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シュヴィンガーと量子電磁力学

宮 沢 弘 成

1. はじめに

２０世紀半ば素粒子論が爆発的に展開された。原

動力は新しく開発された量子電磁力学（quantum

electrodynamics, 略して QED) であり、その立

て役者はジュリアン・シュヴィンガーである。そ

れまでの場の理論の困難を解決し、精密実験とピ

タリと合う理論を建設したのであった。その人物、

その業績を探ってみる。

シュヴィンガーは 1918年 2月 12日ニューヨーク

に生まれた。若くして能力を顕し、高校生の 1934

年に、印刷発表はされなかったが、QEDについて

の論文を書いている。コロンビア大学で 1936年に

学士、1939年に博士を得たが、博士論文はその 2、

3年前に書かれたといわれる。これを見るとシュ

ヴィンガーはアメリカユダヤ人家庭で典型的英才

教育を受けたものと思われる。

学位取得後はカリフォルニア大学バークレー校、

パーヂュー大学に勤めるが、戦争中はマサチュセッ

ツ工科大学で戦時研究に携わった。戦後 1945 年

ハーバード大学の準教授となり、2年後に正教授と

なる。これは非常に若い人事である。ここで彼の

QEDが完成した。その業績に対し 1965年ノーベ

ル賞が授与される。1974年カリフォルニア大学ロ

サンジェルス校教授となり、1994年 7月 16日没。

シュヴィンガーは QED以外にもいくつかの良

い仕事を残しているが、何と言ってもシュヴィン

ガーと言えば QEDであり、ここでは彼のその他

の業績に言及する余裕も必要もないと考える。

QED は彼が独りで創り上げたのではなく、何

人かが建設に参加している。そこでまず QEDの

解説から始め、それに関わった人々のこと、シュ

ヴィンガーの人物像について考えることにする。

2. 初期の場の量子論

質点系の量子力学が完成されてすぐに場の量子

力学が展開された。質点系は座標

qn(t)

で記述される。添字 nは系の自由度を表し、多粒

子系ならば粒子の番号等も含む。場は
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φ(x, t)

で表される。x, tは４次元時空間の座標で、φは

４変数の関数である。しかし xを変数でなく自由

度を表す添字として扱うならば、場は無限大の自

由度の粒子系と考えることができる。これで場の

量子力学が作られる。波動関数は

Ψ[φ(x); t]

の形で、時刻 tで場が φ(x)の値をとることの確

率振幅である。

この場の量子論は直ちに深刻な困難に直面した。

量子力学では各自由度に零点振動があり、基底状

態でも場は止まっていない。粒子の言葉で言えば

電子は絶えず光子を放出したり、吸収したりして

いる。このことにより電磁現象の諸量は補正を受

けるのだが、全自由度について足し上げると多く

の場合無限大になってしまう。たとえば電子の自

己エネルギー、これは電子質量への補正になるの

だが、無限個の自由度からの和が発散してしまう。

電子、光子の反応への補正も同様である。

もう一つの問題は理論の相対論的不変性が不明

瞭なことである。相対性理論でば物理は４次元時

空の変換（ローレンツ変換）で不変でなければな

らない。ところがこの場の理論では時間が変数、空

間が添字と全く別に扱われており、その間の変換

など考えられない。実は、最後の結果はローレンツ

不変であることが証明できるのだが、一見して不

変性が明らかでないのは完全な理論とは言えない。

この２点が戦前の場の量子論の問題点であった。

　　　

3. 相対論的場の量子論

戦後シュヴィンガーらにより新しい場の量子論

が展開されるのだが、まず相対論的不変性のこと

とを考えよう。

多粒子系の波動関数は

ψ(x1,x2, · · · ; t),

であるが、空間座標 x1,x2, · · · に対し時間座標は

t一つしかないので xnのローレンツ変換が出来ず，

相対論的不変性がわからない。ディラックは各粒

子 nに銘々の時間 tn を割り当て、

ψ(x1; t1,x2; t2, · · · )

という多時間理論を提案した。これで一見して相

対論的不変な多粒子量子力学を創ることが出来る。

場では各空間点xに時間 t(x)を割り当てる。４

次元時空に超曲面

t = t(x)

が定義される。この曲面を σと書く。波動関数は

Ψ[φ(σ)]

と書かれる。ここには座標 xとか時刻 tなどは現

れず、４次元時空の曲面 σ として出てくるので、

相対論的に不変な書き表し方である。

この波動関数はどのような運動方程式に従うか。

この際に相互作用表示という新しい概念を用いる。

量子力学には物理量が動くハイゼンベルク表示と

状態が動くシュレディンガー表示があるが、相互

作用表示はその中間で、物理量（QED では電子

場、電磁場）は相互作用の無い自由場として動き、

状態が相互作用によってのみ変化する。面 σが時

空点 xの付近で δσ(x)だけ変化するとき波動関数

Ψ[σ]の変化を与える運動方程式は

i
δ

δσ(x)
Ψ[φ(σ)] = H(x)Ψ[φ(σ)] (1)

である。H(x) は相互作用のハミルトニアンで、

QED の場合、および他の多くの場合にスカラー

量、すなわちローレンツ変換で不変である。

場を定義するにはその交換関係を与える。普通

は同時刻で異なる２空間点 x,x0 での場の値の交

換関係を書くのだが、相互作用表示では場は相互

作用なしの自由場であるので、時間依存性は正確

に解ける。任意の時刻、空間点の場の交換関係を

求めることが出来、それはローレンツ変換で不変

的な形である。

こうして超多時間形式、相互作用表示によって

運動方程式、交換関係とも相対論的不変性が自明
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な形に書けた。

4. 繰り込み

場の理論における発散の処理が大問題であった。

電子が光子を出し入れすることの補正により電子

の質量が発散してしまう。電子・光子の反応過程

でも補正が無限大である。

ところがうまいことがわかった。電子・光子過

程の補正の無限大が、電子の質量補正に現れるも

のと全く同じなのである。補正された電子質量m

は実測される勿論有限の値である。電子過程の補

正を m で書き表せば無限大は現れないで有限の

結果が得られる。この操作をシュヴィンガーは電

子質量の再規格化（renormalization)と名付けた

が、日本ではこれを「繰り込み」という。無限大を

質量mの中に入れてしまう、という意味である。

こうして相対論的不変で、無限大のない理論が

出来上がった。シュヴィンガーはこの新理論で電

子の異常磁気モーメントを計算した。電子の磁気

モーメントはディラックの理論から e/mで、g因

子が２である。これからのずれ g − 2が異常であ
る。シュヴィンガーは g− 2として α/2πを得た1)

（αは微細構造定数と呼ばれるもので、約 1/137）。

これは測定された値と一致した。

この仕事の前に、ラムシフトと呼ばれる水素原

子の微細構造の異常が見つかっており、それが電

磁補正として非相対論近似の理論で計算されてい

た。しかし電子の異常磁気モーメントは非相対論

近似では計算できない。シュヴィンガーの仕事は

新QEDの正しさを初めて証明したものであった。

彼の墓石には「α/2π」が刻まれている。

5. Two shakers

シュヴィンガーの QEDを論じるとき当然出て

くる人物は朝永振一郎である。朝永はシュヴィン

ガーとは独立に、彼より早く新場の理論に取り組

み、QED の繰り込み理論まで到達したのであっ

た。彼らの基本方程式は、記号の違いを除いて全

く同じ式（１）であり、朝永・シュヴィンガー方程

式と呼ばれる。QEDの建設に対し、彼らに 1965

年ノーベル物理学賞が授与された。

２人の仕事が殆ど同じであるので、シュヴィン

ガーは朝永の研究を知っていたのではないか、と

疑い得るがそうではない。朝永が方程式（１）を

超多時間理論と銘打って理化学研究所で発表した

のは 1943年だが、戦争中で情報がアメリカに届

きようがなかった。戦後英文に翻訳、刊行され2)

アメリカに届いたのは１９４８年であった。

超多時間理論、すなわち時刻一定の面でなく、

時空に超曲面を考えることはこの方面を研究する

ものが皆考えつくことであった。事実、湯川秀樹

もこの頃超曲面の絵を描いて考えていたそうであ

る。シュヴィンガーが朝永のことを知らずに同じ

考えにに到達しても不思議なことではない。

シュヴィンガーは朝永を追悼する会で、Two

shakers of physics と題して講演している: 「朝永

振一郎と私は同じことをやったが、われわれの名

前にも共通点があった。それは、振は揺することで

あり、schwingもドイツ語で揺することである。」

もう一つ共通点があると思う。それは２人とも

戦時研究としてレーダーをやったことである。こ

のために電磁気学を完全にマスターしたに違いな

い。電磁場の量子化は難しい問題である。相対論

的にやるのはとくに難しい。それをやり遂げたの

は戦時の電磁気の勉強と無関係とは言い切れない。

両人の違いを挙げるならば、シュヴィンガーは

早くから秀才ともてはやされ、トントン拍子に出

世し、30才でQEDを完成させたのであった。朝

永も秀才ではあったが、同輩の湯川の中間子論に

先を越され、悶々の日々を過ごしている。40才を

越えてやっと開花したのであった。

6. ファインマンとダイソン

もう１人量子電磁力学の創設者としてシュヴィ

ンガー、朝永と一緒にノーベル物理学賞を受けた

のはリチャード・ファインマンである。彼の理論

は全く別のものである3)。シュヴィンガー、朝永の
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は、ある時刻（ある超曲面）での状態を考え、そ

の時間的発展を追う、という正統的なものである。

ファインマンは電子・光子反応の図を描く。電子

が時空点 (t,x)で光子を吸収し、(t0,x0)まで伝搬

して、そこで光子を放出するとする。伝搬関数を

置き、時空点で積分すれば電子と光子の散乱の振

幅が得られる。この際 t0 < tでも構わない。この

ときは、時間の順に追うならば t0 から tへ反粒子

である陽電子が進むことになる。

こうしてファインマン図により電子、光子の諸

過程が正しく、簡単に計算できてしまう。彼はこ

の方式を第一原理からではなく、殆ど直感により

導いたのであった。おそらく一般大衆は呆気にと

られたことであろう。

ここでフリーマン・ダイソンが登場する4)。彼

は朝永－シュヴィンガー方程式を摂動論で解いて

散乱行列を求めると、その行列要素がファインマ

ンの方法で求められることを示した。散乱行列は

S-行列とも言い、これこれの運動量の粒子を送り

込んだとき、どのような粒子が出てくるか、の確

率振幅を行列に書き表したものである。これを計

算するには運動方程式（１）を t → −∞ での入
射粒子を初期条件として解き、t→ +∞ で出てく
る粒子を数え上げればよい。厳密に解くのは困難

であるが、電子・光子の結合は大きくないとして

相互作用についてべき展開する摂動論ならば解は

容易に得られる。相互作用表示では無摂動系は自

由粒子の集まりで、おのおのはファインマンのい

う伝搬関数で進すむ。こうしてその行列要素を具

体的過程について計算すると、まさにファインマ

ンの方法になるのである。

発散の処理についてはファインマンは無力であっ

た。彼は電子は点状ではなく広がっている、ただ

し相対論的に不変である、としようとしたが、こ

れは出来なかった。無理に試みても、確率が保存

しない、などの矛盾が生じてしまう。

繰り込みに関してはダイソンの S-行列はつぎの

ように理解される。送り込み、出てくるのを測る粒

子は着物を着た質量mをもっている。これが無摂

動系の自由粒子である。電磁補正付きの電子質量

は、裸の質量と自己エネルギーの和 m = m0+δm

であるから、元のハミルトニアンの裸の質量を

m0 = m− δm

と書く。mは自由粒子の質量。δm項は相互作用

に入れ、これが電子質量の補正を打ち消し、電子

質量は変わらない。S-行列をmで書くならば無限

大は現れない。

発散は質量だけでなく電荷 e0 の真空偏極によ

る補正にも現れるが、S-行列を着物を着た、補正

付きの電荷 eで書き表すならば発散は現れない。e

が実験で測られる有限の電荷である。

粒子の裸の状態から出発し、電磁補正の着物を

着せていくと無限大となるのだが、着物を着た状

態から始めれば有限ですむのである。S-行列は無

限の過去と無限の未来の状態を繋ぐものだが、実

験で測れるのは S-行列だけであり、途中の、ある

時刻での状態などは測れるものではない。素粒子

物理の実験に関しては Sだけで充分なのである。

こうしてダイソンのまとめによって QEDは完

成した。ダイソンの役割は、量子力学建設の際の

ディラックのに似ている。そのときは先ずハイゼ

ンベルクが行列力学を書き、続いてシュレディン

ガーが波動力学を提案し、両者は全く違う理論の

ように見えるのに同じ答えを与える。ディラック

はこの２つが物理的には同じもので、数学的に表

現が異なるだけであることを示した。ダイソンも

朝永-シュヴィンガーとファインマンの２つの理論

が同じ S-行列を出すものであることを示し、QED

を完成させたと言えるのだが、他の 3人と一緒に

ノーベル賞をもらうことが出来なかった。ノーベ

ル賞がまとめより独創を重んじ、１年に 3人以下

との内規によるのだろうが、QED を完成させた

人にとって残念なことである。

7. 人物像

筆者が大学を卒業したのは QEDが完成した頃

である。創設者のシュヴィンガーはわれわれにとっ

て神様のような存在であった。成長してもなかな
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図 2 越後湯沢にて

か会う機会がなかった。聞くところによると彼は

気むずかしい、人付き合いの悪い、こわい人のよ

うであった。

そのシュヴィンガーが 1971年に１年近く筆者の

勤めていた東京大学に客に来ることになった。こ

れは大変、どのように扱ってよいか気をもんだも

のである。しかし心配は杞憂であった。確かに彼

は人付き合いが上手ではないが、一旦親しくなる

と極めて丁寧な友人であった。彼は綺麗な米語を

話し、聞き取りやすい。彼はニューヨーカーだが

ヤンキーではなく、米国紳士であった。

シュヴィンガーはスキーが好きであった。滞在中

の冬シーズンに越後湯沢と志賀高原に連れて行っ

た。彼は達人ではない。現地でわれわれはケーブ

ルカーで上に上がってしまったが、彼は下の初心

者用ゲレンデで夫人と楽しそうに滑っていた。

６月には北大学生をお供に北海道を旅行した。

最も印象に残ったのはアイヌ部落訪問であった。

彼曰く、「アイヌは間違いなくコーカサス人（白

人）である。アメリカでは蒙古人（黄色人）が少

数民族だが、日本ではコーカサス人が少数民族で

ある。」

人柄は物理学にも現れる。彼はよい教育者であっ

た。彼の指導した学生のうち４人がノーベル賞を

受けている。かれの講義が周到に準備され、見事

に展開されることには定評がある。彼が東大で行っ

た講義を聴講した学生が書いたものはシュヴィン

ガーの講義風景を彷彿させるものがある。

「教室の大きな黒板をいっぱいに使って話をす

るのだが、黒板の何処にどの式が書いてあるかを

常に完全に掌握しつつ話を進めていく力量がすご

いという感じだった。アメリカでも講義中の質問

は禁止だったようだが、講義全体が交響楽のよう

になっていて彼がその指揮者と言ったところか。

マエストロの指揮を見るような非常に見事な講義

だった。内容そのものに関しては、あまり新鮮味

がなくそのため学生の出席が減ってしまった。」

しかし皆勤した別の聴講生は非常によい内容だっ

たという。講義は彼がその頃研究していた源理論

(source theory)が中心だったようである。

シュヴィンガーは何に付けてもファインマンと

対比される。シュヴィンガーは謹厳、真面目であ

り、その物理は第一原理から厳密に構成、展開さ

れる。一方ファインマンは剽軽であり、殆ど直感

から彼の物理を創り上げた。シュヴィンガーはファ

インマンのやり方を嫌ったと言われる。彼のコメ

ントは「シリコンチップと同様にファインマン図

は計算の大量生産には役立った」。

朝永は両者の中間と言うべきだろうか。物理の

仕事はシュヴィンガーとほぼ同じだが、人柄がや

や剽軽洒脱なところはファインマンに近い。謹厳

さ、剽軽さと物理の作風とには強い相関がなさそ

うである。

8. 宗因我

東大に滞在中シュヴィンガーは自室に「宗因我」

という名札を掲げた。これでは「ソウインガ」と

読まれるので、「朱因我」とした方がよいと忠告

すると彼は講釈を始めた。「宗」には「おおもと」

という意味がある、つまり「源 (source)」である。

「宗因我」は

Source originates me.

であると言う。

前述の通りこの頃シュヴィンガーは源理論を展

開していた。名前は聞いていたが、内容は全く知

らなかったので、小冊子5)をもらい勉強してみた。

非常に読みにくかった。僅かにわかったのは、ま

ず散乱振幅の虚数部を求め、実数部を分散積分で
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求めるという S-行列理論でおなじみの手法に相当

するものが用いられていたことであった。

このことを彼に言うと、既に承知しているよう

であった。「Expertsはその様に言うが、自分は源

理論から導いたものである」という意味のことを

言った。彼は感情を滅多に表に現さないが、この

ときの彼の態度は意気軒昂というよりは意気消沈

と見受けられた。

このあとシュヴィンガーはＵＣＬＡに移るのだ

が、源理論の評判が悪く、ハーバードを追われた

のだと言われる。確かに源理論は傑作とは言えな

いが、S-行列理論に相当する展開も見せているの

である。これを彼流の厳密さで理路整然と展開出

来なかったのは惜しまれる。注目したいのは、彼

の場の理論的手法とは逆の S-行列的なものである

こと。これは全く意外のことではない。彼は戦時

研究でマイクロ波の導波管の研究もしたが、入力、

出力の関係を表すものが、S-行列と同じであると

述べている。

一方ファインマンは晩年、論文にはならなかっ

たが、場のことを考えたようである。素粒子物理

をやるのに、中から解いていく場の理論と、外か

ら考える S-行列理論とを両輪として進むのがよい

のであろう。

9. Do nonsense

1989 年常温核融合という騒動があった。パラ

ディウムに重水素を多量に吸着させたところ核融

合が起こり、多量のエネルギーガ出た、という実

験が報告された。普通原子、分子の世界では核融

合など起こるはずはない。しかしもし本当ならば

理論上、応用上大変なことである。そこで多くの

物理屋がこの問題にとりくんだが、常温核融合を

正当化することは出来ず、結局はじめの実験は間

違いであるということに落ち着いた。

シュヴィンガーはこの問題に関心をもち、これ

について全部で８編の論文を書いた。これをアメ

リカ物理学会に送ったが、ことごとく掲載を拒否

され、学会を脱会したそうである。日本の学会に

も投稿されたそうである。最近になってこのこと

を知ったのだが、編集者に訊くと、とても掲載で

きるような内容ではなかったという。

これより遙かに昔のことだが、ヴィクトル・ワ

イスコップという人が来日して、雑談のときこん

な話をした。「理論物理屋が歳をとったらやること

が三つある、すなわち

Do philosophy,

Do politics,

Do nothing.」

すると同席の朝永が叫んだ、「もう一つある　

Do nonsense!」

そのとき朝永は教育大学長など政治をやっていた。

アイザック・ニュートンの晩年をよく調べてない

が、聞くところによると彼は神学に凝ったそうで

ある。広い意味で哲学であろう。それがやや神懸

かり的であったとも聞くが、ナンセンスというべ

きものだろうか。

シュヴィンガーの常温核融合は全くのナンセン

スだったのだろうか。それならば彼は典型的理論

屋の１パターンを辿ったのである。彼の論文を読

む機会がなかったのだが、彼に直接話を聞きたかっ

た。おそらく彼は「Expertsはこう言うが、実際

はこうである」と意気軒昂と解説してくれたに違

いない。そのなかには、源理論のときのように、キ

ラリと光るものがあったのではないだろうか。し

かし彼は騒動後しばらくして、1994年になくなっ

てしまった。
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