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量の概念は，数の概念と並び立つ，人類の基本的数理能力の産物であり，その重要性はい
くら強調してもしすぎることはないと私は思う．とくに自然物の記述方法としては，数よ
りも量の方が直接的であり，だからこそ量の理論は古典力学にも量子力学にも通底してい
ると言える．しかし，量の理論は，教育上は単位系の定義と換算という技術的な側面だけ
が教えられることが多く，世界的に見ても物理学・工学の中で正当な地位を与えられてい
るとは思えない．日本では 1970 年台に量の理論の構築・展開に数学者が積極的に関わっ
ていたが，そういうムーヴメントは下火になって久しいように見受けられる．
そういったふがいない状況に活を入れるべく，量の理論について私なりに思うところを
語りたい．このレジメは，私が語りたいと思う項目の羅列と，参考文献のリストである．
また，なぜこの話題を量子論研究会で？と思われるだろうが，量子系の測定理論を考える
と物理量の次元解析に正面から取り組まなければならないことがあり，量子系独特の問題
と思われている超選択則も次元解析の延長上に捉えられるのである．

次元解析
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量概念．和とスカラー倍（基本は正数倍）．量として捉えられるものは一様性・均質性
を持つ．同質であること＝物理次元が等しいこと．
計量の発達段階：1) 直接比較，2) 間接比較，3) 個別単位，4) 標準単位，5) 組立単位系．
量の積概念．多重線形性．テンソル積．
「質」の数値化・代数化＝物理次元．物理次元が
そろっているものだけ，和差・相等関係・大小関係が意味を持つ．
物理次元が異なるものを足してはいけないのか？
物理量代数の自己同形変換としてのスケール変換群．測定と無次元化．量と数．単位
系．量の数値化．
量子力学ではどこで次元解析が現れるのか？ Planck 定数．center としての単位系・参
照系．スペクトル値．期待値．
「いきおい系」と「しるし系」
（西郷甲矢人君によるネーミング）．ベクトル量とアフィ
ン量．双対性．Legendre 変換．current-potential 相互作用．
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向き付け
有向量，無向量．移動と長さ．数値化するときに単位量に向きが必要な量．参照向き，

基準向き．
「向き」という量．プラスマイナスの相対符号だけを値にとる量としての「向き」．基
数と順序数．
外積代数．パリティ．極性と軸性．接と法．ヘリシティ．
パリティが異なる量を足してはいけないのか？

CPT. 荷電共役．時間反転．V − A 理論．

数
量
分布
積分
微分
微分形式
ベクトル

向きなし
基数
無向量
密度
Lebesgue
Radon-Nikodym
捩形式
軸性ベクトル

向きあり
順序数
有向量
勾配
Riemann
Newton-Leibniz
常形式
極性ベクトル

表 1. 数量概念における向きの有無の対比
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超選択則
超選択則って何？ユニヴァレンス超選択則．Wick, Wightman, Wigner (1952).
スケール・パリティ・ゲージ超選択則．R+ , Z2 , U (1). 測定過程．孤立保存則と共変性

と小澤の等号．超選択則定理．量子系は外部から測れない物理量を持ち得る．
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