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｢進化の力学-の場の理論的アプローチ｣

観測理論と測定の圭子限界

名古屋大学 教養部 小帯正直

1.序論

この報告のもととなった研究会で,私は重力波検出にまつわる測定の量子力学的限界

をめ ぐる最近の論争に関する新しい結果 【088】について報合した.この進化の力学の

研究会では観測閑適に関するテーマが継続的に扱われていることから,私が採用 した方

法論とその背景となった数学理論に関する解説を研究会で求められた.目的とする問題/

の異なる二つの分野が同一の概念を扱うとき,その方法論の速いを解鋭することは意外

に困難であることを痛感したが,この研究会本来の目的から,この原稿を用意するとき

に,観測問題のある側面に必然的にコミットすることになった.その意味で,この報告

には,本来解説すべ善測定の土子限界に関する結果の解説の前に,観測理論一般に関す

る一つの考えが表明されている.観測理論については,研究者の赦だけ異税が存在する

分野であるといわれるほど,論争の活発な分野であるわりには,基本概念が整理されて

いるとはいいがたい分野であるといわれている.私のコミットメントは,量子力学的測

定の誤差論という本来の目的のために必車最小限の概念の亜理であるにすぎないが,観

測問題のある側面に一つの光を当てることになれば幸である.

それでは,本論において,どういう問題が扱われ,その解析のために,観測とか測定

という嘗薫が,どういう意味で使われるのかについて,少し前置きをしてやこう･

私がここで取 り扱う問題は,一つの自由質点の位置をある時間間隙で継続的に測定す

る場合に,どのくらいの精度でその質点を監視できるかという問題である.この清度が

完全である場合には,その時間間隔にその覚点に外部から加えられた古典的力を完全に

推定することがで尊,不完全であれば,その力の推定にはその清度に応じた誤差が含 ま

れる.このことは,マイケルソン干渉計を監視することにより重力波を検出する試みが

なされるようになって,その感度の限界を議論するときに問題となった.干渉計の二つ

のアームの端には鏡が自由運動をしていて,その距離を監視することにより,鏡に作用

する外力が推定される.しかし,その測定を限界まで清密に行えば,ある時刻の鏡の位

産の測定が鏡の波束を収縮させ,次の測定までの波束の広がりがこの鏡の監視に不可避

な誤差を与えると考えられる.この考えに基づいて,位置の反復測定には標準豊子限界

と呼ばれる精度の量子力学的限界があるという議論がなされてきた lU79,B74,C80コ.

ところで,測定の議論におけるもっとも基本的なテーゼは,どんな測定にもその過程

の一部に物理的に解析できる過程が含まれるということである.もちろん,この物理的

過程は測定される対象と測定器との相互作用として記述される.ということは,測定器

の物理的横様を改良することにより,その相互作用をわれわれの目的にかなうようにす

れば,より'精度のよい測定の統計が得られるのではないかという考えを否定することが

できない.もちろん,この分折は物理法則に従うので,不確定性原理という基本的制約
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から逃れることはできないが,測定の過程のどの部分にその制約が巻いているのかとい

うことは,詳細な分析を車する問題で,波束の収縮というやや教集的な原理によってそ

の分析を放棄すべきものではない.

干渉計による測定過程の分析には,二通りの方法がある.一つの方法によれば,測定

誤差の由来は,光が鏡に反射するときに鏡を反作用でランダムにキックすることによる

揺射圧雑音,および,光子計数等がもつ検出誤差である.さて,光の強度を上げれば,

検出誤差を小さくできるがそれに応じて,瑠射圧雑音が大きくなり全体の精度に一定の

取界があることが結論きれる.このことは,メカニカルな誤差の要因が将射圧雑音にあ

り,これが不可避だということになる.次の分析は,測定過程を光と鏡の量子力学的相

互作用として記述するもので,この分折により,将射圧雑音が鏡の位辞と運動量の不

確定性関係から求められる.このようにして,通常の干渉計には兼併に前述の測定の量

子力学的限界が認められる.

このことは,前述の波束の収縮による諌論が原理的限界を導くとする考えに有力な梶

拠を与えるようであるが,しかし,測定のための可能なあらゆるメカニズムがこの単純

化きれた議論にしたがうという論理的保証がただ一つの例から薄られないことは明らか

である.では,本当に,可臆なあらゆるメカニズムに対して,この測定の限界が存在す

るのであろうか.つまり,干渉計に対するどのようなメカニズムの改良もこの限界を越

えることができないのであろうか.この標準量子限界を遜る論争の口火を付けたのが,

Yuen[Y83コの次のような提案である:`̀測定の直後に波束が収縮するのではなく,時

間発展にしたがって波束が収縮する状態 くこれを収縮状態という.)にすれば,壌準量

子限界を打ち破ることができる.''測定と波束の収縮が同義であるかのような従来の藩

論から見れば,一見,荒唐無稽なこの提案も,測定のメカニズムとその統計に関する深

い考察を章求し,その後,そのような測定が原理的に可臆かどうかを巡って,論争が重

ねられた~lU84,L84,L85,C85,N86].この報告の目的は,この問題に対して,前述の壌準

量子限界が普遍的限界ではないこと,つまり,Yuen【Y83】の提案に従うような,標準

量子限界を打ち破る測定が原理的に可能であることを証明することである.

では,そのような証明はどのような概念構成のもとで展開できるのであろうか.その

ためには,すくなくとも,ある統計をもつ測定が可能である,または,存在するという

官明に正確な定義を与えなければならない.もちろん,すべての測定が波束の収縮をす

るという前提を誌める定義からこのような証明が得られないことは,標準量子限界を尊

く前述の単純な議論から明らかである.このことから必然的に測定とは何かという問題

に蒔かれる.

いうまでもないことであるが,量子力学は統計的理論である.したがって,扱われる

対象はすべて統計的にしか記述されない.一方,測定は対象からその状態に依存したな

んらかの情報 (一般に,その情報はある物理量の値と解釈きれる.)を取り出す作用で

あると考えられ号.では,統計的な対象から情報を得るということは何によって記述さ

れるのだろうか.Shannonによって創設された情報理論の分野でよく知られている考え

に従えば,この間に対して, `̀対象とその外辞のある系に統計的相関をつくることであ
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る相と答えることができる.情報理論では,測定の対象に相当するものは情報源と呼ば

れ,その外部に当るものは受信機と呼ばれる.更に,その両者を結ぶもa)は情報路と呼

ばれる.情報源は統計的に記述され,情報路の役割は,情報源と受信機の間に統計的相

関をつくることである.受信者は,受信機を̀知覚することにより,受信横で何が起こっ

たかを知り,それをもとにして,情報源で何が情報として送られたかを推定する.この

推定は,情報柘によってつくられた統計的相関に基づく統計的推測である.統計的対象

に対 してつくられた統計的相関をもとに,対象で生起した事象を推定するこの原理は

Bayesの原理と呼ばれる.そして,測定によって得られる情報の量は,情報源に対する

事前の確率と Bayes の原理で更新された事後の確率とのエントロピーの差の平均で測

られる.

ところで,Ehyesの原理は一般に結果の事象から原因の事象を推定する帰納的推測で

あると解鋭されるが,これは,誤解を招きやすいので注意を棄する.というのは,統計

的相関で結ばれた二つの事象に対して,その統計的相関は因果関係を本来何も主張 しな

いからである.その二つの事象の役割は統計的にはまったく対称であり,どちらの事象

からも他の事象の統計的推測が成立する.このことは,疫学調査の例で強調きれるよう

に,統計的相関は因果関係の兆候であっても,因果関係は別の根拠から結論きれなけれ

ばならない.とくた,力学的に記述される統計的相関は,通常,同時刻q)二つの事象の

生起に関する結合確率である.例えば,ダイスをふって,1の日が出る事象と,ダイス

の底が6由目である事象とは常に完全相関をもつが,底が6の目であることが 1の目が

出ることの原因ともその逆とも考えない.両者は,ダイスをふったことが原因で確率的

に生超した完全相関をもっこつの結果である.したがって,統計的理論を扱う噂合には,

因果性,保存性,統計的相関の概念の間の関係について,注意深い噸政が必車である.

(上の例でいえば,ダイスの相対する面の目の和が7であるという力学的捷連は,ダイ

スを掘ることによって変化しない保有的性質であり,ダイスを撮ればどれかの目が l/

6の確率で現れるというのが因果性である.保存的性質は統計的相関によって表現きれ,

一方の事象から他方の事象の生起が統計的推淋 こよって知ら中るが,二つの事象の因果

関係は存在しない.)

きて,ここまでは,確率の一般論であって,圭子力学の測定による特殊性は何も含ま

れていない.ということは,量子力学の統計解釈には,統計と情報,とくに統計的相関,

に対するこの解釈は必然的に含まれていると考えられる.それでは,この情報理論の枠

組を量子力学的測定の分析に当てはめてみよう.情報源に対応するのは測定の対象であ

り,受信横に対応するのはその外辞のある系であって,それを便宜的に測定者と呼ぶ.

測定は,対象と測定器の間に統計的相関をつくることで行われる.この統計的相関をつ

くるもの,つまり,情報鞄の役割は,対象と測定者の物理的相互作用によって記述され

る.そこで,受信者に対応する観測者は,物理過程に完全には帰着できない知覚の過程

によって,測定.%で生起する事象を知ることになる.この全過程を観測過程と呼び,対

象と測定等の統計的相関がつくられるまでを測定過程と呼ぼう.もちろん,情報理論が

そうであるように,この観測によって得られる情報の分析には,測定過程を分析すれば
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充分である.

では,観測者はこの観測によってどのような情報が得られるであろうか.まず,測定

者に生起 した事象を知ることによって くこれは,測定器に用意されたある物理量を観測

す ることにより得られる.),測定値と呼ばれる情報が得られる.次に,この測定値と

Bayesの嘩理にしたがって,対象の状態に関する情報が得られる･ところで,この対象

の状態に関する情報は,対象と測定巻との相互作用が原因となってつくられた統計的相

関からえられたものであるから,正確には,測定過程の直後の状態が知られることにな

る.ところで,いわゆる波束の収縮という現象は,この二つの情報がある特殊な統計的

相関をもつことを意味しているにすぎない.つまり,このようにして得られる二つの情

報が,次のようになっているということである:`̀測定過程の直後の状態は測定値の固

有状態である.''vonNeudfann【N55】は相互作用がある特殊な形をしていればこのよう

なことが可能であることを証明して,いわゆる観測理論の基礎を築いた.すると,われ

われの問題は次のようになる :叫適当な相互作用を選ぶことによって,測定値が箕点の

位置を表し,測定過程の直後の状態が,波束の収縮をせず,Yuen[Y83】の収縮状瀧 に

なるような測定過程がはたして存在するか?''このように概念棟成を雑み立てることに

より,この間蓮は,完全に量子力学の原理だけに支配きれる数学の同港に帰着きれる.

じつは,このような情報理論的枠組は観測理論にとって決して目新しいものではなく,

観測理論の出発点になった vonNeLJnannの議論のなかに明らかに故められるものであ

る.ただ,YonNeumannの謙論では,波束の収縮という,測定値と測定後の状態が完全

相脚をもつ場合だけが論じられているので,一般的枠雑が見にくくなっている.そのた

めに,YonNeuJdann以後の我渦理論の諌論のなかでは,ともすると,この親点に対する

考慮が看過されているように思われる.例えば,観測理論の解武者で通常行われる説明

に,次のようなものがある :〟対象と測定器は相互作用して,対象の状態と測定器の状

態が 1対 1に対応する状態に時間発展する.これは,この相互作用が測定であるからに

は測定昔の状態を見て,対象の状態が知られなければならないからで,これによって,

測定器だけを見ることが許される.''しかし,ここに含まれる見せかけの説明,つまり,

測定器から得られる測定値と対象が本来もっているように見える物理量の値との 1対 l

対応,という考えはまったく無意味である.なぜなら,測定値の統計は相互作用直前の

対象の状態に支配されているのに,ここで述べられている状態の相関は,相互作用直後

の対象と測定者の状態だからである.つまり,統計的相関が因果関係を意味しないとい

う意味で,この 1対 1対応は,対象の量の値と測定値の因果関係を表さない. く対象が

はじめに測定される圭の固有状態であるときに限り,そのような因果関係が生まれる.

というのは,そのときには測定過程によって状態が変化しないので,過去の状態と現在

の状態を浪岡することが許され-るからである.)したがって,そのような因果関係のた

めに,この対応が,相互作用が渦定としての亀件をなすという鋭明は無意味である.吹

に, 〟この相互作用の直後に租幼者が測定者を観測して,測定値を知ることによって,

1対 1に対応し泡状態のひと雑が選ばれ,それによって,対象の状態が,測定値の固有

状態に変化する.沖という鋭明も見受けられる.この鋭明が無意味であることは,対象
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のいわゆる波束の収縮は,対象に対して行いうる次の測定の以前に完了していなければ

ならないのに対して,測定器の観測が完了する くつまり,測定値を知る)のは,常に,

それより後になるからである.言い替えれば,この説明では,波束の収縮が観測過程の

直後に起こるのに対して,実際には,測定過程の直後に起こっていなければならないか

らである.というのは,測定過程の直後には,対象に対する次の測定にかかれるからで

あり,波束の収縮の現象論的意味は,次の測定の測定値が前の測定値と完全相関をもつ

ということにすぎないからである.したがって,測定器を観測することが波束の収縮の

原因ならば,原因が鈷兼よりも時間的に後に起こることになる.これはちょうど,ダイ

スの目が 1であることを知ることが,底の目を6にするというような鋭明であって,こ

こにも,統計的相関と因果関係との混同が見られる.それにもかかわらず,この混乱は

yonNeumannの連鎖という不条理を等人して,観測問題の一つの動横にさえ数えられて

いる.それでは,YonNe川annはどう説明したのかということが気になる.そこで,こ

の点に注意を喚起するために,第2節で,yonNeumannの議論 [N55]を再現すること

にした.

以下の各節の内容は次の通りである.第3節では,標準圭子限界を巡る Yuen【Y83]

と Caves【C85]の論争を解説して,目標とする問題が明らかにされている.第 4称で

紘,yonNeumannの測定の理論を,上述の情報理論的観点から一般の測定に拡張して,

測定の量子力学という方法論を確立した上で,どのような測定が物理的に実現可能かと

いう問題に対する一つの解答が与えられている.第5節では,前称の測定の量子力学の

枠組で,圭子力学的測定の誤差論が展開され,標準量子限界に関する議論に厳密な数学

的定式化を与え,そのもとで,標準圭子限界を打ち破る測定の実現可能性が証明きれて

いる.なお,数学的詳論の多くは,引用文献に譲ってあるが,概念的側面に関しては意

をつ くしたつもりである.測定の量子力学という新しい方法論の確立のために,この報

告が新たな議論のきっかけになることが報告者の願いとするところである.

2.観測理論

ここでは,3節以下で展開される測定過程の分析に関する議論の出発点を明らかにす

るために,YonNel川annの観測理論を原典 [N55コに忠実に解説を試み,概念的に重棄

ないくつかの点について検討する.

2.1.YonNeu∬lannの観測理論

古典力学においては物理的対象は原理的にただ一つのやり方で変化する.つまり,全

ての対象の変化は運動方程式に従う.ここでは,対象を観測することにより,対象が被

る変化は原理的にいくらでも小さくすることが可臆であり,理論的には,対象は観測に

よって変化しないとされる.一方,圭子力学において,対象は二通りのやり方で変化す
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る.つまり,孤立した対象の状態は,Schroedin名er方程式に従って変化する (この変

化を過程 2.と呼ぶ.)が,ひとたび測定が行われるならば,それとは全く性格の異な

る,非因果的な変化 (この変化を過程 1.と呼ぶ.また,通常, 以波束の収縮竹と呼ば

れている.)を被るとされている.このように童子力学に不可避的に雑み込まれた二重

性を解明するために, YonNet川annlN55コによっ･T圭子力学の観測理論が生み出され

た.

･YonNeumannによるこの間題の解決は極めて明解であJ計が,その後,現在に至るまで,

その理論†の概念的な側面について,議論が絶えない.いわゆる観測問題の出発点となっ

たiyonNeumannの理論は次のようなものである.

vonNeumannの量子力学の公理的理論において,圭子力学系とその状態の概念が重要

な理論の構成要素となっている.量子力学という理論が適用されるのは,一つの特定化

された量子力学系であり,その量子力学系は各時刻にある一つの状態にあると考えられ

ている.圭子力学系の状態は,その系によって特定化された一つのヒルベル ト空間のペ

クいレであらわされ,その物理量はその上の作用素であらわされる.ある状態である物

理量が観測されると,その測定値の分布は対応するベクトルと作用素に対する Bornの

統計公式によって計算きれる.一方,エネルギー的に閉じた圭子力学系の状態は,

schroedinger方程式によって時間発展する.このことから,過去の状態か知られれば,

それ以後の時刻における最初の馳走の結果について圭子力学は統計的な予官をすること

ができ,力学の統計的因果性が確保される.ところで,ひとたび測定が行われれば,測

定の前後での状態の変化は波束の収縮の公式を適用しなければならない.前述の二重性

はここで現れる.JonNeumannのこの二重性についての解明は,測定が常に測定される

物理系とその外部にある他の物理系との相互作用が前提になっていることに基づいてい

る.従って,彼由結論は,極めて明解である.すなわち,測定の前後では, 対象となっ

ている量子力学系はエネルギー的に閉じていないから,SchroedinSer方程式による時

間発展でその状態の変化が記述できないというものである.つまり,一つの系で測定と

時間発展とが両立しないから,量子力学が矛盾した予言を与える可能性はないというわ

けである.実際,彼は,次Ic)ように記している.

きて量子力学は,観測される部分が観測する部分と相互作用をしていない限り.

そのなかで生ずるできごとを過程2.のたすけをかりて記述する.しかし,ひ

とたびそのような相互作用が生ずれば.すなわち測定が行われれば,過程 ュ.

を適用しなければならない,と量子力学は教える.こうして二重性は正当化き

れたのである [N55;p.420(p.344)コ. (注 :文献 [N55]からの引用は括弧内の

ページで指示される日本語版による.)

この結論を支える前提は,明らかにあらゆる測定が物理的相互作用,つまり,外部と

のエネルギーの授受を伴うという考えである.論理的に明らかなように,もし,一つで

も物理的相互作用を伴わない測定が可能ならば,その測定の前後での状態の変化につい
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て,圭子力学は二つの異なる予言をすることになって,彼の結論は破綻する. (しかし,

この考えは,あらゆる測定において授受されるエネルギーが無視できない精度のレベル

において圭子力学の原理が必然的に成立するというわれわれの日常的感覚の言い替えに

すぎない.更に,一度その作用の影響が力学の原理に付け加えられて,力学の清度がそ

のレベルに維持きれれば,測定による作用の内容をその力学が記述できるとするのも当

然と考えられる.)YonNeumannはこの考えを次のような物心平行論の要欝から導いて

いる.

第一に,枚測すること,あるいは,それに結びついた主観的な知覚の過程は,

物理的環境にとって新しい何かであって,これに帰著させることができないと

いうことは,それ自体としてはまったく正しい....しかしながら次のいわ

ゆる物心平行論は,科学的世界観にとって基本的な表音である.すなわち,実

際は物理外の過程である主観的な知覚過程を,あたかもそれが物理世界におい

て生 じたかのように記述すること,すなわち,その過程の部分を客観的な環境

の中の,通常の空間内における物理的過程に対応させることが可能でなければ

ならないということである [N55;p.418 (p.333)】.

この葉音から直ちに̀導かれることは,系 Iを観測する過程の一部が,必ず,系 Iを

含むある物理系 l十日 における物理的過程を含むということであ り,しかしながら,

観測の全過程は完全に物理過程には逮元できない主観的知覚の過程を含むということで

ある.更に,物心平行論の要請は,知覚の過程の物理的過程への逮元がどこまでも可能

なことを主張 しているから,どこまでが物理系 I+Ilとして物理的に記述されるかに

関しては,極めて任意である.このことは,YonNeumannの次のような青葉で明らかに

されている.

すなわち,われわれはいっでも世界を二つの部分に分けて,一方を観測される

系,他方を械測者としなければならないのである.前者においては全ての物理

的過程を (すくなくとも原理的には)いくらでも塘確にたどることができるが,

後者ではそのようなことは無意味である.両者のあいだの境目は極めて任意で

あって･うえの例では4つの異なった可能性が示されていた- ･_･この境界
を現実の観測者の身体の内部へいくらでも深く移すことがで蕃るということが,

物心平行論の原理の内容である [N55;p.420(p.334)].

このようにして,観測過程が,常に,本来の観測される系とその外部の系 (これを便

宜的に測定装置と呼ぶ.)との物理的相互作用,および,測定装置に対する本来の観測

者の主観的知覚の過程という形で,分析可能であるという,いわゆる物心平行論の要請

によって,状態変化の二重性の正当化がなされた.しかし,実際に全ての観測過程がこ

のような形で,すくなくとも原理的に分析できることを示さない限り,この議論は空虚
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なものとなるであろう.このような筆者は,物理現象がそれを記述する座標系によらず

に物理学で記述されること,または,任意の二つの座標系によって一つの物理現象が整

合的に記述されることというような要請と似た,いくぶん形而上学的な性格をもつ.こ

こで求められていることは,一つの観測という物理現象 (その結果が物理学で予言でき

るという意味で,これは物理現象である)が,観測される系と観測者の境界を任意にと

ることによっても,量子力学が現象の整合的な記述を与えることを示すことである.

YonNeumannの次の青葉はこのことを意味している.

しかし,観測される系と観測者の問の境界をうえの意味で任意に移動させるこ

とができるということが証明きれない限り,物心平行論の原理が破れるおそれ

がある [N55;p.420くp.334)】.

vonNeuhannの観測理論の中心的甜分は,この境界の任意性に関する盤合性,すなわ

ち,観測過程に含まれる被観測系と測定装置系との相互作用の圭子力学による記述可能

性の証明にある.この証明は次のように定式化きれる.

これを論ずるために世界を三つの部分 I,ll,IIIに分ける.)は本来の観測

される系,IJは測定装置,=Iは本来の租測者である.証明すべきことは,境

界は 暮と Il+=lとのあいだにも,また l+llと IJlとのあいだにもおく

ことができるということである [N55;p.421くp.334)コ.

つまり,一方では-,Iのみが圭子力学系として記述され,過程2.は Iのみに適用さ

れ,tの観測(つまり,物理的に分析きれない Iと Il+lH の相互作用,または,I

に対する本来の観測者の主観的知覚の過程)に際しては,1について過程 1.が適用さ

れる.他方では,I+llが圭子力学系として記述され,過程2.が適用される.1の観

測に際して,この記述では観測過程の一部が けり における物理的過程として記述さ

れ,それは,lと Ilの間の物理的相互作用として過程2.によって記述される.観測

過程の残りの部分は,本来の観測者 Illによる I+lIに含まれる測定装置に対する主

桟的知覚の過程である.そして,証明すべきことは,どちらの記述によっても本来の測

定される系 Iに対 して同一の陳述が得られるということである.それでは,これら二

つの記述が,系 lに対して同一の陳述を与えるということは数学的にどのように定式

化されるであろうか.

本来の測定される物理量を全て単純な固有値 al,a2,.- と,固有ベクトル ¢1,

¢2,-.をもつ系 Iの物理量 Aとする.このとき,周知のスペクトル分解の記法で,

A-= ∑i ail¢i><¢ilと書かれる. (物理圭 Aに対する自己共役作用素を Â

で表す.)]を･観測される系,II+1日 を観測者とするとき,系 Iの状態 ¢でこの

測定が行われるとすれば,この測定に関して,圭子力学は,過程 ュ.を適用することに

より次の陳述を行う.
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測定は,[を状態 ¢ から ¢i (i=1,2,...)のうちの一つの状態へ,それぞ

れ確率 I･¢l¢i,t2で移行させる [N55;p.439くp.348)】.

もちろん,このとき得られる測定値は ai である.

次に,1+llを観測される系とし,lH だけが観測者とすれば,この測定に関する圭

子力学の陳述は,t+llに過程2.を適用することにより,次のようになる.

11は )における Aの値を示す日盛りをもった測定装置である.この目盛りの

うえの指針の位置は,元来 IIIによって測定される Ilの物理圭 Bであって,

...その値は Aの値 と 1対 1に結びつけられている.Aの値を al,a2

,.‥,Bの値を bl,b2,...とし,ちょうど an と bn とが結び付 くように

番号を付けてあるとする.

はじめ lは く知られていない)状態 ¢(q)に,lLは (知 られている)戟

態 ぞ(r)にあったとすれば,l+Ilの状態は 4･くq,r)= ¢(q)書くr)である.

測定は(H によって tに対して行われるかぎり),..., (I+H の)エネ

ルギー作用素 Hによって時間 t の間に行われる.これは過程2.であって中

を

争'=exp(-27titH/h)4･ (2.1.1)

に変える [ N 55;p.439 くp.348)].

せて,観測者 Illの立場からみて,どのようなときに,この記述が系 Iの測定と見な

されるであろうか.このことを明らかにするためには,過程 1.を定式化するに至った

次の再現可能性の要請を思い起こす必要がある.

(M.) 1つの系Sで物理圭 Rを2回すぐ続けて観測すれば,2回ともおな

じ値が得られる.このことは,たとえ RがSの最初の状態において分散をもち,

そのうえ Rの観測がSの状態を変化させ得るにもかかわ らず ,な りたつ

[N55;p.335くp.268)】.

この要請は,系 lのみを物理系とみる観測者 tけ tllにとって系 lの状態が測定の

前後で過程 1.に従って変化することと同等であることが示されている 【H55;pp.212-

223,pp.347-349,(pp.170･179,pp.278-280)].よって,観測者 IIIの陳述が過程 1.を

用いた観測者 tl+llIの陳述と同一であるためには,観測者 ‖)の陳述が要青 くM.)

を満たさなければならない.ところで,系 l+Ilを物理系とみて,観測過程の一部を

系 暮+Ilの相互作用とみる観測者 IIIにとって,この要請は次のことを意味する.観
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測者 川 にとって,物理圭 Aの最初の測定は,系 I+Ilの相互作用の直後に測定装

置である系 Ilの物理圭 Bを観測することに相当し,2回目の測定は,系 t+IIの相

互作用の直後 (これが,1回目の測定の直後に相当する時刻である.)に系 tの物理

立 入を直接税測することに相当する.従って,この2回の反復測定の測定値の統計は,

械測着 日Jにとって,系 I+Ilの相互作用の直後における Bと Aの同時測定の統計

に相当する.よって,この要請は,Aと Bの同時測定の結果が完全相関をもつことを

意味する.従って,観測者 Hlによるこの測定の記述が,系 lのみを物理系とする観

測者 JI+=lと同等になる条件は,この Aと Bの同時測定の統計が再現可能性の寮

青 くM.)および測定値の統計を規定する統計公式の二つの集件を満たすことである.

この2条件は,明らかに,Aと Bの同時測定の統計をT一意的に定め,yonNeumannに

従って述べれば,次のようになる.

/

観測者 IIIの立噂からみれば,次のような噂合にだけ測定について語ることが

できる (onehasameasurement).すなわち,HIが過程 1.によって,同時

に測定可能な量 A, B (それぞれ lおよび 日 における,または,ともに l+

llにおける量)を測定するとすれば,値の姐 am,bn の確率は fn≠nのとき

は 0,山=nのときは確かに wn である....なおそのとき圭子力学から V

n = I･¢l¢n,I2である [N55;p.440くp.348)コ.

このように定式化された物理的要求に岡等な数学の問題の定式化は,次のようになる.

1における規格化きれた完全直交系 ¢1,¢2,...が与えられている.そのと

き適当な くHHbert空間)RH における規格化きれた完全直交系 号1 ,号2

,...,および RH の状態 号,さらに RI+IJにおけるエネルギー作用素 H

と時間 tを兄いだして,つぎのことが成り立つようにすること.中 を Rlに

おける任意の状態とし,

4･(q,r)= ¢(q)ぞ(r),
中'くq,r)= exp(-27titH/h)○くq,r)

とおけば,○'くq,r)の形が

∑n cn¢n(q)ぞn(r)

く2.1.2)

く2.1.3)

(2.1.4)

となる (cn はもちろん ○ に依存する).そのさい IcnI2=一･¢l¢n,12

でなければならない 【N55;p.440くp.348)コ.

このような数学的定式化のもとで,YonNeumannは,実際に,要求された数学的対象が
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存在することを示して証明を完結する.なお,この定式化において,測定器の指針の位

置をあらわす物理量は,8=∑ n bn Iぞn ><号n Iである.

2.2.波束の収縮に関して

前節において,YonNeumannの理論を原著に忠実に解説してきたが,最近の傾向とし

ては, `̀vonNeumannの説は誤りであり,対象と測定器の相互作用は合成系を混合状態

に等き,波束の収縮は測定藩の巨視的性質が原因で起こる''という説が一部で支持され

ているようである.しかし,実際の測定を考えると,装置の巨視的部分が作動する以前

に波束の収縮が起こっていて,装置の巨視的性格がその原因とは考えにくい.そこで,

思考実験を一つ取り上げてみよう.

ファインマン物理学 [F65]の圭子力学拓の第1章には,ヤングの干渉実験の詳細な

解説がされている.実数配置の左端には電子銃があり,中央には,周知のような上下2

つのスリットをもつ衝立がおかれ,右端には,電子を捕捉するスクリーンがおかれてい

る.-スリットが充分に小さいとすれば,上のスリットを通る電子の状態と下のスリット

を通る電子の状態は,それぞれ直交する2つの波動関数 ¢1 と ¢2 であらわされる.

スクリーンで捕捉きれる電子の状態は ¢1 と ¢2 の重ね合わせであり,スクtJ-ン

の各位置に到達する電子の相対確率は,よく知られた干渉縞を呈する.さて,次に,節

立のすぐ右方 くスクリーン側)に強い光源をおくとスクリーンの各位置で捕捉きれる電

子の相対確率は l¢lI2+l¢2I2となり,これは,スクリーンに到達する電子の状態

が,¢1 と ¢己 の混合であることを示している.では,なぜ重ね合わせの状態が混 .

合に移行したのであろうか.これを説明する仕方に2通りあるというのが vonNeumann

の主張である.

まず,電子だけを物理系として分析する親測者にとって,電子が光源の脇を通過する

ときに,光が上のスリットの付近で散乱されるか,下のスリットの付近で散乱されるか

を見 ることによって,電子が上のスリットを通過したのか下のスリットを通過したのか

が観測される.従って,この観測によって,波束は収縮し,スクtJ-ン上では,蔦子の

状態は,混合としてふるまう.もちろん,上のスリットを通った電子と下のスリットを

通った電子とを区別する必要がなければ,散乱きれた光を見る必要がないから,観測者

が実際に散乱光を見るか見ないかに関わらず,電子の状態は混合としてふるまう.一方,

電子 と光源から発する光子の両方を物理系として分析する親測者にとって,事態は次の

ようになる.電子は光源の脇を通過するときに一つの光子と衝突して,光子の散乱を起

こす.この過程は,電子と光子の合成系において,圭子力学の運動方程式に従うもので

ある.その結果,電子と光子の合成系は,この相互作用に従って,ある相関をもった合

成状態に移行する.ところで,運動方程式は重ね合わせを重ね合わせに移行きせるから,

この合成状態はや成系の純粋状態である･では,この合成状態で,電子の位置だけを測

定すればどうなるであろうか.それは,実放結果に示されているように,あたかも,電

子の状態が ¢1 と ¢2 の混合であるかのような分布をスクリーン上で示すのである.
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つまり,純粋状態にある合成系も,その部分だけを測定して,全系の相関を測定しなけ

れば,混合としてふるまう.この2人の観測者の現象の分析の整合性は,ちょうど,

YonNeumannが証明した問題の場合とおなじである.もし,圭子力学の運動方程式が測

定における統計的相関を説明しないものならは,後者の分析は波束の収縮を説明できず,

干渉縞の消失を結論しないであろう.しかし,まきに,このような説明が可能だという

ことが,YonNeunannが証明したことなのである.更に,ここでは,電子によって散乱

された光子を検出するいかなる検出器の存在も,干渉縞の消失の原因になっていないこ

とが明らかである.実襟に,検出昔を光源のすぐそばにおいても,スクリーンよりも遥

かに遠くにおいても,また,検出器をおかなくても,どの場合にもスクリーン上の電子

の分布に変化がないことが明らかであるからである.したがって,電子と光が圭子力学

の運動方程式に従って,相互作用することだけが,その原因と考えられる.このことか

ら,近年,主張されているような,検出器の巨視的性覚が波束の収縮に本質的であると

いう考えもここでは捨てなければならない.

上の実験で,光源の強度が強いという仮定は,電子と光子の相互作用が起こるチャン

スを確率 1に近付けるために必章である.したがって,この光源の強度を波束の収縮の

起こりやすさを示す,装置の巨視的性質のパラメータとして利用することができるかも

知れないが,それはあまり意味がない.というのは,そのパラメータは波束の収縮のメ

カニズムに対して何の示唆も与えず,単に,測定器がうまく作動するチャンス,つまり,

スクリーンに到達する電子のうち測定を受けて到達するものの割合,を示唆するにすぎ

ないからである.つまり,観測の理論の名のもとでわれわれが知りたいことは,測定に

成功すると書にどうして波束の収縮が伴うのかということであって,与えられた実放配

置によって測定に成功する確率を知りたいのではないからである.

2.3.境界の任意性について

明らかに,波束の収縮という言葉は,測定の直前の状態から卿定の直後の状態への対

象系の量子力学的状態の変化を意味する.ところで,YonNeumannの分析によれば,観

測の全過程は,対象と測定者の相互作用とそれに引き続く観測者の測定者に対する主観

的知覚の過程であるときれる.もちろん,この知覚の過程自身もある物理量の測定に達

元されているから,測定は,対象系とその外部にある第2の系との物理的相互作用およ

び第2の系に対する測定の2段階の形で分析される.yonNeumannのいう境界の任意性

とはこの第 2の系の特定化の任意性ということである.それでは,このような観測の全

過程において,対象系にとっての測定の直後とはどの時点をさすのであろうか.

この問題を厳密に考えるためには,直後の状態という青葉の正確な意味を考えなけれ

ばな らない.まず,量子力学における状態の概念は,常に,その系に対するある可能な

測定の測定値に対する確率的予音を前提にしている.測定の直後の状態を特徴付ける

確率的予言は,前述の再現可能性の要音である.つまり,同一の測定を2回続けて行え
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は,おなじ値が得られるというものである.では,2回日の測定はいつ可能であろうか.

まず,観測の全過程の後であるという考えは現実的でない.例えば,測定値をある記憶

装置に蓄えておくことにより,観測者の知覚の過程をいくらでも引き延ばすことができ

るのに反して,対象に対する第2の測定をそれ以前に行うことはいくらでも可臆である.

もちろん,相互作用の直前には,状態は変化しないし,相互作用の途中で他の測定芽と

相互作用することは,その相互作用の記述と矛盾することになりかねない.すると,考

えられる答は,対象と測定器の相互作用の直後 ということにな る.実際に,Yon

Ne川annの分析では,この相互作用の直後の合成系の状態から得られる確率的予言が,

再現可能性の筆舌と一致することが証明されている.しかし,もし境界のお蕃方が任意

な らば,境界のおき方によって,異なる直後が現れることになる.例えば,通常の測定

器には,微視的な変化を巨視的な指針の位置の変化に変換するための増幅過程が組み込

まれていると考えられるが,このような過程までも第2の系に含める噂合と,対象と測

定器の微視的な相互作用のみを含める場合とでは,直後の時刻に大きな隔たりができる

であろう.この場合には,後者の記述により,増幅過程の最中に対象を他の測定苛と相

互作用させることができると考えられるから,増幅過程の部分のハミル トニアンは微視

的対象との直接の相互作用が含まれていないと考えられる.つまり,対象と測定等を含

む系の境界が2つあれば,狭い方の境界がより本質的である.

以上の考察から,軸定の直後の時刻と,相互作用の直後の時刻を合わせるためには,

第 2の系の自由度は非常に小さく,測定器のうちで,対象と実際にエネルギーの授受を

行う微視的な部分に限られることが解る.このことから得られる結論は,対象と測定器

の相互作用のうちで,波束の収縮の原因となるのは,測定苛のうちで,実際に対象とエ

ネルギーの授受が行われる微視的な部分だということである.従って,その後に測定器

の内部で起こるいわば巨視的変化は,それが,対象系の状態変化が起こった後に起こる

という端的な理由で,つまり,原因が結果より後に起こることはないという理由から,

波束の収縮の原因とは考えられない.

.ただし,YonNeumannの議論は,物心平行論に対する一般的証明として,正しいもの

と考えられる.というのは,その後の過程をいくら積み重ねても,対象系自身は系の

HamHtonianによる時間発展をしているにすぎないからである. (測定の時間に関する

問題に関しては,[N55;pp.352-357,(pp.282-285)】を参照.その考察にあるように,

測定の相互作用から対象が受ける作用は,測定に付随する適当な摂動'1ネルギーの影響

のもとで,相互作用の初期の時間に限定されていると考えら､れる.にもかかわらず,刺

定器系を大きくとるほど,測定器系が作用を受ける時間は長くなる.)しかし,実際の

測定器の統計的性能の分析を行う場合には,これまでに述べた意味で,固有の境界が存

在 し,それは,対象が次の測定にかかれる最初の部分で引かれなければならない.例え

ば,前節の実験では,電子と光子が相互作用した後ならば,スクリーンをどこにでも置

くことができるから,境界は電子と光子の相互作用の直後の段階で引かれる.その場合,

光子を捕捉する検出器などは,第2の系に含まれないことになる.つまり,その検出器

が波束の収縮の原因にならないことは,光子が検出器に捉えられる以前に,2回目の測

-189-



研究会報告

定である,電子のスクリーンによる捕捉を受けることが可能なことから明らかだからで

ある.

これはまた,次のような例え話から明らかだろう.非常に高空をとぶジェット横を見

ると,機体本休は見えないが,その後ろに飛行我妻が連なっていることがある.このと

普,飛行機事は日に見えない機体の位馨を示しているが,飛行横事ができつつある場所

は機体の位置より少し後方である.このとき,飛行機事が生成することが,飛行横が推

進することの原因にならなI､ことは明らかである･では,飛行横を電子に,飛行機事を

弄箱中の飛跡に置き換えて,測定の巨視的効果が波束の収縮の原因と考えてみよう.す

ると,飛跡が生成することが波束を収縮させて,次の瞬間の電子の位置を決める,つま

り,電子が推進することの原因になるということになる.はたして,圭子の世界では,

飛行横妻が飛行横を飛ばすのであろうか.YonNeumannの観測理論の立噂からすれば,

ジェット･エンジンと外気の 1次的相互作用が原因となって,飛行横の推進と飛行横事

の生成という二つの結果を生じ,その2つの事象の生起は完全な統計的相隣をもつとい

わなければならない.

以上の考察から,以下の各称でわれわれが行う測定芋の統計的性能の考察において,

∵対象と測定器の相互作用は,その非常に初期の部分で起こる微視的相互作用に限定 して

分析されることが正当化されるであろう.

最後に強調すべきことは,物理理論における測定の一般的可能性について,Yon

Neumannが次のように述べていることである.

第 1に,Comptonと Simonが圭子力学の成立の以前に行った重要な実験に論

及 しなければならない.この実牧では,光を電子によって散乱させ,その後で

散乱きれた光と電子をつかまえて,それらのエネルギーおよび運動量を測定す

ることによって,この散乱過程を定立的に制御する.すなわち,光量子と電子

との間に衝突が行われたのであるが,観測者は衝突後のそれらの軌道を観測す

ることによって,弾性衝突の法則が満たされているかどうかを確かめることが

できた....実際,そのような計算による検証は可能である :というのは,

衝突前の軌道は知れており衝突後のは観測されるからである...実牧の結果

は,力学の法則を完全に確証していた.

衝突法則が成り立つことを認め,衝突前の軌道は知れているものとすれば,

この結果はまた次のように定式化することもできる:衝突の位置と中心線とを

計算するためには,衝突後の光圭子でも電子でもどちらかの軌道を測定すれば

充分である.そうすると,CQmPtOn-Simonの実験は,これら2つの観測が同一

の結果を与えることを示している.

一般化して述べると,同一の物理量...は2つの違った方法で...測定

され,その結果はつねに同一である [N55;pp.212-213,(pp.170-171)].

つまり,一つの実験は,つねに二通りに解釈きれる.一つは,そこで保存則が成立して
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いるかの検証として解釈きれ,それは二つの圭の相関的一致を調べることで行われる.

次に,保存則が成立していることを仮定して,一方の圭を知って,もう一方の圭を知る

こと,つまり,測定として解釈される.ところで,古典力学では測定の際の対象が被る

作用は無視されるから,知られるのは,測定前の状態でもあるが,圭子力学では,測定

後の状態しか知られない.つまり,波束の収縮はこうして起こり,それは,物理法則の

検証可能性が物理量の測定可能性を導くことの必然的帰結である.

3.自由質点の位置の反復測定に関する標準圭子限界

干渉計型重力波検出装置の性能に関する不確定性原理を用いた簡単な解析から,自由

質点の位置の反復測定に関する感度の限界が導かれることが知られているが,その正否

を巡って,圭子光学および一般相対論の分野で長い間,論争が繰り広げられてきた.こ

の限界一一自由質点の位置の反復測定に関する標準圭子限界 くSQL)と呼ばれている

一一は通常次のように述べられる :時間間隔 T で自由質点 mの位置 xを2回反

復して測定すると,2回目の測定の結果は (ThT/山)1/2より小さい不確定さで予言す

ることができない.

3.1.SQLを打破するための Yuenの提案

この限界を蒔く標準的な議論 [B74,C80]では,不確定性原理

△x(0)△p(0)≧tL/2 (3.1.1)

が第 1回の測定直後の時刻 t=0の位置の不確定き △x(0) と運動圭の不確定き △

p(0)に適用される.その結果,第2の測定の時刻 T までに xの不確定さの2乗 (分

敬)は次のように増加する :

△xくT)2= △x(o)2 +△p(o)272/巾2 ≧ 2△x(0)Ap(0)T/uI

≧ もT/m.

ここから,次式のSQLが得られる :

△x(T)≧(fiT/m)1/2,

(3.1.2)

(3.1.3)

このようにして.,通常,SQLは不確定性原理 く3.1.1)の直接の帰結であると税明さ

れてきた.

ところが,Yuen[Y83コは,この標準的な議論に重大な不備があることを指摘した.
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自由質点の時間発展は,

x-(t)≡ xA(o)+p̂(o)も/m, (3.1.4)

で与えられるので,時刻 T における x の分散は,次式で与えられる :

△x(T)2 =△x(o)2 +△p(o)272/巾2+

+<△x-(o)△p-(o)+△p-く0)△xー(o)>丁/山,
く3.1.5)

ここで,△x̂ =x-･ <x-> , △x2 =<△xA2 > ,などとおいた.従って,標準的

議論はこの式 (3.1.5)の最後の項一一相関項と呼ばれる--が非負であることを暗黙

のうちに仮定していることになる.yuenの主張【Y83コは xのある測定は自由質点を負

の相関項をもつある状態にするということである.そのような性質をもつ Gauss状態

[S86コは以下のように解析される [Y83】.

そこで, a-を質点の状態の HHbert空間における次のような作用素とする:

â =(mu/2五)1/2x-+1/(2もmo)I/2ip-,[a-,aA' ] = 1,

く3.1.6)

ここで,W は sec-1の単位をもつ任意のパラメータである.ねじれコーヒーレン ト状

温 くTCS)IJLyaO>は作用素 JLa-+ va-+ の固有値 LLα + ya米に対する固

有状態である .'

(pâ + yaー+)Ipyao>=(JLa + ya *)l〟yao>,
lJL12 -lyl2 = I.

このと書,自由 HamHtonianは次のように表される'.

H-=p̂2/2m
=(ho/ 2)(a〈+a- + 1/2 - a-2/2･a∧◆2/2.

(3.1.7)

(3.1.8)

波動関数 <xIJLyaO> (ここに, x-Jx> = xlx>)は位相定数因子を除いて,次式で

与えられる :

･xlpyPO,=lmo/(nt-p-JI芝)コl/4×
×explI-mo(1+2号i)/く2hI〟-yI2))くx-xQ)2+ipo(x-xO)コ.

く3.1.9)
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ぞ = lm(〟 * ソ),
α = (mu/2tl)1/2xo +1/(27i巾O)1/2ipO,
xo,po rea･1.

ここで,

く3.1.10)

さて,ぞ=0のとき,波動関数 (3.1.9)は通常の最小不確定状態である.調和振動

子の文脈では,(3.1.9)式の形の波動関数で 〟≠0の場合にスクイーズ ド状態と呼ば

れる.状態 I〟VαO>の最初の2つのモーメントは次のとおりである:

<X>= XO,<P>= PoI
△x2ノ=tllp - vI2/2mくJ, Ap2 = fin(JIJL+リ12/2,

<△x̂Ap〈+△p-△x->=-2h書,
△x△p= h(1+号2)I/2/4,
<H>I (<p>2+Ape)/2m.

(3.1.ll)

(3.1.12)

(3.1.13)

(3.1.14)

これより, ぞ>0°のとき,(3.I.9)式の xに従属する位相は,自由運動の間に △

x(t)を △x(0)から狭めていく働きをする.この振るまいのゆえに Yuenは 書>0の

ときの質点の状態 (3.1.9)を 収嘩状騒 くcontractivestates)と呼んだ..

任意のTCSく3.1.9)から出発した自由質点の位置の不確定さは,式 (3.I.5)と

(3.1.12)-(3.1.13)から直ちに得られる:

△xくt)2≡ (h/2mo)(lFL-yJ2-4号ot+lp+vI2(ot)2)

(3.1.15)

= (I/4号)(hT/nl)+(2fi/JqO)(l〟+ylo/2)2(I-T)2,

く3.1.16)

こ こ に ,

T = 2号/(OIJL+y暮2)= ぞtlm/△p(0)2. (3il.17)

ぞ>0に対して,位置の不確定さは時刻 t=0から t=T の間に減少していき,最小

の不確定さは,時刻 T= 2号/(OJJL+ yl2)において, SQLの 1/(2号1/2)に

達する.この最小の不確定き △x(r)は,次式のように,初期状態の運動圭の不確定

性にだけ関係している:
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△x(T)=b/2△p(0)= △x(0)/(1+4号2)1/2. (3.1.18)

このことから,任意に大きい T に対して,充分に大きい 号 を選べば,△x(r)をい

くらでも小さくできることがわかる.

従って,もし,測定の直後に自由質点を収縮状態にするような測定が可臆ならば,式

(3.1.3)で定式化きれたSQLは,打ち破ることができる.

3.2.CavesによるSQLの擁護

Yuen[Y83]によって,収縮状態を利用した測定の提案がなされた後,CavesはSQ

Lに関する更に進んだ分析 [C85】を発表して,SQLを擁護する論陣を張った.そこ

で,彼は次のようなSQLの定式化の改良を行った :

自由質点 mがその位蕃 xの,同一の測定装置による,2回の測定の間,時間

T にわたって,ユニタリな時間発展を受けるとする.このとき,第 1回の可能

な結果について平均すると, (bT/m)1/2より小さい不確定さで,第2回の

測定結果を予測することはできない.

Caves[C85コは vonNeumann【N55;pp.442-445,(pp.350-352)】による位置測定の特

定なモデルに対して,このSQLが成立していることを示し,SQLの妥当性に関する

以下のような発見法的証明を与えた.彼の論点は,測定装置がもつ不完全な分解能 α

という概念にある.彼の最初の仮定は, xの測定値の分散A(T)2が q2 と xの測

定の時刻における分散の和になるということである :

A(T)2 =q2 +△x(T)2. (3.2.1)

このことは,測定器が xと線型に結合されている場合には正しいと述べられている.

第 2の仮定は,最初の測定の直後の自由質点の位置の不確定さは,分解臆より大きくは

ないということである:

Ax(0)≦U. く3.2.2)

この2つの仮定のもとで,彼は時刻 T における第2回の測定の不確定き △くT)に対

する次のような評価を導いた '.

△くT)2 =q2+△x(T)2≧ △x(o)2+△x(T)2

≧ 2△x(0)△x(T)≧ ThT/m.
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この議論に従えば,SQLは仮定 (3.2.1)-(3.2.2)もとで不確定性関係

△x(0)△x(T)≧ I<[x̂(0),x̂(T)]>I/2=もT/2m, (3.2.4)

からの帰結ということになる.

しかしながら,測定の分解能に関する彼の定義は噴味であり,よって,彼の議論に対

する批判的検討軸 華であると思われる.実際,彼は,論文のなかで次のような3つの

異なった定義を使 っているや--I)自由質点が xの測定の時刻に位置の固有状態にあれ

ば,q は測定値の不確定性と定義される.2)測定によっ.て,測定直後の位定は,浴

およそ,測定値から α 以内に決定される.く測定直後の位置の標準偏差が α である

と解釈する.)3)分解能の2乗 α 2 は対象と測定器の相互作用の直前の指針の位置

の分散である. これら3つの概念は VonNeumannのモデルではすべて同じになるが,

本質的には異なる概念である.

測定の分解能の概念は文献中にしばしば言及されているにも関わらず,これまで,そ

の満足のいく定義には到達していないようである.この問題に関して基本的なことは,

測定値が質点の状態に関して何を告げているのかということである.この問いかけに対

しては,主な考え方が2つある.一つの考え方は,測定値が告げているのは測定直前の

質点の位置であるとするものである.というのは,測定前の位置が測定値という測定の

結果に対する原因だと考えられるからである.もう一つの考え方は,測定値は測定直後

の質点の位置を告げているのだとするものである.そのわけは,測定が質点の位置を,

ちょうど,測定後の位置と測定値という,測定という行為の二つの結果が一致するよう

に,変化させるからである.どちらが正しい考え方かということはにわかに決められな

い問題である.もしそうだとするすれば,測定の分解能に関する問題に対する最良の方

策は,分解能という概念には二つのタイプがあるのだと認識することであろち.この理

由から,われわれは,次のような区別を設けることにしよう.自由質点が xの測定の

時刻に位置の固有状態にあれば,測定の温良 亡 を測定値の不確定さとして定義し,ま

近,生鮮熊 U を測定直後の質点の位置の測定値からの偏差として定義する.これら

の概念の,重ね合わせの場合も含めた,数学的な定義および詳しい議論は次節以降で与

えることにする.

きて,SQLの妥当性の問題に戻ろう.SQLの定式化の改良によって,自由質点を

収縮状態にする測定というアイディアが直ちにSQLを打ち破るというわけにはいかな

くなった.とはいっても,Cavesの発見法的証明を免れる可能性は残されている.彼の

o･≧△xく0)という仮定の定式化には噴昧さが含まれているからである.にもかかわ.6

ず,SQLを打ち破ろうという人々にとって,Cavesの仮定を免れるような測定の実現

可能なモデルを構成することが大変な重荷であることには違いない.そこで,次の節で

は実現可能な測定に関する一般的な考察を与えよう.
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4.測定の量子力学

この節の主な目的は,YonNeumannの測定過程の分析を,必ずしも離散的でない物理

圭の,近似的測定の場合にまで拡張する｡その際,分析は圭子力学の原理だけに基づい

て行われる.

4.1.測定の統計

圭子力学の公理として通常の非相対論的圭子力学の公理を考える.ただし,超選択則

は考庶しない.これは, (a)物理量と状態がそれぞれ HHbert空間の自己共役作用

素とベクトル (またu,,密度作用素)で表されるという定義, くb)時間に依存する

Schroedinger方程式, くC)交換可臆な物理圭の確率分布に対する Bornの統計公式

からなっている.ここでは,測定の際の射影の要請は除かれている. (我々は,物心平

行論の棄者を暗黙に認めているので,YonNeumannが示したようにこれはなしですます

ことができる.)

以下で,全ての可能な測定について議論するために,あらかじめそれらを2種類に分

類しておくのが便利である.第 1種の測定とは,それが測定される系の土子力学的記述

を破壊しないものである.このような測定に対しては,原理的に,可能な測定値のそれ

ぞれの場合について,測定直後の系の状態が決定できるものと考える.第2種のiBl定と

は,それが,測定される系の量子力学的記述を破壊するものである.このような測定に

対しては,測定後の系の状態という概念は考えられないから,測定は測定値だけを与え

る.光子計数器のような巨視的な検出昔との直接の相互作用の全過程は,第2種の測定

と考えられる.

第 1種の測定の統計は次の2つの草葉で特徴付けられる :測定直前の系の状態 yIに

対 して,P(aJ¢)を測定値 aが得られる確率密度とし,砂a を測定値が aである場

合の測定直後の状態とする.すると,測定器の物理的配置および指定された準備によっ

て,全ての 41に対する P(alゅ)と状態変化 中一dIa がその測定に固有のものとし

て定まる.これら2つの要素は与えられた第 1､種の測定の統計と呼ばれる.ここで,

p(aI4')はその測定の姐足鑑塾 (measurementprobability)と呼ばれ･4'ー如 は送
艶畳扱 くstatetransition)と呼ばれる.更に,測定直前の状態 砂 はその測定の圭並

進放 くpriorstate),直後の状態 ¢a は事後状態 くposteriorstate)と呼ばれる.

このような測定の統計の特徴付けから,もし2つの測定が同一のものと考えられるなら

ば,それぞれに対応する統計も同一でなければならない.一方,第2種の測定の統計は

測定確率だけで特徴付けられる.というのは,このような測定に関しては,測定後の状

態を記述することができないからである.

4.2.測定図式
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一般的な公理論の立場で測定の理論を建設するためには,全ての物理圭に対 してなん

らかの測定手段が存在するという要請から出発するのが便利である.もちろん,このこ

とは,統計公式に現れる物理量の確率分布とは,その物理量を測定するときの測定値の

分布であるという普通の解釈の言い替えにすぎない.そこで,このことを次の要請で明

らかにしておこう.

要請 1.任意の物理量 Aに対して,その測定確率 P(a)ゆ)が,任意の状態ベク トル

中 に対して,次の Bornの統計公式

P(a)中)da=<¢IdÂ(a)I¢ > く4.2.1)

を満たす測定が存在する.ただし,この測定は,第2種であってもよい.ここで,

dA-(a) は,物理圭 A に対応する自己共役作用素 Â の単位の分解とする.すなわち,

A〈は,

AA=SadÂ(a) (4.2.2)

とスペクトル分解ざれる.

ここで,この報告で用いられる記号上の規約を確認しておく.物理量 Aに対して,

対応する自己共役作用素を Â で,そのスペクトル測度を A-(A) く△は Borel集合

の上を動 く)で,その稜分要素 くまたは,単位の分解)を dAー(a) (a は実数の上を動

く)で表す.よって,A と dÂ(a)の関係が式 (4.2.1)で,dA-(a)と Aーの関係が式

く4.2.2)で,また,dAー(a)と A人(A)の関係が次式で表される:

Â(A)=SAdÂ(a). (4.2.3)

また,Hilbert空間の作用素には一般にカラット 人 を付け,より一般の測度に対して

も式 く4.2.3)のような,測度と積分要素との対応を利用する.また,Hilbert空間の

恒等作用素は 1で表される.

以下において,式 (4.2.1)を満たす測定器を物理圭 Aの換堕等 (detector)と呼ぶ.

ここで,要請 1.によっては第 1種の測定の存在に関して何の主張もされていないこと

に注意しなければならない.我々の基本的な問題は,圭子力学の公理とこ-の要請から,

どのような第 1種の測定が存在し得るのかを厳密に定めることである.この問題を解決

するために,YonNeumannによって考え出された測定過程に関する次の図式を採用する.

対象系と呼ばれる圭子力学系S (HHbert空間 H で表される.)がある測定装置

によって第 1種の測定がなきれるとする.測定直前の対象系Sの状態を 砂 とする.第

1の観測者と呼ばれる観測者は,この測定を系Sのみが物理系であるとして記述する.
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すると,この測定は用いられる測定器に固有の測定の統計によって特徴付けられる.こ

れを,Pi(aI¢)および 中一¢a で表す.ところで,この測定の統計は,測定器の物

理的記述によって完全に決定されるはずである.そこで,測定器をも物理系として記述

する観測者を想定して,この測定の統計を決定することを試みる.

そこで,第2の観測者と呼ばれる観測者は,圭子力学系Sの他に,測定器の一部を圭

子力学系として記述し,この測定を2つの系の相互作用として記述する.そのために,

測定器を2つの部分に分ける.第 1の部分は,対象系と直接相互作用する量子力学系で,

これを,探査系P (HHbert空間 K で表される.)と呼ぶ.測定器の他の部分は,探

査系のある物理量 (これは,伝統的な観測理論では,指針の位置と呼ばれる.)を,普

通は,第2種の測定によって,測定する検出昔である.対象系は,探査系との相互作用

の直後に他の測定器によって,再び測定が可能である.

第2の観測者にとって,この測定は,対象系と探査系の相互作用および探査系に対す

る第2種の測定の2段階からなり,次のように記述される.測定器の設計,配置,準備

によって,次の要素が,第2の観測者によって制御可能である ;探査系の相互作用直前

の状態 ¢,対象系と探査系との合成系S+Pの相互作用による時間発展 U〈,測定器の

引書続 く辞分で測定される探査系の物理量 A.これらの黄葉を用いた第2の観測者に

よる測定の物理的記述をgll定囲葺 くmeasurenentscheme)と呼ぶ.すると,相互作用の

直前の合成系の状態は,¢⑳中 であり,相互作用直後の合成系の状態は,U-(dI⑳¢)

である.さて,この測定の統計は,第2の観測者にとってどのように記述されるであろ

うか･第2の枚測者にとっての測定確率 PII(a暮¢)は,測定値が探査系の物理圭 Aの

相互作用直後の測定によって与えられることから,

PIl(alゅ)da=･U〈(ゆ⑳¢)11⑳dÂ(a)lU{(¢⑳¢), (4.2.4)

によって,与えられる.第 1の観測者と第2の観測者の現象の記述の整合性から,第 1

の観測者にとっての測定確率は第2の観測者の測定確率と一致しなければならない.よ

って,第 1の観測者の測定確率 Piくal¢)は,

Pi(atゅ)da=<Û(¢⑳ ¢)Il⑳dA-(a)lU{く中⑳ ¢)> く4.2.5)

となる.

次に,測定の状態遷移を決定するために,対象系と探査系との相互作用の直後に,対

象系の任意の物理圭 Xを測定すると仮定する.さて,この時刻に,探査系の物理主 人

の測定がされるから,この同時測定によって, A =aかつ X=x という測定値が

得 られる結合確率分布 PI暮(x,al¢)dxdaが,第2の観測者によって,次のように計算

古れる.

Pll(x,ald･)dxda=･U〈(中⑳ ¢)IdX一(x)⑳dAー(a)IUー(¢⑳¢)' (4･2･6)
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一方,第 1の枕測者にとっては,物理圭 Xの測定は,第 1の測定の直後に行われるか

ら,その確率分布は事後状態 ¢a によって計算きれる.また,第 1の測定の測定値が

aである確率は Pi(atゅ)daだから,第 1の測定値が aで第2の物理圭 Xの測定値

が xである確率分布 Pi(x,alゅ)dxdaは,

Pi(x,alゅ)dxda=<¢aJdX〈くx)l¢a>Pi(a)41)da (4.2.7)

となる.よって,再び第 1の観測者と第2の観測者の記述の整合性から,Pi(x,a坤 )≡

PH(x,aI¢)でなければならない.したがって,

<¢aldX〈(x)]¢a>=<U〈(¢⑳¢)tdX̂(x)⑳dÂ(a)IUー(dI⑳¢)>×
×(1/くU〈(¢⑳¢)11⑳dAー(a)仙人(¢⑳¢)>)

(4.2.8)

となる.物理圭 Xは任意であったから,任意の完全正規直交系 tli>)に対して,

<iJ¢a><¢alj>= <U〈(¢⑳¢)I(lj><il⑳dÂ(a))IÛ(¢⑳¢)>×
×く1/くUーく¢⑳¢)tl⑳dA〈(a)lU〈(¢⑳¢)>)

(4.2.9)

となる.この式から,明らかに,dIa を絶対値 1の位相因子を除いて,決定すること

ができる.実際,上式は,密度作用素 141a><¢alの行列要素を完全に決定している.

すなわち,探査系の Hi]bert空間に対する部分跡の演算をTRKで表せば,

l¢a'<中aI=TRK[(1⑳dA-(a))Û(l¢⑳¢,･¢⑳¢l)U-*コ×

×(1/<Û(¢⑳¢)Il⑳dA-(a)lUー(dI⑳¢)>)

く4.2.10)

となる. くここで,微分は Radon-Nikodymの意味でつねに可能である.)

以上の考察から,第2の観測者のもつ測定者に対する物理的記述は,第 1の観測者の

測定の統計を完全に決定することが証明された.もちろん,この議論は vonNeumann

が再現可能な測定,つまり,測定の状態遷移が波束の収縮の公式で表せる測定について

行ったことの一般化にすぎない.

4.3.測定の統計の数学的表現

これまでの測定過程の分析により,どんな統計が第 1種の測定として実現可臆かとい
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う問題は,どんな統計が測定図式で実現されるかという問題に帰着きれた.この問題を

解決するための重要な第一歩は,測定の統計を扱いやすい数学的対象で表現することで

ある.以下では,どんな実現可能な測定の統計も,操作測度と呼ばれる単一の数学的対

象で表現されることを示す.測定の操作とか効果に関する詳しい数学的理論については

[L83,K83]を,また,操作測度と効果測度については,[D76,日82,084-086コを参照きれ

たい.

･H を対象系のヒルベル ト空間とし,ある第 1種の測定の統計とその測定図式が与え

られているとする.つまり,H の任意の状態ベクトル 少に対して,測定確率 P(alゅ)

と状態遷移 ¢- ¢ a が与えられ,それに対して,探査系のヒルベル ト空間 K,K
の状態ベク トル 申,K の物理圭 A,および,H⑳K のユニタリ作用素 U〈が存在 し

て,式 (4.2.10)を満たすとする.

はじめに,この統計的記述を事前状態が混合である場合に拡張しよう.p-を事前状

態を表す密度作用素,p-a を事後状態を表す密度作用素とする.すると,測定直前の

対象系と探査系との合成系の状態は密度作用素 p-⑳l¢><¢lで,測定直後の状態は,

U-くp-⑳ l¢><¢1)U-米 で表される.前節で展開した議論を再び繰り返すことにより,

測定の統計は次のようになる.

P(alp)da=Tr[(l⑳dÂ(a))Û(pA⑳ l¢><¢I)Û*】, く4.3.1)

p-a =TRK【(l⑳dÂ(a))_Û(p-⑳ l¢,<¢))Û*コ×

×(1/Trl(l⑳dA-(a))U-(pA⑳ l¢ ><¢l)U{*]).

(4.3.2)

次に,△ を数直線の Borel集合とし,S△ をこの測定の測定値 a が△ に属する

対象系 Sの部分集団とする.この部分集団 S△ の測定直後の状態をβー△ で表す.以
■ヽ _t__■ヽ_t_____ _･..._ ___ L.JL._ ■1-4.▲.■▲__ ■A､■LL_ ^

下で,p △ を表す式を求めよう.そのために,第 1の測定者にとっての状態 p △

の現象論的意味を考えてみよう.状態は可能な測定の測定値の分布の確率的予言を介し

て現象と結び付いているから,第 1の観測者が,令,考えている測定の直後に,対象系

の任意の物理量 Xの測定を行うと仮定する.そこで,第 1回の測定の測定値を a,第

2回の測定の測定値を xとする.この2回の反復測定を多数国繰 り返した結果は,値
■ヽ

の難 くx,a)の統計を与える･明らかに,p △ によるこの測定結果に対する統計的予

言は,次のようなものである.はじめに,値の範 (x,a)の中から,aが △ に属する

全ての値の組を選び出す.このとき,このデータの集まりのうちで,xが Borel集合

△'に属する頻度は,実験の回数を無限大にするとき,pA△によって計算きれる確率,

すなわち,Tr【dXー(△')β〈△]に収束する.従って,確率論の言葉によれば,p〈△ に

よって計算きれる確率 TrldXー(△')p-△]は第1回の測定値 aが △ に属するという

条件のもとでの,第2回の測定値 xが △'に属するという確率事象の集件付確率とい

うことになる∴それでは,この条件付確率は,第2の観測者にとってどのように予言さ

れるであろうか.第2の観測者にとって,第 1回の測定値が aで,第2回の測定値が
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x であるという確率事象は,対象系と探査系との相互作用の直後に,探査系の物理量 A

と対象系の物理量 X との同時測定を行ったとき, Aの測定値が aで,Xの測定値が

xであるという確率事象として記述される.従って,a が △ に属 し,Xが △'に

属するという確率事象の確率は,第2の観測者によれば,Bornの統計公式から次のよ

うに予言される.

PlI(X∈△',A∈△)≡Tr【くくXー(△')⑳Â(A))U〈くp ⑳̂14'><¢I)Uへ*コ.

く4.3.3)

従って,aが △ に属するという条件のもとで Xが △'に属するという確率事象の条

件付確率は,確率論の公式から,次のようになる :

Pll(X∈△'IA∈△)≡Pll(X∈△',Å∈△)/PH(A∈△)

=Tr[くくX〈(△')⑳A-(A))Uー(I)-⑳I¢チ<¢l)U-*コ×

×(1/Tr【((l⑳A-(A))Uー(pー⑳I¢><¢l)U-*】).

く4.3.4)

よって,第 1の観測者と第2の観測者の予言の整合性から,次式がえられる :

Tr[X〈く△')p〈△コ

=Tr【くくX〈く△')⑳A〈(A))U〈くβ〈⑳l¢>く¢l)Uー*コ×

×(l/Tr[((l⑳A-(A))Uーくp ⑳̂l¢><¢I)Û*】).

(4.3.5)

′ヽ
この式と物理圭 Xの任意性から,p △ を決定する次式がえられる:

p △ ≡ TRKl(1⑳Â(A))U-くp-⑳暮¢,<¢l)Uー*]×

×くl/Trl(1⑳Â(A))U〈(p-⑳I¢-><¢I)Û*】).

(4.3.6)

ここで,これらの測定の統計を単一の数学的対象で表現するために次の定義を与える

:任意のポレル集合 △ と跡族作用素 β人に対して,

Ⅰ(A)p^=TRK[(1⑳A{(A))Uー(p〈⑳Iか ･¢1)U-*].

(4.3.7)

すなわち, Ⅰく△)､は,跡族作用素 β〈に対して跡族作用素 TRK[(l⑳Aー(A))U〈くβ

⑳̂t¢><¢[)Û*]を対応させる写像である.このとき,写像 Ⅰ(A)は次の性質をも,
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つ.

1.任意のポレル集合 △ に対して,写像 p -̂ Ⅰ(A)p^は跡族作用素の空間上の

線型作用素で,密度作用素を正値跡族作用素に写像する.

2.任意のポレル集合 △ と密度作用素 p-に対して,

0≦TrlⅠ(A)p-コ≦1 かつ Tr【Ⅰ(R)p ]̂≡ I.

3.任意のポレル集合の可算列 fA i )と密度作用素 p^に対して,

∑i TrllくAi)pl =Tr【1(Ui △i)p1.

(4.3.8)

く4.3.9)

一般に,上記の性質 1-2.をもつ写像 p-- Ⅰく△)p^は,測定の馳 (operation)

measure)と呼ばれる.きて,実現可能な測定から得られた操作測度は,更に,次の性

質をもつ.

47.任意の Borel集合△とベクいレの有限列 ぞ1 ,号2 ,...,号n と可1,符2 ,...,

符n に対L/て,

∑i,j･書 i II(A)(l可 i H 甲jI)l号J, ≧ 0･ (4.3.10)

この条件を満たす操作測度は,完全正値 (cotnpletelypositive)といわれる.従って,

実現可能な測定の統計は,完全正値な操作測度を定義することがわかった.

次に,この操作測度が測定の統計の全データを表現していることを示そう.まず,覗

定確率 PくaI¢)紘,

P(al¢)da=TrldI(a)(14I><4日)], く4.3.ll)

で表される.事前状態 砂 に対する事後状態 ¢a は,

Iゆa><¢aI=dI(a)くl¢><ゆI)/Tr[dI(a)くlゆ><¢I)】,

(4.3.12)

で表され,ここ.に,右辺の微分は,一種の Radon･Nikodymの微分であって,その正当

化は,[085a]で与えらでいる.Bore]集合 △ と事前状態 p-に対しても同様に以下

の各式が成立する.

-202-



P(AJp )̂=TrlI(A)p ]̂,
p â t dI(a)p /̂Trldl(a)p L̂

P △ = I(A)β〈/Tr[Ⅰ(A)β1.

｢進化の力学-の場の理論的アプローチ｣

(4.3.13)

く4.3.14)

(4.3.15)

以上で,実現可能な第 1種の測定の統計は,完全正値な操作測度で,完全に表現される

ことがわかった.

なお,これまでq議論では,測定の操作測度を得るのに第2の観測者による測定図式

を利用 してきたが,この結果を4.2節の結果と比較することにより,測定の統計から

直接定義する式が次のように得られる.事前状態 p が次のスペク いレ分解をもつとす

る:

p-= ∑i 入il¢iH¢il.

このとき,測定確率 P(alp )̂は,

p(alpA)= ∑i入iP(atdIi).

(4.3.16)

~く4.3.17)

となる.このとき,事後状態 p-a は明 らかにすべての l¢ia><¢iaJの混合で

(¢ia は事前状態 ゆlに対する事後状態である),その相対頻度は,入iと P(aI

砂i)に比例するから,･次式で与えられる :

p â = ∑i入iP(al¢i)I4'ia,･¢ial/∑i入iP(al¢i).

(4.3.18)

次に,p^= I¢'<卯 のとき,p △ は, △ に属するすべての aに対する I¢a

>く¢alの混合で,その相対頻度は Pくal¢)に比例するから,

p △ =J△ daP(aI¢)l¢a><¢al/J△ daP(ald･).

(4.3.19)

となる.更に,事前状態が式 (4.3.16)の混合のとき,式 (4.3.18)の p{a を用い

て,

′ヽ
p △ = J△ daP(alp̂)p â/J△ daP(alp )̂,

が得られる.したがって,操作測度 Ⅰは次式で与えられる :
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dI(a)p =̂P(alp )̂p â da

=∑ i 入i P(al¢i)岬 ia,･¢Lalda,
I(A)p-=J△ dI(a)p .̂

く4.3.21)

(4.3.22)

これらの関係を一首で要約すれば,測定の統計を積分したものが操作測度であり,操

作測度を微分すれば,測定の統計が得られる.

次に,Fを与えられた測定の測定値を表す確率変数とする.すると,事前状態 βーが

与えられたときの,Fの値が △ に属するという確率事象の確率分布 P(F∈△lp-)は,

式 (4.3.13)から得られる :

P(F∈△lp-)= J△ P(alp-)da= Tr[Ⅰ(A)p-コ. く4.3.23)

このとき,正作用素値測度 △-F〈く△)が一意に存在して,次の亀件を満たす :

0≦ FT(A)≦ 1, かつ, F〈(R)≡1,

Tr[F〈(A)p ]̂= P(F∈△lp-).

く4.3.24)

く4.3.25)

この F人を操作測度 Ⅰの効果測度 くeffectmeasure)という.操作測度 Ⅰの場合,Ⅰ

(A)が跡族作用素の空間上の完全正使な線型変換であったのに対して,F〈(A)は,Hil-

bert空間上の正作用素であることに注意を要する.効果測度と操作測度の関係は,Hi1-

bert空間上の有界作用素の空間に作用する,Ⅰく△)の随伴変換 Ⅰく△)*を用いて,吹

のように表される :

F-(A)= I(A)#1. (4.3.26)

式 (4.3.25)から,測定が,ある物理圭 Aの検出であるとき,Fーは 人のスペク トル

測度 AAに等しい.この意味で,効果測度は,物理量の概念を測定の統計の側面から一

般化したものと言える.このような考えは,おもに Luduigによって,最初に発展させ

られ赴 ([L83]参照).

4.4.実現可能な第 1種の測定の特徴付け

これまでの議論によって,次の2つの事実が明らかになった.

1.対象系と探査系の相互作用および探査系に対する検出過程からなる測定図式によ

って,第2の観測者は測定の統計を完全に決定することができる.

2.全ての測定は第2の観測者によって分析できるという物心平行論の要請のもとで,
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第 1の観測者のもつ測定の統計は,完全正使な操作測度と呼ばれる単一の数学的対象で

表現される.

しか しながら,どんな完全正使な操作測度も第 1の観測者の測定の統計を表すかはま

だ明らかではない.この問題を以下において解決して,実現可能な第 1種の測定の特徴

数学的定式化をもつ.

Hを対象系を記述するヒルベル ト空間とし,Ⅰを対象系に対する完全正値な操作測度

とする.つまり,Ⅰは,4.3節の条件 1.から4.を満たす任意に与えられた写像と

する.そこで,問題は,次のようになる.探査系を記述するための適当なヒルベル ト空

間Kを構成 して,そこに,実際に検出される探査系の物理土を記述するKの自己共役作

用素 A-,探査系の準備を記述するKの状態ベクいレ中,そして,対束系と探査系の相

互作用問の合成系の時間発展を表すH⑳Kのユニタリ作用素 U-を兄いだして,次式が

成り立つようにすること:任意のポレル集合△とKの密度作用素pーに対して,

Ⅰ(A)p^=TRK[(1⑳dA-(A))Uー(p ⑳̂I¢,･¢l)U〈*コ. (4.4.I)

この数学の問題は',YonNeumannが彼の観測理論のなかで解決した問題とよく似てい

る.実際 vonNeumannが解決した問題はこの問題の特殊な場合である. YonNeunann

の議論とわれわれの一般的な議論との関係を明らかにするために,この関係について述

べておこう.

X=Ei XiIxi><Xil (4.4.2)

を縮退のない固有値,...,x-1 ,Xロ,X1 ,...,をもつ物理量とする.物理圭 Xの再現

可能な測定の統計は次のように仮定されている :

測定確率 : Pくくxi)ト¢)≡I-<xil¢ >l2,
状態遷移 : 中一¢[xiコ=I火i>. (4.4.3)

ただし,固有値以外の実数 aに対しては,Pく(a)]¢)=0であり,ゆ【aコrは任意とす

る.この統計に対する操作測度は,式 (4.3.18)から,

Ⅰく△)p-=∑ Ixi><Xilp l̂xi,<XiI,(和の範囲は xi∈△)

(4.4.4)

となる.YonNeumannの証明は,この操作測度が,式(4.4.I)を満たすようにできるこ

とを示している.実際,探査系の空間として,Kを基底 lt‥･.;砂 ､_1,4'｡,ゆ1,...)
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をもつヒルベル ト空間とし,探査系の準備を中ロ,探査系の物理圭を A= ∑i Xi I

¢i>く¢ilとする.このとき,対象系と探査系の相互作用による時間発展 Uを次の

ようなH⑳Kのユニタリ作用素とする:任意の状態 ¢=∑kCkIxk>に対して,

U-l¢⑳中ロ>= ∑k Cklxk>⑳l¢k>. く4.4.5)

このとき,式く4.4.4)で定義された Ⅰが式 く4.4.1)を満たすことが示される.

きて,我々の問題は,前節の条件 1.-4.で規定された,抽象的な Ⅰが与えられた

ときに,やはり,式く4.4.I)を満たすようなK,申,AA,Û を構成することである.こ

のような数学的構成は,Naimarkの非直交的単位の分解を直交的単位の分解に拡張する

定理や,Stinespringの完全正値写像を準同型写像に拡張する定理と同様の手法により,

【084]において,得られた.すなわち,次の定理が得られる.

定理 1.任意の完全正値換作測度は実現可能な第 1種の測定の統計を蓑す.

この定理は,ある目的のために,ある統計をもつ測定器が有効であるという統計的考

察がなされたときに,そのような測定器が物理的に実現可能かどうかを判定するために

利用することができる.

そのような議論の一例として,Gordonと Louise111こよって考えられた測定の統計

が実現可能であることを示そう.tVaiと tQ･aiを実径赦 aをもつ波動関数の族と

する.記号で 〈IVa><Oal)と書かれる,Gordon･Louisellの測定とは,次のような

測定の統計をもつものである :任意の事前状態中に対して,

測定確率 : P(alQ)= I<4･aIゆ >l2,
状態遷移 : 中一V a. く4.4.6)

Cordon-LouiseH の測定の特徴的性質は,事後状態Vaが測定値 aだけに依存 して,

事前状態少にはまったくよらないということである.測定確率が正規な確率分布を表す

ために,(中a)は,次のように正規化きれていなければならない :

JIQ･a><lalda= 1. く4.4.7)

一方,V aは単位ベク いレである.式 (4.4.6)で与えられた測定の統計は次の操作測

度を定義する :

Ⅰ(A)pA= J△ tva,･4･alp-14･aHVa)da. く4.4.8)

次の計算により,この操作測度は完全正使であることがわかる :ベクトルの有限列 書1
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,ぞ2,...,gn と符1,符2,...,符n に対して,

∑i,j <書ildI(a)(l符iH 符 j l)lぞ j '

=∑i,j <giIV a'<4,al可i'<符 j l◎ a'<V aJg j 'da

= l∑i <ぞilV a><中al符i>12

≧ 0.
(4.4.9)

よって,定理 1から次の定理がえられる.

定理2.Cordon-Louisellの測_定は実現可能である.

前述のように,Gordon･LouiseH の測定は,事後状態を事前状態とは独立に制御する

という特質をもっている.このことを位置の測定に応用すると,位置測定に伴う状態遷

移を任意に制御することが可能であるという結論が得られる.

定理 3.単位ベクトルのポレル可測な任意の族 †V al に対して.次の測定の統計は実

現可能である :任意の波動関数dlに対して.

測定確率 : P(alゅ)≡I¢(a)t2 ,
状態遷移 '. QI-¢a=Va.

この測定は.-Cordon-LouiseH の測定 ‡IV a><allに対応

車は.

Ⅰ(A)p̂ = J△ daIVa>･alp̂ la,<Vat,

F̂(A)=SA dalaHal,
となる.･-

(4.4.10)

抽IJ空>執里油

(4.4.ll)

(4.4.12)

5.SQLを打破する測定

これまでの節で,SQLにまつわる問題がどんなものかということを細介し,圭子力

学から量子力学の測定について何がいえるかということを議論してき近.そこから得 ら

れた一つの結論は,完全正値操件測度によって記述される測定の統計はすべて実現可能

だということだった.この最後の節で,SQLを打破する自由質点の測定が実現可能で

あることを示そう.
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5.1.近似測定の統計

Ⅰ を完全正使操作測度とする.すると, Ⅰ はある測定の統計を表していると考え

られる.では,どんなときに Ⅰ が与えられたある物理圭の測定であると考えられるの

だろうか.以下において,この間題の典型的な場合として,いつ与えられた操作測度が

自由度 1の質点の位置の測定と見なせるかという問題を考察しよう.わーれわれの解析は,

前節で約束した精度と分解能の数学的定義に蒔き,SQLの数学的に厳密な定式化を与

える.

教科書に出ている位置測定の記述では,その統計は次のように特徴付けられている :

測定確率 : P(al¢)≡I¢(x)l2 ,
状態遷移 : 41- ¢a=la>.

(5.1.1)

(5.1.2)

しかし,この両方の条件を満たす操作測度は存在しないことが証明される.一般に,離

散的でない物理量に対 して再現可舵な操作測度は存在 しないことが証明されている

[084コ.ここで,操作測度 Ⅰが再現可能とは,

TrlI(BnC)p ]̂=TrlI(a)I(C)p L̂ (5.1.3)

が任意の密度作用素 p^ と Bore7集合 B, Cに対して成立することをいう. (式

(5.1.1)と (5.1.2)からこの条件が得られる.)従って,実現可能な位置の測定はす

べて近似測定である.近似測定という青葉の意味を明らかにするためには,測定の正

確さに関する誤差基準の精密な議論が必要である.そこで,3.2称で群人 した,精度

と分解能という二つの概念に,その正確な定義を与えよう 精度を定義するときに出会

うの一つの困難は,測定値の分布から雑音による因子を取り出すことである (多分 ,こ

の困難のゆえに精度と分解能という区別について,これまで,文献中でまったく論じら

れることがなかったのであろう)'. Ⅰを操作測度とし, Fーをその効果測度 とする.

Ⅰ が位置の物理圭のある近似測定を記述していると考えられるための必章条件を考

えよう.最初の条件は,F一が位置の物理圭と両立すること,すなわち,任意の Borel

集合 △ に対して,

lx-,F̂(A)]=0, (5.1.4)

が成 り立つことである.この条件は,この測定から得られる情報 (例えば測定値が△に

属するというようなJが,･位置に関する本来の情報と両立可喋 くcompatible)でなけれ

ばな らない七いうことで正当化されるであろう.この条件のもとで,次の式を満たす核

閑赦 G(a,x)が存在する :
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(5.1.5)

たとえ,測定器が位置を近似的にしか測定しないとしても,その測定値の分布 Pくal¢)

は位置の分布 I¢(x)I2 と関係付けられていることが期待される.実際,式 (5.1.5)

から,この関係が次のように表されることがわかる :

P(aJ¢)≡∫dxG(a,x)は)(x)]2. (5.i.6)

ここで, G(a,x)は特定の波動関数 ¢(x)からは独立で,よって,測定値に含まれる

雑音の成分を表していると考えられる.明らかに,任意の中に対して, P(alゆ)≡
暮¢(a)12が成立する (すなわち,無雑音の場合)ための必要充分条件は, G(a,x)=
8(a -x)となることである.おおよそ, G(a,x)は質点の測定のときの位定が xで

あるという条件のもとでの,測定値 aが得られる集件付確率密度である.よって,こ

の場合の精度 e(x)は,

e(x)2 = ∫da(a-x)2G(a,x), (5.1.7)

で与えられるべきである.従って,質点の事前状態が 砂 のとき,この測定の進度

(precision)e(め)は次式で与えられる :

e(¢)2 =∫dxe(x)2]¢(x)I2. (5.1.8)

同様の考察によって,質点の事前状態が 中 のとき,測定の分解能 (resotusion) α

く¢)が次式で与えられる :

q(¢)2≡ ∫daq(a)2F'(alゅ),

q(a)2=Jdx(a-x)2lゅa(x)t2.

こ こ に,

(5.1.9)

く5.1.10)

である.

近似測定のための第2の必要集件は,測定値の平均値が事前状態における平均位置に

一致するという意味で,雑音が杢塩 (unbiased)であるという条件で,次式で表される

:任意の 少 に対して,

∫dxxP(xl¢)=<¢lx̂l¢>.
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△(ゆ) を質点 の事前状態 少 に対する測定値の不確定さ (標準偏差)とし,

△x(¢)を質点の状態 ¢ の位置の不確定さとする.そのとき,一般に次の定理が成 り

立つ.

4.Ⅰ を 1自由度系の操作測度とする.読 (5.1.4)と (5.1.ll)で蓑王

年r能性と不偏性の集件のもとで.次の関係が

e(¢)2 =△(申)2-△x(申)2, (5.1.12)

a(¢)2 = JdaP(aI¢)△x(ゆa)2

+∫daP(aIdl)(a-<¢alx-l¢&>)2-.

く5.1.13)

また･他

の必要充分gi

ある.

め)の め 全体における点

ド(xld))≡lめくx)l2 が.
払 左_三｣0∴_T.あ6.た虚
しで.成立することでの め に菜

この定理は両立可能性と不偏性の条件が近似的位置測定を特徴付ける適切な条件にな

っていることを示している.この条件を満たす測定については,測定の近似的性質につ

いて,精度 C と分解能 o･を用いて,更に詳しい特徴付けが可能である.そこで以下

では,操作測度 Ⅰ が両立可能性の条件 (5.1.4)と不偏性の条件 く5.1.ll)を満たす

とき,近似的位置測定 (approximatepositionnleaSurement)の操作測度と呼ぶことに

する.

さて次に,SQLの数学的定式化を与えよう.Ⅰを1自由度系の操作測度とする.

自由質点 川が,操作測度 Ⅰ で記述される2回の同一な測定の合間に,時間 T にわ

たって,ユニタリな時間発展をすると仮定する.U-T をその時問発展のユニタt)作用

素とし,自由箕点は第 1回の測定の直前に状態 中 にあるとする.すると,その測定の

直後 (時刻 t=0)には,質点は,確率 P(aIゆ)daで, 事後状態 ゆa にある.こ

の測定値 aに基づいて,観測者は時刻 t = Tに行われる第2回の測定の測定値に

対する予測 h(a)を決定する.すると,この予測の不確定さの2乗は,

△(I,少,a)2 =∫dx(x･h(a))2 p(xIUーT¢a).

通常, h(a)の決定にあたって,次の平均値予測の方策が採用される :

h(a)=<¢alx̂(T)J¢a>,

ここに,
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x̂(I)=ÛT'x(0)Û_T =X̂ +p̂T/m. (5.1.16)

この反復測定の,事前状態 ¢ および時間間隔 T に対する,予測の不確定さ △(T,

¢)は,第 1回の測定値すべてにわたる △(T,め,a)の2乗平均として定義される :

A(T,¢)2 = ∫da△(T,妙,a)2 p(aI¢).

このとき,SQLは,次の関係を主張する :任意の事前状態 少 に対 して,

△(T,¢)2 ≧ hT/m.

さて,換作測度 Ⅰ が近似的位置測定の操作測度であれば,式 (5.1.13)から,

△(T,少,a)2 = △(リーT¢a)2

= e(ÛT¢a)2 +△x(T)(¢a)2,

となり,したがって,

△(T,め)2= ∫daP(aI¢)(e(U〈T¢a)2 +△x(T)(¢a)2)

= [e(U〈 Tゆa)2コ+【△x(T)(¢a)2】,

く5.1.17)

(5.1.18)

(5.1.19)

(5.1.20)

である.ここで,ブラケットは Pくalゆ)による平均を表す.

きて,3.2節の Cavesの議論 くく3.2.3)式参照)を洗練 して,次のようなSQ

Lのための充分条件を得る.

定理5.Ⅰ を軽度 C の近似的位置測定の操作迎

[△x(¢a)2コ ≦[e(U〈T¢a)2]

この測定に対 して .SQLが成 り立つ :す尤が成立す

対 して .

前状態 dIに尭

(5.1.21)

の事 前 状態 めに

△くT,¢)2 ≧ fiT/m,

が成 り立つ.

実際,不確定性関係 (3.2.4)を用いて次の評価が得られる.
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△くT,¢)2 = [e(U〈T¢a)2コ+[△xくT)く¢a)2コ
≧ [△x(0)(¢a)2コ+[△x(T)(¢a)2]

≧ [2△x(0)(ゆa)△x(T)く¢a)]
≧ fLT/m. く5.1.23)

上の定理から,測定の誤差に関して,精度の概念がSQLの蒔出に本質的に関連してい

ることがわかる.

もし次の簡単な関係

q(¢)2 ≦【eくりへT¢a)2]. (5.1.24)

が精度と分解能の問に成立すれば,定理5の仮定 く5.1.21)は式 く5.1.13)から得られ

る.よって,このときは,Cavesの議論のように条件 (5.1.24)からSQLが串かれる.

このようにして,SQLに想到するわれわれの直観は次の言明に支えられていると嘗え

るであろう :(1)どんな近似測定も雑音と状態遷移に関して両立可能性と不偏性の集

件を満たしている. (2)測定の分解能は精度を越えない.しかしながら,最初の嘗明

が正しいと認められても,実現可能なすべての測定が2番目の言明を満たすことは,全

然,明らかではない.ともかく,SQLを打破する測定装置を設計するには,測定精度

より分解能の方が大善い位置測定の相互作用を兄いだきなければならない.ところが,

Yon Neumannが観測の理論を創設して以来,位置の測定のための相互作用は,Yon

Neumann自身によって練成きれた,たった一つしか知られていない.つぎの分節では,

この vonNeumannのモデルを分析して,残念ながらこのモデルではSQLが成立して

いることを確認しよう.そして,その次の分節で,SQLを打破する,新しいモデルを

構成する.

5.2.近似的位置測定の VonNeumannによるモデル

[C85】 で,Caves は近似的位置測定の vonNeunann[N55】によるモデルが定理5の

仮定を満たし,SQLが成立していることを示した.yonNeumannのモデルの対象系と

探査系の相互作用は単純な線型的結合であり,いくつかの圭子非破壊測定のモデル

[C80コでも利用されているので,Caves によるこの結果をわれわれの枠組で再現してみ

よう.

このモデルは第 2の観測者の記述によって提示される.探査系は,座標 Q,運動量

pをもつ1自由度系であって,座標 x,運動量 p をもつ,対象系 く自由質点)と同様

である.対象系と探査系の結合は時刻 t=-7- から t=0 (0･7.- ･<T)の問行

われ,相互作用 HamHtonianKx-p- で表される.ここに, K は結合定数で,対象系と

探査系の自由 HamHtonianが無視できるはど強いと仮定する.ここで,単位系は KT
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=1となるように遠ぶ.すると, Vo(x,Q)=f(x,Q)とおけば, Schroedinger方

程式の解とま,

V t (x,也)=f(x ,Q - Ktx) , (5.2.1)

である.結合が行われる直前の時刻 t=一丁~において,自由質点の未知の波動関数を

¢(x)とし,探査系は波動関数 ○(Q)の状態に準備されているとする.簡単のため ,

<中IQ̂ ]◎> = <中lP〈I◎> = 0 と仮定する.金糸の波動関数は, 甘o(x,Q)= ¢

(x)4･(Q)である.相互作用の終わり (t=0)には,全系の波動関数は,

V(x,也)≡ ÛVロ(x,Q)= ¢(x)4･(a-x). (5.2.2)

となる.

測定の統計を得るために次のことを思い出しておこう.この測定の括黒 くxの推定

値)は,測定値 と呼ばれる値 Q~であって,これは,探査系の物理量 Qの検出によっ

て得られる. (この検出は,全体としては巨視的な測定装置のうちで,検出器 と呼ばれ

る,引き続く部分と時刻 t=0において,探査系が結合されることによりなされる.)

したがって,測定値IQ-が得られる確率 (すなわち,この測定の測定確率)は,Born

の統計公式により,

P(Q-)= JdxJV(x,QつI2 = Jdxl¢(x)12 I4･く8--x)I2 .

く5.2.3)

となる.自由質点の, Q = Q-の場合における,事後状態を表す波動関数 ¢くxJQ~)

(時刻 t=0たおける)紘,¢(x,Q)を評価することにより, く正規化の因子を除いて)

次のように求められる :

¢(xIQ~) = V(x,Q~)/PくQ-)1/2

= ¢(x)◎(Q1-x)/p(Q~)I/2. く5.2.4)

事後波動関数 く5.2.4)紘,もちろん,式 く4.2.10)から直接求めることもできる.こ

の測定の操作測度 Ⅰ を求めるために,もし,事前状態が混合 p^ならば,事後状態

p a-は次の関係を満たすことに注意しよう :

dI(Q-)p^= p-Q~Pくqーlp-)dQ-

=V(a一l-x̂)p-V(Q~1-x̂)+ dQ･~.

したがって,この測定の操作測度 Ⅰを得る :
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Ⅰく△)p^=J△ dI(Q-)J了

=J△dQ-V(Q~1-x̂)p〈甘くQ-1-x̂)+.

これから,効果測度は次のようになる:

F-(A) = SA dF-(Q-),
dF〈(a-)=dQ-l甘(a-1-x̂)l2

=dQ~∫dxIVくQ~-x)12Jx><xI.

(5.2.6)

く5.2.7)

式 (5.2.7)から明らかに,この測定は両立可能性の集件 く5.1.4)を満たし,その核関

致は G(q~,x)は次のように書かれる.

G(a-,x)≡lV(Q~-x)12 .

次の計算から,不偏性d)条件 (5.1.ll)が成立することがわかる:

JdQ~Q~p(Q-1ゆ) = JdQ-dxQ14'(x)t2IQ･(Q--x)[2

= Jdxxl¢(x)l2

= <¢Ix̂l¢>.

(5.2.8)

く5.2.9)

したがって,この測定は近似的位置測定のための条件を満たしている.この測定の精度

e(¢)は次のようになる:

CくdI)2 JdxI¢(x)l2JdQ-(Q-･x)21V(Q~-x)l2

JdQ-,a2 IV(a-)12

<vLQA2 IV>. (5.2.10)

定義と式 (5.2.3),(5.2.4)から,この測定の分解能,α(¢) は次のようになる:

q(¢)2 ∫da-p(Q-1¢)Jdx(也--x)2付くxJQ~)I2

JdQ-dx(Q--x)21V(Ql-x)I21ゆ(x)I2

<vIQ-2IV>. く5.2.ll)

△Qを測定直前の探査系の物理量の不確定さとする,すなわち,(△Q)2 =<争 IQA21

0> - <4･lQAl争>2 .すると,YonNeunannのモデルでは,ちょうど次のようになっ

ていることがわかった :任意の砂に対して,
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e = e(¢)= △Q,
q = qくゆ)= △Q .

よって,次の計算より (式 く5.1.13)参照),定理5の仮定が成立していることがわか

る :

[£(U〈T¢q~㌍ ] = △Q= α(¢)

= 【△xくゆQ-)2コ+【(Q~-<ゆQ-Ix̂I如 -i)2】

≧ [△x(中Q-)2]･

以上から,yonNeumannのモデルではSQLが成立することが示された.

5.3.SQLを打ち破る測定の実現

きて,Yuenの提案 【Y83]に戻ろう.彼の着想は,もし,測定がすべての測定値 a

について,自由質点を収縮状態 少a にするならば,次の関係が得られるということで

ある.

△x(I)(¢a)i.(fir/2m)1/2･<△x(o)(¢a). (5.3.1)

したがって,もし,この測定が次のようなよい清度をもつならば,SQLは打ち破られ

る :

e(ÛT¢a)･･くfiT/2m)1/2 く5.3.2)

実際,式 (5.1.20)と式 (5.3.1),(5.3.2)を合わせることにより,次の関係を得る :

A(T,¢)2=[eくU二T¢ ti)2]+[△x(T)(¢a)コ2

七< もT/m (5.3.3)

では,以下において,このような測定の統計が Gordon-LoujseH のiEJj定によって,実

現されることを示そう.

lJLyOw'を <x' = <p'= 0をみたす'一つの収縮状態とし'Vaを <x仲 aチ=

<x-alJLyOo> によって定義する.すると/, tV a) は, <x> = a および

<p>=0を満たす収縮状態 t〟yao>の族となり,これは,定理3の仮定を満たす.よ

って定理3から.,以下のような Gordon-Loujsellの測定〈ILLVau><al)の統計が実現

可能である:
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測定確率 :

状態遷移 :

P(a岬 )= I<al¢ >12,
中. 41a = lfLVa(J>.

く5.3.4)

(5.3.5)

そこで,この測定の反復測定をするときの予測の不確定性 △くT) を調べてみよう.

式 (4.4.12)と (5.3.4)から,この測定は両立可能性の条件 く5.1.4)と不偏性の条件

く5.1.ll)を満たす.更に,これは位置の物理圭の完全な精度をもつ測定である,すな

わち,任意の砂に対して,G(a,x)= 8(a-x)を満たす.式 く5.I.20),(3.1.16),

く3.1.17)から,

A(t,¢)2 ∫daPくal¢)(e(Ût ¢a)2 +△x(I)(¢a)2),
∫daPくal¢)△x(t)く中a)2,

く1/4号)(tLT/qI)+(211/mu)くl〟+yIo/2)2(t-T)2.

く5.3.6)

こ こに,

T = 2号/(oJ〃+vl2)= 号Thm/△p(0)2.

したがって,t=T と充分大きい 書に対して,

△(T,ゆ)2 = (1/4号)(fir/m)<<屯 r/劇.

く5.3.7)

(5.3.8)

となる.

L/たがって,実現可能な測定である Gordon-LouiseH の測定 tlJLyau><aI)は,

SQLを打ち破る測定であることが示された.以下 , この分節の残りでは,この測定を

実現する対象系と探査系の結合を表す相互作用 Haln‖tonianを与えよう.

そのモデルの記述は,ち.乞称で与えた VonNeumannの測定のモデルと平行的である･

自由質点 (対象系)は,座標 Q と運動圭 Pをもつ1自由度の対象系と結合される.結

合は時刻 t= -7-から t=0(0<T~<<T )の間で行われ,質点と探査系の自

由 HamHtonianが無視できるはど強いとする.われわれは,この結合に,次の相互作

用 HaRLHtonianを選ぶ :

Hノ= (K7(/3√3)t2(x-p｢-QAp̂)+(x-p̂ -Q{p-)), (5.3.9)

ここに, Kは結合定数や,KT~=1となるように選ばれている.このとき,Vo (x,Q)

= 千(x,a)とおけば,Schroedjner方程式の解は,次のようになる:

V t(x,Q) = fく(2/√3)tx sin【く1 -Kt)7(/3]+asin【Kt7【/3]),
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(2/√3)〈-x sin[Kt7t/3]+Qsin[(1+Kt)7t/3コ)).

く5.3.10)

この結合が行われる直前の時刻 t=一丁~において,自由質点の未知の波動関数を ¢

くx)とし,探査系は収縮状態 中くQ)= <QIFLVO(J>に準備されているとする.よって,

全系の波動関数は,V o(x,Q)= ¢(x)4･(Q)である.ここで,この状態での期待値は,

<Q̂>o=<F)̂>ロ=0である.相互作用終了の時刻 t=0に,金糸の波動関数は,

V(x,a)= ¢(Q)中(Q-x). く5.3.ll)

となる.この時刻に,Qの値 q-が,測定器の引き続く段階にある探査系の物理量の検

出器によって得 られ,この値で xの値が推定される.したがって,この測定の測定値

として値 Q-を得る確率密度 P(a-141)が次式で与えられる:

P(Q-I¢)≡ JdxIV(x,也-)l2 = 付 くQ-)l2 . く5.3.12)

この測定の直後 (t=0)における自由質点の波動関数 ¢Q~(x)=¢(xIQ~)は, (正規

化の因子を除いて,)次のようになる:

¢(XIQ-)= [l/P(Q-岬 )I/2)】Vくx,Q-)

= [¢(Q-)/l¢(Q-)l]争(Q--x)

= C<xIJLVQ-u>.

ここに,C(ICl=1)は,定数の位相因子である.

このようにして,この測定の統計が次のように得られた

測定確率 : P(Q~IdI)= 岬 (Q-)I2 ,
状態遷移 : 中 一 如 ~ = lJLVQ~O,.

(5.3.13)

く5.3.14)

(5.3.15)

これは,この測定が Gordon-Louisellの測定-tljLyQ-O><Q-Jl)を実現していること

を示している.

以上で,SQLを打ち破る測定の存在と,その測定を実現する相互作用の明示的な記

述を得て,予告したすべてのこ_とが示されたことになる.この解析から,SQLのよう

に,自由質点を監視する際の精度を制限するような,不確定性原理から蒔かれる圭子力

学的限界が存在するという議論は,まったく理論的根拠をもたないことが明らかにきれ

た.つまり,われわれの議論の明らかな論理的滑給は,SQLが存在するといういかな

る証明も,量子力学の基本原理からは,不可能であるということである.このことは,

この理論的根拠に基づいて,SQLを打ち破る実際的な装置を設計するという興味ある
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問題を提出するであろう.この方向の研究は,まだ本格的には進められていないようで

あるが,KerrceH と フィードバック ･ループによって,従来の干渉計を改良してS

QLを打破できるとする興味ある研究が,Bondurant【B86]によって発表されている.

従来の干渉計の動作が,YonNeumannのモデルによって,簡潔に解析され考のと同様の

意味で,KerrceH とフィードバック.･ループの働きが,われわれが示 した Gordon-

LouiseH の測定を実現させる相互作用 HamHtonianに現れる付加項とどのように対応

しているかを明らかにすることは興味ある問題であろう.そのような対応関係の存在は,

われわれの相互作用が,線型的結合のうちで,SQLを打ち破る効果をもつもののなか

でもっとも典型的なものであるという,この報告では留介できなかった数学的根拠から

支持きれる.言い替えれば,測定の相互作用における岳QLを打ち破る効果は,単純な

線型的結合のうちにすでに解析され得る効果であることが今や明かとなったからである.

これらの問題に関する詳論は,また別の横会に給介する予定である.
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