 105,

168

U 電圧 electric tension 18, 105, 168

U 電極電位 electrode potential 85

U 拡張不確かさ expanded uncertainty 182, 184

U 内部エネルギー internal energy 67

Ucell 電気化学電池の電位差 potential difference of

an electrochemical cell 85

v 速度 velocity 14

v 速度ベクトル velocity vector 54

v 反応速度 rate of reaction 76

v 比体積 specific volume 16

v 速さ speed 14, 54

v 振動量子数 vibrational quantum number 31

vB 濃度変化速度 rate of concentration change 76

vap 蒸発 vaporization 72

vit ガラス状態の物質 vitreous substance 65

V 電位（電気ポテンシャル） electric potential 18,

168

V ポテンシャルエネルギー potential energy 15

V 体積 volume 13, 164

Vm モル体積 molar volume 57, 167

Vm 理想気体のモル体積 molar volume of ideal gas

136

V ボルト volt 105, 168

w 速度 velocity 14

w 質量分率 mass fraction 57

w 放射エネルギー密度 radiant energy density 41

w 速さ speed 14

w 仕事 work 15, 67

W 縮退度，統計的重率 degeneracy, statistical

weight 55

W 状態数 number of states 55

W 状態数（和） number (sum) of states 80

W 放射エネルギー radiant energy 41

W 重量 weight 16

W 仕事 work 15, 67

We ウェーバー数 Weber number 97

W (E) 開いた断熱反応チャンネルの数 number of

open adiabatic reaction channels 80

W ワット watt 105, 166

W± Wボソン W-boson 141

Wb ウェーバ weber 105, 170

x 直交空間座標（デカルト座標） cartesian space

coordinates 13

x エネルギーパラメーター energy parameter 22

x 比座標 fractional coordinates 50

x モル分率 mole fraction 58

x̄ 平均値 mean 181

xrs 非調和振動定数 vibrational anharmonicity

constant 31

X 部分モル量 partial molar quantity 69

X リアクタンス reactance 20
.
X 量 X の変化速度 rate of change of quantity X

76

X x 単位 x unit 164

y 直交空間座標（デカルト座標） cartesian space

coordinate 13

y 比座標 fractional coordinate 50

y モル分率 mole fraction 58

y ヨクト yocto 109

yd ヤード yard 164

Y アドミッタンス admittance 20

Y プランク関数 Planck function 67

Y ヨタ yotta 109

Yi yobi 110
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z 直交空間座標（デカルト座標） cartesian space

coordinates 13

z 電荷数 charge number 86

z イオンの電荷数 charge number of an ion 84

z 衝突頻度 collision frequency 78

z 表面に垂直な座標 coordinate perpendicular to

surface 95

z 円筒座標 cylindrical coordinates 13

z 比座標 fractional coordinates 50

z 分配関数 partition function 55

z ゼプト zepto 109

Z 原子番号 atomic number 26

Z 原子番号（陽子数） atomic number (number of

protons) 148

Z 衝突密度 collision density 78

Z 圧縮因子 compression factor 69

Z インピーダンス impedance 20

Z 分配関数 partition function 55

Z 陽子数 proton number 26, 148

Z0 真空の特性インピーダンス characteristic

impedance of vacuum 135

Z ゼタ zetta 109

Zi zebi 110

Z0 Zボソン Z-boson 141

ααα 分子の電気分極率 electric polarizability of a

molecule 28

α 吸光率 absorptance 44

α 吸収係数，吸光係数 absorption coefficient 44

α 旋光角 angle of optical rotation 45

α 熱移動係数 coefficient of heat transfer 96

α クーロン積分 coulomb integral 22

α 体膨張係数 cubic expansion coefficient 68

α 反応率 degree of reaction 58

α 微細構造定数 fine-structure constant 26, 115,

136

α マーデルング定数 Madelung constant 51

α 平面角 plane angle 13, 164

α 分極率 polarizability 170

α スピン波動関数 spin wavefunction 22, 35

α 移動係数 transfer coefficient 87

α 単位格子角 unit cell angles 50

[α]λθ 比旋光度 specific optical rotatory power

45

α∗ 単位逆格子角 reciprocal unit cell angles 50

αa 吸収率（音響学での） absorption 17

αl 線膨張係数 linear expansion coefficient 68

αm モル旋光度 molar optical rotatory power 45

αp 相対圧力係数 relative pressure coefficient 68

αV 体膨張係数 cubic expansion coefficient 68

� アルファ粒子 alpha particle 60, 141, 142

βββ 二次分極率 1st hyper-polarizability 28

β 縮退度，統計的重率 degeneracy, statistical weight

31, 55

β 平面角 plane angle 13

β 圧力係数 pressure coefficient 68

β 温度に代わるエネルギーの逆数パラメーター recip-

rocal energy parameter 55

β 共鳴積分 resonance integral 22

β 遅延ファンデルワールス定数 retarded van der

Waals constant 93

β スピン波動関数 spin wavefunction 22, 35

β 単位格子角 unit cell angles 50

β∗ 単位逆格子角 reciprocal unit cell angles 50

�+ 陽電子 positron 60

�− 電子 electron 60

γγγ 三次分極率 2nd hyper-polarizability 28

γ 活量 (活動度)係数 activity coefficient 71

γ 伝導率（電導率） conductivity 20

γ 体膨張係数 cubic expansion coefficient 68

γ ガンマ gamma 165

γ グリュナイゼン パラメーター Grüneisen param-

eter 51

γ 磁気回転比 gyromagnetic ratio 27, 33, 35

γ 質量濃度 mass concentration 58

γ 平面角 plane angle 13

γ 熱容量比 ratio of heat capacities 68

γ せん断ひずみ shear strain 16

γ 表面張力 surface tension 16, 67, 92

γ 透過係数 transmission coefficient 79

γ 単位格子角 unit cell angles 50

γ∗ 単位逆格子角 reciprocal unit cell angles 50

γ± イオンの平均活量係数 mean ionic activity co-

efficient 84

γp 陽子の磁気回転比 proton gyromagnetic ratio

136

� 光子 photon 60, 141, 142

� グリュナイゼン パラメーター Grüneisen param-

eter 51

� 吸収係数の積分値 integrated absorption coeffi-

cient 45

� 準位幅 level width 28

� 自然線幅 natural linewidth 80

� 前期解離線幅 predissociation linewidth 80

� 表面濃度 surface concentration 58

� 表面過剰濃度 surface excess concentration 92

δ 遠心力ひずみ定数 centrifugal distortion con-

stants 30

δ 化学シフト chemical shift 35

δ 消失率（音響学での） dissipation 17

δ 膜厚 film thickness 92

δ 損失角 loss angle 20

δ 厚さ thickness 13
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δ 表面層または界面層の厚さ thickness of (surface

or interfacial) layer 92

� 遠心力ひずみ定数 centrifugal distortion con-

stants 30

� 慣性欠損 inertial defect 30

� 質量過剰 mass excess 26

ΔφW 仕事関数変化 work function change 95

ε 放射率 emissivity, emittance 43

ε 線形ひずみ linear strain 16

ε モル吸光係数（常用対数） molar (decadic) 44

ε 誘電率 permittivity 18

ε0 電気定数 electric constant 18, 135, 172

ε0 真空の誘電率 permittivity of vacuum 18

εF フェルミエネルギー Fermi energy 52

εi 1 電子軌道エネルギー one-electron orbital en-

ergy 24

εr 電気感受率 electric susceptibility 175bεr 比誘電率 relative permittivity 48

ζ コリオリ ζ 定数 Coriolis ζ constant 31

ζ 界面動電位 electrokinetic potential 87

η 核オーバーハウザー効果の増強因子 nuclear Over-

hauser enhancement 35

η 過電圧 overpotential 87

η 粘性率（粘性定数） viscosity 16, 96, 166

ϑ 円筒座標 cylindrical coordinates 13

ϑ 平面角 plane angle 13

ϑ 球面極座標 spherical polar coordinate 13

ϑ 体積（容積）ひずみ bulk strain, volume strain

16

θ ブラッグ角 Bragg angle 50

θ セルシウス温度 Celsius temperature 67

θ 特性（ワイス）温度 characteristic (Weiss) tem-

perature 53

θ 特性温度 characteristic temperature 55

θ 接触角 contact angle 92

θ 散乱角 scattering angle 78

θ 表面被覆率 surface coverage 92, 95

θ 振動座標 vibrational coordinates 32

θW 特性（ワイス）温度 characteristic (Weiss) tem-

perature 53

θW 弱い相互作用の混合角 weak mixing angle 135

��� 分子の四極子モーメント quadrupole moment of

a molecule 28

� 特性温度 characteristic temperature 55

� 電気四極子モーメント electric quadrupole mo-

ment 170

� 熱力学温度 thermodynamic temperature 67

�D デバイ温度 Debye temperature 51, 95

κ 非対称パラメーター asymmetry parameter 30

κ 体積粘性率 bulk viscosity 96

κ 圧縮率 compressibility 68

κ 伝導率，電気伝導度 conductivity 20, 86, 169

κ 磁化率（磁気感受率） magnetic susceptibility

20, 171

κ モル吸光係数（自然対数） molar napierian ab-

sorption coefficient 44

κ 熱容量比 ratio of heat capacities 68

κ 透過係数 transmission coefficient 79

λ 絶対活量（活動度） absolute activity 55, 69

λ 減衰定数，崩壊定数，壊変定数 decay (rate) con-

stant, disintegration (rate) constant 28

λ イオン伝導率 ionic conductivity 87

λ ラムダ lambda 164

λ 平均自由行程 mean free path 78

λ 熱伝導率 thermal conductivity 96

λ ファンデルワールス定数 van der Waals constant

93

λ 波長 wavelength 41

λe 電子の平均自由行程 electron mean free path

95

λik 熱伝導テンソル thermal conductivity tensor

52

� イオンのモル伝導率 molar conductivity 87

μμμ 電気双極子モーメント electric dipole moment

19, 31, 169

μμμ 分子の電気双極子モーメント electric dipole mo-

ment of a molecule 28, 31

μμμ 磁気双極子モーメント magnetic dipole moment

20

μμμ 分子の磁気双極子モーメント magnetic dipole

moment of a molecule 27

μ 化学ポテンシャル chemical potential 69

μ 動摩擦係数 dynamic friction factor 16

μ 電気双極子モーメント electric dipole moment

19, 31, 169

μ ジュール-トムソン係数 Joule-Thomson coeffi-

cient 68

μ 磁気双極子モーメント magnetic dipole moment

20, 171

μ 平均値 mean 181

μ 移動度 mobility 52

μ 透磁率 permeability 19

μ 換算質量 reduced mass 16

μ トムソン係数 Thomson coefficient 52

μ 粘性率（粘性定数） viscosity 16, 96

μ◦ 標準化学ポテンシャル standard chemical po-

tential 69

μ◦− 標準化学ポテンシャル standard chemical po-

tential 69
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μ0 磁気定数 magnetic constant 19, 135, 172

μB ボーア磁子 Bohr magneton 27, 136, 171eμB
� 電気化学ポテンシャル electrochemical poten-

tial 85

μe 電子の磁気モーメント electron magnetic mo-

ment 136

μJT ジュール-トムソン係数 Joule-Thomson coef-

ficient 68

μN 核磁子 nuclear magneton 27, 35, 136, 171

μp 陽子の磁気モーメント proton magnetic moment

136

μr 比透磁率 magnetic permeability 176

� マイクロ micro 109

� ミクロン micron 164

� ミューオン muon 60, 142

�± ミューオン，� 粒子 muon 141

ννν 化学量数行列 stoichiometric number matrix

64

ν 周波数，振動数 frequency 13, 41

ν 動粘性率 kinematic viscosity 16

ν 共鳴周波数 resonance frequency 35

ν 化学量数 stoichiometric number 58, 63

ν 遷移周波数 transition frequency 30eν 遷移波数 transition wavenumber 30eν 波数 wavenumber 31eν 真空中の波数 wavenumber in vacuum 41

νD デバイ周波数 Debye frequency 51eνD デバイ波数 Debye wavenumber 51

νL ラーモア周波数 Larmor frequency 27

�e 電子ニュートリノ electron neutrino 60

�̄e 電子反ニュートリノ electron antineutrino 60

�e ニュートリノ neutrino 141, 142

ξ 反応進行度 extent of reaction, advancement

58, 64, 72

ξ 磁気分極率 magnetizability 171

ξ 分子の磁気分極率 magnetizability of a molecule

27
.

ξ 変換速度 rate of conversion 76

� 分配関数 partition function 55

� 標準化された共鳴周波数 standardized resonance

frequency 35

π 表面圧 surface pressure 93

� パイオン，�中間子 pion 141, 142

� 円周の直径に対する比（円周率） ratio of circum-

ference to diameter of a circle 137

�0 パイオン，�中間子 pion 141


 浸透圧 osmotic pressure 71


 ペルティエ係数 Peltier coefficient 52

ρρρ 密度行列 density matrix 55

ρρρ 抵抗率テンソル resistivity tensor 51

ρ 電荷密度 charge density 18, 52, 168

ρ 電子の電荷密度 charge density of electrons 21,

52

ρ 円筒座標 cylindrical coordinates 13

ρ 密度 density 16

ρ 状態密度 density of states 55, 80

ρ 質量濃度 mass concentration 58

ρ 質量密度 mass density 16

ρ 放射エネルギー密度 radiant energy density 41

ρ 反射率 reflectance 44

ρ 反射率（音響学での） reflection 17

ρ 抵抗率 resistivity 20bρ 密度演算子 density operator 55

ρA 表面密度 surface density 16

ρR 残留抵抗率 residual resistivity 51

σσσ 伝導率テンソル conductivity tensor 51

σσσ 遮蔽テンソル shielding tensor 35

σ 吸収断面積 absorption cross section 44

σ 1分子当たりの面積 area per molecule 92

σ 衝突断面積 collision cross section 78

σ 伝導率，電気伝導度 conductivity 20, 86, 169

σ 断面積 cross section 28

σ 法線応力 normal stress 16

σ 秩序パラメーター order parameter 51

σ 鏡映 reflection 38

σ 遮蔽定数 shielding constant 35

σ 標準偏差 standard deviation 181

σ シュテファン-ボルツマン定数 Stefan-Boltzmann

constant 43, 136

σ 表面電荷密度 surface charge density 18, 85

σ 表面張力 surface tension 16, 67, 92

σ 対称数 symmetry number 55

σ 全断面積 total cross section 79

σ 波数（物質中） wavenumber (in a medium) 41bσ 密度演算子 density operator 55

σ2 分散 variance 181

	f 膜張力 film tension 92

τ 特性時間間隔 characteristic time interval 14

τ 相関時間 correlation time 35

τ 平均寿命 mean life, lifetime 28, 77

τ 緩和時間 relaxation time 14, 52, 77

τ せん断応力（ずり応力，接線応力） shear stress

16

τ 表面層または界面層の厚さ thickness of (surface

or interfacial) layer 92

τ トムソン係数 Thomson coefficient 52

τ 透過率（音響学での） transmission 17

τ 透過率 transmittance 44

τ0 自然寿命 natural lifetime 80
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ϕ 流動率 fluidity 16

ϕ 平面角 plane angle 13

ϕ 球面極座標 spherical polar coordinate 13

ϕ 体積分率 volume fraction 118, 119

φ 電位（電気ポテンシャル） electric potential 18,

168

φ 静電ポテンシャル electrostatic potential 175

φ フガシティー係数 fugacity coefficient 70

φ 内部電位 inner electric potential 85

φ 分子軌道 molecular orbital 23–24

φ 浸透係数 osmotic coefficient 71

φ 量子収率 quantum yield 80

φ 体積分率 volume fraction 58

φ 波動関数 wavefunction 21

φW 仕事関数 work function 95

φrst 振動の力の定数 vibrational force constant

33

� 熱流束 heat flux 96

� 磁束 magnetic flux 19, 170

� ポテンシャルエネルギー potential energy 15

� 量子収率 quantum yield 80

� 放射束 radiant power 42

� 熱流 thermal power 68

� 仕事関数 work function 52

χχχ 四極子相互作用エネルギーテンソル quadrupole

interaction energy tensor 28

χ 原子軌道 atomicorbital 22, 24

χ 電気感受率 electric susceptibility 19

χ 電気陰性度 electronegativity 27

χ 磁化率（磁気感受率） magnetic susceptibility

20, 171, 176

χ 核四極子結合定数 nuclear quadrupole coupling

constant 35

χ 四極子結合定数 quadrupole coupling constant

34

χ 表面電位 surface electric potential 85

χe 比誘電率 relative permittivity 175

χ
(ir)

e 非有理化型の電気感受率 electric susceptibil-

ity 174

χ(ir) 非有理化型の磁気感受率 magnetic suscepti-

bility 174

χm モル磁化率 molar magnetic susceptibility

20, 171

ψ 外部電位 outer electric potential 85

ψ 波動関数 wavefunction 21

� 電束 electric flux 18

� 全波動関数 total wavefunction 23

� 波動関数 wavefunction 21

ωωωL ラーモア角周波数 Larmor angular frequency

27

ω 角周波数，角振動数 angular frequency, pulsa-

tance 13, 41

ω 角速度 angular velocity 14

ω 縮退度 degeneracy 55

ω 立体角 solid angle 13

ω 統計的重率 statistical weight 55

ωD デバイ角周波数 Debye angular frequency 51

ωe 調和振動の波数 harmonic vibration wavenum-

ber 31

ωr 調和振動の波数 harmonic vibration wavenum-

ber 31

� 分配関数 partition function 55

� 立体角 solid angle 13

� 位相空間での体積 volume in phase space 55

Ω オーム ohm 105, 169

■特殊記号■

% 百分率（パーセント） percent 118

� 千分率（パーミル） permille 118, 119
◦ 度 degree 111, 164

◦− 標準 standard 72

◦ 標準 standard 72
′ 分 minute 111, 164
′′ 秒 second 111, 164

∗ 純物質 pure substance 72

‡ 活性錯体，遷移状態 activated complex，transition

state 72

�= 活性錯体，遷移状態 activated complex，transi-

tion state 72

∞ 無限希釈の水溶液 aqueous solution at infinite

dilution 65

∞ 無限希釈 infinite dilution 72

∇∇∇ ナブラ演算子 nabla operator 21
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事項索引

一つの記号に複数のページ番号が記載されている場合には，太字で印刷されたページにその記号の一般的説
明または定義が記されているので，まず太字のページを参照するとよい．また，その量に対応する数値が記さ
れているページには，そのページ数に下線が引かれている．

■欧文索引■

ab initio SCF 23

au 117, 163

Aタイプの評価 182

Bタイプの評価 182

CAWIA 143, 148

CGPM 103

CGS単位 165

CIAAW 143

CODATA 115, 135, 141

emu 163

esu 163

exbi 110

FWHM 43

fと gのたたみこみ 129

gibi 110

GTO関数 24

g-factor 27

g 因子 27

IEC 109

kibi 110

LCAO-MO理論 24

l 型二重項 37

mebi 110

mole 4

NMR 33

n回回転 53

n回回反 53

n回らせん 53

O枝 39

Particle Data Group 139, 141

PDG 141

pebi 110

pH 84

—の定義 90

—の二次標準 91

pH（SS） 91

ppb 119

ppm 119

ppt 119

P枝 39

p でない 131

p ならば 131

Q 枝 39

Q値 43

RRKM 80

R 枝 39

SACM 80

SCF 23

ハートリー-フォック-ローター
ンの— 25

SI 基本単位 101, 102

—の定義 103

SI 組立単位 101, 105, 107

SI 接頭語 101, 109

SI 単位 101

S 枝 39

tebi 110

Wボソン 141

Wang の非対称パラメーター 30

x 単位 164

yobi 110

zebi 110

Zボソン 141

β 粒子 141

Λ型二重項 37

μ 粒子 141

� 137

—の記憶法 137

�中間子 141, 142

■和文索引■

ア

アール 164

アイソトポマー 62

アイソトポローグ 62

アインシュタイン（単位） 81

—係数 42, 46, 47

—の A係数 43

—の B 係数 42

—の遷移確率 45

—の吸収係数 42

—の誘導放出係数 42

アクセプターイオン化エネルギー
52

圧縮因子 69

圧縮率 16, 68

圧縮率因子 69

圧力 16, 58, 105, 166

圧力係数 68

圧力単位の換算表 234

圧力ビリアル係数 68

アト 109

アドミッタンス 20

アノード 89

アノード移動係数 87

アブクーロン 168

アボガドロ定数 4, 54, 57, 135

アマガー 167

アルファ粒子 60, 141, 142

アルベーン数 97

アレニウスの活性化エネルギー 77
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アンペア 101, 102, 103, 168, 172

アンペア則 176

イ

イオン
—の電荷数 84

—の平均活量 84

—の平均活量係数 84

—の平均質量モル濃度 84

—の平衡位置ベクトル 51

—の変位ベクトル 51

—平均活量 84

イオン化エネルギー 26

イオン化ポテンシャル 26

イオン強度 71, 84

イオン伝導率 87

位相空間 55

イタリック体の使い方 8

一億分の一 119

1電子積分 25

位置ベクトル 13

イオンの平衡— 51

粒子の— 51

一様な矩形の確率分布 183

一貫性 101

一貫性のある単位系 101, 113

一次測定法
pHの— 90

一次非線形感受率 19

一兆分の一 119

一般化運動量 16, 54

一般化座標 13, 15, 54

移動係数 87

移動度 52

移動度比 52

陰極 89, 90

インダクタンス 20, 105, 171

インチ 164

インピーダンス 20

ウ

ウェーバ 105, 170

ウェーバー数 97

ウッドの記法 95

うるう年 165

運動エネルギー 15

運動エネルギー演算子 21

運動量 15, 115

運動量演算子 21

エ

英ガロン 164

英国熱量単位 166

映進 53

英馬力 166

エーカー 164

液間電位差 86, 88, 90

液絡 88

エクサ 109

エタンデュー 43

エネルギー 15, 105, 111, 114,

115, 166, 175, 176

—の流れの密度 177

エネルギーパラメーター 22

エネルギー密度 107

エルグ 166

エルステッド 170

エルミート共役 131

エルミート共役
演算子の— 22

塩橋 88

演算 127

演算子 125

演算子 bA の期待値 21

演算子 bA の行列要素 22

円周率 137

遠心力ひずみ定数 30

エンタルピー 67

円筒座標 13

エントロピー 55, 67, 107, 167

エントロピー単位 167

エンプレシー 4

オ

オイラー数 97

オーバーハウザー効果 35

オーム 105, 169

応力 105

オスモル 70

音エネルギー束 17

音圧のレベル 120

音響学 17, 119–121

音響現象 120

音響パワーレベル 121

オングストローム 32, 159, 164

オンス（常衡） 165

オンス（トロイ衡） 165

カ

カーマ 106

カイザー 107

階乗 128

外積 131

階段状表面 94

回転-鏡映 38

回転項 30

回転遷移 39

回転操作 38

回転定数 30

回転バンド 39

外部電位 85

壊変エネルギー 28

壊変定数 28

界面張力 92

界面動電位 87

海里 111, 112, 164

解離エネルギー 27

解離度 59

ガウス 170, 171

ガウス型軌道関数 24

ガウス単位 162, 163, 168–170

ガウス単位系 161, 163, 172–174

ガウスの法則 175

ガウス分布 184

カウリング数 97

化学記号
元素の— 59

化学元素 139

化学式 61, 62

化学式単位 61

化学シフト 35

化学種の命名法 61

化学反応速度論 76

化学反応方程式 62

化学方程式の行列表記 64

化学ポテンシャル 56, 69

化学量 57, 64

化学量数 58, 59, 63, 72

可逆電位 86

角運動量 15, 36, 148, 166

角運動量演算子 36

角運動量量子数 36

核オーバーハウザー効果 35

拡散係数 53, 96, 107

拡散層のデバイ長 93

拡散長 53

核磁気共鳴 33

核磁気双極子モーメント 148

核四極子結合定数 35

核四極子相互作用 29

核四極子モーメント 28, 34

核磁子 27, 35, 136, 148, 171

核子数 26

核種 59, 148

角周波数 13, 41, 105

角振動数 13

核スピン 32, 36, 149

核スピン演算子 34

核スピン-スピン結合 34
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事項索引

核スピン-スピン結合定数 34

核スピン量子数 148

角速度 14, 105, 107

拡張不確かさ 181, 182, 183, 184

核の軌道運動 36

角波動ベクトル 52

核反応 60, 61

確率 55, 182, 183

—の流れ密度 21

確率束 21

確率分布 181, 184

確率密度 21, 181

重なり行列要素 24

重なり積分 22

カ氏温度 167

過剰量 72

カソード 89

カソード移動係数 87

加速度 14, 107, 165

カタール 106

活性化エネルギー
アレニウスの— 77

活性化体積 79

活性錯体 72

活動度 69

活動度係数 71

活量
電解質の— 84, 89

活量係数 71

過電圧 87

ガラス電極 91

ガル 165

ガルバニ電位差 85

ガルバニ電池 88

カロリー 69, 166

還元速度定数 86

換算エネルギー 116

換算角運動量 116

換算距離 116

換算係数
単位の— 163

換算質量 15, 78, 116

換算沈降係数の記号 93

換算電荷 116

換算量 116, 117

関数 128

慣性欠損 30

慣性モーメント 15

間接機構 81

間接スピン結合テンソル 34

カンデラ 101, 102, 104

ガンマ 165

ガンマ関数 129

慣用ミリメートル水銀柱 166

緩和時間 14, 28, 35, 52, 77

キ

ギガ 109

記号
単位の— 5

物理量の— 5

分光学的項の— 38

希釈 71

基準座標 32

基準状態 72

元素の— 75

基準振動モード 39

基礎物理定数 114, 135

—の書き方 9

気体 167

期待値 181

基底状態構造 32

起電力 18, 85, 105

ギブズエネルギー 67

ギブズ関数 67

擬平衡理論 80

基本振動の波数 31

基本単位 101, 102, 172

基本物理量 4, 101, 102

基本並進ベクトル 50, 95

基本量 4

基本量システム 4

逆格子ベクトル 50

キャパシタンス → 電気容量
吸光係数 44, 45

吸光指数 45

吸光度 44

吸光率 44

吸収強度 46

凝集相の— 48

吸収係数 44, 45

吸収遷移 39

吸収線量 106

吸収線量率 108

吸収断面積 44, 45

吸収バンド 48

吸収バンド強度 47

吸収率
音響学の— 17

吸着 71

球面極座標 13

球面調和関数 21

キュリー 167

キュリー温度 53

キュリーの関係式 161

鏡映 38, 53

鏡映操作 37

凝集状態の記号 65

共分散 182

共鳴構造式 62

共鳴周波数 35

共鳴積分 22

行列 125, 130

—の転置行列 130

—の複素共役 130

巨視的平衡磁化 34

ギリシャ文字 209

ギリシャ文字の使い方 8

キロ 109

キログラム 101, 103, 165, 172

キロポンド 165

ク

グイ-チャップマンの理論 93

空間反転操作 37

クーロン 105, 168

クーロン演算子 24

クーロン積分 22, 23

クーロン弾性率 16

クーロンの法則 175

矩形分布 181

屈折率 41, 48, 49

クヌーセン数 97

組立単位 101, 105

組立物理量 4

組立量 4, 105

クラウジウス 167

クラウジウス-モソッティの式 48

グラスホフ数 97

グラム 165, 173

グリュナイゼンパラメーター 51

グレイ 106, 167

グレーン 165

グレゴリオ年 165

クロネッカーのデルタ 129

群論
—の対称種 125

ケ

蛍光 81

蛍光速度定数 80

形式電位 86

ゲージボソン 141

結合次数 22, 24

結晶格子の記号 53

ケルビン 101, 103, 167

原子化 71, 72

原子核の化学シフト 35

原子核の電弱相互作用の荷数 28
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事項索引

原子間距離 32

原子軌道基底関数 22, 24

原子散乱因子 50

原子質量 26, 57, 148

原子質量単位 135

原子質量定数 26, 57, 143

原子単位 114–117, 163, 168,

172

原子単位系 5, 114, 172, 174

原子番号 26, 59, 143, 148

原子・分子物理学 114

原子量 57, 143

減衰定数 28

元素記号 59

元素周期表（後見返し）

コ

コアハミルトニアン
1電子の— 23

項 30

光化学 76

光化学収率 80

光学定数 48

交換演算子 24

交換子
演算子の— 22

交換積分 23

交換電流 86

交換電流密度 86

光子 141, 142

格子面の指数 53

格子定数 50

格子ベクトル 50

格子面間隔 50

合成標準不確かさ 181, 182, 184

剛性率 16

構造因子 50

構造式 62

酵素活性 106

光束 106

光速 41, 115, 135, 172

酵素触媒機構 81

剛体球衝突モデル 78

剛体球半径 78

光度 4, 41, 101, 102, 104

恒等操作 37, 38

光年 164

項の値 30

効率 107, 118

工率 15, 105, 166

国際温度 67

国際温度目盛 67

国際科学会議 135

国際カロリー 166

国際キログラム原器 103

国際計量系 4

国際単位系 4, 101

国際電気標準会議 109

国際度量衡総会 103

黒体輻射 103

コリオリ定数 31, 36

ゴン 164

コンダクタンス 20, 105

サ

差の記号 9

最良推定値 179, 181

錯イオン 61

サセプタンス 20

作用 16, 115, 166

—の原子単位 166

酸化還元反応方程式 63

三角分布 181

酸化数 60

酸化速度定数 86

三次元ミラー指数 94

三重項 61

三重点 72

三重陽子 60, 141, 142

三次の分極率 116

散乱角 78

散乱行列 79

散乱振幅 50

残留抵抗率 51

シ

時 111, 165

シーベルト 106, 168

ジーメンス 105

シェーンフリースの記号 38

磁化 19, 34

磁界 19

磁化率 20, 116, 161, 171, 174,

176

時間 4, 13, 101, 102, 103, 111,

115, 163, 165, 172, 173

時間間隔 13

時間の原子単位 165

磁気回転比 27, 28, 33, 35

遮蔽された陽子の— 136

陽子の— 136

磁気感受率 20, 176

磁気双極子 176

磁気双極子モーメント 20, 27, 32,

116, 161, 171

分子の— 27

磁気定数 19, 135, 172

磁気分極率 171

磁気ベクトルポテンシャル 20,

175, 176

磁束密度 176

磁気モーメント 28, 142, 149

—の値 142

—の符号 142

遮蔽された陽子の— 136

陽子の— 136

示強性の量 6

示強量 7

四極子結合定数 34

四極子相互作用 28

四極子モーメント
原子核の— 28, 29, 32, 34

電気— 115, 148–156, 170

分子の— 28

磁気誘導 19

磁気量子数 36

磁気レイノルズ数 97

自己インダクタンス 20, 171, 176

仕事 15, 67, 105

仕事関数 52

仕事率 15, 105

指数関数 128

示性式 62

自然寿命 80

自然線幅 80

自然対数 120

10 の— 137

—の底 137

自然放出 42, 81

磁束 19, 105, 170

四則演算 3, 157, 159

物理量の— 3, 4

量の— 159

磁束密度 19, 33, 105, 116, 170,

176

実験式 62

十進の倍量 109

十進の分量 109

質量 4, 15, 101, 102, 103, 111,

114, 115, 163, 165, 172, 173

質量移動 97

質量移動係数 87

質量殻上スキーム 135

質量過剰 26

質量数 26, 59, 148

質量調整した座標 32

質量濃度 58

質量分率 57, 118

質量密度 15, 58, 107
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事項索引

質量モル濃度 58

時定数 14

磁場 170

磁場の強さ 19, 108, 170, 176

シャーウッド数 97

斜体の使い方 8

遮蔽効果 35

遮蔽定数 35

遮蔽テンソル 35

遮蔽パラメーター 24

斜方（面）格子 53

十億分の一 119

周期 13

周期表（後見返し）
集合演算子 131

15 ◦Cカロリー 166

自由スペクトル領域 43

自由度 181, 182

周波数 13, 41, 105

重陽子 60, 141, 142

自由落下の標準加速度 165

収率 118

重量 16

重量キログラム 165

重力定数 16

ジュール 105, 166

ジュール-トムソン係数 68

主慣性モーメント 30

縮退度 31, 46, 55

シュテファン－ボルツマン定数 42,

136

シュミット数 97

寿命 77, 148

主量子数 27

シュレーディンガー方程式 116

準位幅 28

純物質 72

商
単位の— 7

物理量の— 7

昇華 72

消光係数 44

消失率
音響学の— 17

照射線量 108, 167

小数点 125

状態関数 21

小正準アンサンブル（小正準集団）
55

晶帯軸の指数 53

状態数（和） 55, 80

状態方程式
ファンデルワールスの— 68

状態密度 51, 55, 80

状態和 55

照度 42, 106

章動角周波数 33

衝突数 78

衝突断面積 78

衝突直径 78

衝突パラメーター 78

衝突頻度 78

衝突頻度因子 78

衝突密度 78

蒸発 72

正味の吸収断面積 44

常用対数 120

触媒 106

触媒反応機構 81

示量性の量 6

示量量 6

浸液 71

真空中の光速 41, 135

真空中の波数 41

真空の透磁率 19

真空の特性インピーダンス 135

真空の誘電率 18

伸縮座標 32

伸縮-変角相互作用 32

浸漬 71

浸透圧 71

浸透係数 71

振動項 30

振動座標 32

振動子強度 45

振動数 13, 41, 157

振動遷移 39

振動電子遷移 39

振動モードの（分光）密度 51

振動量子数 31

振幅関数 21

信頼区間 184

信頼水準 181, 183

親和力 72

ス

水素様波動関数 21

推定値 183

推定できる確率 184

推定「標準偏差」 182

推定分散 182

数学関数 125

数学記号 125

数学的演算記号の使い方 9

数濃度 52, 58

数密度 52, 58

スカラー積 130

スカラー場の勾配 130

スタットクローン 173

スタントン数 97

スチューデント-t分布 181, 184

ステラジアン 105

ストークス 166

ストックホルム慣用法 87

ストルハル数 97

スピン 141

スピン-回転結合定数 34

スピン-回転相互作用テンソル 33

スピン角運動量 142

スピン-軌道結合定数 30

スピン-格子（縦）緩和時間 35

スピン-スピン（横）緩和時間 35

スピン多重度 38

スピン波動関数 22, 35

スペクトル線の全幅 43

スヴェドベリ 165

ずり（ずれ）粘性率 107

ずり応力 16

スレーター型軌道関数 24

セ

生化学的標準状態 74

正規分布（ガウス分布） 181, 183

正極 89, 90

静止質量 141

静磁束密度 33

正準アンサンブル（正準集団） 55

生成反応 71

静電単位 163, 168–170

静電単位系 163, 172–174

静電容量 18, 105, 169

正方行列
—の跡 131

—の逆行列 131

—の行列式 131

ゼータポテンシャル 87

積
単位の— 7

物理量の— 7

積集合 135

積分要素 21

ゼタ 109

接触角 92

接触電位差 88

接線応力 16

絶対活動度 69

絶対活量（活動度） 55, 69

接頭語 101, 109

ゼプト 109

227



iupac : 2009/3/27(14:11)
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セルシウス温度 67, 106, 167

—スケールのゼロ点 136

セルシウス度 (◦C) 106

ゼロ電荷点 94

ゼロ点振動平均構造 32

全圧 58

遷移 39

—の断面積 46

遷移確率 47, 79

遷移周波数 30

遷移状態 72, 80

遷移状態理論 79

遷移双極子モーメント 31

遷移波数 30

遷移モーメント 46

前期解離 81

前期解離線幅 80

線形ひずみ 16

旋光角 45

前指数因子 77, 78

せん断応力 16

せん断弾性率 16

せん断ひずみ 16

全断面積 79

センチ 109

センチポアズ 166

センチメートル 164

千兆分の一 119

全電子エネルギー 24, 25

全波動関数 23

全表面過剰濃度 92

千分の一 119

千分率 118

線膨張係数 68

線量当量 106, 168

線量当量指数 106

ソ

相関時間 35

相関のない測定 184

双極子 175

双極子結合定数 34

双極子相互作用 34

双極子長 32, 169

双極子ベクトル 19

双極子モーメント 19, 27, 31, 32,

47, 162, 169, 175

相互インダクタンス 20

相対圧力係数 68

相対活量 69

相対原子質量 57, 143

相対合成標準不確かさ 182

相対値 118

相対的伸び 16

相対標準不確かさ 182

相対不確かさ 118

相対分子質量 57

相対密度 15

測定値 179

測定方程式 184

測定量 181

速度 14

速度係数 77

速度 (係数)行列 80

速度定数 77

速度分布関数 54

素反応 62, 81

—の分子度 81

素粒子 139

ソレノイド 176

損失角 20

タ

ターフェル勾配 87

第一放射定数 43, 136

対角和 131

対称因子 87

対称群 37

対称こま分子 36

対称座標 32

対称種 38

対称主軸 38

大正準アンサンブル（大正準集団）
55

対称数 55

対称性
電子波動関数の— 37

対称操作演算子 38

体心格子 53

対数量単位 119

体積 13, 107, 111, 164

体積磁化 171

体積弾性率 16

体積ひずみ 16

体積分極 170

体積分率 58, 118

第二ビリアル係数 68

第二放射定数 43, 136

体膨張係数 69

太陽年 165

ダイン 165

タウニュートリノ 141

縦（緩和時間） 28

ダルトン 57, 111, 112, 114, 165

単位
—の換算 157

—の換算表 163

—の記号 5, 6

単位階段関数 129

単位逆格子角 50

単位逆格子長 50

単位行列 131

単位格子角 50

単位格子長 50

単位質量当たりの量 68

単結晶表面 94

単純格子 53

単純超格子 95

弾性定数 16

弾性率 16

断熱圧縮率 68

断熱チャンネル 81

断熱反応チャンネル 80

断面積 28

チ

遅延ファンデルワールス定数 93

力 15, 105, 165, 175–177

—の原子単位 115, 165

—の定数 33

—のモーメント 107

置換 71

置換操作 37

置換反転操作 37

逐次機構 81

秩序パラメーター 51

中性子 141, 142

中性子質量 135

中性子数 26

超格子 95

超微細結合定数 33

超微細構造準位 103

超微細相互作用 33

直交空間座標 13

直交座標軸 131

直交座標成分 131

沈降係数 93

ツ

通信 119

強さ
磁場の— 19

テ

定圧熱容量 68

抵抗率 20

抵抗率テンソル 51

底心格子 53

定容熱容量 68
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事項索引

定積熱容量 68

ディラックのデルタ関数（分布） 129

デカ 109

デカルト座標 13

デシ 109

デシベル 120

テスラ 105, 170

デバイ 31, 32, 47, 169

デバイ温度 51, 95

デバイ角周波数 51

デバイ角波数 51

デバイ遮断波長 51

デバイ周波数 51

デバイ波数 51

デバイ-ヒュッケルの理論 90

デバイ-ワラー因子 51

テラ 109

テラス面 94

デル演算子 131

電圧 18, 105, 168

転移 72

電位 18, 105, 168

電位差 18

電気化学電池の— 85

電荷 18, 105, 115, 163, 168, 173

電界 18

電解槽 87, 88

電荷指数 22

電荷数 141

電荷密度 18, 108, 168

電気移動度 87

電気陰性度 27

電気化学セル 88

電気化学的電池 63, 85

電気化学ポテンシャル 85

電気感受率 19, 174, 175

電気四極子モーメント 115, 148,

170

電気双極子 115

電気双極子遷移 43, 46

電気双極子モーメント 19, 28, 29,

31, 32, 47, 169, 175

電気素量 26, 84, 114, 115, 135

電気抵抗 20, 105, 169

電気定数 18, 135, 172

電気伝導度 169

電気分極率 28, 116

電気変位 18, 170, 175

電気ポテンシャル 18

電気容量 18, 175

電極 88

電極電位 85

電気量 18, 105

点群
—の対称種 125

電子 141, 142

—の磁気モーメント 136

—の電荷密度 21

電磁気学理論 172

電子軌道 36

—とスピン 36

電子軌道エネルギー 24

電磁気ポテンシャル 176

電磁気力 172

電子項 30

電子質量 26, 114, 115, 135, 165

電子常磁性共鳴 33

電子親和力 26

電子数
電気化学反応の— 86

電子スピン 32, 33, 36

電子スピン共鳴 33

電子積分 23

電子斥力積分 23

電子遷移 45

電磁単位 163, 168–171

電磁単位系 163, 172–174

電子電流密度 21

電子ニュートリノ 141

電子配置 39

電子波動関数
—の対称性 37

電磁放射 41

電子ボルト 111, 114, 166

電弱相互作用 29

テンソル記号の表し方 9

テンソル量 126

電束 18

電池 87, 88

電池図 86, 88

電池電位 85

電池反応 63

転置複素共役 131

伝導率 20, 87, 108, 176

電導率 → 伝導率
伝導率テンソル 51

電場 18, 175

電場勾配 34, 169

電場勾配テンソル 28, 34

伝播則 183

電場の強さ 18, 108, 115, 169,

175, 176

伝播ベクトル 52

天文単位 111, 112, 114, 164

天文日 165

電離度 59

電流 4, 18, 101, 102, 103, 115,

168, 172, 173

電流密度 18, 86, 108, 176

ト

度（平面角の単位） 111, 164

同位体 59

同位体異性体 62

同位体成分 143

同位体組成 143

同位体存在度 143, 148, 149

同位体置換構造 32

統一原子質量単位 57, 111, 114,

148, 165

透過係数 79

透過率 44

音響学の— 17

統計 181

統計的重率 31, 55

統計的エントロピー 55

統計的断熱チャンネル・モデル 80

頭字語 185

同重体 60

透磁率 19, 108, 174

等電点 94

同等 131

動粘性率 16, 107, 166

動摩擦係数 16

当量伝導率 87

特性（ワイス）温度 53

特性温度 55

特性時間間隔 14

ドナーイオン化エネルギー 52

トムソン係数 52

トリトン 141, 142

トリリオン 119

トル 166

トルク 15

トン（メートルトン） 111, 165

ナ

内積 131

内部エネルギー 67

内部電位 85

長さ 4, 13, 101, 102, 103, 111,

114, 115, 164, 172, 173, 176

中性子数 26

ナノ 109

ナブラ演算子 21, 130

ニ

二項係数 128

二次元 NMR 35
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事項索引

二次元スペクトル 34

二次の分極率 116

二次非線形感受率 19

二重項 61

2乗和 184

日 111, 165

2電子積分 25

二の累乗の倍数 109

ニュートリノ 60, 141, 142

ニュートリノ振動 141

ニュートン 105, 165

ニュートン重力定数 136

入力量 183

ヌ

ヌセルト数 97

ネ

ネーパ 111, 119, 120

ネール温度 53

熱 67

熱移動係数 96

熱化学カロリー 166

熱拡散係数 96

熱拡散率 96

熱起電力 52

熱コンダクタンス 96

熱抵抗 96

熱伝導テンソル 52

熱伝導率 96, 107

熱パワー 96

熱膨張係数 68

熱膨張率 68

熱容量 68, 107, 167

熱容量比 68

熱力学温度 4, 67, 101–103, 167

熱力学カロリー 69

熱力学平衡定数 70

熱流 68

熱流束 96

熱流束ベクトル 51

熱流束密度 96

熱流密度 51, 107

熱量 105

ネルンスト式 86, 90

ネルンスト電位 86

年 165

燃焼 72

燃焼反応 71

粘性定数 16

粘性率 16, 96, 107, 166

ノ

濃度 58, 107, 118

濃度変化速度 76

ハ

バーガーズベクトル 51

パーセク 164

パーセント 118

ハートリー 166

ハートリーエネルギー 26, 115,

136

パーミル 119

バール 58, 166

バーン 164

ハーンド電池 90

パイオン 141, 142

曝露量 96

バジェット 179, 182

波数 30, 41, 107

パスカル 105, 166

波長 41

白金電極 89

波動関数 21

波動方程式 177

場の量のレベル 111

場のレベル 120

ハミルトニアン 21

ハミルトン演算子 21

ハミルトン関数 16

速さ 14, 107, 115

—の分布関数 54

ばらつき 179

パリティ 38

—の破れ 37

パリティ演算子 37

バルシータ 209

ハルトマン数 97

バレル 164

パワー 15

パワー増幅器 120

パワーレベル 111, 120, 121

半減期 28, 77

反交換子
演算子の— 22

反射の次数 51

反射率 44

音響学の— 17

反転操作 37, 38

半電池 88

バンドギャップエネルギー 52

反ニュートリノ 141

半値全幅 81

反応

—の親和力 70

—の総括次数 76

—の部分次数 76

反応一般 72

反応エネルギー 69

反応エンタルピー 69

反応商 70

反応進行度 58, 64, 72

反応方程式 63

反応率 58

反粒子 141

ヒ

非 SI 単位 111

比エネルギー 107

比エントロピー 107

ビオ 163, 168, 173

ビオ－サバールの法則 176

光秒 164

非経験的ハートリー－フォック自己
無撞着場理論 23

ピコ 109

微細構造定数 26, 115, 136

比座標 50

非線形感受率 19

比旋光度 45, 46

比旋光能 45, 46

非対称こま分子 36

非対称パラメーター 30

Wang の— 30

比体積 6, 15, 107

非調和振動定数 31

比伝導度 87

比透磁率 19, 174, 176

比熱容量 107

比表面積 92

微分断面積 78

百分の一 119

百分率 118

百万分の一 119

比誘電率 18, 48, 174, 175

非有理化型 174

非有理化単位（系） 174

非有理化量 174

ヒュッケル分子軌道論 22

秒 101, 103, 111, 164, 165, 172

平面角 111

標準 72

標準圧力 74

標準化学ポテンシャル 69, 73

標準活性化エンタルピー 79

標準活性化エントロピー 79

標準活性化ギブズエネルギー 79

230



iupac : 2009/3/27(14:11)

事項索引

標準活性化内部エネルギー 79

標準原子量 143

標準質量モル濃度 74

標準重力加速度 136

標準状態 73, 79

標準状態圧力 74

標準水素電極 89

標準大気圧 136, 166

標準電極電位 86, 89

標準反応エンタルピー 70

標準反応エントロピー 70

標準反応ギブズエネルギー 69

標準反応熱力学量 72

標準不確かさ 125, 181, 182

標準物質量濃度 74

標準部分モルエンタルピー 69

標準部分モルエントロピー 69

標準平衡定数 70, 72

標準偏差 125, 181

表面圧 93

表面構造 94

表面層の膜厚 92

表面張力 16, 67, 92, 107

表面電位 85

表面電荷密度 6, 18, 85

表面濃度 58

表面被覆率 92

表面密度 15

ビリアル係数 68

ビリオン 119

頻度因子 78

フ

ファセット小面 94

ファブリー-ペロー共振器 43

ファラデー定数 84, 135

ファラデー電流 86

ファラデーの電磁誘導の法則 176

ファラド 105, 169

不安定核種 148

ファンデルワールス係数 68

ファンデルワールス定数 93

ファンデルワールスの状態方程式
68

ファンデルワールス-ハマーカー定数
93

フィート 164

フィッシャー投影式 62

フィネス 43

フーリエ数 97

フェムト 109

フェルミ 163, 164

フェルミエネルギー 52

フェルミ結合定数 135

フォック演算子 24

フォック演算子の行列要素 25

フガシティー 70

フガシティー係数 70

負極 89, 90

複合機構 81

複雑機構 81

複素アドミッタンス 20

複素インピーダンス 20

複素屈折率 45, 48

複素数 129

複素比誘電率 48

複素モル分極率 48

不確かさ 179, 182

—の表し方 125

—の尺度 183

—の伝播 184

—パジェット 182

物質中の光速 41

物質濃度 4

物質量 4, 57, 64, 65, 101, 102,

104

物質量濃度 4, 58, 59, 107

物質量分率 58, 118

仏馬力 166

物理量 3, 4, 7

—の記号 5

部分モルギブズエネルギー 69

部分モル量 69

ブラッグ角 50

ブラッグ反射指数 53

ブラベー格子ベクトル 50

プランク関数 67

プランク定数 26, 41, 115, 135

プランク定数/2� 41, 115, 135

フランクリン 162, 163, 168, 173

プラントル数 97

フルード数 97

フルエンス 42

ブロッホ関数 52

分 111, 164, 165

分圧 58

分解能 43

分極率 28, 163, 170

二次— 28

分極率体積 170

分光学的遷移の表し方 39

分光吸収強度 47

分光放射エネルギー密度 42

分光放射強度 42

分光放射照度 42

分散 181

分散分析 182

分子軌道 22–24

分子式 62

分子スピン軌道 23

分子度
素反応の— 81

分子内座標 32

分子分配関数
遷移状態の— 79

分子量 57, 58

分配関数 55

分率 118

ヘ

米ガロン 164

平均国際オーム 169

平均国際ボルト 168

平均自由行程 52, 78

平均寿命 28, 77, 142

平均値 127, 181, 182

—の標準偏差 181

平均の速さ 54

平均モル質量 57

平均モル体積 57

平衡構造 32

平衡定数 70

平衡電極電位（電気化学） 86

米国国際オーム 169

米国国際ボルト 168

並進衝突エネルギー 78

ベイツ-グッゲンハイムの慣用式 90

平方メートル 164

平面角 13, 46, 105, 111, 164

ヘクタール 164

ヘクト 109

ヘクトパスカル 58

ベクトル 125, 131

ベクトル記号の表し方 9

ベクトル積 131

ベクトル場
—の回転 131

—の発散 131

ベクトルポテンシャル 176

ペクレ数 97

ベクレル 106, 167

ペタ 109

ヘビサイド関数 55, 81, 129

ヘリオン 60, 141, 142

ベル 119, 120

ヘルツ 105

ペルティエ係数 52

ヘルマン-モーガンの記号 53

ヘルムホルツエネルギー 67
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ヘルムホルツ関数 67

変位ベクトル 51

イオンの— 51

変角座標 32

変化速度
量の— 76

変換速度 76

（扁長）対称こま分子 30

（扁平）対称こま分子 30

ヘンリー 105

—の法則 71

—の法則の定数 70

ホ

ポアズ 166

ポインティングベクトル 20, 42,

177

ポインテング-ウモフベクトル 20

方位量子数 36

崩壊定数 28

包含係数 181–183

放射エネルギー 41

放射エネルギー密度 41

放射輝度 42

放射強度 41, 42, 104

放射照射量 42

放射照度 42, 42, 107

放射性核種の放射能 106

放射性物質の活量 28

放射線の吸収線量 167

放射束 42, 105

放射能 28, 167

放射のエネルギー密度 177

放射発散度 42

放射率 43

放出遷移 39

法線応力 16

ボーア 164

ボーア磁子 27, 116, 136, 142,

171

ボーア半径 26, 115, 136

ホール係数 52

ポジトロニウム 142

ホットバンド 48

ポテンシャル 175

ポテンシャルエネルギー 15

ボルタ電位差 85

ボルツマン定数 54, 77, 135

ボルト 105, 168

ポロ－ウィルソンの式 49

ポンド 165

ポンド（メートルポンド） 165

ポンド毎平方インチ 166

マ

マーデルング定数 51

マイクロ 109

マイクロファセット記法 94

マイル 164

膜厚
表面層の— 92

マクスウェル 170

—関係式 174

—の関係 172

—の方程式 176

膜張力 92

マシュー関数 67

マッハ数 97

マヤ年 165

ミ

ミカエリス定数 80, 81

ミクロン 164

水の三重点 103

密度 15, 107

振動モードの— 51

密度演算子 55

密度行列 56

密度行列要素 24, 55

ミューオニウム 142

ミューオン 60, 141, 142

ミューオンニュートリノ 141

ミラー指数 53

ミリ 109

ミリバール 58

ミリミクロン 164

ム

無限希釈 72

無次元化した座標 32

無次元量 116–119

メ

名称
単位の— 5

物理量の— 5

メートル 101, 103, 164, 172

メガ 109

面心格子 53

面心超格子 95

面積 13, 107, 164

モ

モーメント
力の— 15

モーラー（濃度の単位） 59

モーラル溶液 58

モル 101, 104

モル当たりの量 68

モルエネルギー 107

モルエンタルピー 7, 69, 72

モルエントロピー 69, 107, 167

（モル）気体定数 54, 135

モル吸光係数（自然対数） 44

モル吸光係数（常用対数） 44

モル屈折率 45

モル磁化率 20, 161, 171

モル質量 57

モル質量定数 57

モル数 4, 64

モル旋光度 45

モル体積 57, 107, 167

モル伝導率 87, 108

イオンの— 87

モル熱容量 107, 167

モル分率 58

モル密度 167

ヤ

ヤード 164

ヤング率 16

ユ

融解 72

有効質量 52

有効電荷 24

誘電分極 18, 48, 175

誘電率 18, 48, 108, 174

誘導放射遷移 46

誘導放出 42, 43

有理化単位系 174

輸送過程 76

輸送現象 96

ユリウス年 142, 164, 165

輸率 87

ヨ

溶解 72

溶解度 58

溶解度積 70

陽極 89, 90

陽子 141, 142

—の電荷 168

陽子質量 135

陽子数 26, 148

容積ひずみ 16

要素粒子 4, 6, 64, 104, 142

—の数 54, 57

陽電子 60, 141

ヨクト 109
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横緩和時間 28

4次元系 163

ヨタ 109

弱い相互作用の混合角 135

ラ

ラーモア角周波数 27

ラーモア周波数 27

ラウールの法則 71

ラグランジュ関数 16, 54

ラジアン 105, 119, 164

ラテン文字の使い方 8

ラド 167

ラプラス演算子 131

ラムダ 164

ランキン度 167

ラングミュア 96

ランデの g 因子（自由電子） 136

リ

リアクタンス 20

理想気体のモル体積 136

立体角 13, 105

立体構造式 62

立体記号の使い方 8

リットル 111, 164

リットル気圧 166

立方メートル 164

粒子 104, 141

粒子数濃度 54

流体の混合 72

流束 96

流速密度 96

流動率 16

リュードベリ 166

リュードベリ定数 26, 136

量子化学 21, 116, 117

量子収率 80

量子数 125

量子力学 21

量濃度 107

量
—の測定 181

—の変化速度 76

臨界凝析濃度 94

臨界ミセル化濃度 94

ル

累乗の記号 109

ルイス数 97

ルーメン 106

ルクス 106

レ

励起電子状態 60

レイノルズ数 97

レイリー数 97

レーザー共振器 43

レヴィ－チヴィタの記号 129

レム 168

連鎖反応機構 81

レントゲン 167

ロ

ローマン体の使い方 8

ローレンツ係数 52

ローレンツゲージ 177

ローレンツの局所場の式 48

ローレンツ力 177

ローレンツ-ローレンツの式 48

ロシュミット定数 54

論理演算子 131

論理積 131

論理否定の記号 131

論理和 131

ワ

ワインバーグパラメーター 135

和集合 135

ワット 105, 166
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圧力に関する単位換算表

Pa kPa bar atm Torr psi

1 Pa = 1 = 10−3 = 10−5 ≈ 9.869 23

×10−6

≈ 7.500 62

×10−3

≈ 1.450 38

×10−4

1 kPa = 103 = 1 = 10−2 ≈ 9.869 23

×10−3

≈ 7.500 62 ≈ 0.145 038

1 bar = 105 = 102 = 1 ≈ 0.986 923 ≈ 750.062 ≈ 14.5038

1 atm = 101 325 = 101.325 = 1.013 25 = 1 = 760 ≈ 14.6959

1 Torr ≈ 133.322 ≈ 0.133 322 ≈ 1.333 22

×10−3

≈ 1.315 79

×10−3

= 1 ≈ 1.933 68

×10−2

1 psi ≈ 6894.76 ≈ 6.894 76 ≈ 6.894 76

×10−2

≈ 6.804 60

×10−2

≈ 51.714 94 1

この表の使用例 : 1 bar ≈ 0.986 923 atm

1 Torr ≈ 133.322 Pa

注： 1 mmHg = 1 Torrとしたときの誤差は 2× 10−7 Torr以内である．7.2 節 p. 166 参照．
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元
素
記
号

原
子
番
号

元
素
名（
英
語
）

原
子
量

凡
例

IU
P
A
C
の
元
素
周
期
表

注 ＊
通
常
は
al
m
in
iu
m
, c
ae
siu
m
 の
綴
り
の
代
わ
り
に
 a
lu
m
in
um
, c
es
iu
m
 の
綴
り
が
使
わ
れ
る
．

＊
表
中
の
原
子
量
は
IU
PA
C2
00
5で
採
用
さ
れ
た
標
準
原
子
量
（
正
し
く
は
平
均
相
対
原
子
質
量
）で
あ
る
．か
っ
こ
内
の
数
値
は
最
後
の
桁
の
不
確
か
さ
を
表
す（
M
. E
. W
ie
se
r, 
Pu
re
 A
pp
l. 

Ch
em
., 
78
, 2
05
1(
20
06
)）
．こ
れ
ら
の
数
値
は
地
球
上
に
自
然
に
存
在
す
る
元
素
に
つ
い
て
，現
時
点
で
最
も
確
か
ら
し
い
値
で
あ
る
．安
定
な
あ
る
い
は
長
寿
命
の
核
種
を
持
た
な
い
元
素
に
つ
い
て

は
，半
減
期
が
最
大
の
核
種
の
質
量
数
を
角
か
っ
こ
の
中
に
示
す
．

＊
原
子
番
号
が
11
2以
上
の
元
素
に
つ
い
て
も
報
告
さ
れ
て
い
る
が
，ま
だ
完
全
に
確
証
さ
れ
て
は
い
な
い
．

（
訳
注
：
表
記
の
元
素
の
日
本
語
名
は
，第
 6
 章
 6
.2
 節
 p
.14
4参
照
）

こ
の
表
の
更
新
版
に
つ
い
て
は
，h

t
t
p:
//
w
w
w.
i
u
p
a
c.
o
r
g
/r
e
p
o
r
t
s/
p
e
r
i
o
d
i
c
_
t
a
b
l
e
/
 を
参
照
．本
表
の
日
付
は
20
07
年
６
月
22
日
で
あ
る
．
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