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Abstract: The generalized uncertainty principle (GUP) is a gravitational modification of Heisenberg uncertainty principle (HUP) that 

implies the existence of minimum length. The GUP is derived from the micro black hole gedanken experiment. We describe the 

minimum length as the minimum uncertainty in position measurement. Here we study quantum mechanics and operator modifications 

in GUP. 

 

１． はじめに 

ハイゼンベルグの不確定性原理(HUP)Δ𝑥Δ𝑝 ≥ ℏ/2

は量子力学における最も基礎となるものの 1 つであり，

実験的にもその正しさが検証されている．これに対し

てブラックホール思考実験や弦理論などの考察から提

案されてきた GUP は位置の不確定さΔ𝑥と運動量の不

確定さΔ𝑝の積について 

    Δ𝑥Δ𝑝 ≥
ℏ

2
{1 + β(Δ𝑝)

2
+ γ}   (β ≡

4𝐺

ℏ𝑐3
)                (1) 

で与えられる[1]．ここで，𝛾 ≡ 𝛽⟨�̂�⟩2 ≥ 0，𝐺は万有引

力定数，ℏは換算プランク定数で，𝑐は光速である．GUP

は HUP の重力下の修正であり，最小の長さの存在を示

唆する．GUP は様々な文献で提案されているが，今だ

厳密な計算はされていない．  

本研究では，マイクロブラックホールの思考実験[2]

を参考に式(1)の GUP の導出を確認する．次に内積の

定義など様々な修正が発生するので，それらについて

概観する．さらに，それらを用いて GUP における調和

振動子[1]，箱の中の粒子[3-4]を記述する．最近の研究

で「交換関係の修正より，どのように演算子を修正す

るかが重要」という議論[5]があるが，それらについて

考察する． 

 

２． 小さなブラックホール思考実験からの GUP 

高エネルギー領域でエネルギの不確定さΔ𝐸 ≃

Δ𝑝 𝑐が成り立つことと,HUP より 

                     Δ𝑥Δ𝐸 ≥
ℏ𝑐

2
→ Δ𝐸 ≃

ℏc

2Δx
            (2)    

を得る．つまり，幅Δ𝑥を観測しようとすると,式(2)の

ようなエネルギーの揺らぎΔ𝐸を受けると期待される．

観測したい幅Δ𝑥を縮めると，その分この領域のエネル

ギーの揺らぎΔ𝐸は大きくなる．以上により「幅Δ𝑥を

縮め続けると，とても狭い領域に大きなエネルギーの

揺らぎΔ𝐸が存在し，いずれ小さなブラックホールが

できてしまう」と考えることができる．つまり，とて

も狭い領域でも HUP が全く同じ形の式で成り立つと

は限らない．この小さなブラックホールが発生する臨

界長がちょうどプランク長𝑙𝑝になることは[6]で記述さ

れている．この考えとブラックホールに関係するシュ

ワルツシルド半径𝑟schを用いると式(1)の形の GUP が導

出される．ハイゼンベルグの不確定性原理(HUP)の場合，

Δ𝑥は任意の値をとることができたが，GUP では式(1)

の等号の場合にΔ𝑥について解くと，明らかに最小値

(最小の長さ)が存在することがわかる．その最小の長さ

はMin(Δ𝑥) = ℏ√β = 2𝑙pとプランク長のオーダーで与

えられる． 

 

３． GUP における量子力学のための準備 

式(1)の形の GUP に対応する交換関係は 

                              [�̂�, �̂�] = 𝑖ℏ(1 + β𝑝2)               (3) 

となる[1]．この交換関係を満たす演算子のペアは 

                          �̂� → 𝑖ℏ(1 + β𝑝2) ∂𝑝,  �̂� → 𝑝                    (4) 

で与えられる[1]． 

最小の長さの存在により，位置の固有状態の存在は

否定される．そのため，方程式は運動量𝑝表現で記述さ

れる．波動関数はψ(𝑝) ≡ ⟨𝑝|ψ⟩で定義され，任意の状態

|ψ⟩, |ϕ⟩のスカラー積は 

⟨ψ|ϕ⟩ ≡ ∫
𝑑𝑝

1 + β𝑝2
ψ∗(𝑝)ϕ(𝑝)

∞

−∞

            

と定義する[1]．この定義により式(4)の位置演算子�̂�が

エルミート性を満たす． ⟨�̂�⟩ = 0の時に最小の長さを

持つことを用いると，運動量空間における波動関数 

𝜓(𝑝) = √2√𝛽

𝜋
(1 + 𝛽𝑝2)−

1
2exp [−𝑖

⟨�̂�⟩ tan−1(√β𝑝)

ℏ√β
] (5) 

を得る[1]。次に最大局在化状態|ψξ⟩を導入する．この

状態の特性は ⟨ψξ|�̂�|ψξ⟩ = ξ，⟨ψξ|(Δ𝑥)|ψξ⟩ = Min(𝑥)

であり，位置の不確定さの期待値が最小の長さに等し 
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く，ξ(準位置と呼ぶ)という位置期待値を持つ位置につ

いて最大に局在化された状態である．この状態を導入

することで，運動量𝑝表現だった波動関数ψ(𝑝)を準位

置ξ表現に変換することができる．その変換式は 

ϕ̃(ξ) = √2√β

π
∫

𝑑𝑝

(1+β𝑝2)
3
2

∞

−∞
exp [

𝑖ξ tan−1(√β𝑝)

ℏ√β
] ψ(𝑝)     (6) 

で与えられる[1]．運動量固有状態ψ(𝑝) = δ(𝑝 − p0)の

準位置表現 ϕ̃(ξ) から平面波の波長 λ = (2πℏ√β)/

tan−1(√β𝑝)を得る[1]．これにより，波長λにも最小値が

存在することがわかり，その値はMin(λ) = 4ℏ√βであ

る． 

 

４． GUP における 1 次元調和振動子 

 1 次元調和振動子における通常の量子力学のハミル

トニアンに式(4)の形の演算子を代入すると，GUP にお

ける 1 次元調和振動子のシュレディンガー方程式を得

る．その方程式の解は 

ψ𝑛(𝑝) =
1

(1 + β𝑝2)√𝑞+𝑟
 2𝐹1 (𝑎, −𝑛; 𝑏;

1

2
+ 𝑖

√β

2
𝑝) (7) 

となる[1]．ここで 2𝐹1は超幾何関数で，𝑛は 0 以上の

整数，𝑎，𝑏，𝑞，𝑟は質量𝑚，各振動数ωからなる定数で

ある．また，エネルギーは 

𝐸𝑛 = ℏω (𝑛 +
1

2
) (

1

4√𝑟
+ √1 +

1

16𝑟
) + ℏω

𝑛2

4√𝑟
         (8) 

となる[1]． 

 

５．GUP における 1 次元の箱の中の粒子 

 式(6)により，系の波動関数は準位置ξ表現で記述でき

る．通常の量子力学における位置𝑥に対応するものを準

位置ξとして考えることにする．つまり，ξ = 0からξ =

𝐿の期待値の幅をもつ箱の中の 1 粒子を考える．この考

察により， 

                           𝑛max =
𝐿

2ℏ√β
=

𝐿

4𝑙𝑝

,  𝐿 > 4𝑙𝑝                (9) 

を得る[4-5]．𝑛は状態数である．これにより状態数𝑛，

箱の幅𝐿には極値が存在することがわかる．これは最小

の長さが存在することと矛盾しない． 

 

６．非物理的な演算子の修正 

 式(3)を数学的に満たす演算子のペアは式(4)以外に

も無数に存在する．それらの演算子をまとめて�̂� →

𝑖ℏ𝑓(𝑝) ∂𝑝,  �̂� → 𝑝𝑔(𝑝)としたときに，𝑓(𝑝), 𝑔(𝑝)が満た

すべき式は 

                           𝑓(𝑝) =
1 + β𝑝2

𝑝 ∂𝑝𝑔(𝑝) + 𝑔(𝑝)
                        (10) 

である．[6]で，式(4)の演算子のペア以外 

                    �̂� → 𝑖ℏ ∂𝑝,  �̂� → 𝑝 (1 +
β

3
𝑝3)                    (11) 

の時，最小の長さが存在するかは非自明であることを

示している．また，[�̂�, �̂�] = 𝑖ℏの形を保ったまま演算子

を修正することで最小の長さの存在を導いており，「最

小の長さの存在にはどのように演算子を修正するかが

重要である」[5]とあるが，式(11)の場合は[5]の議論に

加え𝑝，𝑝(1 + β𝑝2/3)のどちらが物理的な運動量なのか

という問題を明確にする必要がある．式(4)の場合は，

運動量演算子�̂�は修正されておらず物理的な考察とい

える． 

 

７．まとめ 

最小の長さの存在により，波長λ，状態数𝑛，箱の幅

𝐿に極値が存在することがわかった．最大局所化状態を

導入し、位置𝑥の代わりに位置の期待値ξ(準位置)を用い

ることで，調和振動子や箱の中の粒子を考えることが

できた．さらに，式(1)の形の GUP に対応する式(4)の

演算子のペアは物理的であることも確認できた． 

 今後は，GUP における他の量子力学系を考察する．

また，GUP が完全でない理論であるため，その実験的

検証可能性を検討する． 
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