
第1章 ファインマンの問い掛けに答える
全体の目次

約 45年程前のアポロ 11号が有人月面着陸したころ、学部のゼミで「ファインマン：物理学シリーズ」を輪
講のテキストにしていたということもあって、著者はリチャード, P, ファインマンのファンである。 量子
電磁力学の発展に寄与したことにより、ジュリアン・S・シュウィンガー、朝永振一郎とともにノーベル物
理学賞を共同受賞した直後でもあって、輪講の本としては、当時のファッションだったのかもしれない。結
局、未消化のままで終わってしまった輪講であったが、ファインマンのファンをこの歳まで続けられたのは
この輪講のお蔭である。

さて、ファインマンの二つの思慮深い言葉 (A1)と (A2)から始めよう1

(A1) 相対論を理解しているのは世界で 12人だけだと新聞が書いてあったことがあった。そういうときが
あったかもしれないが、今はその数は 12人より格段に多い。しかし、量子力学に関しては、未だに誰
も理解していないと言って間違いない。

(A2) われわれは量子力学が表現する世界像を理解するのに非常に大きな困難を感じている。・・・私は本当の
問題をはっきりと規定することができない。したがって、私は本当の問題は存在しないのではないか
と疑うが、本当の問題が存在しないという確信はない。

もしファインマンと会話できる僥倖に恵まれることがあったとして、ファインマンにこう言われたならば、
言葉を濁すしかないかもしれない。しかし、それでも、ファインマンに何かを答えることを促されたなら
ば、著者は次のように答えるだろう。

(B) 量子力学には、本当の問題は存在しないと確信できる。　したがって、理解すべき問題がないのだか
ら、誰も理解していないのもうなずける。

と答えるだろう。 答えは一つとは限らないかもしれない。　二つあるかもしれないが、この (B)が一つの
答えであることは確実と思う。　

著者は、この答え (B)を説明するために本書を著した。亡きファインマンへの回答とするならば、ぐだぐだ
とした長々しい説明では読んでもらえないないだろう。　ファインマンの言葉 (A1)と (A2)の深さを鑑み
るならば、

主張 (B)「本当の問題は存在しない」からスタートすれば、

「量子力学」の適用範囲が約２倍以上に拡大される

ことを示さなければ、ファインマンには読んでもらえないと考える。したがって、本書ではこれを示す。

1偉い人が発言した多くの言葉の中から、いくつかの言葉を切り取るときは,　当然ながら都合の良い言葉を切り取ってい
るに違いない。　しかし、そうだとしても、この二つ ((A1)と (A2))は「量子力学のミステリー：(著)マーミン（訳：町田茂,
丸善)」で、マーミンが切り取った「ファインマンの言葉」であって、著者の都合だけではない。
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1.1 未来の統計学

1.1.1 序

表題「量子言語入門 (大学院講義ノート)」の内容の大学院講義は 15年間以上続けてきた. 　しかしな
がら, 2013年の 3月に定年退職になったので, 今回は非常勤での講義になった. 　 2015年に最後の講義
が予定されているが、これが最後と思うと「証拠」を残して置きたくなるのが人情というもので、、そう
ならば, 講義ノートをWeb公開という形にしようと考えた. また, 大学院の講義とは言っても, 「量子言
語」は 特殊なテーマではなくて, 世界記述史の中での「量子言語の位置づけ」は下図のようになるとい
う主張なのだから、

主張 1.1. [世界記述史の中での「量子言語の位置づけ」]

パルメニデス
ソクラテス

ギリシャ
哲学 0⃝
プラトン

アリストテレス

スコラ−−−−→
哲学

1⃝

−−→
(一元論)

ニュートン
(実在論)

2⃝

→ 相対論 −−−−−−→ 3⃝

→
量子
力学 −−−−−−−−→ 4⃝

−−→

(二元論)

デカルト
ロック,・・・
カント

(観念論)

6⃝−−→

(言語的世界観)

言語
哲学

(数量化)
−−−−−−→
(公理化)

8⃝

(言語化)
−−−−−−→ 7⃝


5⃝−−→

(未解決)

統一
理論

(量子物理を含む)


10⃝−−→

(=測定理論)

量子
言語
(言語)

統計学 −−−−−−→
(脱数学化)

9⃝

言語的科学観

実在的科学観

本書全体の主張： 上図 (図 1.1)を主張する。すなわち、

5⃝の方向は発展途上で、いろいろな考えが量子物理学を発展させるであろう。しかし、「量子力
学には、もう本当の問題はない」という立場も有力で、これは10⃝の方向の発展を促し、この方向
は、量子言語が最終到達点で、しかもこれが「いわゆるコペンハーゲン解釈」の真の姿である。

となる。

すなわち,量子言語は次の三つの側面を持つのだから、

量子言語=


7⃝: 量子力学の標準解釈 2

8⃝: 認識論哲学の最終到達点
9⃝: 未来の統計学

2「量子力学は二つある」と主張する。図 1.1の 5⃝の先の「量子物理学」と 7⃝の先の「量子言語による量子力学」である。
　大学の学部で習う「量子力学」(すなわち、コペンハーゲン解釈下の「量子力学」)は、後者である。　前者 5⃝内の「量子物
理学」は、「解釈」とは無縁であるべきでまだ完成されていないのだから、これは天才に任せておいた方がよい。　したがっ
て、本書では前者には関わらない。

2 全体の目次
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という主張なのだから,一般の需要も多少はあるかもしれないという思いもある. また、「類書がない」
ことも、Web公開の動機づけとなった。

1.1.2 科学哲学序説

前拙著

「科学哲学序説」(紫峰出版：2012年)

との関係は渾然として重複もあり,　広い意味では,本書は「改訂版」と見なすこともできるが,

前書「科学哲学序説」は「学部向け (古典系中心)」で,

本書は「大学院向け (量子系と古典系を同時に扱う)」

という一応の仕切りがある. 前書は物語風に著したが,今度は多少の計算も必要になる. 一般的には,

「前書 (気分を掴んで)⇒本書」の順序が推奨されるが,理数系の大学院ならば, 「本書⇒前書 (流し読
み)」の方が手っ取り早いかもしれない.

この講義では,「量子言語」と言ったり,「測定理論」と言ったりするが,

量子言語＝測定理論

である. 使い分けはそのときの気分的なものとなっている.

「量子言語」は「語学」なのだから,異なる文脈の中で繰り返し訓練・計算しなければ,習得できな
い. いずれにしても両書をなるべく速く読んで,上級者になってもらいたい. 　量子言語を使いこなせ
る上級者が多数いれば,「従来の諸科学の手法をすべて量子言語で書き換る」という著者の願望の実現
も,そんなに先のことではないと思う.

この「量子言語入門（大学院講義ノート）」も出版を予定しているが, (たたき台としての)Web公開を
先にして,しばらくは様子を見てから,今後のことは決める.

1.1.3 事の発端はハイゼンベルグの不確定性原理の発見

5.3節で述べるように,

(A) 著者は, 1991年に,ハイゼンベルグの不確定性原理の数学的定式化を発見した. これにより,「ハイ
ゼンベルグの不確定性原理が如何なる条件の下に,成立するのか？」が明らかになり,ハイゼンベ
ルグの不確定性原理が破られる例も発見できた.3

この結果は面白いと思ったが,この直後から「量子力学の解釈問題」が気になりだした.

量子力学の標準解釈は,「コペンハーゲン解釈」であるが,他にも「多世界解釈」,「確率解釈」等いろ
いろある. しかも,「コペンハーゲン解釈」にもいろいろな流儀があるので,「量子力学の解釈」は諸子
百家状態と言ってもよいだろう.

量子力学の応用の分野ならば,どの解釈を採用しても計算結果は同じになると期待できるので,「量子
力学の解釈」が問題になることは滅多にない. 　「いわゆるコペンハーゲン解釈」で十分である. 　し
かし,ハイゼンベルグの不確定性原理ともなると,量子力学の解釈問題が気になってくる. 量子力学の解

3S. Ishikawa, Rep. Math. Phys. Vol.29(3), pp.257–273, (PDF)
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釈が変わってくると、別のハイゼンベルグの不確定性原理ができてしまうからである。たとえば、射影
仮説を認めるか否かで、「誤差」の意味が違ってくる。

「○○解釈の△△流儀のハイゼンベルグの不確定性原理」では困る

わけで, ハイゼンベルグの不確定性原理 (A)の仕事の次のステップは,「量子力学の解釈の確立」である
と考えた. 　
しかし, (A)はすぐ出来たが,「新しい量子力学の確立 (= 量子言語の記述力の絶大さへの信頼)」には
かなり手間取ってしまった. 　というよりも,　今でも「量子言語」よりも強力な言語がある可能性が皆
無とは考えていない.

1.1.4 量子力学の解釈問題から量子言語へ

「量子力学の解釈問題 (=新しい量子力学の確立)」と言っても漠然としていて,

具体的には何をすればよいのだろうか？

と問うのは当然と思う. この講義では, 以下のように考える.

量子力学が提唱された当時 (1926年前後),量子力学は「行列力学」と呼ばれていたことでもわかるよ
うに

(B1) 量子力学は,　数学的には (正方)行列の理論である

しかし,上で指摘したように,これにはいろいろな流儀が生じてしまって,諸子百家状態になってしまった.

「さて,それではどうするか？」

であるが,次に着目する.

(B2) 古典力学は,対角行列の理論である

そうならば,

(C) 上の量子系 (B1)と古典系 (B2)の両方に通用する流儀 (=解釈)は何か？

を追究したくなる. この (C)の解答ならば,いろいろな流儀が生じてしまうという事態を回避できて, 一
意に決定されると思った. すなわち,

(D) 「問い掛け (C)」からスタートすれば, 後は全行程が一本道で, 誰がやっても, この講義で紹介す
る「量子言語」に行き着く

と考える. 「量子言語」は, 物理学でなくて言語なのだから, 他のいろいろな解釈とは大きく異なる. 　
それでも, この講義では, 楽観的に,

(E1) 将来的には,

量子言語は「量子力学の標準解釈」になる.4

4 全体の目次
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更に言うならば,もう一つの予想外の奇跡がおこって,

量子言語は「統計学の標準理論]にもなる5

と確信する.

すなわち, 量子言語は, 量子システムを記述できるだけでなくて, 古典システムも記述できるわけで, 結
局すべてのシステムが記述可能なのだから,

(E2) [量子言語で語る]⇐⇒
同値

[科学的思考をする]

すなわち,

[諸現象を量子言語で記述する]⇐⇒
同値

[諸科学を作る] (1.1)

と主張する. 　これらの主張の検討・吟味を促すのが, この講義の目的である.

上の主張 (1.1)はかなり強い主張なので,次の注釈で補足しておく.

♠注釈 1.1. 諸現象を数量的に表現すると,「科学的っぽく」なる. ただし,「やみくもに数量表現すればよい」
というわけではない. ある種の指針の下に「数量表現」しなければならない. 　現状での常識的な意見は,

(♯1) キーワードは, 「因果関係」と「確率」で, 因果関係 (=微分方程式)と確率 (確率論)を使って,数量
表現をせよ,という統計学（＝動的システム理論)の精神でである. 　すなわち,

諸科学は, 統計学（＝動的システム理論）で数量表現をせよ

が多数派の考えで. 経済学ても,ロボット工学でもこの精神のもとに作り上げられたのだと思う.

さて,測定理論（＝量子言語）は,この（♯1)を多少「改良」しただけで,すなわち,

(♯2) キーワードは, 「因果関係」と「測定」で,これらを使って,数量表現をせよ. すなわち,

諸科学は, 量子言語で記述せよ

である. 　したがって,もし本当に「改良」ならば,

量子言語は, 「未来の統計学」である.

と主張しても,誰も異論を唱えないだろう.

4 実は,量子力学は二つある. 「物理学としての量子力学」と「諸科学としての量子力学」で,大学で普通に習うのは,後
者の量子力学である. 「物理学としての量子力学」は,相対性理論と絡めて「統一理論」を目指すことを目的にしている学問
で,特殊な理論物理学者だけが興味を持てばよい. 「物理学としての量子力学」は未だ確立しているわけではないが,物理学
ならば,「法則」だけで宣言されるべきで,「解釈」などが添付されてはならないと考える. (cf. Quantum Mechanics and
the Philosophy of Language: Reconsideration of Traditional Philosophies, JQIS, Vol. 2, No. 1, 2012, pp.2-9. (doi:
10.4236/jqis.2012.21002))

5上述のように,量子力学からスタートした研究であるが,しかも,

量子力学も統計学も共に最強の学問である

が, 本講義では,「量子力学の標準理論」の提唱よりも,「未来の統計学」の提唱の方を強調したいと考えている. したがっ
て,この講義では,量子系システムよりも古典系システムの方に比重をおく.

5 全体の目次
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1.1.5 未来の統計学

「量子言語」の詳細は本書全体で述べることであるが, 量子言語は次の (F)のような様々な側面をもつ
ことを知っておけば, 次章以降が読みやすいだろう.

(F): 量子言語の様々な側面

(F1) ：諸科学を記述するための言語 (諸科学とは, 現象を量子言語で記述することである）

(F2) ：量子力学の言語化 (=道具主義化)

(F3) : 未来の統計学. (「統計学は最強の学問」には,異存ない. しかし,　統計学には「手法の
羅列」感が否めない. 　もうすこし,スッキリしたい. 　と考えるのは著者だけではないだろ
う. )

(F4) ：量子力学のコペンハーゲン解釈の最終形態

(F5) ：二元論的観念論哲学の数量化理論

(F6) ：(ウィトゲンシュタインの)言語ゲームは近代哲学の到達点であるが,具体的モデルが提示さ
れていないのが弱点である. 量子言語は,その典型的な具体的モデルを実現する. 　

(F7) ：数学者でもわかる統計学a

等である.

a高校数学では,統計学は数学の一分野とされているので,この (F7)の表現に違和感を持つ読者がいるかもしれない. 　
しかし,数学者とは,「関数 f(x)は,・・・」と書き出した文言が理解できない人種であって,彼らに理解してもらうために
は,「関数 f : X → Y は,・・・」と書かなけれならない. この違いはかなり本質的で,量子言語で記述すれば, 関数空間を
常に意識することになり,必然的に「数学者でもわかる統計学」になる. 通常の統計学よりは,量子言語の方が数学的には
幾分難しくなるが,全体としては,圧倒的に理解しやすくなる. 似たような意味で,

(F8) 数学者でもわかる量子力学

とも主張できるが,この仕事 (F8)は,フォン・ノイマンの「量子力学の数学的基礎 (1932年)」で,すでに成されていると
考えるので,これはあまり強調しない.

このように,量子言語には様々な側面があるが, この講義では,量子言語が

未来の統計学

百歩譲っても、

「未来の統計学」の核になる

ことは、確信しているので、この部分に重きをおいて,講義を進める.
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1.2 「量子言語の概要」の概要

　測定理論のアイディアはミクロの世界を扱う量子力学に由来する．読者は，まず第 2章「量子言語
の概要」でその雰囲気をつかんでいただきたい．その前に,

「量子言語の概要」の概要

について述べておこう. 　以下を読めば,第 2章「量子言語の概要」をスキップして, 第 3章から読んで
も良い.

測定理論の枠組みは簡単で，測定に関する言語ルール 1と因果関係に関する言語ルール 2から成り立っ
ている．図式で書けば

測定理論 =

[言語ルール 1]

測定
(cf. 3.8 節)

+

[言語ルール 2]

因果関係
(cf. 11.3 節

(1.2)

である．ここで,言語ルール 1と 2(量子力学の言葉遣い)は,次の文言である6.

(A): 言語ルール 1(測定)　純粋型 (cf. 3.8節で読めるようになる)

あらゆるシステムはある基本構造 [A ⊆ A]B(H) 内で定式化できる. [A ⊆ A]B(H) 内で定式化され

たW ∗-測定MA

(
O=(X,F, F ), S[ρ]

) (
または、C∗-測定MA

(
O=(X,F, F ), S[ρ]

) )
を考えよう．すな

わち,

• ある状態 ρ(∈ Sp(A∗)：状態空間)を持つシステムに対する観測量 O=(X,F, F )のW ∗-測定
MA

(
O, S[ρ]

) (
または、C∗-測定MA

(
O=(X,F, F ), S[ρ]

) )
を考える. このとき, W ∗-測定MA

(
O, S[ρ]

) (
または、C∗-測定MA

(
O=(X,F, F ), S[ρ]

) )
により得ら

れる測定値 x (∈ X) が，Ξ (∈ F) に属する確率は，(もし F (Ξ)が ρで本質的連続ならば) ρ(F (Ξ))

(≡ A∗(ρ, F (Ξ))A) で与えられる．

(B): 言語ルール 2　 (因果関係) (cf. 11.3節で読めるようになる)

T を木半順序構造として, 各 t(∈ T )に対して、基本構造 [At ⊆ At]B(Ht) が定まっているとする。こ

のとき、因果関係の連鎖はW ∗-因果作用素列 {Φt1,t2 : At2 → At1}(t1,t2)∈T 2
5

(
または、C∗-因果作用

素列 {Φt1,t2 : At2 → At1}(t1,t2)∈T 2
5

)
により表現される．

である．

この二つは呪文なので,意味を追究しても無駄で,とりあえず,

二つの呪文 (=言語ルール1と2)を丸暗記しよう

丸暗記したならば,

6W ∗-代数法と C∗-代数法の違いは数学の違いで、今は気にする必要はないが、W ∗-代数法の方が一般性があるが、C∗-代
数法の方が簡単である。
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(C) あとは, 街に出て,この呪文を試行錯誤しながら使い続ければよい. 最初は,意味不明に思う
かもしれないが, そのうち上達して, 量子言語を使いこなせるようになる.

である. 　将棋だって,「駒の動きの決まり」だけを知っていれば,最初は連戦連敗だとしても, そのう

ち上達して,勝率が上がるだろう. しかし,「定跡」とか「手筋」を習えば,もっと上達が早いはずで,量

子言語も,

呪文の使い方のマニュアル

のようなものがあったほうがよい. 　これが,「量子言語解釈」で,すなわち,

量子言語解釈=呪文の使い方のマニュアル

である. 　量子言語解釈の内訳は,いろいろあるとしても,特に重要なのは一つだけで,

(D): 量子言語解釈 (=言語的コペンハーゲン解釈) (cf. 2.3節と 4.1節で読めるようになる)

いろいろとあるが,特に重要なのは

測定は一回しかできない

である.

と思えばよい.

これが, 量子言語のすべてである. 　

(E): まとめ

式 (1.2)をもうすこし正確に書くと,

(F) 測定理論
(=量子言語)

:=

[言語ルール 1]

測定
(cf. 3.8 節)

+

[言語ルール 2]

因果関係
(cf. 11.3 節︸ ︷︷ ︸

一種の呪文 (=量子力学の言葉遣い)

+

[言語的コペンハーゲン解釈]

量子言語解釈
(cf. 2.3 節と 4.1 節)︸ ︷︷ ︸

呪文の使い方のマニュアル

で,量子言語の主張は,

(G) 量子言語解釈を指針にして, 文言ルール 1と 2の言葉づかいをお手本にして，諸現象を記述
せよ

である．
そうだとしても、

「(意味不明な)呪文から始まる」とは, いかがわしいと思うかもしれない

しかし,これが「スタンダードな科学の方法」であることは、本書を読み進めていけば了解できるこ
とと思う.

将棋で言えば, 「駒の動かし方のルール」と多少の「手筋と定跡を覚えた」ことになる. 「初めに, 言

葉ありき」で, 言葉はもう丸暗記した. そうならば次のステップは当然,

さて, いよいよ実戦だ. 　量子力学でも経済学でも何でも来い

8 全体の目次

http://www.math.keio.ac.jp/~ishikawa/QLmaster/0.pdf


1.2「量子言語の概要」の概要 第 1 章 ファインマンの問い掛けに答える

である.
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