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8.1 固有状態,規格直交性,期待値
問題

有限な 1次元空間 �L
2 < x <+L

2 を運動する粒子の波動関数

ψk(x) = Ak exp(ikx) (8.1Q.1)

を考える. Ak > 0;k 2 R.

1. 周期境界条件 ψk(�L=2) = ψk(L=2)を課す. このとき, k に対する条件を求め
よ. 以下, kはこの条件を満たすとする.

2. 規格化定数 Ak > 0の値を定めよ.

3. 粒子が,上の波動関数 ψk(x)であらわされる状態にある. 位置を測定した時に,
結果が xとなる確率密度 ρ(x)を求めよ. xの期待値を求めよ. 位置を測定した
時に,粒子が �L

4 < x < L
4 で発見される確率を求めよ.

4. 粒子が,上の波動関数の重ねあわせ

ψ(x) = ψk=2π=L(x)�2ψk0
=4π=L(x) (8.1Q.2)

であらわされる状態にある. 粒子の位置を測定したときに結果 xをえる確率
密度 ρ(x)のグラフを描け.
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5. 上の波動関数であらわされる状態にある粒子の位置を測定したとき, �1
4L <

x <+1
4Lで発見される確率を求めよ.

注意. 規格化.

8.2 Gaussian wave packet
問題

1次元の規格化された波動関数

ψ(x) = π�1=4d�1=2 exp

�
ikx�

x2

2d2

�
(8.2Q.1)

を考える (d > 0).

1. この波動関数 (の実部)の概形を描け.

2. 座標 x̂を測定したときに,結果 xをえる確率密度 ρx(x)を求めよ.

3. 運動量 p̂を測定したときに,結果 pをえる確率密度 ρp(p)を求めよ.

4. 演算子 x̂; x̂2; p̂; p̂2の期待値を求めよ.

Hint. Gauss積分,平方完成.

5. 演算子をc∆x := x̂�hx̂i, c∆p := p̂�hp̂iと定義する. 式

h(c∆x)2i�h(c∆p)2i=h̄2
=4 (8.2Q.2)

を示せ. ただし , h�iは(8.2Q.1)についての期待値.

Remark. これは,不確定性関係 ∆x�∆p �h̄=2で等号が成り立っている場合である. 実は,
全く任意の波動関数に対して,正準交換関係だけから出発して, ((8.2Q.2)の左辺)�
h̄2
=4が成り立つことが示せる.

8.3 運動量表示の波動関数
問題
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規格化された波動関数

ψ(x) =
1

p
2π

Z ∞

�∞
d( p

h̄ )φ(p)eipx=h̄ (8.3Q.1)

を考える. 関数 φ(p)を,波動関数 ψ(x)であらわされる状態の,運動量表示の波動関
数という (世の中では 1p

2π
d( p

h̄ )を
1p
2π̄h

dpに置き換えた定義も使われる).

1. 運動量の期待値 hψj� ih̄ d
dx jψiを φ(p)であらわせ.

Hint 先に x-積分を実行する.

2. 位置の期待値 hψjxjψiを φ(p)であらわせ.

Hint 被積分関数の中の xを d=dpなどで書き直せないか.

3. 位置表示の波動関数 ψk(x) =
1p
2π

eikxを運動量表示にせよ.

上の過程で,おそらく, δ-関数の積分表示 (テキストの問題 1-5[4]参照)

δ(x) =
1

2π

Z ∞

�∞
dpexp(ipx) (8.3Q.2)

および δ-関数の性質Z ∞

�∞
dxδ(x� x0) f (x) = f (x0) ( f は任意の関数) (8.3Q.3)

を用いることになるだろう.

8.4 離散状態,確率解釈
問題

1次元空間 0 < x < Lの波動関数 ψ(x)で,固定端の条件ψ(0) = ψ(L) = 0を満たす
ものからなる空間を H とかく.

1. 空間 H のなかで,演算子 (自由粒子の Hamiltonian) Ĥ =� h̄2

2m
d2

dx2 の固有関数と
その固有値をすべて求めよ.

2. それを規格化し ,正規直交系にせよ.

3. 系が状態

φ(x) = 3� cos
2π
L

x�2cos
4π
L

x (8.4Q.1)

にあるとする. Ĥに対応する物理量を測定したときに,どのような結果がどの
ような確率で得られるか. また,その期待値を求めよ.

3



参考文献
[1] 清水先生の講義ノートhttp://as2.c.u-tokyo.ac.jp/lecture note/index.html

[2] サクライ,現代の量子力学 (吉岡書店)

[3] ランダウ,リフシッツ量子力学 1,2 (東京図書)

4

http://as2.c.u-tokyo.ac.jp/lecture_note/index.html

	Âè8²ó ÎÌ»ÒÎÏ³Ø I ±é½¬ ÌäÂê
	8.1 ¸ÇÍ�¾õÂÖ, µ¬³ÊÄ¾¸òÀ�,´üÂÔÃÍ
	8.2 Gaussian wave packet
	8.3 ±¿Æ°ÎÌÉ½¼¨¤ÎÇÈÆ°´Ø¿ô
	8.4 Î¥»¶¾õÂÖ, ³ÎÎ¨²ò¼á


