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0.0.1 決定的な仮定

ベルの定理の証明において決定的な仮定

• conditional statistical independece(条件付き統計独立)

– 「Strong locality(強い局所性)あるいは「factorizability」(因子分
解性)ともいう。

0.0.2 条件付き独立の仮定は二つの独立な条件に分解できる

1. Separability(分離性)

2. Locality(局所性)

0.0.3 セッティング

ベルの実験における相関実験において以下の確率の形を仮定する。

pAB(a&b) =

ˆ
pAB
! (a&b)!(")d"

!(")　ML で Aを測定した結果 a(a+ or a!)がでて、MR で Bを測定し
た結果 b(b+ or b!)がでる結合確率
(joint probability)を与える共通原因 (common causal factor)あるいは隠れ
た変数の分布（他の測定の測定に関しても同じ、例えばAB", AB"", A"B,A"B", ..., etc.)

共通原因が可算か有限な集合の場合

pAB(a&b) =
!

i

pAB(a&b|"i)p("i)

ABの意味 pAB 　「外見上の (surface)」あるいは観測された確率…量子論
で予言できる確率
pAB
! 　「隠れた (hidden)」あるいは共通原因の確率
における ABはML が Aを設定し、MR が B を設定していることを示し
ている1。
この記法は結合確率では冗長な記述である (なぜなら結果である a&bがAB

測定であったことを示しているので)。
しかし、それはmarginal probabilitiesに対してはそうではない。実際、

pAB
! (a) ! PAB

! (a&b+) + PAB
! (a&b!)

1surface と hidden の確率を用語上わけて用いたのは van Fraassen(1982)
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pAB
! (a) ! PAB

! (a+&b) + PAB
! (a!&b)

となって、bが消えるが B は残る。

仮定しない事 ここで

pAB
! (a) = pAB!

! (a) = pAB!!

! (a) = . . .

のように設定 Bによらないような仮定をおかない。これらすべての確率が
バラバラであってすら良い。そして、これらの確率で pA! (a)(ML

2

での Aの測定に対して aがでる確率、つまりMLで B等を測定しない時)

に等しくなるものがなくても良い。つまり何を測定しても測定しなくてもバ
ラバラ。同様の注意が pAB

! (b),pA
!B

! (b), pA
!!B

! (b), etc, . . . にもいえる。

仮定 「外見上 (surface)」確率が相関していると仮定する

pAB(a&b) "= pAB(a)pAB(b)

などのように。

0.0.4 「隠れた (hidden)」確率に対する二つの条件

1. 結果の独立性、Outcome independence(OI)

pAB
! (a|b) = pAB

! (a)

pAB
! (b|a) = pAB

! (b)

2. パラメータの独立性、Parameter independence(PI)

pAB
! (a) = pA! (a)

pAB
! (b) = pB! (b)

このような用語はまず Jarrett(1984)が条件付き統計独立を彼の用語での「完
全性 (completeness)」と「局所性 (locality)」二つの条件に続いて、
Shimony(1984a,b)が導入した。同様な条件はそれより前に Suppesと Zan-

otti(1976)、そして van Frassen(1982)によって導入されていた。
van Frassenの「causality（因果性)」条件は OIと同じ定義であり、彼の

「隠れた局所性 (hidden locality)」は PIと等価である。Jarrettの完全性と局
所性条件は Shimonyの条件の OIと PIに対応するが、Jarrettはあらわに条

2テキストではMR とあるが誤植？
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件に隠れた変数を示した。つまりMLとMRのパラメータ設定に加えてML

とMR での causal factorにML とMR の結果が確率的に依存する点を明確
に示した。
これらは実質的に観測装置達の隠れた状態をラベリングした隠れた変数が
存在している。それらはすでに以下で単純に「MLとMR の二つに対する独
立なランダム因子達」として単純に特徴付けていた。以下でこの点を取り上
げる。

0.0.5 OIの意味

OIはML での観測の結果の "確率（「隠れた」もしくは共通原因の確率）
がMR でのどんな観測の結果にもよらないことを述べている。つまり、"は
MRの結果からMLの結果を遮蔽している。同様にMLの結果からMRの結
果を遮蔽している。

0.0.6 PIの意味

PIはML での任意の観測の結果の "確率がML で何を観測したかのみに
依存し、MRで観測された観測量 (パラメータ設定)によらないことを意味す
る。（同様にMR についても）

0.0.7 両方の条件から

これらの条件の両方が満足されるなら、系 SL と SR は

• OIより　片方の系のどんな観測結果の確率も他方の系におけるどんな
観測結果にも独立であるという意味で (与えられた "において)独立

• PIより　片方の系のどんな観測結果の確率も他方の系で観測された観
測量がなんであるかに独立であるという意味で (与えられた "において)

独立

よって "は系 SL と SR についての「事の全部 (whole story)」である。"を
特定することは SL と SR をそれらの系達の可能な観測に関して可能な限り
完全に特徴づける。"の特定の値に対するML

の観測結果における任意の残っている分布はMLとMRでの "とは独立な
ランダム因子によることができるのみである。
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0.0.8 OIとPIから条件付き統計独立性を出す

条件付き確率の定義より

pAB
! (a&b) ! pAB

! (a|b)pAB
! (b)

OIより

pAB
! (a&b) = pAB

! (a)pAB
! (b)

PIより

pAB
! (a&b) = pA! (a)p

B
! (b)

両辺の A,Bはもはや余分なので省略すると

p!(a&b) = p!(a)p!(b)

0.0.9 条件付き統計独立性からPIを出す

条件付き統計独立性から

pAB
! (a&b+) = pA! (a)p

B
! (b+)

pAB
! (a&b!) = pA! (a)p

B
! (b!)

これらを足し合わせれば pB! (b+) + pB! (b!) = 1より

pAB
! (a) = pA! (a)

(注意　 pAB
! (a) はここでは SR 系の B 測定に関して周辺確率 (marginal

probability)として導いている。一方で pA! (a)は SRで測定が行われないとき
の SL での A測定に対して結果 aが出る "確率を表している。）

0.0.10 条件付き統計独立性とPIからOIを出す

条件付き統計独立性から

pAB
! (a&b) = pA! (a)p

B
! (b)

PIより

pAB
! (a) = pA! (a)
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pAB
! (b) = pB! (b)

をあわせて

pAB
! (a&b) = pAB

! (a)pAB
! (b)

条件確率の定義より

pAB
! (a&b) ! p(a)AB

! pAB
! (b|a)

! pAB
! (b)pAB

! (a|b)

なので、これを代入すれば OIの式

pAB
! (b|a) = pAB

! (b)

pAB
! (a|b) = pAB

! (a)

が出る。

0.0.11 OIの呼び名

Van Fraasen(1982)は OIに定義的に等価なものを ’causality’と呼んでい
る。Howardはこの条件を’factorizability(分離可能性)’として参照している
(1989,p 231)。条件付き統計独立性は文献では通常’factorizability’として参
照されている。

0.0.12 条件付き独立性からPI,OIを導出の歴史

ここでみた条件付き独立性から PI,OIを導出するやりかたは Howardの分
析 (1989,p231)に従った。条件付き独立性を separabilityと localityの異なる
側面として捉える二つの独立な条件に分解したのは主に Jarrett(1984)の寄
与であるが、すべての本質的な点はすでに、van Fraassenの反実在論的議論
(1982)に存在していて、そこでは共通原因が存在できないような統計相関を
示す分離された系達を含む量子現象が存在していることが議論されている。
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0.0.13 共通の立場としてOIの方が破れていると見ている

条件付き統計独立の破れは、パラメータの独立性の破れではなく、結果の独
立性の破れであるということが文献での共通の立場となっている。そうでな
ければ、遠く離れた系での我々のコントロールによって観測パラメータを操作
することで測定結果の統計への影響する可能性が出てくるが、これは空間的
超光速通信の源となることを許してしまい、特殊相対論と矛盾する。そのよ
うな瞬間的な通信は結果の独立性の破れからは起こらない。それは relevant

な測定結果はただランダムにのみ拘束されており、我々のコントロールでき
ない。(たとえ "を決めたり "の値を制限しても)。Shimony(1984a,1986)に、
OIを外し、PIを保ち、量子力学と相対論の’peaceful coexistence’を可能にし
た。そこではPIの破れに寄る遠距離作用をさけるがOIの破れによる’passion

at a distance(遠距離感応)’はありうるとされた。
Jarrett(1984),Howard(1985,1989)等も参照。

0.0.14 異議

この見解はすでに幾つかの人物によって疑問がなげかけられている。Maudlin(1994,

特に 4章)はベルの不等式と相対論について非常に明確で徹底した議論を行っ
た。Jonesと Clifton(1993)は、localityの破れががなくとも、ある環境のも
とで completenes(完全性)の破れが超光速通信を導くことを示した。

0.0.15 Jarretの元の形式との違い

Jarretの彼の completenessと locality条件という元々の定式化 (そこでは、
彼はあらわに観測装置の隠れた状態を、共通原因 "や観測装置によって観測
される観測量と同じく説明している。)とOI,PI条件には違いがある。Jones

と Clifton は (" のある値で、ML,MR のあるパラメータ設定、MR のある
隠れた状態に対する)ML でのある特定の観測結果の確率は (一部分で)装置
ML の隠れた状態をパラメータで表した隠れた変数の値に依存することを示
した (同様にMR についても)。これはML の特定の観測結果の確率がMR

の観測結果を変えないようなMRの隠れた変数の変化に独立であると言って
も良いかもしれない (MR の…についても同様））。彼らは、前者の条件を
「measurement contextualism」、後者の条件を「constrained locality」とし
て Jarretの locality条件と区別した。これらは一回の観測装置の測定での観
測結果は離れた観測装置によって観測された観測量や離れた観測装置の隠れ
た状態によらないことを要求している。
「measurement contexualism」や「constrained locality」を仮定すること
で、MRの隠れた変数の操作はMRの観測結果に確率的に影響を与え、ゆえ
に、もし completenessが破れていたら、MLでの観測結果の確率に影響を与
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える (逆にML の…でも)。Constrained localityは観測装置MR の隠れた状
態をあるMRの結果にたいする確率的な「トリガー」として操作することは
ML の結果に対する因果的効果を持たない（ML の結果とMR の結果）こと
を保証しており、完全性の破れを特徴付けるような、MR の結果とML の結
果の間の因果的繋がり以外のあるルートによって、MR の結果を介してその
効果をキャンセルする。
事実上、これらの環境のもとでの完全性の破れは、localityの破れを引き起
こす (何故なら、一つの観測する装置における観測結果は離れた装置の隠れ
た変数の変化に確率的に依存するからである。)、そして、ゆえに、超光速通
信の可能性が出てくる。

0.0.16 決定論で

決定論的宇宙においては、すべてのらむだ依存性は 0か 1である。Jarret

の completeness condition(ゆえにOI)は自動的に満たされる。（なぜなら、条
件付き確率が 0,1となってそれは確率的に不変であるから、もしくは同じこ
とだが、もし p(a)、p(b)も 0か 1なので p(a&b) = p(a)p(b)が成立する)

（非決定的宇宙において
完全性もしくはOIが離れた系での観測結果の統計に対して成立することに
関して）、パラメータ "を固定することは、Jarrettの「完全性」の言葉通り、
我々がその系を可能な限り完全に特徴づけることを意味し、この条件はゆ
えに Jarretの localityをアインシュタインの separabilityの確率的バージョ
ンの仕事をとしての PIとを区別されることができる。
Jones と Clifton の議論から、これらの二つの条件は共に separability と

localityの 非決定的な宇宙における分離した系の統計相関にたいしての共通
原因の考え (notion)に関連したことなる側面を捉えているようにみえる。
互いに離れた系におけるなんらの観測結果も (共通原因を通して)単に系の
確率的な「being-thus」や測定された観測量、観測装置の局所的隠れた変数
（これらは他の因果的関連要因を持たない）に依存しているという意味にお
いて、共通原因（があったとして）についてのみ、我々は二つの系は分離し
ているとみなす権利が与えられる。いいかえれば、共通原因が与えられると、
それぞれの系は他の系を参照する事なく、ML とMR という観測装置を別々
にその propertyを明らかにする。

0.0.17 実験

実験が実際に量子現象における統計相関の共通原因を排除するかどうか、
実験的に countであるかどうかは Clauser-Horne不等式における確率の測定
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として捉えられ、これは当然ながら、どのように観測装置が働くかについて
の特定の仮定に依存している。
ほとんどの物理学者がAspect et al.の実験 (1981,1982a,b)の「局所的隠れ
た変数」もしくは共通原因の排除という結果を採用しているが、重要な少数
意見的な見方もある。その問いは未だ開かれたままである。Bell不等式の様々
なバージョンのテストとしてデザインされた実験群についてのレビューとし
て Ballentine(1987)を見よ。そして、様々な実験的な結果が何を示し、何を
示していないのかについての詳細な批判的分析として Homeと Selleri(1991)

を見よ。


