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第 1版のまえがきから

理論物理学を進めてゆく方法は今世紀の間に非常な変更を受けた．古典論の
伝統によると，世界は，あるきまった力の法則に従って運動している観測可能
な対象（粒子，流体，場など）の集まりであると考えられ，したがって全体の体
系の時間空間的なありさまは心に描けるものとされてきた．その結果得られた
物理学は，これらの観測可能な対象を互いに結びつける仕組と力とについて仮
定をたてて，それらの対象のふるまいをできるだけ簡単に説明するのがその目
的であった．ところが最近になって，自然界はこれと異なった方式に従って営
まれていることがますます明らかになってきた．自然界の基本的な法則は，わ
れわれが直観的に心に描けるような世界を直接に支配しているのではけっして
ない．その基本的な法則の支配を受けるのはもっと基礎のものであって，その
ものを心に描こうとすればどうしても見当違いのものになってしまう．これら
の法則を式にまとめるには数学の変換の理論を用いなければならない．この世
界の重要な事柄はそういう変換に対して不変な量（あるいはもっと一般にはほ
とんど不変な量，すなわち簡単な変換の性質をもった量）として現われる．わ
れわれが直接知ることのできる事柄は，こういうほとんど不変な量の，ある座
標系に対する関係である．普通はその座標系として，いろいろな点で特に簡単
になるようなものを選ぶのであるが，一般論の立場からいえば，簡単になると
いうことは別にたいせつではない．
変換の理論はまず相対論に，そして後に量子論に適用され，盛んに用いられ

るようになったが，これが理論物理学の新しい方法の本質である．そして理論
の進歩してゆく方向は，方程式をますます広い変換に対して不変なものにする
ことに向っている．このような事情はある哲学的な立場から見れば非常に満足
なものである．なぜならばこういう事情には次のような意味がひそんでいると
考えられるからである．それはつまり，観測の際に現われる規則性は観測者自
身が一役を演じて生まれるものだという点がしだいに認められてきたこと，お
よび自然界の営みはけっしてかってに行なわれているものではないこと，この
二つである．しかしこういう事情のために，物理学を学ぶ人々にとってはいろ
いろな事柄がかなりわかりにくいものになる．数学的な道具立ては別として，
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新しい理論を組み立てている物理的な概念は，いままで人々の知っている事柄
を用いては説明できないようなものである．それどころか，どうしてもことば
では適切な説明のできないものである．だれでもこの世に生まれてくると習わ
なければならない基本的な概念（たとえば‘近い’とか‘同じ’とかの概念）がある
が，それと同じように，物理学の新しい概念も長い間にそれらの性質や使い方
に慣れた上で初めて習得できるものである．
数学の方面からいえば，新しい理論に近づくには別に困難はない．なぜなら

ばその場合に必要な数学（少なくとも現在まで物理学の発展に必要であった数
学）は，すでに今までかなり長い間使われてきたものと本質的に違わないから
である．数学というものは，どんな種類の抽象的な概念に対してもそれを取り
扱うのに特に適した道具であって，この方面で数学の能力には限りがない．こ
ういうわけで，新しい物理学について書いた本は，純粋に実験の研究について
述べたものでない限り，どうしても本質的に数学的なものになる．とはいうも
のの数学は一つの道具に過ぎないのであって，数学の形式にたよらずに物理的
な考えを心に描けるように努めなければいけない．この本では物理的な事柄を
たえず前面に出すように心掛けて，そのため，一番始めに完全に物理的な内容
の 1章をおき，以下の章では機会のあるごとに数学的な形式の奥にひそむ物理
的な意味を調べるようにした．実用に役立つような問題が解けるようになるた
めには，まずかなり広い範囲にわたって理論的な基礎を学ぶ必要があるが，こ
の事情は，変換の理論が基本的な役割を演じている結果として，避けられない
ものであり，将来の理論物理学ではいっそう著しいものになるであろう．
この理論について述べる際には，理論を表現するための数学の形式につい

て，二つの方法のうちどちらをとるかを始めに決めておく必要がある．つまり
その一つは記号的な方法であって，基本的にたいせつな量（変換に対して不変
な量など）を直接に抽象的なやり方で取り扱うものであり，他方は座標すなわ
ち表示を用いる方法であって，これらの基本的な量に対応する数の組を取り扱
うものである．この第 2の方法は量子力学を表現するのに普通に使われてきた
ものである．（事実，この方法が実際にはもっぱら用いられてきたのであって，
ただワイルの著書『群論と量子力学』だけが例外である．）この方法は通常‘波
動力学’というなまえか，あるいは，‘行列力学’というなまえで通っている．そ
してこの二つのなまえの区別は，問題を取り扱う際に物理的な事柄のうちでど
ちらを強調するか，つまり体系の状態を強調するかまたは体系の力学変数を強
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調するかによるものである．この方法の長所は，必要とする数学が普通これを
学ぶ人々にとって比較的親しみやすいことである．そしてこの方法はまた歴史
的なものでもある．
しかしながら，記号的な方法のほうが物事の本当の性質にいっそう深く立ち

入っているように思われる．この方法を用いると物理学の法則を簡潔に整った
やり方で表わすことができる．そして将来この方法がもっとよく理解され，そ
のための特殊な数学の研究が進められるにつれて，記号的な方法はますます多
く使われるようになるであろう．この理由から，わたくしは記号的な方法のほ
うを選び，あとになってから代表を用いたが，それはただ実際に計算をすると
きの助けにすぎない．その結果として当然，歴史的な発展の筋道からはまった
く離れてしまったけれども，できるだけ回り道をせずに新しい考えに近づける
ということは，ここで用いたやり方の利点である．

ST. JOHN'S COLLEGE, CAMBRIDGE

1930年 5月 29日

P. A. M. D.　　
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I 重ね合わせの原理

1 量子論の必要

古典力学はニュートンの時代からたえず発展しつづけ，それが応用される力
学系の範囲もますますひろがって，物質と互いに作用する電磁場までも含まれ
るに至っている．古典力学の基礎となる考えやその応用の仕方を定める法則は
簡単できれいな形式にまとまっているので，もしこれに重大な修正を加えたな
らば，その魅力に富んだ特徴はすべて失われてしまうのではないかと思われる
ほどである．しかしながら原子の程度の大きさでの現象を書き表わすには，古
典理論の形式よりももっと適切な，そしていくつかの点ではもっときれいで満
足のゆく，量子力学とよばれる新しい形式を作り上げることができる，という
ことがわかってきたのである．このことができるわけは，新しい理論に含まれ
る変更がきわめて根本的な性質のものであり，古典理論の大きな魅力となって
いた特徴とは衝突しないからである．その結果としてこれらの特徴はすべてそ
のまま新しい理論の形式にとり入れられる．
古典力学から離れる必要があることは実験の結果から明らかに示されてい

る．まず第一に古典電気力学で知られている力は原子や分子が著しく安定なこ
とを説明するには不適当であるが，そもそも物質が一定の物理的および化学的
性質を持つためには原子や分子の安定さはどうしても必要である．何か新しい
力を仮定して用いてみてもやはり事態は救われない．それは古典力学にはあら
ゆる種類の力について成り立つ一般の原理がいくつかあるが，それらから観測
と直接に矛盾する結果が出てくるからである．たとえばある原子の体系のつり
あいを何かの仕方でかき乱してから放っておくと，この体系は振動を始め，そ
の振動は周囲の電磁場に伝えられてこれをゆり動かし，その結果その振動数は
分光器によって観測されることになる．そこで，つりあいを保っている力がど
んなものであるにしても，いろいろな振動数をいくつかの基本振動数とその調
和振動数とを含む系列にまとめることができるものと期待されよう．ところが
観測をしてみると実はそうではない．そのかわりにいろいろな振動数の間に
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は，分光学でリッツの結合法則とよばれる新しい予想外の関係が観測されてい
る．この法則によると，すべての振動数はいくつかの定まった項の差の形で表
わされる．そしてこれらの項の数は振動数の種類よりはるかに少ないのであ
る．この法則は古典論の立場からはまったく理解し難いものである．
古典力学から離れずにこの困難に打ち勝とうとして，分光器で観測される振

動数はどれもそれ自身一つの自由度を持つ基本振動数であると仮定し，力の法
則は調和振動を生じないようなものにしたら，と考えるひとがあるかもしれな
い．しかしこのような理論は，結合法則の設明がまったくできないということ
を別にしても，やはりうまくいかない．それはこういう理論は直ちに比熱につ
いての実験的証拠と矛盾してしまうからである．古典統計力学によって，振動
する系の集まりの自由度の総数とその比熱との間には一般的な関係をたてるこ
とができる1）のであるが，分光学に現われる原子の振動数がすべて異なる自由
度に相当するものと仮定すれば，どんな種類の物質に対しても観測した値より
もずっと大きい比熱が得られることになってしまう．事実は普通の温度で観測
される比熱は，それぞれの原子の全体としての運動だけを考えに入れ，内部運
動はまったくないものとみなす理論によってかなりよく説明されるのである．
このことから古典力学と実験の結果との間にまた新しいくい違いが生じてく

る．原子のスペクトルを説明するには，どうしても原子にはある内部運動がな
ければならず，しかもその内部の自由度は，何か古典的には説明のできない理
由のために，比熱にはあずからないのである．似たようなくい違いは真空の中
の電磁場の振動のエネルギーについても見出される．古典力学によればこのエ
ネルギーに相当する比熱は無限大であるはずであるが，観測の結果は確かに有
限である．実験結果からは一般に高い振動数の振動は，比熱に対して古典論で
定められているだけの役割をしないということが結論される．
古典力学ではうまくゆかないもう一つの例として，光の示す性質を考えてみ

よう．一方では干渉と回折の現象があって，これは波動説を基にしなければ説
明できない．他方では光電子の放出や，自由電子による光の散乱などの現象が
あって，これらは光が小さな粒から成りたっているということを示している．
これらの粒子は光子とよばれるのであるが，それぞれ光の振動数に応じた一定
のエネルギーと運動量とを持っており，電子その他物理学で知られているどの
粒子にも少しも劣らぬ実在のものと見られるのである．光子のかけらなどが観
測されることは決してない2）．
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実験の示しているところでは，この異常な性質は何も光だけに限らずまった
く一般のものである．すべての物質粒子は波の性質を持っていて，適当な条件
の下でこれを目につくようにすることができる．これこそは古典力学がだめに
なるきわめて著しいしかも一般性をもった例である――だめになるとは単にそ
の運動の法則が不正確だというのではなくて，原子についての現象を書き表わ
すのに古典力学の概念を用いることが適当でないということなのである．
物質の窮極の構造を論じようとすれば古典的な考えから離れる必要のあるこ

とは，実験で確かめられた事実からだけではなく，一般の哲学的な根拠からも
わかる．物質の構成を古典理論で説明しようとすれば，物質は多くの小さな構
成部分からできていると考え，これらの構成部分の現わす性質についてある法
則を仮定しておき，それから物質全体として従う法則を導き出してゆくという
ことになろう．しかしこれでは説明が完結したことにはならない．なぜならそ
の構成部分の構造と安定性の問題に触れていないからである．この問題に立ち
入ろうとすれば，その構成部分は，その現わす性質が説明できるように，いず
れもそれ自身またもっと小さい部分からできていると仮定することが必要にな
る．明らかにこういう手続きには限りがなくて，このような論法では決して物
質の窮極の構造に達することはできない．大きいとか小さいとかが単に相対的
な概念にとどまる限りは，大きいものを小さいもので説明してもむだである．
したがって大きさに絶対的な意味を与えるように古典的な考えを改めることが
必要である3）．
話がここまでくると，科学は観測できるものだけを問題としていること，ま

たわれわれがあるものを観測するにはそれを何か外からの影響と互いに作用さ
せるほかはないということを思いおこす必要がどうしてもある．観測の行為と
いうものは必ずそれに伴って観測されるものをある程度かき乱す．あるものを
観測するとき，観測に伴って，それがかき乱されるのを無視してよいときには，
そのものは大きいと定義し，また無視できないときにはそれは小さいと定義し
てよかろう．この定義は大きい小さいという普通の意味とよく合っている．
通常は，注意深く観測すれば観測でかき乱される程度はいくらでも小さくで

きると仮定されている．その場合には大きい小さいの概念はまったく相対的な
もので，われわれの観測の仕方の穏やかさとその目的物とに関係してきまる．
物質の窮極の構造の理論にはどうしても大きさに絶対的な意味を与えることが
必要であるが，それには次のように仮定しなければならない．われわれの観測
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能力の細かさには限りがあり，それに伴ってかき乱される程度の小ささにも限
りがある．この限界はものの本性に根ざすものであって，観測する人のほうで
技術を改良したり熟練を積んだりしても，決してその限界を超えることはでき
ない．もしいま観測されているものがこの避け難い限界の程度にかき乱される
ことを無視してよいような場合には，そのものは絶対的な意味で大きいもので
あり，われわれはそのものには古典力学を適用することができる．他方その限
界の程度にかき乱されることが無視できないならば，それは絶対的な意味で小
さいものであり，これを取り扱うには新しい理論を必要とする．
上に述べた議論からの当然の結果として，われわれは因果律の考えを改めな

ければならないことになる．因果律があてはまるのはかき乱されることのない
体系だけである．小さな体系であると，それを観測すればどうしても著しくか
き乱されてしまうために，観測の結果の間に因果的な結びつきを見つけること
はまったく期待できない．新しい理論でも，かき乱されない体系に対しては因
果律が適用されると仮定する．そしてかき乱されない体系を書き表わすために
たてられる方程式は，ある時刻での条件と後のある時刻での条件との因果的な
結びつきを表わす微分方程式となる．これらの方程式は古典力学の方程式と密
接に対応しているけれども，観測の結果とは直接には結びつかなくなる．観測
結果の計算には避けられない不定さがあり，そして理論のなし得ることは，一
般には，われわれが観測をするときにある特定の結果が得られることの確率を
計算することだけである4）．

2 光子のかたより

前の節では，観測を穏やかに行なえる程度には限りがあり，またそのため当
然それらの観測の結果に不定さが生ずることを論じたが，これだけでは量子力
学を作りあげるための定量的な基礎とすることはできない．その目的のために
は新しい一組の正確な自然法則が必要になってくる．これらの法則の中で最も
基本的でまた最も思いきったものの一つは状態の重ね合わせの原理である．こ
の原理を一般的に定式化していくために，いくつかの特別な場合について考察
を進めることにする．そしてまず光のかたよりについての例を取り上げよう．
実験で知られているように，直線的にかたよった光を用いて光電子を放出さ

せると，電子が特によく飛び出す方向がある．このように光のかたよりの性質



ディラック量子力学 (2017-10-23 19:45)

2 光子のかたより 5

は光の粒としての性質とかたく結びついているものであるから，光子にかたよ
りという性質を持たせてやることが必要である．たとえばある直線の方向に
かたよった光線は，それぞれその直線の方向にかたよった光子から成っている
し，円形にかたよった光線は円形にかたよった光子から成っていると考えなけ
ればならない．これから先で使う言い方をすれば，光子はそれぞれ一定のかた
よりの状態にあるのである．そこでわれわれの考えなければならないことは，
こういう考え方と，光をかたよった成分に分けまたこれらの成分を寄せ合わせ
ることについて今までに既に知られている事実とを，どうやって調和させるか
という問題である1）．
一つきまった場合について話を進めよう．光線が電気石の結晶を通ってくる

ものとしよう．この結晶はその光軸に垂直な平面内にかたよった光だけしか
通さない性質を持っている．古典電気力学によれば，さし込む光線がどの方向
にかたよっていても，それに応じてどういうことがおこるかはよくわかってい
る．この光線が光軸の方向に垂直にかたよっていれば全部が結晶を通りぬける
であろうし，光軸に平行にかたよっていれば全然通りぬけないであろう．また
軸と角 ®の傾きにかたよっているときには，sin2 ®だけの割合で通りぬけるで
あろう．ところでこういう結果は，光子を基にするときにはどう理解すればよ
いだろうか？
一定の方向の平面内にかたよった光線は，それぞれがその方向の平面内にか

たよった光子からできあがっているものと見るのが当然である．こういう見方
をしても，いまさし込んで来た光線が光軸に垂直か平行にかたよっているとき
には，別に困難は起らない．軸に垂直にかたよった光子はみな結晶に妨げられ
ないでそのまま通りぬけるが，軸に平行にかたよった光子はみな止められて吸
収されると考えておけばそれでよい．しかし光線が斜めにかたよってさし込む
場合には困難が生ずる．このときには飛び込んでくる光子はどれも斜めにかた
よっていて，このような光子が電気石に当たるとどういうことがおこるかは明
らかではない．
一定の条件のもとにおかれた特定の光子にどういうことがおこるかという問

は，実はあまりはっきりしたものではない．正確な問にしようと思えば，この
問に関係したある実験が行なわれたと想像して，その実験の結果がどうなるか
ということを尋ねなければならない．実験の結果についての問だけが実際に
意味を持っており，理論物理学で考える必要があるものもこのような問だけで
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ある．
今述べた例では，1個の光子だけから成っている光線をさし込ませて結晶の

後ろ側に何が現われるかを観測するという実験をすれば，事情が明らかにな
る．量子力学によれば，この実験の結果は次のようになる．飛び込んできた光
子のエネルギーと同じエネルギーを持った 1個の光子をそっくり結晶の後ろ側
に見出すこともあり，また全然何も見出さないこともあるのである．そして 1
個の光子がそっくり見出される場合には，その光子は光軸に垂直にかたよって
いる．光子の一部分だけを後ろ側で見出すことは決してない．この実験をきわ
めて多く繰り返せば，総回数のうち sin2 ®の割合で後ろ側に光子を見つける
であろう．こういうわけであるから，光子は sin2 ®だけの確率で電気石を通
りぬけて軸に垂直なかたよりを持って後ろ側に現われ，cos2 ®だけの確率で吸
収される，といってよい．確率がこのような値になっていると，多くの光子を
含んだ光線がさし込んできた場合には，古典論の結果と正しく一致したものに
なる．
このようにしてどんな場合にでも光子の個体性は保たれている．しかしこ

のことは，どんな事柄もはっきりと定められるとした古典論の性質を捨てて
しまって，はじめてできたことである．実験の結果は，古典論の考え方とは異
なって，実験する人が支配できる条件によって決定されはしないのである．予
言できることは，たかだか，生じうるいくつかの結果と，それぞれのおこる確
率とだけである．
上に論じたことは斜めにかたよった光子 1個が電気石の結晶の上へ飛んでく

る実験の結果についてであるが，斜めにかたよった光子が電気石にあたるとき
に起る事柄についての本当に意味のある問に対しては，すべてこの議論によっ
て答えが与えられている．光子が通りぬけるか否かは何によってきまるのか
とか，通りぬける途中でかたよりの方向がどんなぐあいに変わってゆくのかと
いった問は，実験で調べることができないのであって，科学の領域の外にある
ものと見なさなくてはならない．とはいえこの実験の結果と，光子を用いて行
なわれる他の実験の結果との間に互いにつながりをつけ，それらすべてを一般
の形式にあてはめるためには，何かもう少し立ち入った述べ方をすることが必
要である．そのような立ち入った述べ方をしても，それは科学の領域の外にあ
る問に答えようと試みているのだなどと思ってはならない．これはむしろ，多
くの実験の結果を簡潔にいい表わす規則をまとめあげるための手助けと見なさ
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ねばならないものである．
量子力学が与えてくれるそのような述べ方というのは次のとおりである．光

軸に斜めにかたよった光子は，部分的には軸に平行にかたよった状態にあり，
部分的には軸に垂直にかたよった状態にあると見なすものとする．斜めにかた
よった状態は，平行と垂直とにかたよった二つの状態に，ある種の重ね合わせ
の手続きを施した結果と考えるものとする．ということは，いろいろなかたよ
りの状態の間に一定の特別な関係があることを意味するわけである．この関係
は古典光学でのかたよった光線の間にある関係に似ているが，今の場合その関
係は光線に対して適用されるのではなくて，ある特定の光子のかたよりの状態
に対して適用されるのである．この関係があるので，どのかたよりの状態も，
任意の二つの互いに垂直なかたよりの状態に分けたり，あるいはそれらの重ね
合わせとして表わすことが許される2）．
光子を電気石の結晶にあてるときには，光子に対して観測を行なっているの

である．というのは，光子が光軸に平行にかたよっているか垂直にかたよって
いるかを観測しているのである．この観測を行なったことが影響して，光子は
完全に平行にかたよった状態かあるいは完全に垂直にかたよった状態かに追い
やられてしまうのである．光子はこれらの二つの状態のそれぞれに部分的に存
在していたのが，突然飛び移ってそれらのどちらかまったく一方に存在するよ
うになることをしいられる．光子が二つの状態のどちらへ飛び移るかは予言
できないことで，確率の法則に従って行なわれるにすぎない．光子が平行な状
態に飛び移れば吸収されてしまうし，垂直な状態に飛び移れば結晶を通りぬけ
て，そのかたよりの状態を保ったまま他の側に現われるのである．

3 光子の干渉

この節では重ね合わせの例をもう一つ論ずることにする．やはり光子を取り
上げるが，そのかたよりを問題にするのではなくて空間の中の位置と運動量と
を問題にすることにする．いまほぼ一定の色の光線があるとすれば，これに伴
う光子の場所と運動量とについてある程度のことはわかっている．つまりこれ
らの光子のおのおのは光線が通っていく空間の中のどこかにあり，その運動量
は光線の方向を向き，その大きさはアインシュタインの光電法則1）――運動量
は振動数とある普遍定数との積に等しいという法則――によって光線の振動数


