実在論の二つの顔
アインシュタインとボーア
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為から物的対象への推論という論理の飛躍を含むとはいえ︑最終的

いま一つは科学者のモラルとしての実在論である︒前者は︑知覚行

ることが判明しても︑時−空の実在性はかえって強靱さを増した︒

同盟軍であり得た︒相異なる場所での同時性が慣性系に相対的であ

押し出されるまでは︑二つの実在論はともに科学にとっての強力な

量子力学が出現し︑量子力学の解釈問題が実在論論争の最前線に
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擁護の二つの論陣を張ることになったのである︒

にはわれわれの知覚行為から独立したただ一つの宇宙の実在への信

実在論には少なくとも二つの顔がある︒一つは素朴実在論であり︑

仰にまで到達する︒後者は︑どの科学理論も実在論的であるべし！

︑

力学法則と統計的法則との軋櫟が因果律に対する疑念を煽っても︑

たがために︑二つの実在論はたんに切り離されただけでなく︑ある

ころが量子力学は︑理論と観測との︑法則と事実との分離を要求し

︑

どの理論もわれわれの知覚行為から独立に実在する世界にっいての

個別系が力学法則に従わないことが立証されることはなかった︒と

種の量子力学解釈のもとではたがいに衝突するという事態さえも招

つの実在論の最も際立った特徴は︑素朴実在論が物的対象︑物的世

真なる記述であるべし！ というモラルとして表明される︒この二

明︑理論だ︑という点にある︒もしも科学の進歩の理想的極限にお

界を主語にとるのに対し︑モラルとしての実在論の主語は概念︑言

くのである︒

ならば︑この二つの実在論は︑独立した二つの顔ではなく︑一つの

として理解することは︑それぞれ相異なる理由によって︑ともに正

ボーアを素朴実在論者と見傲し︑アインシュタインをその敵対者
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いてはただ一つの完全で真なる理論が存在するとの想定が許される

顔の二っのプロフィルに過ぎないであろう︒ところが︑現代哲学に

には恰好の手引きになると思われるので︑一では︑認識論における

しくない︒しかし︑上に述べた実在論の二つの顔の輪郭を描くため

そ︑まさにそのような想定であった︒こうして︑上述の二つの実在

アインシュタインとボーアの一般的な対比を描く︒しかし︑かれら

おける実在論論争において実在論者から最先に見離されたテーゼこ
論は︑その両者を結合させる大前提を失い︑それぞれ独一⊥に実在論
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の哲学的対立がより具体的に鮮かに浮き出てくるためには︑量子力

述しようと努めるかぎりにおいて実在論者に見えるであろうし︑

者のように映るに違いない︒かれは知覚行為から独立の世界を記

︑

学論争における両者の対立を侯たねばならない︒二では︑量子力学

︑

概念や理論を人間精神の自由な一経験的に与えられたものから論

︑

解釈におけるかれらの対立を通して二つの実在論の働き方を調べ

理的に導き得ない一発明と見傲すかぎりにおいて観念論者に︑そ

︑

る︒最後に三において︑量子力学のきわめて特殊な解釈一多世界解

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑
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自らの研究の不可欠で有効な道具と考えるかぎりにおいてはプラ

︑

証主義者に︑見えるであろう︒また︑論理的単純さという観点を

︑

を提供する範囲でのみ正当化されると考えるかぎりにおいては実

︑

して︑概念や理論はそれらが感覚的経験の間の関係に論理的表現
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釈一のもとで︑二つの実在論が衝突することを示す︒
アインシュタインとボーア

︑

︑

アインシュタインがここで要約しているかれの認識論は︑かれの

トン主義者ないしピタゴラス主義者とさえ見えるかもしれないL︒

アインシュタインの認識論の際立った特徴は︑概念的世界と感覚
かれは概A︐心と感覚体験とのギャップを次のように描写している︒

論理的に見れは

思考の自由な創造物であり︑感覚体

﹂︑

S一

﹁1申

王

9﹁．申

S一
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最も古い友人ソロヴィーヌに宛てた書簡では︑左のような図解を挿

的世界との峻別である︒ラッセルの認識論を論じた短い論文の中で︑

て

﹁われわれの思考やわれわれの言語表現に現われる諸概念はすべ

験から帰納的に獲得することはできない︒このことが容易に気づ

かれないのは︑ただたんにある種の概念や概念結合；口明一をあ
る種の感覚体験にあまりにも堅固に結びっける習慣をわれわれが

持っているため︑感覚体験の世界を概念や言明の世界から
分断するところの裂け目
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論理的に橋わたし不．列能な仕方で

右の引用に見られる概念的世界と感覚体験の世界との亀裂は︑科

を意識するに到らないからに他ならない﹂︒

ろの便宜主義一〇署o言；一彗一にも明瞭に現われている︒あまりに

学と認識論との関係についてアインシュタインが表明した謂うとこ

有名な文章であるが︑これがかれの認識論の最も簡潔な要約である

﹁科学者は体系的な認識論者の眼には節操のない一種の便宜主義

と思われるので︑煩をいとわず引用しておきたい︒

，「二丁．一一…一一「
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入して︑もっと分かりやすく解説されている︒この図で︑記号Eと

私には右に引用したアインシュタインの哲学的議論がすべて素朴

る︒

ることによって物心分離に到ったように︑アインシュタインは素朴

実在論に対する反論のように見える︒デカルトが実体形相を追放す

印された箇所には﹁多種多様な一感覚一体験﹂と書かれ︑Aの箇所
にはη公理系し︑S︐9︑︐Sの右側には﹁導出された諸命題﹂と記

るのである︒もっとも素朴実在論とは何を意味するかについて厳密

実在論を解体することによって概念的世界と感覚的世界の分離に到

されている︒AとS︐3︑︐Sを含むこの領域を私が勝手に破線で方

るためである︒Jは感覚体験の世界Eから公理系Aへの飛躍一ジャ

な定義が与えられているわけではない︒湯川秀樹氏の観察︑﹁素朴

形に囲んだのは︑それが構築された概念的世界であることを特記す

実在論とは人間がほとんど無意識のうちに獲得したものである︒−

⁝人間以外の比較的高等な哺乳動物もまた潜在的な素朴実在論を

ンプ一を表わし︑これは人間精神の自由な創造一遊び︑あるいは思

以上三つの引用を比較してみれば︑アインシュタインの認識論を

で表わすこともできそうに思われる﹂という観察は︑自然ではある

持っている︒それは動物的信仰一竃一竃二叫葦︶というような言葉

弁一という科学者の観念論的側面に該当する︒

際立たせているものが︑かれの謂うところのη実在論Lや﹁実証主
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義﹂などではなく︑まさに﹁概念や理論を人間精神の自由な一経験

いは﹁事物はわれわれの感覚を通してわれわれに知覚されるとおり

が︑そのゆえに却って素朴実在論の定義を難しくしている︒しかし

にある﹂という主張を含意するかぎり︑それは感覚体験から概念的

素朴実在論が少なくともn事物はそれが見えるとおりにあるしある

Eから帰納法や抽象によってS︐3︑︐Sに到達し︑さらにAへと到

世界への無造作な論理の飛躍を犯しているのであり︑その点で概念

的に与えられたものから論理的に導き得ない一発明と見傲すし観念

らんとする方法に他ならない︒もちろん︑もしS︐9︑ぷをEに結

論の契機であることが分かる︒かれが断固として退けているのは︑

びっける何らかの関係があるのでなければ︑科学者に課せられてく

だが︑たといアインシュタインにとって素朴実在論が幻想にすぎ

からは到底承認され得ないのである︒

的世界と感覚的世界のギャップを強調するアインシュタインの立場

ないとしても︑かれ自身主張するように﹁この幻想が人間と動物の

︑ぷはどうしても

る外的条件が存在しないことになり︑全概念的機構が﹁実在の把握し

Eに関係づけられねばならない︒ところがS︑ぶ︑︐SはAからの厳

にとっ．て役に立たなくなる︒したがって︑S︑

密な論理的導出であるけれども︑A自体が人間精神の自由な発明に

日常生活を支配し︑また︑あらゆる科学とくに自然科学の出発点で

てるのか︒それとも︑いつまでもこの幻想の中で成長し続けるのか︒

ある﹂︒すると︑自然科学はどの段階で素朴実在論という幻想を捨

か牝においては︑そのいずれでもない︑と私は思う︒素朴実在論は

で一直観的に一行なわれる﹂のである︒こうしてアインシュタイン

においては﹁︹認識論の︺核心は思考の中にあるものと体験できる

由来するのであるから︑この関係づけの﹁手続きは論理の世界の外

もの一感覚経験一との閥の関係という永遠の問題である﹂ことにな
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おいては誰もが素朴実在論者であるであろうから︑シモニーの評は

ないLというシモニiの評はまったく正しい︒しかし︑日常生活に

一m一

感覚体験から概念的世界へという不当な論理的飛躍を犯しているの

むしろ﹁物理学の記述が臼常的事物の記述からいかに遠く隔ってい

︑

だから︑必要なのはこの不当な﹁素朴さしを捨てることだけである︒
︑

だからこそアインシュタインは叩物理学と実在㎏においても︑物体

い﹂という意味で理解されるべきである︒ボーアが﹁言語のどの語

ようと︑われわれは物理学においても臼常言語に固執せざるを得な

︑

という概念の形成こそが﹁実在する外部世界﹂の想定の第一段階で
︑

あり︑㍗それ︹物体という概念︺は人間一あるい．は動物一の心の自

のと見倣すかぎり︑確かにかれは素朴実在論に同調しているように

もわれわれの日常的知覚に依拠しているという事実﹂を不可疑のも

見える︒だが︑かれの力点はわれわれが徹頭徹尾η一言語に係留され

一H一

由な創造物であるLと注意するのである︒したがって︑かれにおい

一呂一

ては︑感覚体験と概念との論理的ギャップのゆえに素朴実在論が洗

練されて唯物論になるのではない︒もちろん現象主義になるのでも

アの折に触れての寸評は︑このことを余すところなく示している︒

たとえば︑㍗物理学の仕事が自然がどのようにあるかを発見するこ

ているLどいうところにあるのであって︑ペテルセンの伝えるボー

とだと考えるのは間違いだ︒物理学はわれわれが自然について何を

ない︒人間精神の自由な創造物の結果として唯物論が主張されると

をすべて﹁形而上学的﹂として退けようとするからこそ︑逆に︑﹁概

感覚的素材から構成できないような概念一たとえば物体という概念一

語り得るかを問題にするのであるL︒﹁われわれは何が上で何が下で

すれば︑これほど奇妙な話はないであろう︒また︑現象主義が生の

念は体験からく抽象Vによって︑つまり体験内容の二部を落とすこ

いう語も一っの言葉︑われわれが正しく使うことを学ばねばならぬ

あるかを語れないような仕方で言語に係留されている︒︿実在﹀と
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て現われるのである﹂︒われわれにとって必要なことは︑概念体系

とによって︑生まれるとの見方︹素朴実在論︺が宿命的なものとし

言語に係留されている︒われわれの任務は経験や考えを︹客観的に︑

依拠するものは何か︒われわれの言葉に依拠するのだ︒われわれは

一つの言葉である﹂︒また︑こうも述べる︒﹁われわれ人間が最後に

るということのみであって︑﹁物体﹂﹁物的対象﹂という概念がその

一㎜一
陵味さなく︺伝達することであ︒る﹂と︒

の十分多くの命題が感覚体験と信頼に足るほど強固に結びっけられ

の思考にも︑より意識的・体系的に構成された科学の思考にも︑同

アインシュタインもボーアも素朴実在論からその論理的難点であ

結合を固定する第一段階だ︑というのである︒﹁このことは︑日常
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素朴実在論が科学の出発点だとする点においては︑ボーアもアイ

ボーアにとっても︑認識論を論ずるかぎり﹁物的対象がわれわれか

という主張は放棄される︒したがってアインシュタインにとっても

た︒これによって﹁事物はそれがわれわれに見えるように存在する﹂

るところの︑感覚体験から概念へという論理の飛躍の部分を落とし

ンシュタインと軌を一にする︒﹁ボーアは日常的事物の現存に非常

である﹂のはこの意味においてである︒

じように同じ仕方で妥当する﹂︒素朴実在論が﹁自然科学の出発点

に強い執着を示し︑それを感覚印象の束として解釈することを望ま

なるのは概念や理論の出自と資格のみである︒ボーアにあっては︑

ら独立に客観的に存在するか否かLは︑不毛な間題である︒問題に

らの離反者として現われるのがあるから︑ここでかれらの量子力学

れを通してはじめて前者は実在論者として︑そして後者は実在論か

とボーアが最も鋭く対立し争ったのは量子力学に関してであり︑そ

量子力学の解釈問題は︑対象系の状態を完全に記述するとされる

解釈における違いを見ておくことが不可欠である︒

ψ関数が︑実際にわれわれが知り得るところの観測結果を︑たんに

日常言語とそれの洗練である古典物理学の言語が︑陵味さなく客観
シュタインにあっては︑日宮言語や古典物理学の言語もまた︑一般

的伝達が可能であるための必要条件である︒これに対してアイン
に概念や理論が人間精神の自由な創造物であるがゆえに︑必要とあ

子力学によって理論と観測︑法則と事実が分離したしと述べたのは︑

確率的にしか与えてくれない︑というところから生じる︒一前に﹁量

このことに他ならない一︒だから問題は︑ψ関数によって表示され

ては﹁所与﹂であり︑アインシュタインにとっては㍗創造物Lであ

るところの系の状態一これを量子状態と呼ぶ一と︑当の関数からは

らばいっでも取り替えられるべき代物である︒言語は︑ボーアにとっ

る︒両者における認識論上のこの違いが量子力学解釈にいかなる効

確率的にしか知り得ない観測結果︑という二種類の実在を措定する

果をもたらすか︑これがわれわれの次の課題である︒

二 量子力学の解釈

心身間題の発生源であったように︑量子力学の解釈問題の大枠を形

ど﹁普遍と個物﹂﹁心と物質﹂という二種類の措定物が普遍論争や

点にある︒このような二種類の実在を措定することこそが︑ちょう

覚に現われるように存在する﹂との主張によってである︒もし素朴

という組で表記することにすれば︑量子力学の解釈は次の三種に類

成するのである︒いま量子状態と観測結果という二種類を一ψ︑X一

素朴実在論が素朴であるのは﹁事物はそれがわれわれの感覚的知

世界についての主張と概念や理論についての主張とに分離する︒ア

実在論からこの素朴さを脱落させるならば︑それは物的対象や物的

ψ関数は種々の観測結果の確率を算出するための計算メカニズム
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別できる︒

の一部を提供するにすぎない︒

は︑認識論的議論の主題を︑世界ではなく︑それについて記述する

インシュタインとボーアがかれらの違いにもかかわらず共有するの

た結論であった︒ところが実在論の主題を物的対象や物的世界から

概念や理論へと変換したことである︒これが前節でわれわれが導い

一h一

類の実在を二兀化することにこそある︒

Xの変化を量子力学にしたがって証明し︑そのことによって二種

量子状態ψも観測結果Xも︑ともに実在する︒問題はψ←

観測結果Xのみがわれわれに知り得る具体的実在であり︑

ものであるから︑概念や理論とそれらが記述する実在世界との間に

概念や理論へと変換しても︑概念や理論は世界のあり方についての

に設定すべきかが︑他ならぬ解釈の問題である︒アインシュタイン

何らかの関係がつけられねばならない︒そしてその関係をどのよう

5 実在論の二つの彦藁

一山 一

面の節約のために︑いく分独断的に︑量子力学に対するアインシュ

という比瞼的な言明もかれの実在論の表明以外のものではない︒紙

が潜んでいるのであって︑かの有名な﹁神はサイコロ遊びをしない﹂

量子状態ψは言うなれば﹁本質﹂であって︑観測結果Xは

るにすぎない︒

人間という粗大な観測者にとってのみ有用な付随的﹁現象しであ

確率的言明を最終的なものと見倣す理論はすべて不完

全である︒神はサイコロを振らない︒

一aJ

タインの態度を要約すれば︑次のようになるであろう︒

後に﹀にあるという唯名論に︑一h一は︑普遍は︿個物のうちに﹀

は個別系の状態を記述しているのではなく︑ある統計集団Eに対

一a2一 ψ関数は確率的言明以上のものを与えないから︑それ

この分類を普遍論争になぞらえれば︑一・←は︑普遍は︿個物の

いう実在論一実念論一︑に︑それぞれ対応する︒他方︑近代の心身間

あるという概念論に︑一一m一は︑普遍は︿個物に先立って﹀あると

一b一

遅延選択一時間的に後になされるところの︑どの物理量

応している︒

を測定すべきかの選択一によって︑それ以前の系の状態が乱され

一一どは心身相互作用説に︑一山一は必ずしも行動として表に出な

題に対する種々の解決法に比べるならば︑一i一は行動主義的立場に︑

ることはあり得ない︒

これに対して︑量子力学がその結果として出てくるであろうような

い心的特性の実在を主張する立場になぞらえられる︒しかし︑この

可能なものとの対比だけであって︑それらが心的か物的かというこ

比較においてアナロジーが成り立つのは︑観察可能なものと観察不

実在論的な理論一統一場の理論一は︑次のことを要請する︒

一AJ物理学の理論は個別系について原理上確実な予測を許す

とではない︒このことは︑量子力学の解釈問題が心と物質の二元論

一A2一個別系について確実な予測を可能ならしめる理論は﹁隠

ものでなければならない︒

とは無関係であり︑普遍問題の一変種であることを示唆しているよ
うに思える︒すなわち︑直接的には決して観測にかかることのない

し得ない個別的な観測結果Xとの︑いずれに優位を与えるべきかと

量子状態という理論的存在者ψと︑理論だけからでは決して導き出

一B一

れた変数﹂を要求する︒

一AJは因果性の要請であり︑旦里子力学はこれを満たさない︒

要求するものであってはならない︒

物理学の理論は後向き因果一g艮奏aω8易註8一を

いう問題である︑と︒

ところが︑量子問題についてのアインシュタインの見解は右の分
類のいずれにも属さない︒かれの全論点は﹁物理的実在の量子力学

るであろう︒しかし︑ここではその理由を述べることは控えるが︑

た変数の理論﹂を﹁安易に過ぎる﹂と評するので︑疑わしく思われ

一A2一は︑アインシュタイン自身ド・ブローイーボームの﹁隠れ
一H一

の状態を完全に記述することを仮定した先の分類の外にあることは

的記述は不完全である﹂という点にあるのだから︑ψ関数が個別系

当然である︒実は︑この点にこそアインシュタインの実在論の眼目

かにして統計的な不確定性関係が成立し得るのか分からなくなるか

そうでないとすると︑個別系のどの物理量も確定値を持っとき︑い

せるためには何らかの﹁隠れた変数﹂が不可欠であると思う︒もし

量子力学に対する﹁アインシュタインの統計的解釈しを首尾一貫さ

ころにある︒つまり︑古典的／量子的という記述様式における特徴

論を︑対象におけるマクロ／ミクロの二元論へと誤って投影すると

す誤謬のもとは︑古典的記述と量子的記述という記述様式上の二元

とからも明らかである︒相補性解釈をマクロ客観主義の一種と見倣

は︑かれが実在論的な理論を要求するかぎりでのことであって︑い

あろう︒このように見れば︑アインシュタインが実在論者であるの

れた変数をつけ加えても理論の内的完成は得がたいしということで

たく新しい概念をっくり出すのでないかぎり︑量子力学にたんに隠

るべきなのであって︑かれの主張は﹁心の自由な創造によってまっ

らである︒おそらく一A2一は︑かれの認識論を同時に考慮に入れ

の洗練としての古典的な一記述様式であって︑ミクロとマクロの区

ある︒相補性解釈にとって不可欠なのは︑臼常的な一あるいはそれ

いうことのみであって︑中間項の﹁マクロ系しという言葉は不要で

としていることは﹁観測装置は古典的に記述されねばならない﹂と

クロ系は古典的に記述されねばならないのだとしても︑その言わん

摺り替えられたのである︒なるほど観測装置はマクロ系であり︑マ

づけがマクロ／ミクロという対象の性質についての実在的区別へと

一H一

かに逆説的に聞えようと︑認識論におけるかれの観念論者としての

マクロ客観主義の安易さとは反対に︑ボーアがかれの相補性の哲

別ではない︒

学に要求したいま一つの条件は︑主観−客観の一意的分離の不可能

とその一部としての一b︶は︑アインシュタインにもボiアにも共

側面こそがそのことを可能にしているのである︒︹最後に挙げた一B︶

通の前提である︑から︑最近の解釈論争の焦点ではあるが︑ここでは

性である︒主観−客観分離をもっと限定して︑これを観測装置と対

ボーアの相補性解釈はわれわれの分類では一・←の立場に属する︒

象系との分離と言い換えるならば︑ボーアの主張は︑観測者と対象

一冊一

論じない︺︒

クロの区別に固執したいのであれば︑かれの主張は︑ミクロとマク

ロの一意的分離は不可能だということ仁なる︒するとこれは︑対象

系との一意的分離は不可能だ︑ということである︒もしミクロとマ

におげるミクロ／マクロの区別の完全撤去をもたらし︑二兀的実在

い︒たしかに﹁ボーアは日常的事物の現存に強い執着を示し︑それ

を感覚印象の東として解釈することを望まない﹂︒が︑ミクロの対

ところが一・←の立場は文字通りに読めば実証主義と区別がっかな

象に対してならば︑かれは実証主義に与しているのではないかと疑

を要求するようにみえる︒しかしそうなると︑今度は逆にボーアの

の混同が生じる︒後者の﹁物心並行論﹂とは㍗対象系と観測者との

相補性とフォン・ノイマンの謂うと㌧﹂ろの﹁物心並行論の原理﹂と

切断はどこに入れてもよいLということであるから︑極端な場合を

われる︒そこで︑ミクロの対象について実証主義を︑マクロの対象

かれがミクロ系とマクロ系の区別を示唆することさえしなかったこ

について実在論をとる立場を仮にマクロ客観主義と呼ぶことにしよ
︑
︑
う︒ボーアが決してこの意味でのマクロ客観主義者でないことは︑

'‑',']a)IllO )j ̲
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とれば︑人間である観測者の脳まで含めてすべてが量子力学的に記

以上私は︑一方で︑ボーアの相補性がマクロ客観主義ではないこ

算メカニズムの一部と見傲す立場から観測過程の量子論を要求する

たいのであれば︑系は観測行為から切り離されねばならない︒だが

様式が必要である︒もし観測によって系の時間−空聞的性質を知り

対象系の完全な記述のためには排他的・相補的な二様の古典的記述

をボーア流の述べ方で表現するならば︑次のようになるであろう︒

離とはまったく異なること︑この二つを指摘した︒もし相補性解釈

﹁切断の任意移動可能性しがボーアのいう主観−客観の非一意的分

と︑他方で︑マクロ／ミクロの区別の撤去から生じるように見える

一m一

述されるべきことになる︒量子力学の妥当領域からはみ出すのはη抽
象的自我Lのみである︒

このようなフォン・ノイマンの見地が相補性解釈と決定的に違う

立場へと︑舞台を回転させてしまう︑ということである︒かれの見

点は︑前者が︵i︶の立場を︵h︶の立場へ︑すなわちψ関数を計

方にしたがうならば︑ミクロの対象系のみならず観測装置や人間の

て対象系と観測装置を一体のものと見傲さねばならない︒作用量子

の存在により系と装置を含む実験に﹁個体性﹂﹁全体性﹂一すなわち

他方︑系の状態を定義し得るためには︑有限の作用量子の存在によっ

分割不可能性︶が要求され︑それにもかかわらず観測ということが

ない︒すると︑同じマクロ系に対して古典的記述も量子的記述も可

なる二種類の記述様式が可能なのならば︑一方から他方への記述様

能でなければならないことになる︒だが︑同一の対象について相異

意味をなすためには︑系は装置から分離されねばならない¶この﹁定

知覚器官といったマクロな系にも量子力学が妥当し得なければなら

式上の変換が量子力学禽体によって正当化されねばならない︒そし

るためには︑観測結果を系禽体の持つ性質として系自体に帰属せし

めるのではなく︑特定の観測がなされた実験条件を含めて系の物理

義﹂と﹁観測﹂というたがいに排他的な二つの理想の衝突を解決す

的性質を語らねばならない︒したがって︑﹁対象がそれ自体として

これに対して︑ボーアの相補性の特長はこの種の観測間題を生じさ

せないという点にある︒フォン・ノイマンの謂う﹁切断の任意移動

てこれが観測理論の解決すべき課題一いわゆる﹁観測間題﹂一となる︒

可能性しとは︑同じ一つの実験におけるそれであるが︑ボーアの謂

である︒相補性の哲学が実在論からの離反であるのはこの意味にお

持つ︑観測から独立の︑客観的な物理的性質しを語ることは無意味

述するものではないがゆえに︑量子力学的記述は不完全であり︑量

アインシュタインにおいては︑ψ関数が個別系の状態を完全に記

三 実在論のディレンマ

いてである︒

一㎎一

入手できる最大限の情報はたがいに排他的な相異なる二つの実験を

う﹁主観−客観分離の非一意性﹂とは︑同じ一つの対象系について

要求しており︑それらは対象系と観測装置との相異なる二つの箇所
での切断を要求する︑ということである︒排他的な二種類の実験に

よって相補的な二種類の観測結果が獲得されるだけであって︑観測
装置の二様の記述様式などということは不必要であるから︑ボーア
一〃一
においてはそもそも観測聞題なるものは生じないのである︒

子力学は暫定的な間に合わせ理論にとどまらざるを得なかった︒

こそ︑前節で掲げた分類一一川一の代表たる多世界解釈の前提である︒

宙全体にも︑妥当する︒それに対して一h一の立場は︑たしかに量

た物質／心の区別もなく︑どんな対象にも︑あらゆる対象を含む宇

語り得るのであるから︑系自体が観測から独立に有するであろうよ

その解釈にしたがえば︑量子力学はマクロ／ミクロの区別なく︑ま

うな物理的性質の実在性が否認された︒アインシュタインが実在論

子状態の実在性を前提するが︑量子力学が大字宙に適用できるとは
一㎝一
見傲していない︑と思われる一たとえば町田−並木理論一︒私が本

ボーアにおいては︑ψ関数は個別系の状態を記述するにもかかわら

者であるのは︑新しい概念を導入し基本概念自体の変更を要求する

論−ただ一つの完全で真なる理論が存在するとの大前提を失う

節で論じたいのは︑もし多世界解釈を受け入れるならば二つの実在

ず︑観測条件を込みにしてはじめて個別系の物理的性質を有意味に

れが古典的概念の不可欠性に固執し︑そのため︑観測から独立に系

ことによって二極分解した物的世界についての実在論と︑理論一あ

点においてであった︒ボiアが実在論からの離反者であるのは︑か

るいは︑その解釈一についての実在論

多世界解釈とは何を意味するかについてその擁護者たちの問でも

がティレンマに陥るこ

た︒だが︑もしそうだとすると﹁量子力学を実在論的に解釈するこ

がそれ自体として持つ物理的性質を語る余地をなくしたからであっ

とになる︑ということである︒

か︒両者ともにマクロ／ミクロの区別を拒否し︑両者ともに﹁分離

とはできない﹂とする点で︑両者は一致しているのではないだろう

見解が分かれているが︑ここではそれを次の三つの条件すべてを要

一 一

可能性﹂を前提する︒かれらの対立は︑ボーアが相補性という新し

求するものとして理解する︒

一−一

い哲学を唱導することによって量子力学を擁護し︑アインシュタイ
ンが新しい理論をつくること以外に実在論の要求は満たされないと

マクロ系にも同等に適用可能である︒とくに︑観測における対象

い一したがって波東の収縮は存在しない一︑それはミクロ系にも

かなる理由も存在しない︒

系と装置との相互作用を対象系どうしの相互作用から区別するい

系の状態変化はすべてシュレーディンガi方程式のみに従

いと認めるか否かで対立したのではない︒われわれの次の課題は︑

観じたことにあるのであって︑量子力学が実在論の要求を満たさな

か︑を検討することである︒

系Sを二つの部分系S−とS2からなる合成系だとすると︑

一尽岨V

M二3V⑧一ζ︵P︶

Sの状態一戸Vは次のように分解される︒

一2一

もし量子力学を実在論的に解釈するならばいかなる不都合が生じる

ここで量子力学の実在論的解釈というとき︑私は︑一アインシュ
一ボiアに逆って一量子力学の適用領域が無制限である︑と仮定す．

タインに逆って一ψ関数が個別系の状態を完全に記述し︑しかも
る立場を意味する︒この二つの仮定を︑量子状態の実在性の仮定と

量子力学の全面的妥当性の仮定と呼んでおく︒実際このような仮定

(7) Oa)
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︑

︑

︑

︑

このとき一黒一醐一一Vは︑Sーの状態TVに相対的なS2の状態

一3一

ψ関数は個別系の現実の客観的事態を表示し︑どんな対象

と呼ばれる︒

でも記述できる︒

すれば︑観測されなかったその他の値はすべてO艘賢峯a匿に存在

多世界解釈は︑量子力学を厳格に実在論的に解釈することによっ

するのだ︑と︒

て︑﹁われわれが観測する宇宙が唯一の宇宙だ﹂というわれわれの

この存在論の膨脹は︑逆に︑﹁もしも人間が存在しなかったとしたら︑

いう存在論の膨脹によってはじめて実在論を貫徹する︒ところが︑

直観を放棄せしめる︒つまり︑多数の相異なる字宙を要請する︑と

宇宙はそれが現在あるような姿では存在しなかったであろう﹂との

一ユ一一2︶のみに立脚する立場を私は相対状態解釈と呼び︑両者

多世界解釈はこの三つの条件すべてを要求するが︑それに対して

ら︑一3︶の効果が何であるかが明らかにされねばならない︒

は︑相異なる多数の字宙の存在を仮定し︑そのなかの僅かの宇宙で

人間中心主義を要求してくるのである︒いわゆる﹁強い人間原理﹂

を明確に区別して扱う︒条件一3一の存否が決定的な違いであるか

相対状態解釈に一3︶を追加することの効果は︑﹁S−の物理量

﹁もし字宙が現在あるような姿で存在しなかったとすれば︑人間は

のみ知的生命の進化が可能であった︑と主張する︒だからここから．︑

Aが値a︑を持つならば︑S2の物理量Mはζ一巴の値を持つ﹂

2の物理量Mの値は薫正︶であるしという連言文の真に変えるこ

存在しなかったであろうしと推論できる︒ところが︑多世界解釈は

という条件文の真を﹁Sーの物理量Aの値はa︑︑であり︑かつ︑S

とである︒すなわち︑分離不可能であった一PVと一竃一こVと

の観測するところの宇宙での人間の存在は物理的必然による存在な

のであり︑われわれ人間の存在しないようなその他のどの宇宙も︑

因果的・決定論的な状態変化のみを認めるのであるから︑われわれ

すべてo旨撃き﹁戻なのである︒われわれの観測するこの宇宙の初

の﹁絡まりしを解いて︑状態一︸Vと一ζ亙︶Vがそれぞれ独立

は真理関数的ではない︒また相対状態解釈自体も何ら特別な解釈で

ることの効果である︒一したがって︑相対状態解釈における条件文

ゆえに︑﹁もし人間が存在しなかったとしたら︑われわれの宇宙は

期状態が人間の存在と現にあるこの宇宙の姿とを必然たらしめるが

に存在することを保証すること︑これが量子状態の実在性を仮定す

の効果がそのようなものだとすると︑多世界解釈は︑物理量のあり

はなく︑量子力学の数学的形式論に属する一︒ところが︑もし一3一

得べき可能な値一生のすべてが実在する︑としなければならない︒

のである︒この人間申心主義は︑実在論の定義をどのように変えて

それが現在あるような姿では存在しなかったであろうしが真になる

在性を仮定するー−ことによって︑人間中心主義を要求する︒こ

多世界解釈は量子力学を実在論的に解釈する−量子状態の実

みても︑それに対する裏切りであると思える︒

それぞれの枝宇宙において真なのだ︑と主張する︒だから︑理想的

らの値はわれわれの観測する宇宙においてではなく︑分岐していく

そして︑可能な値が現実の値だという無理を押し通すために︑それ

な観測条件下で観測結果がつねにただ一つの確定値を与えるものと
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︑

︑

︑

題である︒だから︑その証明によってもたらされることは︑観測装

︑

︑

れは︑ノイマンーウィグナーのいわゆる正統派解釈が量子力学に物

︑

︑

置のようなマクロ系は古典的に記述されねばならないという﹁要請﹂

︑

﹁証明﹂に︑変えることである︒ところが︑もし町田−並木理論の

を︑そのようなマクロ系は古典的に記述することが許されるという

︑

心並行論を外挿することによって﹁主観が物理的世界に反作用を及
一引一
ぼす﹂との主観主義を招来するのと軌を一にしている︒ノイマンー

ようにその﹁証明﹂が連続的多ヒルベルト空間の導入によって得ら

︑

ウィグナーにとっては観測過程だけが問題であったから︑観測に関
与する系が︑意識を除いて︑すべて量子力学的に記述されるべきで

ると思われる︒だから︑観測問題のこの種の解決は量子力学を宇宙

れるのであれば︑宇宙の量子状態を想定すること自体が無意味にな

に適用できることをいささかも保証しないのであって︑たんに量子

の運動方程式に服すると見傲されたため︑その代償として︑多重宇

力学の適用範囲をミクロ系からたかだかマクロの観測装置にまで拡

あったが︑多世界解釈においては全宇宙が自我をも含めて量子力学

だ一つの宇宙波動関数で記述されるのであるから︑われわれはシュ

宙という存在論が要求されたのである︒人問を含めて森羅万象がた

張するにすぎない︒

要約すれば︑われわれの結論は次のようになる︒一i一︑一h一の

レiディンガーの猫とともに宇宙という鉄箱に閉じ込められ︑その

も多世界解釈も物心並行論を前提するが︑問題とされるべき責は︑

鉄箱全体がただ一つのψ関数で記述されることになる︒正統派解釈

解釈にしたがうかぎり量子宇宙論は断念されねばならない︒ボーア
一 ご
が語ったとおり㍗量子的世界なるものは存在しないLのである︒他

の実在論的解釈はどこかで人問中心主義ないし主観主義を要求せざ

方︑一一m一の解釈は量子的世界を想定するが︑その場合には︑理論

るを得ない︒これが︑㍗世界についての完全で真なるただ一つの理

一つのψ関数﹂によって記述できる︑と想定するところにある︒実

物心並行論にあるのではなく︑ひとえに関与する系の全体が﹁ただ

ト空間の導入によって波束の収縮を導くのも︑この点に対する不満

れがアインシュタインに逆いボーアに反発したがために生まれたの

われが陥ったディレンマである︒そして︑このディレンマはわれわ

際︑前の分類一h一に属する町田−並木理論が連続的な多ヒルベル

︑

論が存在するLという実在論の大前提を見捨てたことによってわれ
︑

的解釈と﹁われわれが観測する宇宙が唯一の宇宙だ﹂という実在論一

ンシュタインかボーアかに帰るべきなのである︒

であるから︑もし実在論を擁護したいのであれば︑われわれはアイ

それでは︑多世界解釈のもとで二つの実在論一量子力学の実在論

︑

からであって︑物心並行論自体は余分な仮定である︒

よって回避できるであろうか︒私には︑量子力学を大宇宙に適用す

がディレンマに陥るという上の結論は︑たとえば町田−並木理論に

ることを断念する一宇宙の量子状態を断念する一ことを除いては︑・

その回避は不可能と思える︒一般に一h一の立場においては︑波束
の収縮の実現を量子力学の内部から物理的に証明することだけが間

1ユ実在論の二つの顔
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一1︶たとえば神野慧一郎編﹃現代哲学のフロンティア﹄一勤草書房︑

一九九〇一の第二章η知覚と実在Lと第三章η科学的実在論L

本稿は京都科学哲学コロキアムの例会で同書の書評の前置きと

で擁護されている﹁実在論﹂は︑相異なる二つの実在論である︒

して報告した部分を敷桁したものである︒

一2一ボルン﹁物理的実在について﹂に次の文がある︒﹁現代自然

科学の哲学に他の誰よりも貢献した二ールス・ボーアは︑日常
の言語や素朴実在論的概念を使用することなしに︑実際の実験

理学の変革をめぐって﹄一三木忠夫訳︑東京図書︑一九七三一︑

を記述することは不可能であると︑繰返し力強く言明した﹂︒門物

一紅紅ぺーいン︒．

世界解釈の哲学﹂︑科学基礎論研究︑第76号︒拙著閉相補性の

一3一これと同じ論点は以前にも論じた︒拙稿﹁観測と宇宙−多
哲学的考察﹄一多賀出版︑．一九九一一終章︒

一4一岡募置P戸︑黒驚・ぎ暴窒昌じo①尋竃α穿秦濠卑ζ§巨ω−
臼馬◎ユ㈹．一ぎ勺．ωoヨεo︵①p︶﹃ぎ〜︑ぎ︷ざ吻魯ぎ㌧県㎏吋ミ§ミ﹂完ミωいミ戸

ルL︑アイヘルブルクほか編判アインシュタイン﹄一亀井理ほか

訳︑岩波書店︑一九七九一からの重引︒

子力学1﹄一第二版︑一九七七︶︑㎝轟ぺージ︒

一7一湯川秀樹﹁実在論と時間論﹂︑岩波講座現代物理学の基礎門量

一8一アインシュタイン﹁物理学と実在し一岩ω3︑世界の名著判現

代の科学n﹄一申央公論社︑一九七〇一︑Soぺiジ︒

一9一しつま冨 ア§雨︑ミ一〇喜ξ県津ミ§這き萎一戸署．轟9轟︒︒1

σΦ﹃σq叫箏α0つo﹃hαα甘箏町qω﹃一一︷箏

刃．OoぼΦ箏ωけ巴1︿①ρω

︶ふ ︑oミ↓9ま県

一m一旨目oξ＞j．思黒；§竃茅姜一〇ω名ξ艮雰耳患一ω撃

﹃§軸ミξ−︑泣志ざQ葛一Uo﹁α﹃Φoプ戸H①ooω一pωoべ

一ヲき§一・§§Q§二ぎ掌§一ミ§県

一uじ︒O亨戸︐婁③O竃旨昌勺・ω董箒叫箏α薫窓・竃；Φ至O葛竃一．

O︷ξ・邑・箏§二H竃ご

＞ざぎ︷§一〇︸冒σユασqP︸①ω仁一℃1①︸1

一12一軍婁竃レ．﹂一掌Φ勺；・ωεξ艮婁募㊦o葦．﹄きき一県一き−

ぎ︹いき芝︷募L①二二つの引用は順に︑署．曽︒H戸HO︑

一13一ボルン門アインシュタインーボルン往復書簡集﹄1一三修社︑
一九八一︶ωωωぺージ︒

一14︶アインシュタインは不確定性関係を統計的に解釈し︑その妥

に対するラッセルの反論は︑㍗もしもヘラクレイトスが冬に河

茅峯ぺo﹁ダHΦ宣ら︑N0︒①︒このようなアインシュタインの認識論

ついては妥当しない﹂を含意するのならば︑個別系にっいてど

当性を認める︒しかし︑もtこれが﹁不確定性関係は個別系に

するが︑不確定性関係に立つ二つの物理量A︐Bの測定はEに

な解釈にしたがう︒すなわち︑ψ関数はある統計集団Eに対応

生じ得るのか︑分からない︒ここでは私はファインの次のよう

の物理量も確定値を持つときいかにして統計的不確定性関係が

が凍結する北方の国に住んでいたならば︑かれの哲学をつくり
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意味する︒ボーアは観測における対象系と装置との分離不可能

︵19︶ここでいう﹁分離可能性しとは遠距離相関の実在性の否定を

性を主張するが︑アインシュタインとともに遠距離相関の実在

系は部分集団EAを︑B測定に適合する系は部分集団EBを形

性を認めない︒

含まれるすべての系に適合するのではなく︑A測定に適合する

応するψ関数は存在しない一︒そしてこのような抑止は﹁現実

成するにすぎない一このとき︑言うまでもなくEA︐EBに対

草書房︑一九八四一第三章一節﹁観測と実在−町田−並木理

論の哲学﹂で述べた︒観測理論が人聞による観測だけを論じて

︵20一町田−並木理論についての私見は︑拙著﹃意味と実在﹄一勤

いるかぎり︑どの観測理論も量子力学が大宇宙に適用できるこ

の実験的偶然によって生じるのではなく︑何らかの物理的メカ

ている﹂︒ヨ尾一＞j．オぎ叶Hωヨ易箒︸一ωω鼠￠ω饒8一H鼻撃召①け甲

ニズム︹隠れた変数−引用者︺によって系自体に組み込まれ

o§s︑ミ§

とを保証しないと思われる︒
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㌫o己一9↓ぎいぎ雪os§軸一嚢§膏︷き完§葦§§辻き
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に人間機械論的なつまり物心並行論的な解釈﹂という評にした

一2ユ一高林武彦氏の﹁ノイマンーウィグナーの主観的であると同時

がう︒高林武彦﹁観測の問題﹂︑﹃量子物理学の展望﹄一江沢洋

実験からボーアの相補性を擁護すると同時に︑遅延選択とEP

ほか編︑岩波書店︑一九七八一︑㎝違ぺージ︒

一乃一拙著﹃相補性の哲学的考察﹄第三章において︑私は遅延選択

Rの遠距離相関の異同を論じた︒

一22一浮け撃需P戸号ミーら．旨−

筑波大学哲学・思想学系教授一

な存在者ではないが︑本文の以下の議論では﹁意識の︑物理的

一ふじた・しんご

一蝸一フォン・ノイマンの謂う﹁摘象的自我﹂はどう見ても時空的

世界への反作用﹂を云々する通俗的解釈にしたがう︒
一！7一観測間題はフォン・ノイマンによる定式化から生じ︑そして

︒の時聞的空間的記述との﹁相補性﹂だと︑一意図的に？一誤解

その定式化は︑ハイゼンベルクがボーアの相補性をψ関数と系

したことに由来する︒

たがうならば︑ボーアの相補性は後者のみを認める立場である︒

︵18︶デスパーニアの﹁強客観性﹂と﹁弱客観性﹂という区別にし

デスパーニア﹃量子力学における観測の理論﹄一町田茂訳︑岩
波書店︑一九八〇一塞⑦ぺiジ︒﹃現代物理学にとって実在とは
何か﹄一柳瀬睦男︑丹治信春訳︑培風舘︑一九八八一〇︒仁ぺージ︒

a) O(7)
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