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1. 序論 
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• 量子論では、同じ種類の粒子(電子同士, 光子同士 

etc.) は原理的に識別（区別）不可能 （不可識別性） 

• これ自身はあくまで仮定であり、理論的に「導出」されるものではないが、
さまざまな実験的証拠から、量子論における基本原理の一つとして確立
されている( 田崎[2008] )  

→ 不確定性原理などとは独立の仮定 

• 「原理的に識別不可能」：観測上の限界(人間側の無知による
事情)ではなく自然の本性によって区別できない(田崎
[2008] ) 

 

量子力学における同種粒子 
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本研究での問い（目的） 

量子的(同種) 粒子が識別不可能とされることから、量子的対象
の同一性（アイデンティティ）・個体性をいかに把握すべきか？ 

・上記の問題には、共時的/通時的の２側面がある (と考えている) 

  (i) 共時的： 同時刻における二つの同種粒子の識別（不可識別性が関係） 

  (ii) 通時的： 異なる時刻における粒子の識別・同定 

 ◎ (ii) → 不可識別性 （多粒子系）+ 不確定性（一粒子系） の双方が複雑にから
みあう 

・ 先行研究では専ら(i)が扱われてきた（ 他方(ii)はほとんどなし） 

→(ii) にも注目することで量子力学の存在論を多角的に解明 
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①. まず一粒子系をとりあげながら、R. ノージック の「最近接連
続者理論」に注目（同一性に関する見解）[多粒子系も取り上げる] 

②. 対象の「因果的連続度」なる概念を独自に考案し①を拡張 

③.  ②により量子的対象の通時的同一性が存在論的な意味で
の程度をもちうることを発表者は主張（「弱い同一性」） 

④. 散乱過程における粒子の同一性に関する発表者とは異な
る観点からの近年の議論 (Bigaj 2020c)を概観したうえで、 ③
の「弱い同一性」説を支持する利点を論じる 

⑤. 結論 ＋参考文献 

 

 

 

 

 

 

本発表の流れ 
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2. 量子的粒子の時間を通した
「弱い同一性」 
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不可識別性の２つの導入方法 
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・不可識別性の導入には (A), (B) ２つの流儀がある 

→ 共時的/ 通時的 に対応 
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• 先行研究では専ら(A)置換不変性[共時的]が注目されてきた 

• 「一般的な見方」(the Received View) : Teller 1983; French&Redhead 
1988; Redhead&Teller 1992 など 

• 「弱い識別可能性」(weak discernibility) : Saunders 2006; Muller＆
Saunders 2008; Muller＆Seevinck 2009 など 

• (B)散乱過程[通時的]に注目した研究は少ない 

• 確かに不可識別性自体の本質的部分は(A) 

• (B)は不可識別性(多粒子系の事情) + 不確定性(一粒子系の事情) 

• ただし不可識別性と不確定性が複雑に絡み合う通時的状況
自体にも、量子的対象の特異な存在論が潜むのでは？ 

 

 

 

通時的側面に注目する動機 

2022/06/18  科学基礎論学会講演 量子力学における粒子の通時的同一性(今井) 9/37 

一粒子系に注目 

• 散乱過程の話はさておき、一粒子を放射したあとに検出するという過程を
考える（図2-1） 

• 図2-1において、時刻 t = t1 で放出した粒子と、時刻 t = t2で検出された
粒子は数的同一だといえるか？ 

→ この同一性について疑問視されることは一般的にはあまりない 

・古典論からの類推でいえば、図1の 

粒子も通時的に数的同一性を保つと 

いいたくなるが…？ 

→ 問題点：不確定性 
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図2-1 量子的単粒子の放射-検出過程 

（今井 2021) 

• 不確定性原理：位置と運動量などの物理量は、量子力学で
は同時に確定した値を原理的にもたない 

→一方をより正確にするほど他方がぼやける 

• 標準的な量子力学の解釈において、理論から予測されるの
は、あくまでも粒子の存在確率密度の分布にすぎない 

• よって、粒子の「軌跡」という考え方自体が意味をもたない 

→これが粒子の通時的同一性を考える上で問題となる 
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通時的同一性の基準（古典的対象の存在論） 
• 異なる二時点における対象が数的同一であるための有力な条件
（Hirsch[1982], 倉田[2017], 一部改変) 

  【(1) 時空的連続性】（←本発表ではもっぱらこれが重要） 

• 時刻t1のxと時刻t2のyが時空的に連続している：xとyの間に途切れるこ
とのない時空経路が存在する 

  【(2) 質的連続性】 

• 時刻t1のxと時刻t2のyが質的に連続している：時点t1とt2の間の任意の
時点で、xとyの双方によく似たαが存在する 

    【(3) 変化の前後で、問題となる対象は同じ種に属する】 

• 問題となる対象の一部分の交換・追加・削減に対処するため、時点t1に
おけるxと時点t2におけるyは同一の種に属さねばならない 
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• 時刻t1で単一の粒子を放出して、t2で粒子を検出するという
過程を考える：t1の粒子はt2の粒子と数的に同一といえる
か？  

→不確定性原理により、粒子は確定した軌跡をもたない！ 

∴(1) 時空的連続性の条件が不成立！ 

• よって少なくとも(1)を満たさないので、通時的同一性は不成
立ということに 

• （以後、原則(1)時空的連続性条件のみを問題にする） 

 

この基準を一粒子系にあてはめると… 
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理論と直観の食い違い 

• でも、直観的には粒子は「同一」だといいたくなるが… 

• 実際「同一」だとみなしても経験的な整合性は必ずしも失われない 

• →完全に数的同一とも不同一とも言い難い曖昧な状況（「ほぼ同一」？） 

• 時間を通して同一であるために厳密な時空的連続性を要請
する形而上学理論が不適切では？ 

• 量子力学のような科学理論にも調和するような存在論を構築したい！ 

•  ただしアドホックな修正にはならないように 

・  (1)時空的連続性 [(2) 質的連続性  (3) 属する種の不変性] 
に代わる物質的対象の通時的同一性の基準をさぐる 
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なぜ「(ほぼ)同一」だと考えたくなるか 

• 放射-検出の過程で粒子が数的同一だとする直観の根底
にあるのは・・・？ →古典論からの類推 

• もう少し掘り下げると…？ (右図参照） 

• t2で粒子bが検出される要因は、前の時点t1で（比較的そ
の近くから）粒子aが放射されたこと。それ以外に検出の
要因となりそうな事象は存在しない（図右上） 

•  つまり、検出された粒子bの「先行者」(predecessor)は先
に放射された粒子だけ 

 

→厳密な時空的連続性はなくとも、先行者・後継者が一意的
となるような因果的な連関は成立している！？  

 こうした因果的な連関が成立しなければ数的同一性の主張
に戸惑うかも →この直観をくみ取る理論とは…？ 
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政治哲学で有名なロバート・ノージックの説。同理論は人格同一性の文脈で。 

「最近接連続者の見解の主張によれば, t2 の y が t1 の x と同じ人物である
のは, 第一にt2 の y の諸性質が t1 の x に由来し, それらから生れ, それら
に因果的に依存し, そして第二に, t2の y よりも t1 の x により（あるいは同じ
位）近接した関係にある t2 の z がない時のみである.」 

(Nozick 1981[邦訳 1997], pp.36-37 [邦訳 pp.66-67] ) 

• 「最近接連続者」(the closest continuer): なんらかの意味で最も「近接」
したその対象の「後継者」に相当  

• 「近接性」：必ずしも一枚岩の基準ではない。時空間的基準、因果的連関、
質的な連関…など。何をどう優先させるかは状況次第 

 

 

 

ノージックの最近接連続者理論 
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• ★CCのポイント：２時点の対象x, yについて x=y か x≠y かは、
xとyだけの情報だけでなく、それ以外の第三者zにも依存して
決まる！ （細かいことは今回はあまり気にしなくてOK） 

 

最近接連続者理論(CC) 
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• 量子的対象は時空的不連続だが、異なる時点での粒子間の
因果的結合の度合なら見積もれるのでは？ 

•  ∵ 系のシュレディンガー方程式から、各時刻における粒子の存在確率密度を、
初期条件に基づいて決定論的・因果的に予測できるため 

• 以後、「近接性」の次元を因果的結合の度合、としてみる 

• 一粒子ケースでは実際、ノージックのいう通時的同一性の条
件が満たされているようにみえる（既出） 

•  ∵ 被検出粒子は被放射粒子の「最近接連続者」。（また被放射粒子は被検出粒
子の「最近接先行者」[=先行者のうちの最善候補] でもある） 

 

一粒子ケースにあてはめる 
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• 同種粒子の散乱過程 

• 図のxとyに注目するとき、xとyの
数的同一性は原理的に判定不可 

• yと同じ時点t2において、yとは別
の粒子wも検出される 

• CCを検討：xとyに関する事実およ
び関係のみならず、wという第三者
の粒子の介入のためにxとyの間
に数的同一性が（不連続性とは別
の事情で）成立しなくなっているの
では…？（cf.  p.17のx ≠yの図） 

• yの先行者xとzとの関係も同様 

二粒子系では…？ 
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t = t1 t = t2 

x =  y? 

 

• CC適用のための前提を保証する根拠は？→置換不変性 

• xの後継者yとwは、共時的に存在する同種粒子であるから、
それらの間には置換不変性が成立。 

• yとwを仮に入れ替えても、系の状態は不変 

• ∴ xのyに対する因果的関係と、xのwに対する因果的関係は同等 

• xの後継者の最善候補をy,wのどちらかに一意に決められない！ 

• xの２粒子y,wに対する因果的結合の度合が拮抗してしまい、一粒子系ほ
ど強いとはいえなくなりそう 

•  yのxに対する因果的結合の度合についても同様 

• ただし異種粒子の散乱であれば、粒子の内的性質から先行者-後継者関
係を一意に特定できる →単粒子のケースと同様に処理可能 
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• こうした議論は（拡張しようと思
えば）一般の同種N粒子系に
ついても拡張できる（右図） 

• 相互作用前後の一対の粒子
同士に注目したときに、相互作
用前の一粒子の後継者候補
がN個に増えるため、一対の

粒子同士の因果的結合の度
合は二粒子系の場合以上にそ
の分弱まっている、といえそう 

多粒子系に拡張 
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• ではCCにより一粒子系なら数的同一、多粒子系なら数的不同一で
よいか？ →まだ不満が残ると発表者は考えている 

• 標準的には相互作用前後（同種粒子）では同一性は不成立というより「不問」 

• 一粒子系 から多粒子系（同種粒子）移行に伴う存在論のギャップが気になる 

• 先行者-後継者間の因果的結合の度合を各ケースで比較 →因果
的連続度c(x,y)を導入（厳密な定義は省略） 

• （ノージック自身も近接度なる概念は導入しているが発表者と定義は異なる） 

• c(x,y): 時点t1におけるxの、時点t2におけるy (t1 < t2)に対する因
果的連続度→ xの諸後継者(yを含む)の中のうち、xがyに対しても
つ因果的な結合の重みなどから決まる 

 

 

 

 

 

 

 

CCを拡張する：因果的連続度の導入 
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• 一粒子系：被検出粒子以外に放射粒子の
後継者なし → c(x,y)=1としてよさそう； 

• 二粒子系（同種粒子）[右図]: 置換不変性
から、直観的にはc(x,y) = c(x,w) = ½  

• 多粒子系にも拡張可能 

• c(y,x)なども同様の要領で考えられる 

• 問題：状況毎に時空的連続性の有無や因
果的連続度の程度の差がある→この差
の違いをくみ取るべきか？ 

 

因果的連続度の違いをどうみるか 
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t = t1 

t = t2 

x 

y 

z 

ｗ 

c(x,y) c(x,w) 

置換不変 

置換不変 

→yesならCCを拡張することに！ 

• 主に因果的連続度の違いに連動させるように、粒子の通時
的同一性にも程度を導入してみる（CCを拡張） 

• 通時的側面からみた量子的対象の特異な特徴：不連続性+ 第三者依存 

• こうした通時的同一性の微妙さ・繊細さをくみ取りたい 

• N=1:  時空的連続性は厳密には欠くが、因果的連続度は高
度 ∴粒子はほとんど通時的に同一 

• N=2, 3… :   相互作用前後間での一対の粒子間の因果的

連続度はどんどん小さくなるのに応じて、それらの数的同一
性の程度も小さくなっていく 

数的同一性に程度を導入 （「弱い同一性」） 
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この発想を推し進めると以下のように同一性をランク付けできる   
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より同一 

より不同一 

時空 因果的 

小括 

• 量子力学的な一粒子は、その不確定性のため、日常的対象
に関する通時的同一性条件のうち、時空的連続性の基準を
満たさないことをみた 

• しかしこれより直ちに粒子の通時的同一性を否定するのは直
観に反することから、ノージックの最近接連続者理論に注目
し、同理論を一粒子系および多粒子系の事例に適用した 

• さらに、量子的対象の通時的振舞いの特異性をくみ取るべく、
CCを拡張し、先行者-後継者の粒子同士の因果的連続度に
応じて、通時的同一性にも程度差が生じる（弱い同一性） 
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3. 粒子の通時的同一性に関する
BIGAJの議論 
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散乱過程（多粒子系）に注目する 

• 粒子の通時的同一性の問題に関して、Bigaj[2020c]は発表
者とは異なる見解をとる 

• 発表者の「弱い同一性」説をとるか、 Bigaj流の説をとるかは
量子的粒子の通時的同一性をめぐる形而上学的な問題 

• Bigajの議論を簡潔に概観し、これを批判的に検討したうえで、 

発表者の「弱い同一性」説を支持する利点を 

• (a) 「弱い同一性」説の統一性・単純性 

• (b)  通時的同一性の特有のパラドクスの解消可能性 

という観点から論じる 
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① 異種粒子の散乱過程では粒子の通時的同一性が問題なく主張で
きる 

 → 標準的な見解だが発表者の立場とは異なる 

② 同種粒子の散乱過程では、粒子の通時的同一性の成否は, 多粒
子系の量子力学の理論形式の解釈に依存 

 - 通説 （orthodox approach）か異説 （heterodox approach）に左右さ
れる 

 - 通説では粒子の通時的同一性の成否は不問（不良設定問題）となり、異説で
はその成否は自然の側で確定的に決まる 

  →Bigaj は異説を支持！ 

 

BIGAJの議論： 
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通説：多粒子系量子力学の状態空間（テンソル積ヒルベルト空間） 
 

に現れる「1」 や「2」のような番号が、粒子をも指示すると考える
（「粒子1」, 「粒子2」というときの番号と結びつけられる） 

• この前提を拒否するのが異説. 

•標準的には通説が暗黙に前提される 

•通説は因子主義(factorism)、異説は反因子主義(anti-

factorism)と呼ばれる立場とそれぞれほぼ重なると思われる 

(cf. Dieks＆Lubberdink 2020;  Muller＆Leegwater 2020 など) 

 

通説と異説（省略） 
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 ℋ = ℋ1 ⊗  ℋ2 ⊗  …  ⊗  ℋN 
 

BIGAJの議論の簡略的まとめ 
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相互作用前後で通時的同一 

 

相互作用前後で通時的同一 相互作用前後で通時的不同一 

（∵ 遷移確率を別々に計算不
可 [干渉項が出現]） 

 不良設定問題 

（∵ 粒子が状態空間の番号と結び 

つけられる＆置換不変性) 

 

異種粒子 同種粒子 

通
説 

異
説 

・通時的同一性の成否が遷移確率の表式の干渉項の無/有で決まるという解釈は 

本来は（通説ならば）誤り (cf. 東 2019; Ladyman＆Linnebo＆Bigaj 2013)  

→だが粒子の番号と状態空間の番号を切り離す異説をとれば可能に 

(α)  標準的な見解（通説）/ Bigajの見解（異説） 

- 一粒子系では、粒子は通常、時間を通して数的同一 

- 同種粒子の散乱過程では、相互作用前後の粒子の通時的同一性を問う
ことは無意味（通説） 

- あるいは、実験的・直観的な整合性という観点から、干渉項の有・無に応
じて、粒子が不同一・同一であるか決まる （異説） 

 

(β)  「弱い同一性」説 (発表者の立場) 

-  一粒子系ですでに粒子は通時的に完全に数的同一とも不同一ともいえず 

- その通時的同一性の程度は自然の本性として程度をもつ 

- その程度は先行者-後継者の間の因果的連続度に応じて決まる  

 

量子的対象の通時的同一性に関する諸立場 
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• (α)と(β)は経験的にはおそらく等価→存在論の選択の問題 

• (β)を選択する（発表者の考える）利点 

• (a).  [説明の統一性・単純性]                                 

一粒子のケースと多粒子のケースを包括的に扱って通時的同一性を議
論することで, 統一的な説明を与える。 

 →これはある種の単純性とも結びつく。 （あくまで一粒子系・多粒子系を
包括的に扱うという観点からのひとつの単純性） 

• (b).   [パラドクスの解消可能性] 

 Bigaj が述べる通時的同一性に関するパラドクスの解決に寄与しうる。 

２つの存在論を比較する 
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（α）: 一粒子系および異種粒子の散乱過程ではその通時的同
一性を疑問視しない。同種粒子の散乱過程ではじめて問題に 

 → 置換不変性（多粒子系の事情）はくみ取るが、不確定性・不連続性（一
粒子系の事情）は看過 

 (β)： 一粒子系と多粒子系の各ケースで通時的同一性に注目し、 

因果的連続度に応じて数的同一性に程度を導入し、階層づける 

 → 置換不変性 + 不確定性・不連続性という量子論特有の事情を汲み取る
上、古典的対象も射程におさめる存在論を提供 

 ∴ (β)の弱い同一性説はある種の統一性・単純性をもつ！ 

「弱い同一性」説支持の利点①： 
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(a)説明の統一性・単純性 

「弱い同一性」説支持の利点②： 
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相互作用前後の同種粒子の同一性に関するパラドクス (cf. Bigaj 2020c §6) 

→こうしたパラドクスの解決には「弱い同一性」説の相性がよさそう！ 

(b)パラドクス解消可能性 

4.  結論 
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• 量子的対象特有の、不可識別性に伴う置換不変性（多粒子系）と
不確定性に伴う時空的不連続性（一粒子系）の絡み合いに注意し
ながら、量子的粒子の通時的同一性を議論した 

• ノージックの最近接連続者理論を手がかりに、異なる時点の粒子
同士の因果的連続度に注目。さらにその度合に応じて量子的対象
の通時的同一性が程度を有すると主張（弱い同一性） 

• 他方、粒子の通時的同一性に関するBigajの議論も紹介し、発表

者とは異なる見解（通説および異説）に対して「弱い同一性」説がも
つ利点を、説明の統一性および通時的同一性のパラドクス解消可
能性という観点から論じた （以上：参考文献表あり） 

 

結論 
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