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この章では、弱測定と弱値 口,刻 について述べる。今のところ、このト

ピックスは量子力学の基礎問題と看倣されているが、将来量子情報科学会般

に役立つと思われる1

話は、この講義のはじめのヤングの2重スリツトの実験に戻る。そこでは、

標準的な説明として光子が二つのスリットのうちどちらを通過したか分かる

ようになつていると干渉縞はできない。逆に、干渉縞があるようだと、どち

らのスリットを通過したか 缶hich way)分 からない。しかし、これはどち

らのスリットを通過したかを射影測定した場合の話しである。射影測定では

波束を収縮させてしまうので、スリットが一つの場合と同じになつて干渉は

起きないのである pl。

仮に、射影測定のような暴力的な測定ではなくて「やわらかく」測定し

て、which―wayも分かりかつ干渉効果もみえるということは可能であろうか?

これは、量子力学の建設当時からの問題「原子の中の電子は、ある量子状態

から別の量子状態に遷移する途中では何処に居たであろうか ?」 と同一の間

題である。 標準的な量子力学の授業では、「これは間うてはならない」質問

なのである。実験で検証しようがないので質問自体が物理として意味が無い

と言うのである。2

この節では、始状態と終状態の間で粒子の位置が弱値で与えられることを

主張しよう。

1例えば、量子計算における中間状態の解析に役立つかもしれない
2こ の「原子の中の電子の位置」問題は、ポーアとシュレーディンガーが論争したことで有名

である。 15〕



1 量子力学と確率論

ボルンの公式によりt物理量■の期待値 (ψ l■ lψ)は

(ψ l五 lψ) =】E.(ψ lπ)("IAlψ )

=Σ″|(ψ 13)12些齢絆
=Σ″|(ψレ)12.(■ )移
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と書き直すことができる。ただし、完全系 {(″ |}は (″ lψ)=0の ような状態

(31を 含まないものとしよう。ここにPr(a)=|(ψ l・)12は始状態 lψ)に対して

終状態を |")を得る確率測度である。ここで、|″)は測定する物量■に依存し

ないことが肝心である。  上の式に登場する量 :.(→
v:〒 判馴絆

は
・

の

始状態 lψ)に対して 終状態を |")に 対する弱値 (weak Value)である。

一方、確率論における期待値に対する標準的な公式

E″μl=Σ PrO)んス。),

と比較すると、確率論における確率変数んA(")と 弱値 .(■ )移 を同一視する

ことができるだろう 141。

ん■(・)=.(■ )yCθ。             (3)

ここでもう一度 Pr(")=|(ψ lπ)12が測定すべき量■に依存しないことを強調

しよう。

さらに、んス(″)=″ほ)vか ら、確率論における標準偏差に対する公式

から量子力学におけるそれを導くこともできる。
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こうして見ると、物理量スの弱値.檸)vが始状態と終状態の間での物理

量の「値」であるとして良いように見える。 そのためには、弱値.(■)り そ

れ自体が計測可能である必要がある。その一例を次節で示す。

2 弱測定

弱測定の対象である物理系の他にプロープ系を新たに導入しよう。物理

系の初期状態を 1仇)と し、プローブ系の初期状態を 1傷 )と しよう。

(2)



物理系とプローブ系 の間にvon Neumann型の相互作用

″=θδ
(ι
―to)ス Θp, (5)

を考えよう。ここに、 クは結合定数、 pは プローブ系 の座標りに共役な運

動量である。デルタ関数は、相互作用が瞬間的であることをあらわしている。

このときに時間発展演算子は、簡単に e~`gス
・ρと求まる。時間発展後の物理

系の終状態のうち lφ∫)に限ろう。この物理系の状態に対して事後選択を行う

とtプロープの量子状態 lψ′)は

lψ∫)=(φノlθ

~igス p゙掏
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となる。

プロープの位置の期待値の初期値くa>と 終値 く針 >は

<a>=器 〆 け =器
1  0

と与えられるので、プロープの位置の変化は

A<.i>::1Qf)-<&>. (8)

となる。同様にしてプロープの運動量の変化も求まる。アハロノフたちの原

論文 I可
にしたがつて、前節に述べた弱値がプロープの位置のシフトにどう

表われるか調べよう。

プロープの終状態は、結合定数θが小さいときθμυl≪ 1と して
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と与えられる。ここで、簡単のためにプ●―プの波動関数はガウス型

aり =(等
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とした。ここに″
~2は

波束の広がりを与えるパラメータである。式 (10)は

<α >=<2>=0を 与える。

プロープの終状態の波動関数は
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となるので、座標クを得る確率密度は    '

KdψハF～ K衛商 F(等
)V2

xc-272(9_gLⅢ )2+2(gReAυ″)2.     (12)

となるので、プロープの位置のシフトは△<σ >(Eq。 (8))

△くり>=く 9メ
>二」

}場f惜書争l鼻 =jRe■り,      (13)
となる。

これは弱値の実部に比例する。

同様にして、運動量のシフトは

△くp>千くpr>=2g72Ln4り,         (14)

となり、弱値の虚数部分に比例する。

式 (13)and(14)か ら、複素数としての弱値も求まる。

したがって、弱値は実験的に計測可能であることがわかる。

3 弱測定の実例 [61     ‐

弱測定の例を示そう。

マッハ ツエンダー干渉計の経路に薄いスライドガラスを図のように挿入

する。ガラスはほとんど経路に垂直に置くが、わずかにクだけ傾ける。その

ために光軸が経路に垂直方向にわずかにシフトする。垂直方向の座標を0と

し、それをプロープの自由度としよう。cに共役な運動量をつとすると、相

互作用ハミルトニアン∬は経路σに挿入した場合は、

∬ =θ lθ)(θlΘ
p         (15)

となる。前節で物理量■に当たるのは経路C状態への射影演算子r)ρ lで

ある。



2重マッハ・ツエンダー干渉計

・      、

弱測定の例

弱値を理論的に計算しよう。今の、 2重マッハ

合、初期状態lψ)と終状態olは

レ)=|ス)=場 (IB)十 lσ))

(ωl    =(DI=(θ l

r)(θlの弱値を計算すると、

<PEPc>υ =1/2

<PFPC>υ =1/2

くfbPB>υ =1/2

<PF23>υ =-1/2

D

ツ■ンダー干渉計の楊

に0
(1り

同様にして、

皇響
:希:半
笙=サ =上 (18)

(19)喘絆=け =Q

したがつて、ガラスを経路θに挿入すると、光軸はθだけシフトし、Bに

挿入するとシフトしない。これによつて、光がθを通り3を通らなかった

ことが、弱測定により分かる。一方、IE)(EIの 弱値は1で IF)(FIの 弱値
|ま

0であるが、このことは第一段目のマッハ ツエンダー干渉計の干渉効果を

確認したことになる。

1 次 に 4つの経路 θE,θ二 BE,BFに 対する弱値、すなわち 局ダb,PFib,局EPB,PFPB

の弱値を計算するとIη、

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)



となる。 興味深いことに、経路 BFに対して結合確率は負になる。3確率

が負であることに違和感があるかもしれないが、実際に射影測定をしない反

実仮想的状況であり、頻度を求めているわけでない、ことに留意しよう。

ここで着目すべきは、事後選択したときの
"方

向のシフトは、前節の結果

からθ(r)(σ l)。 で与えられるので、物理系の初期状態を 1仇)と 事後選択状

態 lφ∫)がほぼ直交する然態に対しては、大きくなる:こ れを弱測定による信

号増幅という。ガウス型の場合には増幅は頭打ちになることが知られている

が、プロープの波動関数を工夫すれば増幅度は任意に上がる。
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