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光の本質
一九一九年十月二十八日，カイザー・ウィルヘルム協会

の大会に於てなされた講演

マックス・プランク著
石原純訳

も
若し私がこの大衆のなかで危急のために乱された時期に際して，即ち吾々の全
国民の最も貴重な興味と最善の努力とが彼の生存と世界勢力とのための苦闘に向
けられている間に，諸君の注意を少しの間純粋に科学的の種類の問題に対して煩
わすような試みを

あえ
敢てするならば，それは無謀な或る意味では誤測せられた冒険

であるかも知れない。
しか
併しながら丁度今日種々の関係で意味のある原則，即ち一

つの社会は，各人がその目立たない役目に於て，外部の誘惑と障害とに迷わされ
ずに，出来るだけの能力に応じて彼の義務を行い，その仕事の目前の効果を，少
しも顧みることのない場合にのみ栄えることができると云うことを忘れずに，私
は今起した疑いを打ち破り，そして今や私に与えられた名誉ある依嘱に従って，
多数の諸君には幾らか疎遠であるかも知れないが，純粋の研究のなかでも特に物
理学的研究の輝いた高処に於ける公けの通路に諸君を招待することを許して頂き
たい。工学及び工業の実用的に非常に重大な範囲に於て最も興味ある新らしい問
題が現在では種々の理由からここで餘りに立ち入って話すことが

な
尚おできないと

云う外部的事情によっても，
むし
寧ろ一般の科学的種類のかような題目を選ぶ方がよ

いのであるが，他方で吾々の協会の最も貴重な問題が自然科学的研究所の設立と
保存とに存することを思うならば，その努める処とも一致するであろう。まして
その会議日程に於ても亦次の古い真理が非常に尊重されているのを見る。即ちす
べての事業に於ける如く，自然力に力を捧げるべき部分に於ても亦，知識が応用
に先立たねばならないし，また我々が或る小径に立ち入って自然を追随すること
が微細になればなる程，我々の知識から引き出すことのできる収穫が益々豊富に
か
且つ永続的になるであろう。
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この関係に於ては物理学のすべての範囲のなかでも，研究が最も深く押し進ん
でいるところのものは，疑もなく光学である。それで私は今諸君に，疑もなく諸
君の誰でもが以前から知られている多くの事柄と結びつけて，光の・本・質を話し，
な
尚お現在この範囲に於て解決を待っているところの新らしい問題への展望をも附
加しよう。
物理学的光学の第一の問題，即ち光の純粋な物理学的理論の可能性に対する豫
備條件は，光の感覚と結びついた過程の全体を客観的並びに主観的部分に分析
することである。前者は外部に

か
且つ感覚器官即ち眼に無関係に起るところの過程

に関係し――之等即ち
い
謂わゆる光線が物理的研究の範囲を形作るものである――，

第二の部分は眼から脳に至る内部的過程を包括し，その研究は生理学乃至は心理
学に引き入れられる。客観的光線を官能的の光の感覚と判然と分離することが
完全に実行し得るものであるとは最初から自明的ではないし，又それが根本的に
考えて非常に困難な思考操作であることは，ほんの百年以前に，ヨハン・ウォル
フガング・フォン・ゲーテの

ごと
如き自然科学的にもよほど豊富な天分をもった才能

者か，分析的な考察方法には餘り傾いていなかったとは云え，全体なしに決して
箇々を見ようとしなかったこと，そしてその分離を認めるのを一生涯全然無視し
たと云うような事情によって，最もよく証拠立てられる。実際に，感覚する眼な
しには光は考えられない一つのノンセンスであると云うこと以外にどんな主張
が公平なものに取ってもっと明らかな確実さをもち得たであろうか。けれどもこ
の原則に於て，之に確固たる内容を与えるために，光として解せらるべき処のも
のは，物理学者の光線とは幾分異ったものである。簡単のために名称だけは保存
せられたとしても，

しか
併し光に関する物理学即ち光学は，之を最も一般的に解して，

人間の眼及び光の感覚に
あず
与からないこと，丁度振子振動の学が音の感覚に関与し

ないのと同様である。しかもまさにこの感覚排除，即ち客観的実在的過程への局
限が，それ自身では疑もなく直接の人間的興味の立場からは

むし
寧ろ純粋知識のため

に捧げられた著しい犠牲であるに
かかわ
拘らず，すべての豫期を超えた理論の偉大な

拡張に路を
ひら
拓き，そして人間の実用的要求に対して豊富な思いもよらない果実を

成熟させたのであった。
光線の物理学的本質への疑問に対して決断的の意味を与えたものは，光，即ち
星から来るところのもの並びに地上の光源から発するものが，その発生の場処か
ら感覚の場処まで伝わるのには或る測定し得る時間を要すると云う発見であった。
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ところで
しか
併し真空の世界空間

もし
若くは空気中に於て毎秒 300,000

キロ
粁の非常な速さで

四方に拡がるところのこの或るものは果して何であるか。古典的力学の創立者た
るアイザック・ニュートンは，最も簡単な

か
且つ最も手近な仮定として，それは或

る微細な物質的粒子であって，
おのおの
各 の色に応じて異なったものであり，例えば熱

せられた物体のような光源からその速度をもってすべての方向に飛び出すのであ
るとなした。このニュートンの放射説に殆んど一世紀間引き続いて決定的に支配
権を握ることができたに

かか
拘わらず，もう一人の著名な研究者クリスチアン・ホイ

ヘンスが最初からもっと効果のある彼の波動説を之に対峙せしめていたことを考
えるならば，あらゆる自然科学中の最も精確なるものに於てすらも亦或る事情の
もとには優越せる権威が科学の発展の上に妨害的の影響を及ぼし得ると云うこと
の特別に顯著な証拠として今日でも

な
尚おいつも例に引き出されている。ホイヘン

スは光の速度をニュートンのように風の速度と対比しないで，音響の速度と同等
のものとした。之に於ては伝播速度は空気運動の速度とは全く別なものを意味し
ている。空気中で発音体から，

も
若しくは水面で投入された石から，四方に一様な

速度で拡がるところのものは，空気
も
若しくは水の粒子それ自身ではなくて，

かえ
却っ

て・物・質・の・一・定・の・状・態である。それ故ホイヘンスは彼の理論の基礎として無限の全
空間を連続的に充たすところの細かい物質即ちエーテルを仮定し，その波が眼に
感じて光の感覚を起すこと，丁度空気の波が耳に音の感覚を起すのと同様である
となした。そして聴覚に対する音の高さと同様に，視覚に対して色は波の長さに
よって，或は之と結局は同じ事になるが，毎秒の振動数によって特質づけられる。
ホイヘンスの理論が難関の後に遂にどうしてニュートンの理論に打ち勝って決定
的の優越を獲るに至ったかと云うに，それは種々の他の事情もあるけれども，特
に同じ色の二つの光線が同じ路に出遇う場合に，その強さが必ずしも常に簡単に
加わると云うわけにゆかないで，或る條件のもとには互いに弱まり，完全に消失
することさえあると云う事実によるのであった。この現象即ち干渉は，ホイヘン
スの見解によれば，一つの光線の波の山が他の光線の並の谷といつも重なると云
うことによって直ぐに解せられるが，之に反してニュートンの放射説はこの点で
は
もちろん
勿論うまくゆかない。なぜと云うに，同じ方向に同じ速度で飛ぶところの二つ
の同種類の物質粒子がどうして互いに中和することがでできるかは，全く不可解
に終るからである。
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光の本質に対して更に根本的に重要な眺望は光線並びに熱線の強さの認識に
よって得られた。それは上に述べたような人間的感覚からの完全な抽象の路への
第一歩を形作る。月の冷たい光線が物理学的に見れば熱せられた暖爐の暗い熱線
と全く同じ種類のものであり，只前者の波長が遙かに短いだけの相違しかないと
云うことは，

あえ
敢て驚くを要しない一つの主張であるが，でもそれは最初には

しばしば
屡々

疑問を引き起し，中でもその正しいことを証明したために著名になった物理学者
メロニの

ごと
如きも本来はその不成立を証拠立てようと云う目的で彼の実験を企てた

程であった。この事実から見ても，すべての帰納的な結論の場合にそうである通
りに，ここでも亦或る論理的に強制せられた証明を押し通すわけにゆかないこと
に注目しなくてはならない。示された処のものは単に，光線に対して成り立つ法
則，即ち反射，屈折，干渉，偏り，分散，放射，吸収などの法則が熱線に対して
も亦成り立つと云うことである。けれどもそれにも

かか
拘わらず，両種の線の同等を

承認することを拒もうとしたとても，そのために決して論理的の矛盾に陥ること
はなかったであろう。なぜなら，将来になって何等かの断然たる相違があらわれ
ないとも限らないと考えることができたかも知れないからである。この立場の実
用的に不当である理由は単に，それによって恒等性理論が結果する重要な結論系
統を無視しなければならなくなると云う点に存する。例えば月の光線も亦熱する
と云うような主張を之から立てるわけにはゆかなかったであろうが，この事実は，
わざわざ実験で確められなかったにしても，現在では理性ある物理学者の誰でも
が疑いはしないであろう。
光線と熱線則ち赤外線との間にかような結合が結論せられた上では，スペクト
ルの他方面に於て化学的にはたらく紫外線をもこの系列に組み入れることは困難
でない。

しか
併し異なった種類の線のこの共同体にもう一つの大きな拡張が可能であ

り，しかもスペクトルの両側へ延びることは，ずつと後日になってわかった。か
ような偉大な進歩を果すためには，

もちろん
勿論

な
尚お一つの準備事業，即ち光の力学的理

論から電磁的理論への転移が必要であった。
ニュートン及びホイヘンスばかりでなく，

な
尚お亦直接の後継者たちは彼等の見

解を異にしていたに
かかわ
拘らず，それでも光の本質に対する理解が力学的自然観の

根抵に求められねばならないと云うことについては一致していた。そしてこの研
究方向は後にエネルギー恒存の原理の発見と結びついて力学的熱理論が輝かしい
飛躍をなしたことによって新たに強大な刺戟を得た。エーテルの振動は，笛に於
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ける空気の振動のように縦即ち進行の方向に起らないで，ヴァイオリンの絃の振
動のように横即ち進行の方向に垂直に起ることは，間もなく偏りの証拠によって
確立された。ところが一般力学並びに弾性論の法則からしては，之等の運動の本
質により詳しく立ち入ることが全く成功しなかった。光の力学的理論の土台に立
つ仮説が豊富に提供されればされる程，エーテルを連続的に拡がっていると仮定
しようが，又は原子的に構成せられていると仮定しようが，どれもどれも許容さ
れないことが益々明瞭に示された。そこに前世紀の半頃に，ジェームス・クラー
ク・マクスウェルは，光が一つの電磁的過程であると云う大胆な仮説をもってあ
らわれた。彼は電気の彼の理論によって，

おのおの
各 の電気的擾動はその発生の場処か

ら真空中に於て波の形で毎 300,000
キロ
粁の速度をもって進行すると云う結論に導か

れた。そして純粋の電気的測定から導き出されたこの数が光速度の大いさと一致
することが彼に，光をまさに電磁的擾動として解する試みへの最初の衝動を与え
た。この立場の真なることに対する証明は，ここでは唯，それから出るすべての
結論が経験によって確められると云うことによって示される。彼の勝利と相結び
ついてなされた根本的の進歩は実に理論をして非常に簡単ならしめ，直接にそれ
から引き出される結論を満足させることにあった。
もと
固より電磁的過程の本質が光学的過程のそれよりも理解し

やす
易いと云うことは決

して云われない。けれども光の電磁的理論を不都合と認め，それは一つの謎の代
りに他のものを置き換えただけであると思う人は，この理論の意味を誤解してい
るのである。なぜなら，それの功績は，従来互いに離れ離れに論ぜられねばなら
なかった物理学の二つの部分を唯一のものに結合し，従って一つの範囲に対して
成り立つすべての法則がその儘亦他に対しても応用し得るようにしたことに在る
のである――之は光の力学的理論には

かつ
曾て成功されなかったし，又成功すること

のできなかった一つの効果である。光の電磁的理論の引き入れられる以前には，
物理学は力学，光学，電気力学の三つの部分に分たれていた。そして之等を結合
することがあらゆる物理学的研究の最後の

か
且つ最大の問題であった。ところで光

学を全く力学に附属させることができなかった代りに，今や少くとも，電気力学
とすっかり融合したので，之によって分離した範囲の数が二つに減らされたわけ
である――物理学的世界形像の単一性に達する路に於ける最後の一つ前の進歩で
ある。いつ，そしていかにして最後の進歩たる力学と電気力学との融合が結果す
るであろうかは今日といえども未だわからないが，現在多くの優れた研究者がこ
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の問題に於て仕事している。目下のところそれは未だ完全に解決に熟していない
ように見える。何れにしても旧時の力学的自然観は電気力学を簡単に力学のなか
に消滅させてしまおうとしたが，現在ではエーテル

も
若しくは，それでいけなけれ

ば，之に代るものを総ての電気的現象の負荷者として
み な
見做すことによって，物理

学者の大多数に在っては殆んど押し退けられてしまった。之をそれ程に毀損して
しまったのは，アインシュタインの相対性理論から結論として，客観的な即ち観
測者に独立な物質的エーテルなるものは存在し得ないと云うことが引き出された
ためである。

も
若し

そ
然うでないならば，空間に於て互いに運動する二人の観測者の

うちでたかだか一人が，エーテルに対して静止すると主張せねばならなかった筈
であるのに相対牲理諭によれば常にこの二人のどちらにも同じ権利が許されるか
らである。
マクスウェルが単に豫言的に云うことのできた事柄を数十年後にハインリッヒ・
ヘルツが事実に置き換えた。彼は即ちマクスウェルの計算した電磁波を現実に作
り出して，電波が単に熱及び光の波と比べて

およ
凡そ百万倍程大きい波長によって相

異するに過ぎないと主張する光の電磁的理論に終極的の勝利を与えた。かように
して光のスペクトルが遅い振動の方面に豫想外に拡張されてから間もなく，理論
のこの構成に対して丁度反対の方向に之に相応するものが，レントゲン線並びに
もっと非常に速く振動するところの

い
謂わゆる放射性物質のガンマ線の発見によっ

て対等に附加されるようになった。之等の線も亦全く光波の性質を有し，同様に
電磁的振動であるが，只その波長が非常に短いのである。之等も亦同じ法則に従
うことはレントゲン線に於ける干渉現象が最近にラウエによって発見せられたた
めに特に有力にせられた。物理学の文獻に於て力学的考察方法から電磁的への転
移がいかに容易に

か
且つ静粛に行われたかは，注目すべき価値がある――之は物理

学的理論の核心がその出発する見解に存しないで，之の導く法則に存すると云う
ことのよい例である。光学の根本方程式はその儘成立するし，又経験とも一致し
ていた。

しか
併しそれはもはや力学的に解釈せられ

も
若しくは導き出されないで，

かえ
却っ

て電磁的になされるのであって，之によってその応用範囲は非常に拡大せられた。
一つの重大な高遠な目的が，後になって不当として証せられた路を経て達せら
れたと云うことは，之が最初ではない。之から考えると，理論は

むし
寧ろ直接の経験

を超越した特殊な仮説をすっかり見棄てて，純粋に事実的なもの即ち測定の結果
に制限する方がいいと云う結論を引き出すことができるかも知れない。けれども
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そ
然うすると理論は，それがあらわれるために是非とも必要な最も重要な補助手段，
即ち発展するところの思想の設立とその正当な発展とを失ってしまうであろう。
之がためには理解ばかりでなく想像をも必要とするのである。実際に，光の力学
的理論も亦今日大きな貢献を果したのであって，之なしには光学は確かにそんな
に速く今日の精華には達しなかったに違いない。
ホイヘンスの波動説は電磁的見解によっても亦その本質的内容を変更せずに保
たれる。それは即ち，

おのおの
各 の擾動が生起点からすべての方向に同心的球波に於て

拡がることを述べる。唯だ拡がるものは，もはや力学的エネルギーではなくて，
電磁的エネルギーであって，週期的のエーテル振動の代りにあちこちに動揺する
電気的及び磁気的の場の強さがあらわれる。
かようにして得られた高い立場からして，光の学，

も
若しくは今日では一層明確

に云って，輻射エネルギーの学は我々に一つの確固たる，
な
尚お亦単一的の

か
且つ完

結せる大殿堂の形像を与える。それに於ては外観的にまるで異ったすべての電磁
的振動が互によく秩序立てられて並列し，

ことごと
悉 くホイヘンスの波動論に従って同

じ進行法則に支配せられて居り，一方の側では数
キロ
粁も長いヘルツの波動から，他

方では一
センチ
糎内に数十億の波を数える硬いガンマ線にまで及んでいる。その際人

間の眼は全く除外せられて
しま
了うので，それは単に甚だ感じのよいものではある

が，偶然的のひどく局限された反応器官としてあらわれるに過ぎない。なぜなら
それは単にオクターヴ程の幅にも足りない小さなスペクトルの領域内にある線だ
けを感ずるに過ぎないからである。それ以外のスペクトルに対しては眼の代りに，
種々の波長に適応する他の受動並びに測定器械，例えば波動探知器，

ねつでんつい
熱電堆，ボ

ロメーター，ラジオメーター，写真板，イオン化検索器などがあらわれる。即ち
光学に於ては物理学的根本概念の特殊感覚からの分離が完成されたこと，丁度力
学に於て力の概念が既に久しく筋覚とのそれの根源的関係を失っていたのと同様
である。――

も
若し仮に私がこの講演を二十年前にしたとするならば，私は之をこの場所で打
ち切ることができたであろう。なぜなら根本的に新らしい事柄がもはやそれ以上
には存在していなかったからであり，そして今述べた荘厳な形像からは近代物理
学の高い功労へのまことに喜ばしい結論が期待されたに違いなかった。だが私は
それだけでは諸君にどれ程も新らしいことを提供することができないのを思っ
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て，
そもそ
抑もこの講演をしようとはしなかったであろう。ところが今日ではまるで

違ってしまった。なぜならその時以来形像が本質的に変えられずにはいなかった
からである。私が今諸君にお話した誇らしい殿堂は，近頃になってその土台に或
る疑わしい

か げ き
罅隙をあらわし，少なからぬ物理学者は既に今日新たな基礎づけを望

ましく考えている。電磁的見解は多分いつまでも差障りなく残るであろうが，
しか
併

しホイヘンスの波動説は，少なくとも本質的の部分に於て深刻に疑われ出してい
る。そしてその原因は或る新らしい事実の発見なのである。ここに存在する多方
面の材料を出来るだけ沢山に集める代りに，私は先ず単に之等の事実のうちの唯
一つを少し詳しく立ち入って述べてみたい。
紫外光を真空にせる空間にある金属片の上にあてると，金属から幾らかの電子
が多少とも大きな速度で射出せられる。この速度の大いさは本質的に金属の状態
に関しないし，特に亦その温度にも関しないから，飛び出すところの電子のエネ
ルギーの根源は金属になくて，金属が出遇う光線にあると云う結論が先ず出され
る。之はそれ自身では驚くに足りない。光波の電磁的エネルギーが電子運動の運
動エネルギーに変化すると仮定すればそれでよかったのであろう。

しか
併しながらホ

イヘンスの波動論に外見的に打ち勝つことのできない困難が準備されていると云
うのは，フィリップ・レナード及びその他によって確立された次の事実のためで
ある。即ち電子の速度は輻射の強さによらないで，唯それの波長，即ち用いられ
た光の色にのみ関係し，従って短い波が用いられる程速度が大きくなる。光源と
しては例えば放電火花を用いてもよいが，金属をだんだんにこの光源から遠方の
距離に退けても，照明が弱くなるにも

かか
拘わらず電子はいつも同じ速度で飛び出し

て来る。唯異るところは，光の強さが減ずるに従って毎秒間に射出せられる電子
の数がだんだん減少するだけである。
そこで困難は次の問題の解答に存するのである。飛び出す電子は，光源からの
距離が大きくなって，光の強さが殆んど消失する程になったとしても，その速度
を少しも減少しないとするならば，その運動エネルギーを果して何から取り出す
のであるか。ここでは明らかに光のエネルギーが電子の射出せられる場所に一種
の集積をなすとしなければならないであろう――そう云う集積はホイヘンスの波
動論に従って電磁的エネルギーが四方に一様に拡がると云うことのなかには全く
未知のものである。たとえ光源がその輻射を一様でなく，例えば燈台の光のよう
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に間歇的に出すと仮定しても，それでもかような閃光のエネルギーは，輻射がす
べての方向に一様に波動の形で拡がる場合には，遂には大きな球面に分布せられ
て，照らされた金属は只そのうちの極僅かしか受け取らないようになるであろう。
そして

およ
凡そ実現せられ得る條件のもとに，一箇の電子に対して光の色によって決

定される実際の速度を与えるためには，幾分間
も
若しくは幾時間の照明を必要とし

たであろうかを容易に計算する事もできる。ところが事実上この効果の出現に対
して必要な輻射時間に関しては従来まだどんな制限條件も設けることはできな
かった。作用は

むし
寧ろいつでも非常に速く起るのである。紫外線に於けると同様に，

レントゲン線に於ても亦ガンマ線に於いても全く同じ効果が観測せられ，その際
には射出電子の速度は，

もと
固より之等の線の波長の遙かに短いために，一層遙かに

大きくなる。
この特有な事実に対する唯一の可能な説明は，光源から送り出されるエネルギー
が時間的にばかりでなく，亦空間的にも或る溜り場所に凝集していると云うこと
であるらしい。云い換えれば，光のエネルギーは完全に一様にすべての方向に拡
がるのでなくて，即ち限りなく稀薄になってゆくのでなくて，常に或る一定の単
に色だけに関する量子に凝集し，それが光速度ですべての方向に飛散すると云う
のである。そうすれば，

おのおの
各 のかような光量子は金属に出遇ってそこの電子に自

分のエネルギーを伝え，そして之は光源からどんなに遠くなってもいつも同じで
あることができる。
我々はここにニュートンの放射説が，エネルギー論的に変改された別の形で再
び呼び戻されるのを見る。けれどもニュートンの放射説に対し当時それ以上の発
展を阻止したところの光の干渉の現象が，やはり光量子説に対しても大きな困難
として襲いかかった。なぜなら，二つの等しい性質の光量子が独立に空間を飛ん
で共通の路で出遇う場合に之等がどうして互いに中和し，しかもエネルギー原理
を損わないようになることが可能であるかを理解することは困難であるからで
ある。
この事情からして輻射理論に対しては，この両面に向って危険なディレンマか
ら何等かの方法で遁れようとする試みを極力行わねばならないと云う必迫的な問
題が生長した。そこには

もと
固より，金属から射出せられた電子のエネルギーが輻射

に由来しないで，金属から発すると云う仮定を試みるのもいいかも知れない。即
ち例えば火薬樽に於て些細な火花が任意に大きな量のエネルギーを放出せしめ
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ることのできるように，輻射は単に導火的にはたらくとするのである。そうすれ
ば更に，解放されたエネルギーの量が特に解放手段の種類に関すると云う仮定を
之に追加しさえすればよかったであろう。物理学の他の範囲に於て幾分之に類し
た現象を挙げることも困難ではない。私はここに例としてマックス・ボルンが或
る機会に用いた形像を引いて，少し詳しく話してみたい。諸君は一本の高い

り ん ご
林檎

の樹を想像してごらんなさい。そのすべての枝には熟した果実が一杯にさがって
いる。果実はすべて同じ大いさであるが，茎の長さを異にして居り，茎の短いも
のは長いものより高い処にあると云う風に並んでいるとする。そこで

も
若し非常に

弱い，
しか
併し一様な風が枝に吹いてくるならば，どの

り ん ご
林檎も幾らか宛は振動するが，

高い処にあるものは振動が速く，低いものは遅い。之だけではどの
り ん ご
林檎も落ちな

いけれども，
も
若し我々が樹を非常に弱く，

しか
併し一定の規則立ったリズムで揺する

と，この動揺の調子と丁度一致するような週期をもった
り ん ご
林檎は共鳴にょって振動

を強めるから，動揺が長く続き
か
且つ強くなればなるに従って，そのうちの沢山の

り ん ご
林檎が落ちるようになる。之等の

り ん ご
林檎は一定の，唯その最初の高さだけに，従っ

て亦唯茎の長さだけによって限定せられた速度をもって地面に落ち，その他のす
べては樹に残っている。
一体に比喩は必ずしも完全でないと同様に，この比喩も亦そうであることはす
ぐに解る。現に私の述べた形像では，之に

あず
与かるエネルギーの源は内部の運動エ

ネルギーではなくて，万有引力である。
しか
併しながら本質的の点だけは之に於ても

実現されている。即ち解放された粒の終速度は単に擾動の週期だけに関係してい
るのに反し，擾動の強さはこの粒の数だけを左右するからである。
けれども小さな金属片に，

り ん ご
林檎の樹のような複雑な構造やエネルギーのかよう

な充実を帰してもよいであろうか。この問題はちょっと聞く程に危険ではない。
なぜなら，我々は久しい間，化学的原子がすべての物質の組み立てられる簡単な
不変的な構成要素ではなくて，

むし
寧ろ箇々の原子，特に重い金属の原子が一つの世

界と
み な
見做されねばならない程に，豊富な

か
且つ複雑な内容をもっていることを知っ

て居り，之に深く立ち入れば入る程それが解るからである。又エネルギーに関し
ては，相対性理論によると，物質の 1グラムのなかに温度には全く無関係な，20

兆カロリー以上のエネルギーを含み，無数の電子を射出して
な
尚お餘りがある。

さて今述べた見解が実際に危険に瀕した波動説を救う遁路を意味するか，又は
遂にそれでも一つの袋路に陥るに過ぎないかと云うことは，実際にその路を辿っ
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て，どこにそれが落ち着くかを見極めることによって判断するより外はない。こ
こに先ず理論家の仕事がなされなくてはならない。彼はともかく互いに対立する
二つの仮説に対して之等に多少とも信用を置くと否とに

かかわ
拘らず，双方を深くし

て行って，之に含まれる結論を引き出し，実験による検証が出来得るような形に
持ち来たさなければならぬ。之がためには物理学的教養並びに必要な数学的武器
の外に，亦測定の精密度に対して置かれる要求の程度に関する適当な判断が必要
である。なぜなら期待せられる効果は多くは測定誤差の限界のすぐ近くに横たわ
るからである。我々がこの方法で現在の問題に対しいつ全く明瞭な結果に達せら
れるかは，今日未だ確かには豫言することができない。
私がここで光の作用に関して述べようと思った事柄は，全く同様に光の原因に
ついても，即ち光線の発生の際の過程についても成り立つ。ここにも亦新たに困
難に迷うところの謎に対して，近頃自然現象の法則性に於て成功することのでき
た驚くべき深い眺望があらわれる。光の発生の場合にも亦同じ量子が再び特性的
の役目を演ずると云うことだけは確かである。
デンマークの物理学者ニールス・ボーアの大胆な仮説は最近にその効果を驚く
べく増加したが，之によれば，発光気体の

おのおの
各 の原子内には多少の数の電子が重

い原子核の周囲に種々の距離で全く一定に規則づけられた軌道に於て周廻し，丁
度太陽の周りの惑星と同じ法則に従いながら，その振動を起している。

しか
併しこの

振動から発する光は決して，振動する音叉の尖端からの音波のように，中絶せず
に

か
且つ一様に原子から周囲の空間に送り出されるのでなく光の放出は常に間断
的に衝動的にのみ起る。なぜなら，それは決して規則正しい電子振動それ自身に
よって條件づけられるのでなく，この電子振動がふと突然に或る変化を受けると
き，しかも電子をその本来の軌道から他の，より安定な，僅少なエネルギーで足
りる軌道に投げるところの，

い
謂わばそれ自身に於ける破壊，即ち一種の内部的崩

壊の際にのみあらわれるからである。そしてその際に餘剰となるだけのエネル
ギーが原子を去って，光量子として空間に飛び出すのである。
この過程に於て最も奇妙なのは，放射された光の週期即ちその色が一般に電子
振動の週期と，即ちその最初の軌道に於けるものとも，又転移後の軌道に於ける
ものともまるで一致しないことである。それは

むし
寧ろ特別に放射エネルギーの量に

よって限定せられている。即ち振動が速ければ速い程，光量子は益々大きいので
あるから，光量子として取られたエネルギーの量の大きなものには短い波長が相
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応する。従って例えば多くのエネルギーが放出せられる場合には紫外線とか又は
レントゲン線とかが生ずる。之に反し僅少のものが放出されれば，赤又は赤外線
があらわれる。

しか
併しどうしてかような具合に生じた光の振動が非常な規則正しさ

をもって，厳格に単色的に結果するようになるかは，現在ではまだ全く解らない。
実際に，すべて之等の思想は華々しいけれども，実は空虚な想像の遊戯として
しか値いしないと考えることもできたかも知れない。

しか
併し他方で，既に数十年来

沢山の物理学者が絶えず骨折って探究した種々の化学的元素のスペクトルの神秘
的な構造，特に既に沢山の価値ある観測材料が集められ，

か
且つ選り分けられたス

ペクトル線の系列に於ける複雑な法則性を，この仮説を用いて一挙に明らかにす
ることに成功し，しかも大体に於てばかりでなく，アーノルド・ゾンマーフェル
ドが始めて示したように，一部分最も精細な点にまでも立ち入って，最も鋭敏な
測定の精密度と対抗して更に之をさえも所々で打ち超える程の精密さをもってな
されたことを考えるならば，――我々はどうしても，ともかくも言葉通りに自然
の秘密を探ることに実際に成功したと云う印象をもたずにはいられないであろう
し，そして又この光量子に，少くともその生成の瞬時に対して，或る現在的存在
を認識するように，善かれ悪かれ，決断しなければならない。その後光が周囲に
拡がる場合に光量子がどうなるか，即ち，量子のエネルギーがニュートンの放射
説の意味で，空間的に絶えず集中しているか，又はホイヘンスの波動説の意味で
すべての方向に拡がり，それによって終極なしに稀薄になるかと云うことは，別
の問題であって，その根本的の意味は既に前に私の話した処である。
かくて光の物理学的本質についての我々の知識に関する私の今日の報告は，誇
らしい知らせではなくて，謙遜な疑問に終るのである。実際に，光線自身が量子
化されているか，又は量子作用は単に物質に於て起るのであるかと云う疑問は，
全量子論に含まれた第一の

か
且つ最も困難なディレンマであって，その解答は量子

論の今後の発展に待つより外はない。
諸君，私はこの講演で諸君を狭い小径に案内し，多分は多くの人に適当と思わ
れる程度を超えて遠方に，研究の最前線にまで持って行こうとした。その場所で
は現在あらゆる民族の率先者が血を見ない闘争に於て格闘し，新らしい未知の土
地に確固たる足跡を印しようとしている。我々のカイザー・ウィルヘルム協会も
亦或る意味でこの仕事に関与している。即ちそこには物理学的研究に対する特別
な研究所があり，その所長アルベルト・アインシュタインの名は，或る効果をも
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くろんで同所に提出されるどんな発議をも最も注意深く試めし，場合によっては
之を有力に支持するであろうことを保証する。丁度今日のように恐ろしい混迷に
充ちている，そして希望に輝く眺めにあこがれ待ち焦がれている時代に於て，

も
若

しもまさにドイツの研究が国際的科学に対して高い意味のあるこの範囲に於て断
然たる進歩を踏み出すことに貢献することができたとしたならば，それは我々の
祖国に於て多くの方面に精神的能力が

な
尚お昔ながらの溌剌さをもっていると云う

慰安を約束する一つの徴しであろう。
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