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軌N02にあける賓略 二次光雄 お

京大.姥 PD蔽 利 三

NaNOZ は教紡車体として有名な頓 首､あリ,-Tc亡163℃ 手相重野を示す. TchiTの象

紡竜神をは′屑方晶の森島で旬刊鮮IまG2vOに展すさ｡ 触 感(LNThiT)納 鎗んt･･すJl･てd)NO2-

巷が b軸妙趣靭方凧こ萱列してあり′ 翠働班 客や鋳亀的頼勧二束い財 揮芭示す.竜た,この

糸島は敵如†､Zク7oCと倦く′7.ラス和､ブクZ:･あること,あか 1ばNO,一基によ奇 vTbronL-C持吸収あ

よび項光線を点すなと､′分与雌鳥晶の線 毛簸くもってレ1るo

俺執こあいてこの糸晶が銅 可視-妙傾城J威レl鰍 の吸収勿よtI.発光4'Yリース,才 NOg

射 場 手塵軌こNO2-碁の内臓 勧梢 合t,7餌 だものrtlある.ま' これらの糾 7日レの強敵Li,

orientedgDSmOdeP'Iこい て亨押され離断 タレ献 上盲80)願 や概 動二村乱 て銀nれ為

Sfdehndsの羽随はfTenke欄 掛 と伽no舵の相互個 による毛のとして駿朗細 る禦このよ

うにN刷0乙の光ス̂OクトJV には,JTAyド的凝塊と属鼻約4鴫 とク喋鋸 だ榔 偽L),ス107
ト此 いうとりを添えてい呑.この帝晶の身区一朗 旅 路 ('B7拍′NOi碁のyl肋 と絡食した中
♂療い(～TOc机の郎broniC,準伽 ＼らfaつてあI)′離 してV15沌物 の工れ内､Lは勉 鋸盤(礼)

のそれに軌 ･て蔚2割粗Jl､さい｡このたb,この京で.招魂塊=次舟光(盛蜂)は.0.h.,水ゾhレミ.H.L′

あよtI.･瑚 ラマンR.冗.S.)の肋 でス̂oグトル紬 頭放してW ,J至れる可能枚が即 .嘩疲A･･if=dTてい5｡

ti]遇迅O之にあける如 卜昭 和 史 友

和iTd ′ 血断 嶺痴=あけるNaNO之の-膏頑吸収あよか､､紛 Ô細 V乞許したものて･,.

Vb0--259形.6巧cn1--の･qpnホル 衆と申Lむに′党別の吸収t,朗 LJd7発光ス̂07いレ邪 ､はく､仰rnDr

叫 eの劇か あを｡嚇 勧 =/7)-At糾 Oi基の持場 紗 こNO議 の鵜 よu･･浸夜勤か魔飢
たるのて･,これから肇与れるlβl躍動)7油nonfC軸 E,1:713'は.a)衷 7:虜nされるo

E n ･最 =Eoo十B(柚 '十 n 'ui ) ････(1)
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王花.mヱ=紬 叔ナnlVL)････(2)

で濠… 急｡鶴 は2==劉

光喝畝によって抽 された

蘭体07風 i,盛席 軌′､給を展

師 こよゥて如 弥激d)動飼物

にいr=リ′そこV､ら)vSオスセン

ス(0.L)と赦 して象を就勧こ
か か＼あるいは愛鳥解的ド衆
知句勾o

NOA一基の餌 VTbron.･C尋乱



の朝晩が希i玖勤の工れ ギ｣に鍵べて放絶大きいので･,椅各層如がで､乳 ＼亡者えらtl,こo)たわ,

満 目 血romC-#伽 ､う如 す硝坤･や.の塵動 こよう溌尤′紳ちH.L.が凝別にか､令可能性があ

る｡ Re,bane.葛(戒 )也.1 )レカリハライド車の不艶物NO2-鼻につレlて H.L.の線虫に細 L.

NO;基のMbrontc準仇の点和郎 とレて教十ピコ秒という値咽 の丈仙NOヱ茄晶についても予備

的不一7-線 をしている.6)

NaNOLfこあい(,(ll:.%')-れ砲)盛観こ対各するH.L.の工かレ隼 は 損 ねよれ 2)武よ(),

兄姉 ;-n.nl=E妬 -En.m之-一郎voQ十n:V:十n2'y,I)-G(nv･nlV2)---I(3)

で象れそれるo(0.L.は iyo'o'… Lに対各する.) この系rt･ば′前述の盈()V,'叫,yZlwL

ねのT･､.H.L.ば0.L.とげスloアトJレ上分強さYLもo この東泉かす水銀灯の36Jmm伽 e,で彪

晶を励恕L.H･L･6)娩出を敵 た9ttI,この傭年下T;tも(n ',mi)朗 机 72.,n)の種々 の超姶ゼによ])/敬

†本の此 ･線が車線王Xl為｡Lれ ′ 弊際に触刺されr=のは軸1の挿入鳳こ未した5本のAlneI
で5)ち.いす､舶 0.L.彼の/0-4本扱o)魚拘 伽 可官的 飯 Id0.i.のS,･deban血T.､窺われて

線机 ,き如 ､つた｡ これうの鉢 の伽eにつレ1て膏 の励起破長政細 を鯛へ.た銭亀 そのうち

3本の伽eが確かにH.L.甘あさことや滴落された｡即ち励奄塊のfキル卑しがこれらの仏 eo)

塊椎 成 した時に拍折 劾 減ることや融配 れTCo F'･3･2/iZE33gcd (b)如 u･125275-cm-I

(a)肪e.につレ1て励怒誠長爾 櫨を荒したものをあさ｡ 徹 されモ3本のH.L.線 と0.i.象の

観 比鮎 か0･し像 のdecaJb7ne(～7ⅥSee)から′-β城 取の耶bronTC鞄 4)各年として′f;3､3
1こ禾LT:=1遥托離 ｡ これ5の他ま′了Jレ糾ハライド甲のNO;鼻の齢 と穀へて約伸子'11ミく,山砲
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手LすNOを鼻が剖本帝政イオンで､ある効果を友唆してレ1る

lと,思われるo この東

娘子 は ′勧起光のノぐンド

ゥか咳く′ 城取線のAfIこ

S.･de加dもD/(､-Lてレ1

毛のT･.,よ,)覇餌 敢鈴

と行なうにLl , ゆの衣い

碑カfd敵軽米J=よる爽

鞄が lダ昏石､あう｡

[2〕NaN02にかT5共鳴ラマン散乱
黄色ラマ巧如し(RR.S.)Ii,～.i.ヤ0.L.と書に共鳴

二触 覚の雪辱rJ冶珍であり,励起双経の行雄′錦l=

用瀬超如L:卵 5知見を与える. この節免て小は,紘

史の工和げ 一旦玄レ碗虚で･動にfゼてR.R.S.とH.i.で
0.L.の籍互劇原と鯛で5ことをB静しているやI､:魂在の

殉′励軸加 工か レキLQ1...Vwよりや､上(～SOOCqn-)
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舌で･しかか ､ないの7.こここて･虎 L=Voo耐牡t励起んた齢 のR.R･S･の頑弁につrlて嘘ぺ 缶｡

Ft･3.4は′大束艶のrれ㌣
たし空尤yooの時のタ妻倒 しズ〝

7ト)Vを泉したもQ)で･,0.i.と

向後yl渦線の5,I)-スと形裁し

ている｡ス̂.?トルはさ々-7Ql3
線ヒ裾梢給の71､D小竹緑
から叔')′汁 7Qf3線はELC)
夢勤と費にShiftレ′ EL=餌o

^
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Ft含.4

WAVELENGTH (A)

て･芙鴎bg/:発くfJさ. この時の多首徹 底の強が 坤は ltn-e-jsym.'のf?oisSonj坤 成 く′

5335で･あ舌｡こあ焚廟 し加 覇 健脚 あ打鍵 婦任)rd′(0,lot)紬 旬叔息と拍 K.R.SとLて

離 す診こと蹄 きる｡弼 In'EL坤 磨 塩 12-Bl& W212･e-S需ん′･･.(4)

芝霊 芝芸霊 誓 2,㌦ L,a=畑 柵 M,WB,,,<Wb.,他.H.1m.,,l2,,<m,0.,.23eiiym.,
工オ′げ二肋 ､ヾ老境妙か 希す｡

EこPt･餌 oよL)～㈲ 桝 -L波小さくlJさと,鹿か 離し光は堪痴L=弱くrJリ′一新 怒れ47み〆

軸対的湧 く鋸 ように朋,老境か摘 発唾へ0'移行が掛 り王k15｡租L,この乗組 には.NOi湖

矧:よう学齢 収賄 ､あり,こrLうが盾J:凄感触 と示すので､′老躯 う椴 嘘への彰桁姐盛と

透部組 ､するのは勿 れ卸 あさ ｡

モL之触 Oの感動こ夢寺t,二次

故九九はf止ともに穆あする:A-7.la

叔令と,0.L.の任免二郎 ネロードriEt

氷 化さ｡れ丸まELの増加t.費に組

に裁′揮 う縦 断 は増大す呑｡戸綿

d)党友妙ま砂銘光の罰級により塵9J

酸vl絡 堵6,的-7ori如 ra′

EL-紬 07岬,て薮すす3.(穏6)
又､約-7ofJ緑 とチD-卜f;鰯 の

削餌 凝 をも郎ヅ′称6て､郎 れ

うように′ 39.K以上で･は務んt･･が

7..0-卜な幽 L=珍縛る｡これうの

=政令個の解JJli′瀞髭状息(機動ヒ

宅藩1--線 Lてあり.規在史に鉾 しい

車線も温b)てt̂呑｡
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