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Contents of the lecture note by Prof. V. M. Byakov and Dr.
S. V. Stepanov (Institute of Theoretical and Experimental
Physics, Russia) are described in a series of articles. The
fifth article concerns the formation, relaxation and chem-
ical properties of excited molecules. Translation into the
Japanese language is based on the arrangement between
the Japanese Society of Radiation Chemistry and National
Research Nuclear University “MEPhI”, The Russian Fed-
eration.
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ロシア連邦理論実験物理学研究所の V. M.ビャーコ
フ教授，S. V. ステパノフ博士の講義録を連載講座と
して紹介する．連載第 5回は，放射線分解中間体であ
る励起分子の生成，緩和，化学的性質について説明す
る．（全 7回の連載を予定．第 5回–第 7回は 1つの章
を 3回に分けて掲載．）

1 放射線分解中間体と放射線化学素過程

すでに述べたように，高速の荷電粒子による物質の
物理化学的変化は，入射粒子による電子のイオン化お

Foundations of Radiation Chemistry –Early Processes of
Radiolysis– by V. M. Byakov and S. V. Stepanov, Part 5
Yoshinori Kobayashi∗ (Research Institute of Instrumentation
Frontier, National Institute of Advanced Industrial Science and
Technology (AIST)), Toshitaka Oka (Center of the Advance-
ment of Higher Education / Graduate School of Science, Tohoku
University),
〒305–8568 茨城県つくば市梅園 1–1–1 産業技術総合研究
所つくば中央第二事業所
TEL: 029–861–4886, FAX: 029–861–5683,
E-mail: y-kobayashi@aist.go.jp

よび励起によって開始される．≤ 10−15 sというきわめ
て短い時間の経過後，初期生成活性状態のうちの最も
不安定なもの（たとえば，凝縮物質を問題にするなら
ば，プラズモン）の崩壊が起こる．このあと，すべて
の物質において普遍的な一連の化学活性第一世代生成
物（P1）が生成する．これらは，種々の励起分子，イ
オンラジカルそして非電離電子であり，過剰なポテン
シャルあるいは運動エネルギーをもっているため，反
応性が高く，短寿命である．これらの生成物およびさ
らにそれから派生する活性種（次世代の生成物 P2，P3，
. . .）は，互いに，あるいは，マトリックス物質および
そこに含まれている添加物と反応して，安定な放射線
分解最終生成物となる．個別の中間体の反応を「素過
程」と呼ぶ．放射線分解で生成する中間体の性質は，
その生成方法によらない．中間体自身は，通常の化学
過程（熱化学過程）に関与することもできる（中間体
は濃度が低いため，その観測は困難である）．
この章では，主な種類の一次生成物，中間体さらに
これらが関与する物理化学過程の一般的な特徴につい
て述べる．

1.1 励起分子

物質を構成する原子および分子の励起は，放射線と
物質との主要な相互作用の一つである．励起は，一つ
以上の電子がその基底準位から分子，原子あるいはイ
オンの第一イオン化ポテンシャルより低い別の準位へ
遷移する過程である．それゆえ，励起される原子や分
子自身は，分解することなく，そのまま保たれる．電
子励起のエネルギーが分子の第一イオン化ポテンシャ
ルをこえていれば，超励起状態と呼ばれる状態が生
じる（原子の場合の同様な状態には，自動イオン化状
態という名称がつけられている）．超励起状態は，二
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図 1 分子の電子状態と電子スピン配列のエ
ネルギーダイアグラム．

つの電子の同時励起または原子内電子の高い分子軌道
への遷移により生じる．
分子の電子励起の結果，二つの不対電子が別々の軌

道に入った状態が形成される．これらの電子のスピン
は，反平行配列（一重項状態）あるいは平行配列（三
重項状態）のどちらかをとる（図 1）．
励起分子Mの記号は小さい星印で，M∗ などとして

示す．超励起状態の記号は，小さい星二つで，M∗∗ な
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図 2 いくつかの分子の一重項（S）および
三重項（T）励起エネルギー準位．1：ヘキサ
ン，2：ベンゼン，3：2–ブテン，4：ナフタ
レン，5：アントラセン，6：シス–スチルベ
ン，7：トランス–スチルベン，8：ジアセチ
ル，9：ターフェニル．

どとなる．スピン多重度は，左側に相当する数字で示
す（1M∗ と 3M∗ は，それぞれ，励起分子の一重項およ
び三重項励起状態である）．*1

分子の種々の電子状態の表現に，しばしば，これら
の状態のエネルギー準位ダイアグラムが用いられる．
図 1に，その例が示されている．この図では，一重項
状態（S 0，S 1，S 2，. . .）と三重項状態（T1，T2，T3，
. . .）がエネルギーの増加する順に示されている（S 0

は一重項基底状態）．T0 という状態は（酸素のような
いくつかの常磁性分子を除いて）存在しない．しばし
ば，T1 状態は S 0 と S 1 の間の位置を占める（図 1）．
いくつかの分子の一重項励起状態と三重項励起状態の
例を図 2に示す．
放射線分解で生じる励起分子は，種々の電子状態

（S i，Ti）をとるだけでなく，それぞれの電子状態とと
もに，さまざまな振動状態もとる．振動準位は，ふつ
う記号 ν0，ν1，ν2 などで表示される．電子励起状態に
結びついた振動準位を，電子基底状態の振動準位と区
別するために，通常，文字 ν に細い線をつけて，ν′0，
ν
′
1，. . . のようにする（図 3参照）．

1.1.1 励起状態形成の基本経路

1. 分子Mの直接励起

M� M∗ (1)

光化学的な励起では，最も低い電子励起状態へ
の遷移が起こるが，放射線化学的励起過程では，
ふつう，高い励起状態や超励起状態（基底状態
に比べて，10 eV–30 eVエネルギーが高い）が形
成される．たとえば，n-ヘプタンをエネルギー
70 eV の電子線で照射した場合，エネルギーの
約半分が励起に使われる．このうち，75%が超
励起状態の生成によって失われ，残りの 25%だ
けが分子の第一イオン化より低い準位への励起
に使われる（I1(n-C7H16) ≈ 9.2 eV）．

2. 陽イオン・電子対と陽イオン・陰イオン対の中
性化

A+ + e−
(
e−solv

)
→ A∗ (2)

A+ + B− → A∗ + B (3)

反応 (3)において，ふつう，陰イオンから陽イ

*1 多重度（ラテン語で，「たび重なる」を意味する multiplex か
ら）は，原子あるいは分子の全スピンの可能な空間的な配列
数で，sをスピン量子数とすると，多重度=2s + 1となる．
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図 3 フランク・コンドンの原理の量子力学
的な説明．図は，基底状態と第一電子励起状
態における二原子分子のポテンシャルエネ
ルギー曲線を示している．励起状態のエネ
ルギー曲線は，励起電子の空間分布が広がっ
ているために，核間距離が大きくなってい
る．このため，太い直線で示されているよう
な，振動励起状態への垂直遷移の可能性が最
も高くなる．

オンへの電子移動と陽イオンへの励起の局在化
が起こる．この場合，励起エネルギーは，大き
な値（8 eV）にも達する中性化のエネルギーで
決まる．このため，中性化により，高い励起状
態が生じることがある．陽イオンと電子の中性
化では，陽イオンと陰イオンによる中性化より，
大きなエネルギーが発生する．非極性物質（炭
化水素）では，イオンの溶媒和エネルギーが小
さいので，極性媒質より中性化で生じるエネル
ギーが大きい．

3. 励起マトリックス分子M∗ からのエネルギー移
動による添加物分子 Sの間接的な励起

M∗ + S→ M + S∗ (4)

4. イオン化が可能なほど高くないエネルギーを
もったホット電子と溶質分子 S との相互作用．

Sの電子励起エネルギーが溶媒分子Mの電子励
起のしきい値より低い場合に，起こる．

e−∗ + S→ S∗ + e− (5)

ハイゼンベルクの不確定性原理 ΔE · Δt ∼ �から，一
つの原子あるいは分子から別の原子あるいは分子への
エネルギー移動に必要な時間の下限を見積もることが
できる．分子内の電子の結合エネルギー程度のエネル
ギー ΔE の移動には，電子の振動の周期と同程度の時
間が必要であり，10−16 s–10−15 s である．一方，原子
の変位を伴うすべての分子内の変化，つまり，結合の
伸直は，その速度が原子の慣性と原子間に作用する力
によって制限されるため，結合の基準振動の周期と同
程度の時間を要求する．多くの種類の分子振動（結合
の伸縮，直線分子の屈曲など）において，その周期は
比較的狭い時間範囲 10−14 s–2 × 10−13 s にある．した
がって，分子内の電子遷移の際，原子核の運動エネル
ギーと位置は実際上変化しない．この法則は，フラン
ク・コンドンの原理として知られ，振動準位への励起
は分子の基底状態とほぼ同じ核間距離で行われる．こ
れから，遷移は二つのポテンシャルエネルギー表面を
つなぐ垂直の直線で示すことができる．図 3 におい
て，最も確率の高い遷移が太線で示されている．この
遷移は，最も低い振動状態（ν = 0）が最大の重なりを
もつ励起状態へと起こる．
実際，高速の荷電粒子の影響下での電子の「垂直」
遷移は，励起についてだけでなく，分子のイオン化の
際にも起こる．このため，電子衝撃法で測定されたイ
オン化ポテンシャルは，しばしば，「垂直」イオン化ポ
テンシャルと呼ばれる．

1.1.2 分子の電子活性化におけるスピン多重度の保存

電場と磁場の性質と強さは，座標系によって異なる
ことが知られている．たとえば，ある座標系で磁場が
存在しなくても他の座標系では磁場が存在するという
ことがあり得る．速度 vで運動している電荷とともに
運動している座標系で磁場が存在しない場合，v << c
（cは光の速度）であれば，静止系での磁場は，

H =
v × E

c
(6)

となる．これに対し，v << cであれば，電場 Eは，ど
ちらの座標系でも実質的に同じである．

Hがゼロでないことと関連して，一つの問題が生じ
る．電子がイオン化あるいは励起に十分なエネルギー
を受け取った場合，その磁気モーメントの向きが変化
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することはないのだろうか？
以下に述べるように，原子からの電子のたたき出し

（イオン化）に十分な力が作用したとしても，電子の磁
気モーメントの方向が大きく変化することはない．こ
のため，イオン化あるいは励起軌道への遷移によって，
電子のスピンは変わらないとみなすことができる．
電子が小さな磁気モーメント M をもっているとし

て，Mの向きを変えるのに十分な力が作用できるかを
調べてみよう．電場が電子に時間 t だけ作用すれば，
電子はエネルギー (eEt)2/(2m)を獲得する．イオン化
あるいは励起の際に電子にはRy = me4/�2 程度のエネ
ルギーが伝えられる．こうして，積 Etは me/�程度に
なる．原子の外殻電子の平均速度は e2/� である．飛
行しているイオン化粒子の電場 E が電子の磁気モーメ
ントに作用することによってもたらされる力のモーメ
ントの平均値は，

e2

c�
E

e�
mc
=

e3E
mc2 (7)

程度である．電子のスピンの向きが角度 π変化するに
は，力は角運動量を �程度変化させなければならない．
このために必要な時間 T は関係式

T
e3E
mc2 ∼ � つまり T ∼ �mc2

e3E
(8)

から求められる．こうして，

t
T
∼

(
e2

�c

)2

= α2 ∼ 10−4 (9)

となる．ここで，α = 1/137 は微細構造定数である．
この関係は，イオン化および励起過程において，電子
のスピンの方向が（反対向きに）変化する確率が非常
に小さいことを意味している．
実際上すべての分子がいくつかの例外を除いて一重

項基底状態，つまり，電子のスピンが完全に対になっ
ている状態にあるため，上の結果から分子の電子活性
化で得られる自由イオン・電子対あるいは互いに結合
したイオン・電子対，励起分子などの生成物もまた一
重項状態で生成することになる．

1.1.3 励起状態の緩和

励起状態の変化は，いわゆるヤブロンスキスキーム
によって明瞭に表される（図 4）*2．S 0 → S 4 は高い励
起状態への遷移を示している．後者の準位からの特徴

*2 アレクサンドル・ヤブロンスキ（1898-1980）：ポーランドの
物理学者．

的な過程として，内部転換がある．これは，同じ多重
度をもったより低い励起状態への無放射遷移，すなわ
ち，一重項–一重項（図 4における S 4 → S 1）および三
重項–三重項という変化である．高い状態から低い状
態への内部転換は，速い過程であり，その継続時間は
∼10−13–10−12 s である．反対に，より低い励起状態か
ら基底状態への内部転換（S 1 → S 0）は，ずっとゆっ
くりとしか起こらない．
励起エネルギー失活の別の過程は，系間交差（inter-

system crossing）である．これは一重項励起状態から
より低い三重項状態への遷移で，図 4 の S 1 → T1 に
相当する．異なる多重度をもつ状態間の変化であるた
め，系間交差は確率が低い．そのため，S 1 の寿命は
長い．
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S5 S6

T1
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T4
T5T6

FE

IC

FL
PL

IS

図 4 エネルギー準位のヤブロンスキダイア
グラム．FE：一次励起，IC：内部転換，IS：
系間交差，FL：蛍光，PL：りん光．

次に重要なエネルギー損失経路は解離である．

M∗ → M∗1 +M∗2 (10)

この場合，励起エネルギーと結合の解離エネルギーの
差が励起分子破片（原子，ラジカルなど）の運動エネ
ルギーとして現れる．これらの「ホット」な破片の反
応性は，熱エネルギー粒子と比べて高い．たとえば，
気相中の励起酸素原子の室温における次の反応

O∗ + H2 → OH + H (11)

の速度は，基底状態の酸素原子が関与する同じ反応の
104倍も大きい．水素の「ホット」原子 H∗ は，有機化
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合物の放射線分解における H2 の生成において重要で
ある．
励起分子の解離にともなって，重い粒子から軽い粒

子（H 原子）が飛び出す場合，過剰エネルギー ΔE =
E∗1 − D（E∗1：分子の最低励起準位，D：分子の解離エ
ネルギー）の大部分は軽い粒子の方が受け取る．軽い
粒子（H原子）の運動エネルギーは，ΔE の減少ととも
に小さくなる．このため，解離で生成する水素原子の
反応による生成物も変化する．
励起分子の解離生成物は，その多重度に依存する．

一重項励起分子からは，原則として分子生成物が生じ
る．三重項励起分子は，通常，フリーラジカルに分解
する．

c-C6Hs
12

10−9 s−−−−→ H2 + C6H10

c-C6Ht
12

10−4 s−−−−→ H + C•6H11

気相中の種々の飽和炭化水素の光分解の実験は，一
重項励起分子の崩壊の基本的経路が水素分子の脱離で
あることを示した．これらの実験は，凝縮相における
飽和炭化水素の放射線分解が三つの基本的な過程で起
こることを間接的に示している．

RH→
⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

R + H
R′ + R′′

M′ + H2

最後の反応は，一重項励起分子によって生じる．
この他のエネルギー損失のルートは

• 分子間衝突による脱活性化
電子励起エネルギーの移動（衝突によるエネル
ギーの散逸）
• 振動緩和
励起粒子の振動エネルギーの衝突相手粒子の運
動エネルギーへの変化．振動緩和によるエネル
ギー損失過程は，凝縮相で特に有効である．
• 異性化反応
模式的に以下のように示される過程．

ABC→ ACB

• 無放射失活

M∗ +M→ M +M

• 光子放出による失活
1)蛍光（持続時間 ∼10−9 s–10−8 s），2)りん光（持

続時間は，数秒まで）

M∗ → M + hv

蛍光の機構は，図 5に，模式的に示されている．光
子の吸収により，分子は，S 0 状態から S 1 状態に遷移
する．その結果，原子振動も励起される．周囲の分子
が比較的小さな振動エネルギーの一部をたやすく受け
取ることができるため，気体，溶媒，固体では媒質と
の衝突によって，振動状態が変化し，励起分子は，階
段を下りるように次第に低い振動準位へと移ってい
く．分子が自身の最も低い振動状態に達すると，次の
ような現象が起こり得る．第一に，溶媒が電子のエネ
ルギーをもちさることによる励起分子の失活．このた
めには，溶媒分子のエネルギー準位が励起された分子
のエネルギーと一致していることが必要である．この
条件が満足されれば，溶媒への共鳴エネルギー移動が
生じ，その後，このエネルギーは熱運動として失われ
る．第二の特に重要な失活の経路は，低い電子励起状
態 S 1 からの蛍光である．この場合，分子は光子の放
出によりエネルギーを失い，より低い電子状態に遷移
する．このような遷移で放出される放射は蛍光と呼ば
れる．蛍光遷移の確率は，周囲の媒質へのエネルギー
移動を含む無放射失活と発光の競争によって決まる．

S0

S1

核間距離

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

エ
ネ
ル
ギ
ー

入射光

蛍光

無放射遷移

図 5 蛍光過程と吸収および蛍光スペクトル
の「鏡像関係」．蛍光スペクトルは長波長側
にシフトすることがわかる．

超励起分子AB∗∗の寿命は 10−14 s–10−12 sであり，次
のような変化を受ける．
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• 自動イオン化（遅延イオン化）

AB∗∗ → AB+ + e− (12)

• 電子励起破片への崩壊

AB∗∗ → A∗ + B∗ (13)

• 中性ラジカルへの崩壊

AB∗∗ → R1 + R2 (14)

• 分子生成物への崩壊

AB∗∗ → Pr1 + Pr2 (15)

• イオン対の形成

AB∗∗ → A+ + B− (16)

全イオン化過程における超励起状態の自動イオン化の
寄与は，直接イオン化と同程度である．

1.1.4 励起分子の変化と有機化合物の耐放射線性

イオンと励起分子の収率の比を実験的に求めること
は，今のところ，困難と考えられている．水素の場合
のモデル計算でのこの収率の比は，1:1 である．励起
分子がどのように変化するかによって，少なくともい
くつかの化合物の放射線分解が大きく影響されると考
えることができる．
ベーテの理論から，原子（あるいは分子）がエネル

ギー E j の j番目の状態に励起される確率は， f j/E j に
比例する．ここで， f j は基底状態から j番目の状態へ
の遷移の振動子強度である．1/E j という因子により
価電子の励起が有利と考えられるが，しかし，実際は，
jの増加とともに分子の f j も増加する場合があり，高
い準位の遷移が多く生じる．たとえば，n–ヘプタン中
のベンゼンでは， f1 ≈ 10−3（λ1 ≈ 2000 Å）， f2 ≈ 0.1
（λ2 ≈ 2100 Å），f3 ≈ 0.79（λ3 ≈ 1900 Å）である．こう
して，励起分子のかなりの部分ははじめから高い準位
にある．高い励起状態にある分子の割合は，励起エネ
ルギーが第一イオン化ポテンシャルより大きい「超励
起状態」によってさらに増大するが，それでも，電子
が分子から引き離されることはない．
多くの励起分子において，過剰電子エネルギーは，

互いに重なりあったポテンシャル曲面をもつ電子お
よび振動エネルギー状態のおかげで，原子核の振動エ
ネルギーに容易に変換される．ポテンシャル曲面の重
なった部分において，光の放射を伴わないより高い電
子励起状態からより低い状態への遷移が可能であり，
過剰エネルギーは振動エネルギーに転換される．「内

部転換」と呼ばれるこの過程では，強く励起された分
子はいくつかの段階をへて低い励起状態へと変化す
る．このとき，10−13–10−12 sの時間にわたって，多重
度が保存される（つまり，高い一重項状態から低い一
重項状態へ，あるいは，高い三重項状態から低い三重
項状態へと変化が起こる）．
上記の過程において個々の結合に蓄えられた振動エ
ネルギーによって，分子の解離が起こり得る．液体で
は，次の事情のため振動によってもたらされる崩壊の
効率が大きく低下する．液体では，強く励起された分
子から周囲の分子への振動エネルギーの移動が起こ
り，室温に相当する 1013 s−1 の程度の衝突頻度では，
内部転換で生じた振動エネルギーは即座に再分配され
る．したがって，一次励起を受けた分子に振動エネル
ギーが蓄えられることはほとんどない．
高い励起状態からの分子の分解確率は，内部転換に
よる無放射遷移の確率と比べて小さく，解離は低い励
起状態から生じる．このような低い準位が存在するな
らば，放射線分解の生成物と効率は分子の最初の最低
励起準位 E∗1 とこの分子の解離エネルギー Dのエネル
ギー差 ΔE によって決まる．ΔE = E∗1 − D < 0 では，
低い励起状態からの解離は起こりにくく，この物質は
高い耐放射線性をもつことになる（V. V.ヴォエヴォツ
キーと Yu. N.モーリン，1962）．
励起脂肪族炭化水素分子の解離の際，高いエネル
ギー準位からの遷移により，多くのエネルギーが放出
される（図 2）．エネルギーの大部分は，最も軽いフ
ラグメントである水素原子に与えられる．これによっ
て，重いフラグメントとの再結合が回避され，分子状
水素の収率が高くなる（H + RH→ H2 + R）．
反対に，ΔE = E∗1 − D ∼ 0となる芳香族分子からは，

「ホット」原子は発生せず，解離水素原子は生じないこ
とになる．上に述べた仮説によれば，多くの共役結合
をもつ分子は全く放射線による分解を受けないことに
なる．実際には，全く分解がおこらないということは
ないが，収率は小さい．
このように単純な考えで何故芳香族化合物の放射線
分解で生成する水素分子が比較的少なく，脂肪族化合
物では多いのかが説明できる．例として図 6にシクロ
ヘキサンへのベンゼンの添加による水素の収率の減少
が示されている．変化の非直線的な特徴から，ベンゼ
ンが放射線分解からシクロヘキサンを防御することが
わかる．芳香族物質は単にそれ自身が高い耐放射線性
を有するだけでなく，別の物質に混合されると防御作
用を示すのである．
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図 6 シクロヘキサン–ベンゼン混合物中に
おけるベンゼンの電子分率の増加に伴う分
子状水素の収率の減少（Patric W. N., Burton,
M., J. Phys. Chem., V. 58, p. 424, 1954）．

1.1.5 励起分子の化学的性質

分子の化学的性質は，本質的に最も弱い結合に関与
する電子に依存する．基底状態においてこれらの電子
は対になっており，このため，二つの分子が接近する
と，系のポテンシャルエネルギーは，通常，電子殻の反
発により増大する．それゆえ，反応を生じさせる（系
の新しい配置を可能にする）には，上記の反発を克服
するのに十分なエネルギーを与える必要がある．
励起状態分子は，次の理由で反応性が大きくなる．

1. 励起された電子と軌道に残った電子は対になっ
ていない．このため，不対電子をもつ分子（ラ
ジカル）の不対電子軌道が励起分子の不対電子
軌道と重なり合えば，容易に結合が形成される．

2. 励起電子が存在する軌道は，より大きな空間領
域を占める．そのため，電子の結合は弱く，近
くに存在する求電子試薬分子の攻撃を受けや
すい．

3. 電子励起により化学結合が弱くなる．励起分子
では非励起分子に比べて原子核間の結合が弱
く，衝突により，励起分子は非励起分子に比べ
てはるかに容易に分解する．

多原子分子において，非局在化した π軌道電子が励
起されるかあるいは励起により結合電子が π 軌道に
行き着くと，二つあるいはそれ以上の原子の間で電子
分布の再配列が起こる．このような励起が温度上昇に
よって生じることはほとんどない．したがって，照射
によって，反応が引きおこされるだけでなく，その生
成物も通常の反応によるものとは異なってくる．
励起分子が基底状態にある分子より反応しやすいと
いうことは，励起された一重項分子についてだけでな
く，三重項分子に対しても正しい．三重項状態は，一
重項状態と比べて，およそ百万倍，照射に伴う脱活性
化が起こりにくいという特徴がある．
電子励起によって生じるもう一つの興味深い現象
は，芳香族化合物の酸性および塩基性の変化である．
これらの化合物の酸性および塩基性は，芳香環内の電
子分布に大きく依存し，電子吸引性あるいは供与性の
置換基の導入によって変化することが知られている．
芳香族分子が励起されると，置換基を導入した場合よ
りも大きな電子分布の変化が生じるため，その酸性や
塩基性も変化する．酸分子が励起されると陽子を与え
やすくなることから，より酸性が強くなると予想され
る．また，塩基分子が励起されると，陽子と結合しに
くくなり，その結果，塩基性が弱くなると考えられる．
励起分子のイオン化ポテンシャル I∗1 は，非励起分子
のイオン化ポテンシャル I1 より励起エネルギー E∗ だ
け小さい．

I∗1 = I1 − E∗

反対に，電子親和力 EAは，励起エネルギーの分だけ
大きくなる．

EA∗ = EA + E∗

電気陰性度は I1 と EAの和の半分であり，基底状態お
よび励起状態の分子に対して同じである．

EN =
I1 + EA

2
= EN∗
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