
反応物理化学（第１０回）	

励起一重項と三重項状態	



（１）一重項と三重項の波動関数	

電子のスピンに注目して	

α	  スピン	 β	  スピン	

磁場 H	

磁気モーメント	

スピン	

エネルギー	

β	  スピン	

α	  スピン	

安定	

不安定	



hν	 ISC	

基底状態	 励起状態	

パウリ（Pauli）の排他原理	

４種類の量子数で決まる状態は１個の電子
しか取りえない。	  

ひとつの分子軌道には同じスピンの電子は
入れない。	

主量子数（n）：　1　2　3	

方位量子数（l）：　s　p　d	

磁気量子数（ml）：　	

z2,xy,zx,x2-‐y2,	  yz	  (d)	

x,y,z	  (p)	

スピン磁気量子数（ms）：	

φ1	

φ2	

（プリント）	



スピン状態も含めた励起状態の電子配置の波動関数	

（分子軌道 φ1，φ2，電子（1），電子（2），α	  スピン，β	  スピン）	  

スピン	 αβ	 αα	 ββ	 βα	

このとき，４つの波動関数（軌道部分とスピン部分）はどうなっているか？	

φ1	

φ2	



軌道部分の波動関数は，φ1に電子（1），φ2に電子（2）が入っている	

φ1（1）・φ2（2）	

逆に，φ1に電子（2），φ2に電子（1）が入っている	

φ1（2）・φ2（1）	

があるので，２つの関数の線形結合で表すことができる	

φ	  =	  φ1（1）・φ2（2）	  ±	  φ1（2）・φ2（1）	 （係数省略）	

パウリ（Pauli）の排他原理の別表現：電子交換に対して波動関数
は反対称になる（符号が変わる）	

φ（1,	  2） =　−	  φ（2,	  1） 	



よって，	

φ	  =	  φ1（1）・φ2（2）	  −	  φ1（2）・φ2（1）	 ・・・　①　OK	

φ	  =	  φ1（1）・φ2（2）	  +	  φ1（2）・φ2（1）	 ・・・　②　×	

φ	  =	  φ1（1）・φ2（2）	  −	  φ1（2）・φ2（1）	

電子（1），電子（2）を入れ替える	

φ1（2）・φ2（1）	  −	  φ1（1）・φ2（2）	  =	  −（φ1（1）・φ2（2） －φ1（2）・φ2（1））	  =	  −	  φ	  

①について，	

パウリ（Pauli）の排他原理の別表現：電子交換に対して波動関数は
反対称になる（符号が変わる）	

波動関数としての条件を満たしている	



よって，	

φ	  =	  φ1（1）・φ2（2）	  −	  φ1（2）・φ2（1）	 ・・・　①　OK	

φ	  =	  φ1（1）・φ2（2）	  +	  φ1（2）・φ2（1）	 ・・・　②　×	

φ	  =	  φ1（1）・φ2（2）	  +	  φ1（2）・φ2（1）	

電子（1），電子（2）を入れ替える	

φ1（2）・φ2（1）	  +	  φ1（1）・φ2（2）	  =	  φ	  

②について，	

電子交換しても符号は変わらない	

軌道部分は波動関数としての条件を満たさない	

ただし，スピン部分が電子交換によって反対称になればよい	



スピン部分の波動関数は，電子（1）がαスピン，電子（2）がβスピン	

α（1）・β（2）	

逆に，電子（1）がβスピン，電子（2）がαスピン	

α（2）・β（1）	

２つの関数の線形結合で表すと	

α（1）・β（2）	  −	  α（2）・β（1）	

（係数省略）	

α（1）・β（2）	  +	  	  α（2）・β（1）	

・・・　③　OK	

・・・　④　×	



さらに，電子（1）（2）とも αスピン，および電子（1）（2）とも βスピン	

α（1）・α（2）	

β（2）・β（1）	

・・・　⑤　×	

・・・　⑥　×	

よって，系全体の波動関数は	

Φ	  =	  [軌道部分]　×　[スピン部分]　 	

=	  [式①	  or	  ②]　×　[式③，④，⑤，⑥のどれか]	

パウリ（Pauli）の排他原理の別表現：電子交換に対して波動関数は
反対称になる（符号が変わる）	

８通り	

	  [式①]　×　[式④，⑤，⑥のどれか]	  
	  [式②]　×　[式③]	  



一重項　（S）	

三重項　（T）	

エネルギーは軌道部分で決まるので，三重項は縮退している	

全スピン	  =	  0	

全スピン	  =	  1	

(ms	  =	  0)	

(ms	  =	  0)	

(ms	  =	  +1)	

(ms	  =	  −1)	

三重項の違いはスピン磁気量子数（ms）	
αスピン：1/2	

βスピン：-‐1/2	 安定	

不安定	

（プリント）	



ベクトルモデルでの一重項，三重項状態	

Hz	

α	  スピン	

β	  スピン	

（T0）	

Hz	

一重項状態	  
Singlet	  	  

（S）	

Hz	 Hz	

（T+1）	 （T-‐1）	

三重項状態	  
Triplet	  	  

スピンを磁場の中に置くと，歳差運動（味噌すり運動）する	

（プリント）	



（2）励起一重項と励起三重項のエネルギー	



一重項−三重項（S-‐T）吸収　（禁制）	
ケイ光（Sn-‐S0）	

一重項−一重項（S-‐S）吸収	

リン光（T1-‐S0） （なぜ室温で見えない）	

内部変換（IC,	  S1-‐S0）	

項間交差（ISC,	  S1-‐T1）	

項間交差（ISC,	  T1	  –	  S0）	

励起一重項からの反応	 励起三重項からの反応	

励起一重項のスピン	

励起三重項のスピン	

基底状態のスピン	  

三重項エネルギー	一重項エネルギー	（授業No.4から）	 一重項エネルギー	



（2）励起一重項と励起三重項のエネルギー	

励起一重項	 励起三重項	

2	  J	 J	  交換積分	
E	  （１重項）	

E	  （３重項）	

E	  （１重項） ＞	  E	  （３重項）	

Pauliの排他則	 電子反発	 エネルギー	

１重項	 近づける	   大きい	 高い	

３重項	 近づけない	 小さい	 低い	
この差が	  2	  J	  に対応	

（プリント）	



励起一重項と励起三重項変換はどのようにして
おこるか？	  

（クイズ）	 制限時間　５分	



スピンー軌道相互作用による１重項−３重項遷移の	  
イメージ	

１重項	 ３重項	

Spin-‐orbit	  Coupling	  (SOC)	  	

スピンー軌道相互作用	SOC	

電子	

電流	 磁気モーメント	

電子１つについて	

（授業No.8より）	



+Ze	

+Ze	

電子	

原子核	

重原子ほどSOCが大きい	

分子軌道の中の電子，原子核	

（授業No.8より）	



（3）一重項と三重項変換	

Hz	

α	  スピン	

β	  スピン	

一重項状態（Singlet）	  	  
S	 T0	

Hz	

三重項状態（Triplet）	  	  

１.	  スピン軌道相互作用（分子の励起状態のISC）	  
２.	  歳差運動の速さ（ω）	  ∝　磁場の強さ，核スピン作る磁場，g値 	

g値：電子が置かれている	  
　　　環境による比例定数	

ISC	

（プリント）	



（プリント）	


