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1 はじめに- なぜ連続測定か?

光子数の測定は光電子増倍管があれば手軽に行なうことができるが､この測

定過程 (フォトンカウンティング)は量子力学的にはどのように記述されるの

だろうか?

語を簡単にするために密度演算子蝕 eldで記述される状態にある光をフォトン

カウンティングするとしょう【11｡ 図1に示すように光は完全な共振器に閉じ込

められていて､これにあけられた小 さな窓からもれてくる光をフォトンカウン

ティングするとするO検出器の時間分解能△tの間に2個以上の光子が検出され

ないよう窓の大きさは十分に小 さくとると､-出力は光電子パルスの時系列とな

る｡このときの光の状態の時間発展の様子を示したのが図2である【21｡

図1 共振器中の光に対するフォトンカウンティング
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図2 連続測定における情報の読み出しと光子場の非ユニタリー時間発展
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｢光子数の連続測定 :情報と波束の収縮｣

ある時刻の密度演算子P(Tl)は同じ時刻に光子が検出される確率p(Tl)を与え

る｡しかし､実際に光子が検出されるか否か(光電子変換が起こるか否か)は前

もって予言することはできない(確率的に起こる)｡ところが光子場の時間発展A(Tl)- A(T2)(T2- Tl+△t)は実際に光子が検出されたか否かで異なったものに

なる｡このように光の状態が光電子変換の確率を与え､実際に光電子変換が起

こったかどうかに依存 して次の光の状態が決まるというサイクルが全測定時間

にわたって(△i- 0の極限で)遭墜塾に繰り返される.このように､フォトンカ
ウンティングは光子数の連続測定の一例になっている｡

従来のフォトンカウンティングの理論【3,4】では共振器内に閉じ込められた光
子場と検出器とからなる全系は全測定時間にわたりユニタリー時間発展すると仮

定される｡そして測定直後の光の状態はvonNeumannのprojectionpostulate【5]
を適用することによって得られる｡ところが上に述べたように光電子変換が起

こったか否かは全測定時間にわたりリアルタイムで読み出すことができるので､

ユニタリー時間発展の措像は実際の光子場の時間発展を正しく記述していると

は言えない｡以下では､フォトンカウンティングを記述するための理論的枠組

が与えられ､これに基づいて情報の読み出しと波束の収縮の関係が様々な例に

ついて議論される｡更に､フォトンカウンティングが非可逆な測定であるのは

なぜか､また､可逆な測定は存在するか､存在するとしたらどういう意味で可

逆的と言えるのかについて考察する｡

2 連続測定の基礎

2.1 フォトンカウンターのモデル化

フォトンカウンティングは次のようにモデル化することができる【6】｡下準位

にある二準位原子を測定したい光が閉じ込められた共振器に時間△tごとに次々

と入射する｡原子の上準位 と下準位のエネルギー差は測定したい光子のエネル

ギーに一致するようにし､また各原子と光との相互作用時間は検出器の時間分

解能△tに等しくとるo共振器から出てきた各原子のエネルギー準位を次々と測

定することによって光が原子によって検出された(出てきた原子が上準位にある)

か､検出されなかった(下準位にある)かを知ることができる(図3)O計算の最

後で極限△t→ Oをとることによって光子数の連続測定をシュミレートすること

ができる｡
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図3 フォトンカウンティングの物理的モデル
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｢光子数の連続測定 :情報と波束の収縮｣

光の始状態をpf(to)､下準位にある原子の状態をl9)aと書けば光と原子の合成
系の始状態は次のように書ける｡

Pa_f(to)-み(lo)㊨lg)aaく91

光と原子の相互作用 として電気双極子相互作用を仮定すれば相互作用ハミルト

ニアンは次のように書ける｡

hint-hg(ゐat+eat)

ここで机 aは光子の生成､消滅演算子､れ 3は原子の昇降演算子(atlg)A-Je)&､
3le)a-lg)い 但しIe)aは上準位にある原子の状態を示す)､9は光と原子の結合定
数である.合成系の状態の時間発展を△tの2次までを相互作用表示で書けば次

のようになる｡

pa一再o+△i)- Pa-f(io)+去/.to'Atdtllhint(il),Pa-f(io)]

･(左)2/.to'Atdtl/.tld埴 nt(il),[hint(i2),Pa-f(io)]]

+o((△t)3)

この式の右辺に(1)式と(2)式を代入すると次式を得る｡

紅f(t.+△t)- 紅 f(t｡)+igAllpf(io)aTc919)"(eト的(lo)@le)aa(9[]

(1)

(2)

(3)

(lpf(t｡)A+絢 (to)]@Jg)aa(gト2aPf(to)at@le)"(eJ)

+o((△i)3)
ここでh≡alaは光子の数演算子である.

(4)式は共振器内を原子が通過した直後の光と原子の合成系の状態を表わし
ている｡この状態に対 して原子の準位を測定した場合の光の状態変化は次の2

通りに分かれる｡

- 239 -
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2.1.1 1光子積出過程

共振器を通過後の原子が 1光子を吸収して上準位にあった場合を1光子検出

過程と呼ぼう｡この時の光の状態は(4)式のうちで原子が上準位にある部分 (す

なわちIe)aa(elに比例する部分)をとり出す(射影する)ことによって得られる｡

この部分をJlj3f(t｡)】⑳re)aa(er△tと略記すると

JlPf(t｡)】-人的(i.)aI

が得られる(但し､入≡92△l)O従って1光子検出過程直後の光子場の密度演算

子は(5)を規格化することによって得られる｡

Pf(i+)-
JlPf(i)] 絢 (i)aI~~ニー~~~=二∵ ｢｣ふ= 一二

Tr(JlPf(i)]) Trlみ(i)ala】

(5)

(1光子検出過程) (6)

ここで州 まi+△tで極限△t→o+をとった値を意味するものとする0

2.1.2 0光子積出過程

共振器を通過後の原子が光子を吸収しないで下準位のまま通過した場合をo

光子検出過程と呼ぼう｡この時の光の状態は(4)式から原子が下準位にある部分

(すなわちlg)aa(9日こ比例する部分)をとり出すことによって得られる.この部分

をSAtlPf(to)]@Ig)aa(91と略記すると

S△tlh(io,】-exp(-ihAi)A(to,exp(-ihAt)

が得られる｡このようなo光子検出過程が有限な時間T =N△tにわたって続い

た場合の状態変化ST【Pf(io)]は(7)のS△tをpf(to)にN回作用させることによって

得られるから

sTlh(l0,,-exp(一紳 f(to)exp(-ihT)
となる｡従って､0光子過程が有限な時間間隔丁だけ続いた直後の光子場の状態

は(8)を規格化することによって次のように与えられる｡

βf(i+T)- lllllll.lllll一●■■lllll■■lll.ll.ll●lllllllll■l■llll■■l■■■llllllll■llllll■■lll.■■■ll■- ■
Tr(ST[h(i)D irlpf(i)exp(一入hT)】

sTlPf(i)] eXP(一書hT)A(i)exp(一書hT)

(7)

(8)

(o光子検出過程)(9)

(5)式と(8)式はフォトンカウンティングの公理論的構成の出発点としてSrinivas
とDaviesによって仮定されたものである[7】｡ここではこれらをフォトンカウン

ティングの物理的モデルに基づいて導出した｡
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｢光子数の連続測定 :情報と波束の収縮｣

2.2 連続測定

フォトンカウンティングを時刻i=0からt=Tまで行ったところm個の光

子がそれぞれ時刻Tl,T3,･-Tmで検出されたとしよう.このとき測定直後の光の密

度演算子β芝pF(Tl,T2,･･･,Tm;0,T)を求めよう(なお以下の議論では光に関する演
算子しか現われないので光子場をあらわす密度演算子の下つきの添字fを省略す

る)｡時刻i-0での光の密度演算子をP(0)と書けば､時刻OからTlまではo光

子検出過程が続き､Tlで1光子が検出され､TlからT2まではo光子検出過程が続

き､時刻T2で1光子が検出される等々を(5)式と(8)式を繰 り返し適用すること
で表わすと

p芝pF(Tl,T2,･･･,Tm;0,T)-
ST_TmJS,m_,m_lJ･･･JSTlβ(0)

ST_ TmJSTm_ T,～_lJ･･IJS,1β(0)
(10)

が得られる【2,8】｡aとaTの交換関係【a,at]-1を用いて右辺の分子を計算すると

S T _TmJSTm_Tm_lJ-･STlβ(0)ニ スmexp

となるので(10)式は次のようになる｡

p芝pF(T)-

(塞T,･)exp(-iataT)
･a-p(0,(畔 exp(一言ataT)

exp(一書afaT)amp(0)(aT)mexp(-iataT)

TrlP(0)(at)mexp(-入alaT)am]

(ll)式で光子が検出された時刻を含む因子exp(一人云 T,.
J=1)

(ll)

(12)

は(10)式の分母と分子

で打ち消し合うので､(12)式は観測時間Tとその間に検出された光子数m のみ

に依存する(従ってβ芝pFの引き数Tl,･･･,Tmは省略した)0

3 連続測定による光子場の非ユニタリー時間発展

これまでに導いた結果に基づいてフォトンカウンティングによって光子数分

布がどのように時間発展するかを議論しよう【8】｡

3.1 1光子検出過程

フォトンカウンターが 1光子を検出した直後の密度演算子は直前の密度演算

子と(6)式で関係づけられるが､これから1光子検出直後に共振器内に残った光
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子数の平均値は

(n(i'))-Trlp(i')h]-くn(i)ト 1+
([△n(i)]2)
(γ申)) (13)

で与えられることが分かる｡ここで (n(i)) -TrlP(i)h]及び (【△n(i)]2) -
TrlP(i)が]-(TrlP(i)h])2はそれぞれ-光子検出直前の光子数の平均値及び分散

である｡この結果は検出器が1光子を吸収する直前と直後の状態の平均光子数

の差が1には等しくならず光子数分布の広がりを表す分散に依存することを示

している｡

唯一の例外は直前の状態が光子数確定状態の場合で､(【△n(i)]2)-oとなるの

で､(n(i+))と(n(i))の差はちょうど1に等 しくなる. 直前の状態がコヒーレン

ト状態の場合は(【△n(i)]2)-(n(i))となるので(13)式から(n(i+))-くn(i))が得
られる｡つまり､検出器が1光子を吸収したにもかかわらず､共振器内の平均

光子は吸収前と比べて変化しない｡特に､直前の状態が熱分布(Bo卓e-Einstein分

布)している場合の分散は(【△n(i)]2)-(n(i))+(n(i))2で与えられているから(13)

式から(n(i+))-2(n(i)ト つまり､検出器が 1光子を吸収することによって残 り
の平均光子数が直前の場合に比べて2倍に増える!

この事情は次のように理解することができる｡1光子検出直前の状態が真空

状態と光子数 100の状態が等しい確率で存在する混合状態であるとすると密度

演算子は

刷 -芸(10)(0回 100)く100t)

で与えられる｡従って､1光子検出直前の状態の平均光子数は50である｡とこ

ろが真空状態では光子が検出される確率は0だから1光子が検出されたという情

報からはじめの状態が光子数100の光子数状態であったと結論できる｡従って､

測定直後の状態はこれから1光子が吸収された光子数状態 (99)(99Iになり､平均

光子数は50から99へほほ倍増する｡平均光子数がく可 の熟平衡状態の密度演算
子は

告 (n)n
A(i)-∑nit.(1+(n))n+1

tn)(nf

で与えられ､真空状態 )o)くOIが最大の確率をもっている.この状態に対 して1光

子が検出されると､測定直後の状態はこの最大の確率が(6)式に従って他の光子
数状態-再分配され､その結果､残りの平均光子数が増える｡他方､コヒーレ

ント状態は消滅演算子の固有状態になっているために1光子検出過程の前後で

状態は変化しない｡故に､平均光子数も変化しない｡
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｢光子数の連続測定 :情報と波束の収縮｣

3.2 0光子検出過程

時刻tからi+71までの間光子が検出されなかった場合の光の状態の変化は

(9)式で与えられる｡このときの平均光子数の時間変化は

(n(i+T))-TrlP(i+T)h]-TrlP(i)Aexp(一入hT)]
TrlP(i)exp(一入hT)】

で与えられる｡ネT≪ 1として右辺を展開すれば0光子検出過程における平均光

子数の時間発展を記述する微分方程式

孟(n(i))--A(lAn(i)]2) (14)

が得られる｡(14)式は検出器が光子を吸収しないにもかかわらず共振器内に残っ

た光子数の平均値が時間とともに減少することを示している｡この理由は､0

光子検出過程が続 くと光子数の大きい状態の確率が減少し､真空状態の確率が

増えるように密度演算子が再規格化されるからである(このことは(9)式が因子

exp(一書hT)を含んでいることからわかる)o唯一の例外は光子数確定状態で､こ

のとき(【△n(i)]2)-oとなるので平均光子数は時間的に変化しない.

3.3 連続測定

時刻Oからrまでフォトンカウンティングしてm個の光子が検出されたと

する｡このとき､測定直後に共振器内に残った光の密度演算子は(12)式で与え
られるので平均光子数の時間発展は

(n(T))m-Tr[β芝pF(T)h]-exp(-1T)
Trlp(0)(at)m'1exp(一入hT)am'1]

TrlP (0 )(al)mexp(一入免T)am]

(15)

で与えられる｡これを様々な初期状態について計算したものを図4に示す｡光子

は時刻Tl,T2,T3,T.に検出されたと仮定している.また点線は初期状態がコヒーレ

ント状態の場合を示している｡いずれの場合も測定が進むに従って共振器内の

状態は真空状態へと近づいていくが､その近づき方は光の初期状態の統計性に

強く依存していることがわかる｡

- 24 3 -



上田 正仁

(n (t))

(n (t))

(n (t))

ヽヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽl l

■..㌔済蔭.■:..V式載_腿‥●●'."賓●'.'史璽樹 .良妻､∃

(C)ヽヽヽヽヽヽ

一､-I

一一一一 l一 l
TIT2 73 74

Tm4E

図4 連続測定による平均光子数の時間発展(点線はコヒーレント状態)
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｢光子数の連続測定 :情報と波束の収縮｣

3.4 連続測定における光子数の保存則

以上の議論から測定直前の平均光子数n｡と直後の平均光子数(n(T))mの差が
必ずしも検出希が実際に吸収 した光子数m に等しくならないことを知った｡こ

れは数学的にはm とくn(T)),nの和が測定直前の平均光子数n｡≡ TrlP(0)坤 こ必ず
しも等しくならないことを意味している｡

m+くn(T)),n≠no≡ TrlP(0)h] (16)

この理由は(n(T))mもnoも密度演算子で統計平均された量であるがm は一回の

測定で(たまたま)吸収された光子数にすぎない(つまり､m は統計平均された量

ではない)ことによる｡よく知られているように量子力学において保存される量

は可能なすべての値について統計平均をとった量である｡今の場合は(16)式の
左辺をm について統計平均をとった量が保存量である｡この場合の統計的重み

は時刻OからTの間にm 個の光子が検出される確率p(m･,0,T)である.この確

率は(ll)式のトレースをTl,T2,･･･,T,nのすべての可能な値について積分したもの
に等しい｡

p(-'O,T)- /.TdT- /.Tmd,--1-･/.乃dTI

xTrlsT-.mJSTm-Tm_1J･-JSTIP(0)】

(1-6-AT)Tn
EiZ2日 Trlp(0)(at)mexp(一入hT)am] (17)

(15)式および(17)式から等式
00
Ep(rn;0,T)lm+(n(T)).n]-nom=0

(18)

が成立することが証明できる｡

以上の議論から明らかなように連続測定によってm とくn(T)).nの和が最初の

noに比べて増えたり減ったりする理由は､最初に用意されたアンサンブルP(0)
から測定時間Tとその間に検出された光子数mで指定されるサブアンサンブル

P芝pF(T)をとり出しこれに対して光子数の平均値(n(T))mを計算したことにある.
連続測定では読み出された情報に基づいて密度演算子が連続的に再規格化され

るが､これは物理的には､はじめに用意された統計集団から､測定値に合致す

るような部分集合を次々にとり出す(射影する)ことを意味 している｡

3.5 連続測定によって光子の密度演算子は混合状態になるか?

光の初期状態が純粋状態にあると仮定しようOこのときp(o)は状態ベクトル

J4,)を用いてβ(0)-r4,)(4,lと表わされる｡このような始状態に対 して連続測定を
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行い時間Tの間にm個の光子が検出されたとき､測定直後の状態は(12)式から

p芝pF(T)-
exp(一書a†aT)ゐm働く4,I(at)mexp(一書alaT)

(4,J(at)mexpトスataT)a7n J4,)

(19)

で与えられる｡ところで､ある状態が純粋状態であるか混合状態であるかは密

度演算子が巾等条件 (2乗がそれ自身に等 しい)を満足するかどうかで判定でき

るが､(19)式で与えられるPQmPF(T)は明らかにこの条件

lpspF(T)]2-GBpF(T) (20)

を満足している[9】｡それ故に初期状態が純粋状態であれば連続測定によって状

態は純粋状態を保ちつつづけ､混合状態にはならないことがわかる｡

4 番犬効果

前節までの議論では検出器から読み出された情報(光子検出の有無)をすべ
て使って密度演算子の時間発展が計算された｡他方､読み出された痛報を使うの

も捨てるのも我々の自由である｡では読み出された情報を計算に使わずに捨て

た場合､状態はどの様に時間発展するだろうか?この問いは､測定を行っている

ときに測定結果を使って状態の時間発展を計算できる人とできない人にとって

測定対象の状態変化が同じに見えるかどうかという問いと同じである｡いずれ

の場合も対象(共振器内の光)と検出器(フォトンカウンタ-)との相互作用(物理

的条件)は同じであるが両者が知りうる状態発展は以下に示すように全く異なっ
たものになる｡

検出器からの出力を読み出さない場合の密度演算子の時間発展は1光子検出

過程と0光子検出過程からの寄与の統計和で表わされる｡

A(i+di)-Tr(JlP(i)])dt +TrtSdtlP(i)])
JlP(i)i .,T.__日日 や′州 . SdtlP(i)]

T riJlP(i)])■ ー~し〉叫 r＼vJJJ T r(SdtlP(i)])
(21)

ここでTrIJlP(i)DdtおよびTr(SdtlP(i)])はそれぞれ1光子がdiの間に検出され

る確率とされない確率を表わしている(両者の和がdfの精度で1になることは

容易に確かめることができる)｡この式の右辺に(5)式と(8)式を代入すると次
のような微分方程式が得られる｡

孟刷 -榊 )a†一言絢 (i)一言榊 †a (22)

この方程式の解は

亡′_､畏(1-e-入丁)kA(T)-∑k=0 expLiata,)蜘 )(at)kexp(率 T) (23)
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で与えられる｡[2,8]｡この解を用いて共振器内に残った光子数の平均値を計算

すると

(n(i+'))-e-̂'(n(i)) (24)

となる｡従って､平均光子数は光の初期状態にかかわりなく単調に減少する｡こ

の結果は､図4に示した結果と著しく異なっている｡この物理的理由は､検出

器から読み出された情報をすべて捨てたためにフォトンカウンターは単なる線

形吸収体になってしまったためであると解釈することができる｡

共振器内に閉じ込められた光をフォトンカウンティングした場合､可能なす

べての出力についてアンサンブル平均 した効果は古典的な線形吸収体の効果 と

-敦する｡この結果はアンサンブル平均 された運動方程式が古典論における運

動方程式と一致することを主張するEhrenfestの定理の一例になっている｡

3-5節で連続測定では純粋状態は純粋状態を保ったまま非ユニタリー時間発

展 し決っして混合状態にはならないことを述べたが､読み出された情報を捨て

た場合はどうなるだろうか｡話を簡単にするために初期状態として光子数確定

状態i3(0)-Jn｡)(n｡Iをとろう.(23)式を用いると密度演算子の時間発展を示す式

no
P(T)-∑ no

mff.m!(n0-m)!(1- 人T)m(e一入T)nO-mJn0-m)(no一mI (25)

が得られる｡この結果は次のように解釈することができる｡我々は検出器がフォ

トンカウンティングをしていることを知っているので､はじめ共振器の中にあっ

た光子のうちのいくつかは各々確率p-1-e一入丁で検出される｡しかし､実際に

いくつの光子が検出されたかは知らないので､可能なすべての検出光子数につい

て確率の重みをつけてたし合わせなければならない｡よって(25)式を得る｡も

し､読み出された情報を捨てないで実際に検出された光子数m を知っていれば､

測定後の状態は(25)式のサブアンサンブルP(T)-In一m)(n-mlとなりこれは

純粋状態である｡しかし､(25)式は明らかに巾等条件 (20)を満足せず混合状態

になっている｡このように､光子数の連続測定では本来読み出し可能な情報を

捨てた場合にのみ被測定系は混合状態になる｡但 しコヒーレント状態は例外で

混合状態にはならない｡実際 回 を複素振幅がαのコヒーレント状態

回 -e一牢 nf.蓋 回

としてP(0)-回回 を(23)式に代入すると

β(丁)-
･exp(守 ))(αexp(-言T)

(26)

(27)

が得られる｡これは複素振幅が時間的に減衰するコヒーレント状態を表 してい

る｡(27)式の時間発展はP(0)を読み出された情報を捨てない場合の式 (12)に代
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入して得られる時間発展 と全 く同じである｡この物理的意味は次のように理解

される.(23)式で記述される状態の変化は透過率がpで与えられるビームスプ

リッタ-を透過する光の状態変化と一致するOビームスプリッタ-を通過した

光の量子状態が変化するのは空きポートから入射した真空場のゆらぎに起因す

る.t考えられるが､コヒーレント状態は真空場と同種の量子ゆらぎを持ってい

るために統計性をかえず振幅だけが減衰する｡

5 論理的可逆測定

5.1 連続測定と不完全測定

量子力学における測定過程は非可逆であると言われるが､これは何を意味す

るのだろう｡例として粒子の位置の測定を考えよう(図5)0

測定前の波動関数4,(q,i)は空間のある領域にまたがって存在している.測定

器と粒子の結合が十分に強ければ測定直後の粒子の波束¢(q,i+)はある位置qoに
局在し直前の波動関数がもっていた粒子の位置の広がりに関する情報を完全に

失ってしまう｡従って測定直後の状態から直前の状態を回復することは不可能で

ある｡この意味で粒子と測定器の結合が十分に強い位置の測定は非可逆的であ

るといえる｡

lv (q ,I) l2

レ ∴ -

図5 測定による波束の収縮

-248-



｢光子数の連続測定 :情報と波束の収縮｣

ではこの結合があまり強くない場合はどういうことが起こるだろうか?この

場合測定直後の波動関数はある中心位置恥のまわりにゆるやかに広がったもに

なるだろう｡このような結合のゆるやかな測定は不完全であることの代償として

測定前の波動関数のもっていた広がり具合いに関する情報をある程度保持して

いる(図5の点線)｡従って､測定券と被測定系の相互作用の種類と結合の強さ

及び読み出された情報を知っていれば､測定後の波動関数から測定前の波動関

数が計算できるかも知れない｡このような計算が可能な測定を論理的可逆測定

と呼ぶことにする[10】｡
ある測定が論理的可逆であるためには不完全測定でなければならないが連続

測定は測定時間が有限である限り不完全測定である｡では､連続測定の一例で

あるフォトンカウンーティングは論理的可逆な測定だろうか?答えは否である｡そ

の物理的起源を次に考察しよう｡

5.2 フォトンカウンティングにおける非可逆性の起源

2節で述べたようにフォトンカウンティングは0光子検出過程と1光子検出

過程から構成されるので各々の過程が論理的に可逆かどうかを調べればよい｡

0光子検出過程における光の状態の時間発展は(9)式で与えられるがこの式

は紳)について逆に解 くことができる｡視察により

鍾)-exp(書a†aT)A(i+T)exp(書ataT)
TrlP(i+T)exp(入alaT)】 (28)

を得る｡このように0光子検出過程はユニタリー的ではないが論理的には可逆

である｡この物理的理由は､0光子検出過程では状態は真空状態の確率を増加

させるように演算子exp(一書轟 丁)によって再規樹 ヒされるが､この演算子はも
とのいかなる状態をも消滅させないからである｡

これに対して1光子検出過程は本質的に非可逆である｡その理由は､(6)式
に含まれる消滅演算子が測定前の状態の真空状態を消滅させてしまうからであ

る｡従って､測定後の状態p(i+T)は測定前の状軌申)の真空に関する情報pon-

(ofP(i)回(n-0,1,2,-･)を全て失っている.
このようにフォトンカウンティングが論理的可逆性をもたない物理的起源は

1光子が検出されるたびにその直前の状態の真空に関する情報が失われること

にあることがわかった｡ある測定が論理的に可逆であるためには不完全測定で

あるだけでは十分ではなく､真空状態に対しても反応することが必要である｡次

にこのような測定モデルを考察しよう｡
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5.3 連続的量子カウンター

.論理的可逆測定を行 う検出器のモデルとして図6に示 されたような系を考

えよう.系はまず光ポンピング等によって準位 いこ励起されるがまもなく無頼射

的なエネルギ∵緩和によって準安定な状態Cに落ちつく｡測定したい光のエネル
ギーが準位Cとdのエネルギー差に共鳴していれば､この系は光子に対 しても真

空場のゆらぎに対 しても反応 しそれぞれ誘導放出と自然放出を行 う｡こうして

準位dに落ちた系はさらに別な光子を放出して基底状態aに落ちるOこのとき放

出された光をフォトンカウンティングすることによって観測者は誘導放出また

は自然放出が起こったことを知ることができる｡

flo)>flo)o

図6 量子カウンター

一二二二=--⊆こココ=こ二コ--二=ここ=

図7 連続的量子カウンティングの物理的モデル
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このような系は希土類にしばしば見られ､最初､赤外カウンター(hLJoを赤外

とし､hLJは可視とする)として提案されたが【11ト 後にこのような測定が数学的
には生成消滅演算子がantinormalorderに並んだ相関関数の測定に対応している

ことが認識された【12](ちなみにフォトンカウンティンングはnormalorderの相関

関数の測定であるとも言える)｡ここではこの系を論理的可逆測定を行う検出器
として使う｡この系の本質的な部分は準安定状態Cに励起された系を準備するこ

とにあるから､モデルとしては､上準位に励起した2準位原子を使おう(図7)0
この原子列を共振器の中に次々と入射して測定したい光と相互作用を行わせる｡

そして､出力した原子のエネルギー準位を測定することによって誘導放出また

は自然放出が起こったかどうかを調べる｡

計算は2節で行った計算と全く同様にできるのでここでは結果だけを示そう｡

まず0光子検出過程における状態の時間発展はフォトンカウンティングの場合

の結果(9)式に一致する.従って0光子検出過程は論理的に可逆である.1光子

検出過程の場合の状態変化は

鍾+)-
ate(i)a

TrlP(i)aat]
(29)

となるOフォトンカウンティングの場合と比較して生成演算子がP(i)の左側に作

用しているから真空状態は消滅せず､(29)式は逆に解ける｡実際､視察により

A(i)-(危+1)-la鐘+)at(免+1)~1

TrtP(i+)at(A+1)-2a】
(30)

が得られる｡こうして､連続的量子カウンターは論理的可逆測定を行うことが

示された｡

5.4 論理的可逆性と情報の保存

ある測定が論理的に可逆かどうかは被測定系のもっている情報が測定によっ

て保存されるかどうかの判定となる｡ある測定過程が論理的に可逆ならば､測

定直後の密度演算子に含まれる情報量と読み出された情報量の和は測定前に系

がもっていた情報量に等しくなる｡いわゆるパウリの第一種測定に属するすべ

ての測定過程とフォトンカウンティングなどの破壊測定､光カー効果を用いた

光子数の量子非破壊測定等はすべて論理的に非可逆な測定である｡このことか

ら､波束の収縮を伴 う量子力学的測定過程はすべて非可的であると結論 してし

まいがちであるムしかし､測定過程の可逆性を情報の保存という観点から見れ

ばこの結論は必ず しも真ではなくなる｡5-3節で示 した連続的量子カウンターは

この結論に対する一つの反例を与えている｡
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6 シ ュ レ - 1シガー- 馳 和
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までの鞄はすべて- 鈴の軸で靭 できる｡その- ､触
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このとき､-光子を検出した直後の光の状態を計算すると､位相平面上で2

つの巨視的なピークをもった状態に分裂することがわかる(図8(b))｡しかし､
3-5節で一般的に示 したようにこの状態は全体としては依然として純粋状態にあ

るので､Schr6dingerの猫状態が発生したことになる【9】｡これまでのSchr6dinger

の猫状態を作る提案[13-151はいずれもまず(i)2つのモード間にユニタリー相互

作用によって相関を作 り､然る後に(ii)条件付測定を行うことによって重ね合わ

せの状態を作る､という手段が用いられていた｡これとは対照的に連続測定に

よる方法は光学的非線形相互作用が不必要でしかも単一モードの光から猫状態

を作るという点がユニークである｡また猫状態の発生に伴い光子統計がサブポ

アソンとスーパーポアソン状態の間を測定の反作用を受けて振動するという点

でも特異である【161｡

7 あわりに

量子力学における測定のモデルは波束の収縮が一瞬で起こることを前提 と

する場合が多い｡このような仮定が成立する観測過程は一般に射影演算子や

probability-operatormeasureといった道具だてて記述されることが知られてい

る[171｡これに対 してフォトンカウンティングでは測定が有限の時間にわたって
連続的に行われるために､検出器と光との量子相関の形成と情報の読み出しに

伴う密度演算子の射影が同時に進行するように理論を拡張する必要がある【18】｡
本記事ではこのような拡張された理論の枠内で共振器内の光の状態が測定の反

作用を受けでどのように非ユニタ1)一時間発展するかをいくつかの典型的な初

期状態(コヒーレント状態､熱的状態､光子数確定状態およびスクイズド状態)
について詳しく分析 した｡

分析の過程で再確認されたことの一つは､密度演算子が披測定系に対して我々

がもっている知識の不確定性を内包しているという事実である｡連続測定によっ

て密度演算子に連続的な射影を行うことは､読み出された情報によりよく合致

するように我々の知識を時々刻 修々正する(量子力学的情報処理)ことに他なら

ない｡フォトンカウンターが-光子を吸収したにも関わらず､共振器内に残った

平均光子数が必ずしも減少しない理由もここにある｡

2節で示された連続測定の構成法は､フォトンカウンティングのような破壊

測定に限らず､量子相関をもった系[19】や量子非破壊測定【20】の場合にも拡張す
ることができる｡また､共振器内に閉じこめられた孤立系だけに限らず､開放系

のフォトンカウンティングへと拡張することも可能である【21]｡他方､これらは
すべて出力が離散的であり､位置の測定やホモダイン検波のように出力が連続

値をとる場合-の拡張については今後の研究をまたなければならない｡
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