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修士論文 (1991年度 )

まえがき

量子力学 にお け る観測 問題 の現 状
Theaspectoftheprobletnofmeasurementinquantummechanics

中央大学理工学研究科修士課程物理学専攻

小出 功史 (豊沢研究室 )

(1992年 3月 31日受理 )

ミクロの世界の 自然像を考え るとき､そrれまで 自分の持 っていた古兆的な 自然像の恩い

が強 く､ こうあるべ きだと自然 にその思いを押 しつけて しまい､孟子力学の持つ 自然像 と

のギャップに悩ま されつづけ､様 々なパラ ドックスを生み出 してきた｡ そ うい うことの繰

り返 しの中で､人は=ま目の前に広が る自然か ら学んで行 くとい う本来の科学的な方法を忘

れ､次邪に 自己矛盾の路硯へ と迷い込んで しまった.

有史以来､人(日日ま冊に 自然か ら学び 自然観をつ くってきている｡ それまでに､身の回 り

の 自然現象に対 しては様 々な意見があ ったか実験 とい う過程を経て､ その実験 と言 う自然

によってその映 りを指摘 されつづけ､今 日の古典的 自然像を形成 してきた｡

この一見当た り前のよ うに思 えることで もいざ史子力学の観測問題へ持 ち込 む とこの科

学的な方法をいつのm]にか忘れて しまい､ それまでの古兆的 自然像や､個人の持 っている

様 々な思いが入 り込みこの間REを枚純な ものに してきたよ うに思われる｡

要 旨

虚子力学はその.多方面への応用における成功 にも拘 らず､ その原理的側面 と しての観刺

問題は現在にいたるまで､未解 決な部分と して残 っている｡ 今までに数多 くの観測理輪が

発表 されているが､ その どれ もが コ ンセ ンサスを得 られているとは思えない｡ 本論文第二

章では､現在までに行われた実験､特に隠れた変数の存在を否定 したアスぺ逮(1982)によ

るベルの不等式の検証実験につ いて述べ､測定に伴 う偶然性は 自然が本来持 っている本質

的偶紙性であることを示す. そのため観測過程は個別系でな く統計集団(statisticalen-

semble)について考察せ ざるを得 ないのである (統計的解釈 statisticalinterpretation)0

観測 理論 には､畳子力学の一般定型 と相入れないものや､皇子力学以外の考えを導入す

るものがあるが､ それ以前に息子力学の枠 内で測定過程を どこまで記述できるのかを検討

す ることが先決である.本論文節三章では､部分系と しての測定対象系 ･測定装荘系 ･観

測者系の密度行列の時間変化 を調べ ることによ り､測定が対象系 と装置系の相互作用後に

終了す ることを示 した最近の理論 を紹介す る｡ これに基づいて行 ったオ リジナルな研究を

第日章で述べ る. 二重ス リッ トによる干渉縞に対する経路観測の影響を､検 出器の反応に

よって分離することの出来 る 3つの部分集 団のそれぞれについて調べ､結果を物理的に考

察 した. また､こ.-ルスボーアの粒子像 と波動像の相補性を定且化 して示す ことに成功 し

た｡ 最後に､ この思考実験は現実の実験で検証可能であることを強調 したい｡
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以上は､修士論文の全容 だが､今回はオ リジナル部である第四章 ｢二重ス リッ トによる

干 渉縞 ｣を抜き出 し発表す る｡
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第四章一二重スリットによる干渉縞 一電子はどちらを通ったのか?一

本茸では､息子力学の統計的解釈を一層明 らかにす るために､二重ス リッ ト干渉実験 に

おける経路不完全観測の思考実験 を考える｡ その際､対象粒子系 ･検 出器系の各部分系､

及 び､合成系の密度行列の時聞変化を追跡す るとい う手法 1日を用 いて､対象粒子系の弘 皿

を検 出器の反応に応 じて部分集 団に分け､その各部分集 団がフイルム上 にどの様な像をつ

くるのかを調べてみる｡ また､ニールスボーアの粒子像 と波動像の相補性につ いて も考察

してい く｡

(1)二重スリットの思考実験

ムレIノイフ

平面波

上図のよ うな装置を考える｡ この装匿は主 に 3つか らなる｡一つは この装置内に電子が

2つ以上存在 しないように屯子の平面波を与 える電子銃､ 2つのス リッ トの入 っているス

ク リー ン､ 電子を検 出するフイル ム｡ 二重ス リッ トの思考実験 とは､ この系において電子

銃が 1個の電子を放 出 し､ ス リッ トを通過 したものがフイルムの 1点に像をつ くる

(フイルム上のどの点に像をつ くるのかということは量子力学では全 く予測でさない)｡

この動作 を多数繰 り返 し個 々の測定結果を合わせ ると､孟子力学的干渉縞が浮かび上が

って くる｡
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個々の測定結果を合わせる
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量子力学における観測問題の現状

二重ス リッ トによる電子線の干渉実験､ 電子が検出面に一個ずつ到達 し､その結果干渉

縞が しだいに形成 されてい く｡ (a- b- C- dの順)

(日立製作所基礎研究所での実験 )
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そこで､ ｢温子力学では､佃別系でフイルム上のどの点に像をつ くるのかを予測できな

いが､干渉縞をつ くる役割 りを果た した物質 としての個 々の電子はどちらのス リッ トを通

ったのか ?Jという疑問が生 じる｡

仮に､屯子はどちらかのス リッ トを過 っていると した場合､特定の屯子が上のス リッ ト

を通過 したな らば､下のス リッ トは閉 じていて もよ く､下のス リッ トを通過 したな らば､

上のス リッ トは閉 じていて もよいので､上だけを開けた場合の実験 による像 と下だけを開

けた場合の失敬による像の和が干渉縞になるはずである｡ ところがその結果は､
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とな り､上下それぞれのス リッ トによる回折像の和だけが現れ､干渉縞は全 くあ らわれ

ないのである｡ このように､屯子は一個の粒子としてどちらかのス リッ トを通過 している

と考えると干渉縞は完全に消えて しま うのである｡ このことは､粒子の波動性を考えるな

.らば もっともなことでばあるが､物質 (粒子or波動 ?)と しての電子は 2つのス リッ トの

あるスク リー ンを左か ら右に確かに移動 したのであるか ら､個 々の電子はスク リー ンのス

リッ ト部分を何 らかの存在形態で通過 したのであろう｡

｢電子の経路を観測 しつつ干渉縞を得 ることは可能なのか ?｣

｢干渉縞が現れる､現れないは､何が原因なのであろ うか ?J

｢干渉縞がある､ ないの途 中の干渉縞が崩れている結果はないのであろうか ?J

このことを探るために､二重ス リッ トの思考実験における経路不完全観測の問題を次に考

える｡
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量子力学における観測問題の現状

(2)二重スリットにおける経路不完全観謝の思考実収

先の疑 問の ｢花子の経路を観 測 しつつ干渉縞を得ることは可能か ?｣ に答えるために､

上下 2つのス I)ッ トに節一種測定を行 う花子通過検 出器 D.､及びD-を置 いてみる｡

目 ぶ

電子検出器D+

2重スリット フイルム

そこで､ ス リッ トを通過 した直後で検 出器 に触れる直前の電子の波束を､

I¢>-C･l¢･>+C-1¢-> 但 し､ Lc.L2+lc_12-1 (4-1)

とす る (この間題 では､ ス リッ トを通過 した電子の集団だけを考える)｡ ここで l¢+>､

l¢->はそれぞれ上､下のス リッ トか らの球面波である｡

検 出器 Dh D-との相互作用 によ って電子 ･検 出器合成系の状態ベ ク トル IV>は､

lV>- (C.ld･.>+C_I4,_>) ID.D_>

l

lV●>-C.1¢.>ID.'D_>+C_I¢ _>lD.D_●>

と変化す る｡ ここで 'は検 出君達が反応 したことをあらわす.

部分系 と しての電子系の密度行列 pはこの相互作用 によって､

l¢.> 14,_>

p =(Jcc.:上 告cd:.'2) 純粋状態

- 423-

(4-2)

(4-3)

(4-4)



小出 功史

め .> I ¢ _>

. oc -. 2) 混合状態 (4-5)

と､ t¢.>と l也_>の間の可干渉牡を持つ (干渉縞の現れ る)純粋状態か ら､ l¢.>と

I¢_>の間の可干渉牡が完全に消失 した (干渉縞の現れない)古典的統計集 団である混合

状態へと変化 していることがわかる｡ (現尖的には検 出器 D.はマクロなので D､ D'は直交

する｡ここでは屯子系の密使行列 pを求める際に､その直交牡 を用 いた｡)

以上は､ ス リッ トを電子が通過す ると検 出器 D.または D_が必ず反応するとの前提の基

での拙論であるが､ この前提が成 り立たない場合はどうであろ うか.すなわち､検 出器 と

亀子の相互作用 をt'/Yどん小 さくし_て__シ､く__ど__､検 出器 Dが反応 しない__羊_とがら_ると考_え る

のが普通であ り､そのよ うな場合には(413)式に検 出器 が反応 しないタームがあるはずであ

旦Lつま り､

IV >- (C.14･.>+ C_l¢ _> ) LD.D_>

t

LV'>- C.1¢.> tblLD.●D_>+b LD.D_>)

+ C_l¢_> td'lD.DI'>+d ID.D_>〉

(4-2)

(4-6)

但 し､ Ib'I 2+ Ib J 2- 1

Id1 2+ ld l 2- 1

検 出率 +不検 出率 - 1

という過程を考 えてみる｡ ここで Ibl2､ Id L 2はそれぞれ上､下の検出器の不検 出率

を表 している｡ このよ うな相互作用の基での (検 出率 が 1よ り小 さい場合)部分系 と して

の電子系及び､検出器系の密度行列 p､ Uは

lめ.> l¢ー>

p=(cc.:告 ･cc:.'2) 純粋状態 (4-4,

J

p半 bJ 2:･Ii_cd･b L ･･ .C-:･圭 .I･7dc･_d .2) 混合状態 (4_7,
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cr- LD.D_><D.D_t 純粋状態

l

lD.●D_> lD +D_'> lD.D_>

lc.b●I 2 o c.b●C了 b◆

0 1C_d●I2 C_d●C_■d'
.1'b● ●C .b cJ d■●C_d lc.b L 2+ Ic_d l

(4-8)

1r
J一

甘
地

4b
■
u

態状合混

田

馴
■
■
劇
刑
Hu

と変化す る｡ 純粋状態(4-4式及 び､4-8式)か ら､可干渉性の消失が不 完全な混合状態

(4-7式及 び､4-9式)に変化す ることがわかる (JD●>と ID>の直交性及 び､ I4,.>と

l¢I>の直交性を用 いた｡後者 の直交性はフイル ム上の位荘変数 Xと しての干渉項

¢+■(Ⅹ) ¢_(x)が正負に対称的に振動 しているために､横分結果が 0になるためで

ある)0

次に､検 出器の反応を観察 している観測者系 Oを考える｡観測者 ･検 出器相互作用 によ

って､電子 ･検 出器 ･観測者合成系の状態ベ ク トルは､

lE2'>- C.L¢.> tb'lD.●D_>+b ID.D_>) 10>

+C_l¢_> td■ID.D_l>+d JD.D_>) IO> (J卜10)

J

IS?‥ >- C.1¢.> tb■LD/D_> 10.>+b lD.D_> 1¢>‡

+C_I¢_> (d●tD.D_'> I0 _>+d ID.D_> 10>) (4-ll)

- C.b'I¢.> lD.■D_> 1¢.>+C_d-1¢_> ID+D_●> l¢_>

+ tc.b ～¢.>+C_d I¢_>l ID.D_> l◎> (4-ll')

と変化 す る. ここで 10.>､ l¢_>はそれぞれ上､下の検 出器が反応 した ことを認識

した観測者の状轡である, また､(4-_1_1)を(4111')のよ うに審 くと卑 系同士の相 関がは っき

り_t て くるOつ ま り､第-､節二項はそれぞれ､上､下のス リッ トか らの球面波 t4,'>､

I¢_>が検 出器の状態ベ ク トル ID/D_>､ ID.Dー■>と結び付 き､ さらに､ その検 出

器の状態を認織 した観測者の状態ベ ク トル 10.>､ i0_>が結び付いた もの とな ってい

る｡第三項は､ 電子系の lめ.>､ lめ_>の重ね合わせの状態が､上下 どちらの検 出器 も

反応 しないとい う検 出器の状態ベ ク トル ID.D_>と結び付き､ さらにこれに どちらの検

出器 も反応 しなか ったと認織 した観測者系の状態ベ ク トル l⑳>が結 び付いた もの とな っ

ている｡
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検 出据 ･観 測 者相 互作用後の範子 ･検 出器 合成系の密度 行列 ='-は､

=‥ - 】C.b'I2 1め.><¢.1㊧ lD.一D_><D.■D_l

(純粋部分袋 田)

+ 1C_d●I 2 1¢_>< ¢ _l㊨ lD.DJ ><D.D_II

(純 粋部分集 団)

+A l (C.b¢.+ C-d4㌧ )/J訂> < (C.b¢.+ C-dd･_)/J訂 I

@ FD.D_><D.D_[

(純 粋 部分集 団 )

(4-12)

但 し､ A- Lc.b I2+ Lc_d l 2

となる｡ 三‥ は検 出器 系 と花子系が屯子 ･検 出器相 互作用 によ って形成 され た状態相 帆

を持 って いる ことに よ り､検 出淵のそれぞれの状態 に対 して了は子系の 部分貼Li]が以 上の よ

うに一対- に結 び付 いた 37の純粋部分塊 団に分け られ た｡

次に､(4-12)か ら､ 花子系及 び､枚 Lll器系の密度行列 は､

p‥ - ic.bll 21め.><¢.l + lc_d'I 2 14,_><¢_l

(純 粋部分集 団) (純粋部分集 団)

+A l (C.b¢.+C_d¢_)/I7r>< (C.b¢.+ C-d¢-)/ J有~J

(純粋部分集 団)

(4-13)

oH - Ic.b■l 2 1D.●D_><D.'DIl+ Ic_dpI2 1D.D_●> <D.D-II

(純粋 部 分集 団) (純粋 部分集 団)

十A ID.D_><D.D_

(純粋部分集 団) (4-14)

と､ それ ぞれ純 粋部 分袋 田の混合 とな って い る.(4-13_)と (4-14)の それぞれの 3項 は お

互いに対挿 し_ていて(4-12)のよ うな相 関状 態を作 って い ることが一 目瞭然 であ るo

また､(4-13)､(4-14)杏 (4-7)､(4-9)と比較す る と､

p '-p (4-15) crH io (4-16)

であ る こ とが分 か る. (4-16)は観 測者 が検 出器 と直接 に相 互 作用 した た め に可干 渉性
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量子力学における観測問題の現状

((4-9)の非対角成分)が消失 した混合状態へ と変化 したが､(4-15)は観測 者が電子 と直接

_i_I__担互作用 しなか ったので p'は変化 しなか ったのであ_阜_97_:

以上の ことか ら､観測者系が検 出器系と相互作用す ることによ り､ 電子系の金塊B]を検

出器の反応によって､ それに対応す る 3つの部分集 団に分けられることが分か った｡

次に､(4-13)の各純粋部分払 切とその全集印がフイル ム上にどの様 な像をつ くるのかを

調べてみ る｡

(一卜13)式節一､第二項のそれぞれ b●､ d●を含む部分集 B]は､それぞれ上下の検 出器

DH D_を反応 させ た電子袋 田､つま り､ それぞれ上下のス リッ トを通 ったと確認 され た

喝子集団である｡ これ らの電子集団のつ くる像は干渉縞 でな く､それぞれ上下のス リッ ト

による回折像 となる｡

I_こ----}_-=-I---
D-を反応させた
電子の集団

第三項 の bとdを含む部分集 団は､検 出器 Dh D_の どちらも反応 させず にス リッ トを

通過 した電子集B]､つ ま り､ どちらのス リッ トを通過 したのか原理的に知 り得 ることの出

来 ない電子集 田であ る｡ この電子集団は l¢.>､ lめ->の間の位相相関の消失が不完全

であるために l¢.>と 141_>がお互いに干渉 し合 うので像は干渉縞 となる.

≦ ∃

D+､D一のどちらも反応さ
せなかった電子の集団
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以上の よ うに､不 完全な放 出器 によるこの実験 では､多数の電子 をお くっていた間､検

出器の反応に常に.注意 を払 っていれば､上が反応 した､下が反応 した､ どち らと も反応 し

なかったとい う検 出器 に起 こる 3つの事象 に対 して全銀 団を実験 的に分離す ることがで き

る.そ して温子力学 はそれぞれの花子銀 皿を予測す ることか.できるの であるo また､検 出

器の反応 に注意 を払 わず に全ての個 々のiJJIj定結氷をあわせ た全貼 凹はそれぞれ 3つの部分

集 団に重みを掛 けた足 し合 わせ であ り､下図のよ うに不 完全な (崩れた)干 渉縞 とな って

いることがわか る｡ (この ことは､(4-13)式が第-､第二項の干 渉性のない純粋部分集 団

と第三項の干渉性の あ る純 粋部分集団の和 にな っていることか ら分か る)また､ その重み

とは､例えば この実験 で総数N佃の電子がス リッ トを通過 したとす ると､ D.を反応 させ て

回折像をつ くる電子 は この うちの Lc.b1 2N佃､ D_を反応 させて回折像をつ くる電子

は Ic_d1 2N佃､ D.とD_の どちらも反応 させない為 に､ どち らのス リッ トを過 ったの

か区別がつかな く干 渉縞 をつ くる屯子は (Lc.b l2+ Ic_q I2)N佃であることを意

味 している｡

D+を反応させた
花子の集団

D-を反応させた
花子の集団

D+､D-のどちらも
反応させなかった花
子の集団

但 し､ ここで検 出器の反応に注意を払 うと言 ったのは､人間が認識す る､ しない とい っ

たことではな く､検 出器 の反応 によ って全集 団を部分集 団に分維す るとい うことであ って､

人間が認織す ることによ って個 々の測定結 果を合 わせ た集団の様子が変化す ることはない

ということは第三章 で も述べ た通 りである｡ 自然 は私 た ちの認識 に関係な く自分流 に勝手

にや っているのであ る｡
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(3)経路不完全税池の具体的計算

この恩考実験で､ それぞれの不完全検 出器の検出率 (1b'l2､ IdtL2) を変化 させ

た場合､部分袋田､及び､全弘 田のつ くる像が どの ように変化するのかを具体的な計井 に

よって見てみる｡

ここで､話を簡単にす るためにス リッ トを通過 しつつ､検 出器 との相互作用前の電子の

波束を､

l¢>- (l¢+>+ l¢_>) / ノ~㌻ (4-17)

とする｡つま り､ C+-C_-1/J官とする｡

また､ IdJ.>､ l¢_>はそれぞれ､上下のス リッ トを中心 に して広が る球面波であ る

とする｡

<xl¢.> ∝

<xl¢_> ∝

e xp(ik JT12†(x-~si豆~下 )

j i2+(文一S /2 )2

e xp(ik 12†(xls /2) 2)

j 12+(x+去/~盲~~う-;

(4-18)

(4-19)

ここで､ lはス リッ ト･フイルムru)の距離､ S はス リッ ト間隔､ xはフイルム上の位置

を裳 している｡

Ⅹ

田
日

田

-帽

帽

I

S
1+ (Ⅹ -S/2)2

12+ (x+S/2)2

フイル ム上での統計的椛率は､電子系の密度行列 β ‥ (4-13)式によって､

<xlp 1x>- Ic.b●IZI<x l¢.> l 2 -D.が反応 した (節-項 )

+ Ic_d■l 2 l<x I¢_> L 2 -D_が反応 した (節二項)

+ Ic.b l 2 l<XI¢.> L 2 - どちらも

+ Ic_d J 2 l<X I¢_> l 2 反応せず (第三､ 四､五項 )

+2Re (C+bc_ d̀◆<X I¢.><¢ーlx>) (4-20)
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C■=

+

+

+

十

b'I2

2(121(x-S/2)2)

ld'I2

2(12†(x+S/2)2)

lb I 2

2( 1 24( x - S /2 )2)

ld i 2

2( 1 2†(x†S/ 2 ) 2)

bd

- D.が反応 した (節一項 )

-D_が反応 した (節二項 )

- どちらも反応せず (約三､四､五項)

(12+(x-S/2)2)(12+(Ⅹ†S/2)2)

(4-20')

と､番 ける｡ ここで例えば上下のス リッ トに検 出器を置かない場合の電子の統計的確率

<xI/) tx>の グラフを見てみる｡(4-20')式の第-､二項は b■- d-- 0であるか ら

消えることにな り､第三項 以下が残 り下図のよ うに完全な干渉縞 を見ることができる｡

上下 のス リッ トともに検 出器 を置

か ない場合 (b- d-1)

Lu
u
U
u
u
u
⊆
空

洞
U
u/
.LU
U
U
U
u
u
u
7

1一S

以下では､上下の検 出器の検 出率 (lbtt 2､ Id1 2 )をいろいろに変化 させ た場合､

検 出器の反応によ って分離できる部分集団と全集 B]による像がどのよ うに変化 して行 くの

かを調べ てみる｡ くS､ 1､ 1 の相対的丑は上図 と同 じ)
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D+の検出率 Ib'l 2- 1

D-の検 出率 Id●l 2- 1 純粋度 bd-0

① D.が反応 (50個)

-10 0 10 20

(卦全集 団 (100個)

-10 0 10 20

② D_が反応 (50佃)

-10 0 10 20

①はD+を反応 させ た昭子の袋 田による､つま り上のス リッ トを通過 したと確認できた電

子の集 団による像である｡ この像には干渉縞 はな く､ス リッ トによる回折像だけがあ らわ

れている｡②は① と同様 に､ D_を反応 させた電子の集 団による像で､ この場合 もス リッ ト

による回折像だけが あ らわれて いる｡③は検 出器の反応 によ る区別.をす ることな く､全て

の測定結果を合わせ た全集 団による像である｡ ()の中の数字 は､ ス リッ トを通過 した電

子の総数を 100個 と した場合のそれぞれの事象を引き起 こす電子の個数 (相対頻度)杏

あ らわ している｡ bdの値の意 味は後で説明する｡
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D.の検 出率 Ib'l 2- 0. 5

D_の検出率 1d'( 2- 0. 5 蔚h粋度 bd- 0 . 5

① D.が反応 (25個)

③ どち らも反応せず (50佃 )

-10 0 10 20

0.04

0.035

0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

② D_が反応 (25佃 )

-10 0 10 20

④全袋 田 (100佃)

-10 0 10 20

①は前ぺ- ジと同様に上のス リッ トを通 過 したと確認 された屯子の集 団による回折像で､

② は下のス リッ トを通過 したと確認 された屯子の鵜匠=こよる回折像であ り､ この像の ピー

クは､肪ペー ジの完全検 出器を反応 させた電子の集団の像 (前ペ- ジ① )の ピークを 1と

す ると､ Ib■l 2- 0. 5とな っている｡③ は Dh D_の どちらも反応 させないでス リッ

トを通過 した､つ ま り､ どちらのス リッ トを通過 したのかわか らない電子の集 団による像

であ り､干渉縞 となる｡④は①②③ を合わせた ものであ り､崩れた干渉縞 にな っている｡
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D.の検 出率 IblI 2- 0. 1

D_の検 出率 Id'l 2- 0. 9 純 粋皮 bd- 0. 3

① D.が反応 (5佃)

-10 0 10 20

③ どち らも反応せず く50個 )

② D_が反応 (45個 )

-10 0 10 20

④全集田 (100佃)

-10 0 10 20

① は､上のス リッ トを過 ったと確認 された屯子の非 日日こよる回折像､②は下のス リッ ト

を迫 った と確認 された屯子の集 団による回折像､③ は検 出器が反応 しないので どちらのス

リッ トを過 ったのか確認できなか った花子の粂田による干渉縞であるo ④は①②③を合わ

せ た全集 日日こよる朋れた干渉縞である｡ ここで注 目すべ きことは､④の全集団による崩れ

た干渉縞 が上下対称 (グラフでは左右対称)にな っていることである､前ペー ジで も全集

団の像は上下対称にな っているが Dh D_の検 出率が Ib-l 2- Id●l 2- 0･ 5と同 じ

であるので理解 山来 るが､今回の検 出器の検 出*-は Ib'l 2- 0. 1､ Id'L 2- 0･ 9

と異なるに も拘 らず上下対称にな っているのである.以下で も分か るように全集柾目こよる

像 は必ず上下対称にな っている｡
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Dヰの検 出率

D_の検 出率

7

7

0
0

ニ

ニ

2

クー

b

d

(》D.が反応 (3 5佃)

純粋度 bd- 0. 3

(参D_が反応 (35個)

③ どちらも反応せず (30個)

-10 0 10 20

-10 0 10 20

④金塊田 (100佃)

-10 0 10 20

①は上のス リッ トを通過 したと確認 された電子の集B]による回折像､②は下のス リッ ト

を通過 したと確認された電子の集切による回折像､③は どちらのス リッ トを通過 したのか

区別の付かない電子の集団による干渉縞､④は全集団による崩れた干渉縞である｡ ここで

注 目すべ きことは､④の全集印による崩れた干渉縞の形が前ペー ジの Ib'I2-0. 1､

Id●12-0. 9の ものと同型を していることである｡ この ことは(4-20)式および(4-20')

式を見れば分か るように､全集団二に串を周∴打た_干渉_箪_の形は第五項 の旦_dの値によって決

まるのである｡ bdの とりうる値は 0≦bd≦1であ りbdが Uに近いほど全染田の干渉

縞は崩れている｡すなわち bdは全集田の純粋度をあ らわ している (bd :degreeof

coherence).前ページと本ぺ- ジの上下それぞれの検 出器の不投 出率の槙の平方根 bdは

何れ も0. 3で同 じである｡

bd - jnう.の不廟~宙~率丁 ･J千百二め不換 好事丁

- 1- (D.の検 出率)･ 1- (D_の検出率)
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D.は置か ない Ib■I2- o

D_の検 出率 Id●l 2- 1 純 粋皮 bd- 0

① Dーが反応 (50個 )

-10 0 10 20

(卦全集 団 (100個 )

-10 0 10 20

(診D_反応せず (50個 )

これは､negativeresultmeasurementの完全測定である｡①は下のス リッ トを通 った

と確認 され た電子の集田による回折像である｡② はD_を反応 させ なか った電子の集 団で､

D_の検 出率 は 1なので上のス リッ トを通 ったと確認 された電子の集EIlによる回折像にな っ

ている｡ ③ は全集団による像である｡ このよ うに､negativeresultmeasurementの完全

測定は上下のス リッ トに完全検 出器を荘いた もの と同 じ結氷が得 られる｡
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D.は置かない Lb■ I 2- 0

D_の検 出率 Id'l 2-0.5 純 粋皮bd-0.71

(》D_が反 応 (25個)

-10 0

③ 全銀 団 (100個 )

10 20

-10 0 10 20

② D_反 応せず (75個 )

これは､negativeresultmeasurementの不完全測定 であるO(Dは下のス リッ トを通 っ

た と確 認 され た屯子の弘田によ る回折像であ る.② はどちらのス リッ トを過 ったのか区別

の付かない屯子の鎚 皿による干 渉縞 である｡ ③ は全般皿 によるJL崩れ た干渉縞 である｡ これ

も上下対称にな っている｡
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D.の検 出率

D_の検 出率

50

1

こ

こ

2

2

b

d

(9D･.が反応 (25個 )

純粋度 bd-0

③ どち らも反応せず (25個 )

② D_が反応 (50個 )

-10 0 10 20

④ 全銀団 (1'00佃 )

-10 0 10 20

これは､下のス リッ トに検 出率 1の検 出券 を置き､上のス リットには不完全検 出器を置

いている.検 出器が 2つあるために全集 田は検 出器の反応によっ七 3つの集 団に分離 され

ている｡(丑は上のス リッ トを過 ったと確認 された電子の集団であ り､② は下のス リッ トを

過 ったと確認 された電子の弘団である.③ は どち らの検 出器 も反応 させなか った電子の娘

団であるが､ D_は完全検出公なので､ この場合､上の ス リッ トを通 ったと確認 された電子

の集団であることが分かる.. このよ うに､ ど_ち らかq)ネ リ_ツ_卜に完全検 出器 (検 出率 _L)

がみれ ば_｣ も_う一方のス リ?___トの_検甘串の_埠 出_率がど うであろう やi､_全集 団のつ くる像に

早耳_@ のキ__うーS__チ 蜂節 は全 く現れぢいC この ことは､degreeofcoherence bdが 0である

ことか らも分か る｡
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純粋度 bdを 1か ら0に変化 させた場合の全弘田の様子

-10 0 10 20

-10 0 10 20

-10 0 10 20

ー10 0 10 20

bdを 0に近づ けると く粒子像を見れば見 るほど)､干渉縞はだんだんと消えてい く

(波動像がな くな って行 く)0

粒子像と披動像の相補性

bd -Jて万両 摘 汀 ･陶
- JT ご て育つ百折 酢 酢 ･IT こて 百丁面甘 酢 酢
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(4)第一種測定と第二種測定

二韮ス リッ トにお ける経路不 完全観測の,Rl.考実収 では､上下のス リッ トにおいた検 出器

の検 出率 が上下災な っていて も､全JJi田のつ くる干 渉縞 は上下対称にな っていた｡ これは､

ス リッ トを通過 した花子の地米が(Iu+>+ lu_>)/ 乃 -と､ Iu.>､ Iu_>をそれ

ぞれ同 じ重 みで重ね 合わせたこ とによ ってい る. また､ 全集田の像が上下対称 になるため

には測定が節一種測 定の場合に限るのであ って､第二種測定の場合 には上下の検 出器の検

出率が異な る場合での全銀 団の像は上下非対称 とな る.

例えば､negativeresultmeasurementで下の ス リッ トに第二種測定を行 う､検 出率

Id1 2- 0. 5の検 出器を置いた場合

D_が反応 した

-10. 0. 10. 20.

(第二種測定の ために第- 種測定

の回折像 よ りひろが っている｡ )

D_反応せず

10. 20.-10. 0.

全集 団

節-種の場合 (比較の ため)

-10 0 10 20

-上下非対称にな っている
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このよ うに､測定が節一 種か第二種なのかは､観測理 論 において本質的な問題 とはな ら

ないことが分かる0第二様測定 の場合は測定後の個 々の 電子 に影響 を与え るために､集 B]

による縞 の様子が節一種測定の場合 と比べ て多少変化 (上下非対称 に変化)す るだけであ

る｡第- 種測定は測定後の個 々の碍子に与 える影響はな いに ･して も､ 屯子の娘 B]に対 して

の影響は､ 電子の密度行列 を純 粋か ら混合 にす るとい う点で､かな らずあるの である｡量

子力学の観測理論 においては集 団の分離 とい う点が重要 なのである｡
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(5)まとめ

以上の ことか ら､孟子力学の統計的解釈､つま り温子力学は弘田を記述する統計理論 で

あることがますます浮き彫 りにされてきたことと,LLJ.うO二重ス リッ トにおける経路不完全

観測では､検 出器の反応 によって実収的に集細を分離す ることが可能であ り､孟子力学は

それぞれの弘田を正梅に予測す るものであ った. また､粒子像 と披動像がお互いに両立 し

得ないとい うニールスボーアの相補牡につ いて も､今回め思考実験 はそれを具体的定量的

に示 した ものにな っている｡二重ス リッ トに送 り込んだ個 々の電子がどちらのス リッ トを

通過 したのかを知れば知 るほ ど､つま り､ 昭子の粒子像 を求めれば求めるほど (bdを 0

に近づけるほど)全銀団による干渉縞､つ ま り､電子の波動像はあ らわれな くな ってい く

のである｡不確定性原理､相補牡 も集B]に対 して成 り立つ ものであ る｡ さらにこれ らの解

釈を支持するこの思考実験は現実の実験で検証可能であ ることも強調 したい｡
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小出 功史

あとがき

ここまで古gLL的 自然像に慣れて しま った私 たちに とって､実在の要属 はやは り個別系 に

あるのではないのか とい う温 いをぬ ぐい去 ることは容易 ではないが､私 たちの住 む宇宙 は

一つ しかない し､その宇宙によ ってそれは諦め る しかない と教 え られているので それ に従

うしかないであろ う｡

二重ス リッ トの実験 で将来､節二梯測定で もな く節一 種測定 で もない節 0種 測 定 一測定

後の個 々の電子に も張切に も全 く影響を与 えない測定 一がお こなわれ､電子の経路 を知 り

なが ら干 渉縞 を得 ることが 出来 たな ら､その時には実在の要素 に当てはめる ものが代わ る

だろうが､それは同時に今 までの量子的実験事実を説明 していた量子力学すべ てを否定 し

て しま うことにつなが るので､多分そのよ うな息子力学 か らはずれ る実験事実 は起 こ らな

いであろ う｡盈子力 学は将来 にわたって正 しいと思われ る｡

r本 当は､ どっちかのス リッ トを過 ったん じゃないの ?Jとい うす っき りしな い気持 ち

の原凶は､人(日日ま生 まれた時か らマクロスケールの大 き さであ り､ El',tiT生活において舌炎

的 自然像 を目の当た りに して暮 らしていたためであろ うと思 う｡人間が 1Åの原子 レベル

の存在 だ った ら逆に､古典力学的 自然像に同様の奇妙 さを持 っていたであろ う｡
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