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この章では、情報理論を量子系に拡張しよう。

1 フォン ノイマン エントロピー

古典情報は、0,1の羅列、すなわち{0,1}の テンソル積 {0,1}③
れに関す

るものであるが、量子情報は密度演算子 ρのテジソル積 ρ
Θれを扱う。1前者

において情報量はシャノン情報量であつた。復習すると、シヤノン情報量は

典型的なデータの最適な圧縮率として定量的に定義された。量子的な情報量

も同様にして操作的に与えることができる。ここでは、シューマッハによる

量子データ圧縮の定理の概要を述べよう。

シューマッ八による量子データ圧縮

典型的な状態に対して最適な圧縮をした場合、小さくなったヒルベルト空

間をTと したときに

αづπT N2'S(ρ )

が成り立つ:

ただし、S(ρ)は フオン ノイマン エントロピー plと 呼ばれる量で

S(ρ):=― Trlρ 10gJ              (2)

と定義される。密度演算子ρを対角化する表示

ρ=ΣズのD倒
,Jの

=ズリ‖

を用いると、跡の定義から直ちに

SO)〒 一Σズのbgズの

から、確率分布 {P(a)}に対するシヤノン情報量に等しいことが分かる。

したがって、問題は状態 {10),11)}Θ "が密度演算子ρの固有状態でない

一般の場合にどう拡張するかである。

1。1 量子データ圧縮の簡単な例 (4 qbit)

l qb比 の状態をあらわす密度演算子ρ

ρ=びp~び|==('C2」「ょ12

y=(:IS),p~=(il)

ただしc:=cos:,S:=dn3
1こ こでは、暗々裏に同一の密度演算子であらわされる状態のコピーを幾つでも用意できると

仮定する。これは、1.i.d。 (indepedent and identical dbtibution)仮 説と呼ばれる。
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に対して、4個の i.1.d.で ある、ρ
Θ4をシューマッハ圧縮しよう。

(1)びΘ4を行う

状態はρΘ
4になるので、10)の状態になる確率がP=3/4、 11)の状態に

なる確率が,=1/4になる。シヤノン圧縮に倣つて、符号化を行おう。

(2)符号化を行う

文字 2 ~10g22 ~[10g22] 辞書式 符号

0000 p4 1.66 1 0000 回

0001 が(1-2) 3.30 3 0001 1

0100 同上 同上 3 0010 101

0100 同上 同上 3 0011

1000 同上 同上 3 0100 1001

0011 p2(1_p)2 4.83 4 0101 01

0101 同上 同上 4 0110 [011

0110 同上 同上 4 0111 [0111

1001 同上 同上 4 1000

1010 同土 同上 4 1001 10011

1100 同上 同上 4 1010 10101

これより希に出現する文字は、そもそも送らないことにする。 この圧

縮法による平均的圧縮率は

Rttρ り1。g2=3.25

これは、シューマッハ圧縮率 R=4″(p)=3.245に 近い。

(3)復号化を行う

上記の表の一番右にある符号の始めに Oを追加 してすべて4ビ ット

にし。辞書を逆向きに引いて 1番左の文字を再現する。

ここで、本質的ではないが注意が必要になる。符号に要するビット数に

ついては、古典通信で別途送る必要がある。例えばp101な ら(3)plq

のように、plqを量子通信で送る前に3ビットの塊を送ると宣言する

必要がある。そうしないと、符号の切れ目が分からなくなり、複合化で

きない。

(4)さ らに(び
|)Θ4を行い、はじめの基底にもどり、復号化を完了する。



ここで、シューマッハ圧縮の本質が、密度演算子の固有状態におけるシャ

ノン圧縮であることを喝破すれば、その最大圧縮率が フォン ノイマン エ

ントロピー S(ρ)で与えられることが理解できる。

シャノンの最適データ圧縮の定理の証明と平行にシューマッハ圧縮の定

理の厳密な証明を述べよう。

定理 典型列定理の量子版

密度演算子ρの固有状態を lα l),lα2),… 。
lα N)と し、その固有値をP(al),P(a2)・ …P(α N)

としよう。その列 :α l,α 2,・ …,αⅣが実現する確率はそれぞれの確率の積 P(αl)P(α2)…・p(αⅣ)

であることに留意して、その列の中で以下の不等式を充たすものを 6-典型

列と呼ぶ。

ト    ー■ホ a

6-典型列に対応したヒルベルト空間の部分空間T(Ⅳ,c)を 6-典型部分空間

と呼ぼう。(― 典型部分空間への射影演算子

PIⅣ,0=  Σ  レ1)。 11・ a21021●・…Θ♭Ⅳ)OⅣ I

αl,α 2,… ,α NCT(Ⅳ ,C)

を定 義 す る。 Tr(P(Ⅳ ,C)ρ
ΘN)=P(α l)p(a2)… ・P(α Ⅳ)であ る こ とに注 意 す る

と以下が証明できる。シヤノン圧縮のときと同様に、任意の c>0と δ>

0,(Ⅳ >>1)に 対して

1

Tr(P(Ⅳ ,C)ρ
ΘⅣ

)≧ 1-δ

2.

(1-δ )2Ⅳ
(S(ρ )一 C)≦

IT(ハ
r,6)|≦ 2Ⅳ (S(ρ )+()

ただし、ここで IT(Ⅳ,6)「 =αづm(T(Ⅳ,C))=Tr(P(Ⅳ ,C))

3:R<S(ρ )と しよう。ρが作用するヒルベルト空間を%と して、″ΘⅣ

の中のたかだか2NR次元の部分空間への射影演算子を0(Ⅳ )と すると、

Tr(0(Ⅳ )ρ
ΘⅣ

)≦ δ・

つまり、少な過ぎるキュービツト数ではシューマッハ圧縮は成立しない。

逆にR>Щρ)の ばあいに、それは成立する。フォン・ノイマンのエン

トロピーS(ρ)と シヤノンのエントロピーfrは各 圧々縮されたヒルベル

ト空間の次元 IT(Ⅳ,6)|と 典型列の数とはよく対応している。フォン・

ノイマンのエントロピーS(ρ )の情報操作的な意味付けができたことに

なる。

定理 雑音のない場合のシューマッ八最適圧縮の定理

あたえられた量子状態ρに対して、R(>S(ρ))の割合で圧縮する信頼でき

る符号化が存在し、R(く S(ρ))の割合の場合には存在しない。

証明は「エンタングルメント忠実度」の応用例のところで与える。



フォンノイマン エントロピーS(ρ)の数学的性質を掲げよう。

(1)正定値性

S(ρ)≧ 0

(2)加法性

S(わ Θσ)=S(ρ)+S(σ )

(3)ユ■タリー不変性
S(びρび

†)=S(ρ )

証明は自明だろう。

2 量子相対エントロピー

相対エントロピーの量子版を

S(ρ llσ):=Trlρ bgρ ―ρ10g司         (8)

を定義しよう。あとで述べるように重要な量なのでその性質を調べよう。

I正定値性]

S(ρ‖σ)≧ 0                 (9)

(pr00f)

ρ =Σ,2μ )(J,ρμ)=2“ )

σ =ΣJ鮨 |プ)01,σlJ)=%IJ)

と置こう。

S(Jレ)=Σ ttl竜2-Σ倒′bg∂D'    。①
う        0

ここに

0レ bg司め=Σやlbgσい。D=Σ 10g鮨
|〈ブDF・  0⇒

′                       ′

為 =陶 |`〉 12と 書くと、対数関数の凹性から

■Jレ)=写 2卜g2-平
ll°

g gJ・ l≧
平

21警2-bg(平 争
9J・ ll・ °勾
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を得る。島 〒|(′ |`)12が正であり、かうΣ=助
=ΣiOI')12二 !でぁるので確

率行列である。したがつて、古典相対エントロピーに対する混合定理を適用

することができる。

すなわち、rを =Σ′a,%と 置くと、

S制レ)=平 21∝
考

≧0。     (1°

となり、確かに量子相対エントロピーが正定値であることが証明された。等

号成立は■=2の場合、言い換えると島 =偽,2=0す なoち lt)=

し), ρ=σ の場合に限る。

量子相対エントロピーS(ρ llσ)は、量子状態ρがσからどれだけかけ離れ

ているかの目安になる。

量子相対エントロピーS(ρ llσ)の数学的性質を掲げよう。

(1)正定値性

証明済み

(2)加法性

S(ρスΘρ」|lσA Θσ3)=S(pAIlσス)+S(ρBIlσB)

(3)ユニタリー不変性

S(びρび |lυσび†)=S(ρ llσ )

(2)と (3)は 自明だろう。

その他の重要な性質については節をあらためて述べる。

3 結合エントロピー

系スと系 Fを合わせた合成系を、■3と書き、その密度演算子をρ
スB

としよう。合成系のフォン ノイマン エントロピー を

S(■,3):ニ ーTriρ
A3 1。gρ

ABl
(16)

と定義するの力涸切だろう。〆 をpABの Bについての輸 跡 :〆 =TrB′AB]

として、そのフォン ノイマン エントロピー は S(■)=―Tri〆 logρス
Iで

ある。S(3)も 同様に定義する。 このとき,次の不等式が成 り立つ。

(1)劣加法性

S(■,3)≦ S(■)+S(3)

5

(14)

(15)

(17)



(2)3角不等式 (Araki_Liebの 不等式)

S(■,3)≧ IS(■ )一 S(3)|       (18)

(3)凹性

ρ=Σ,22に対して、

!nsb) S s(Dpnpr) (1e)

(4)強い劣加法性

S(■ ,B,θ)+S(3)≦ S(■,3)+S(B,θ)    (20)

これらの証明は込みつているので章末の付録にあたえる。

古典情報理論における条件付きエントロピ=と 相互情報量と類似ものは

以下のように定義できるが、操作的な意味は明らかでない。

(1)条件付きエントロピ~

S(■IB)=S(■ ,3)一 S(3)       (21)

(2)相互情報量

S(■ :3)=S(■)+S(3)― S(■,3)=S(■ )― S(■IB) (22)

この相互情報量は、古典の場合と同じように、相対エントロピーを用いて

S(■ :B)=S(ρ ABIlρス
Θ ρ

3)           (23)

と書 くことができる。つまり、合成系の状態 pABが独立な状態 ρ
スとρ

Bの

単なる積からどれだけかけ離れているかをあらわす量である。

また、単調性 と呼ばれる以下の不等式がある (証明は章末の付録にあた

える)。

(1)

S(〆 |lσ・ )≧ S(〆B‖σ・
3)           (24)

条件が増えると不確かさが減るという直観に合致している。

(2)

S(■ :Bθ))≦ S(■ :3)         (25)



次節では、以下の正写像2を考える。

A:ρ 卜→A(ρ)                (26)

ヒルベル ト空間を拡張して、貿 → 貿′
Θ貿 とし、任意に拡張された貿′

に対しては恒等的に働 く場合、自明な拡張 :1%′ ΘAと 呼ぶ。この自明な拡

張すべてに対して正写像であるとき、Aを完全正写像という。物理的な操作

は、すくなくとも完全正写像であると考えていいだろう。

測定者の実験室の隣に別の研究室があるかもしれないが、考えている実

験の影響は及ばない。自分の実験室と隣の研究室の合成系に対しても実験操

作は正写像であることは疑いえないだろう。考えをし進めて、任意の拡張に

対しても正値性を要求すべきであろう。

物理操作に対する一見漠然としたこの性格付けが、Aの具体的な表示を与

えることを次節に示す。それから、量子相対エントロピーの単調性 :

S(ρ llσ)≧ S(A(ρ )|IA(σ ))。              (27)

を示す。古典情報理論の場合にはすでに示したように、これは物理操作を

行うと状態の区別がつきにくくなることを意味する。

4 量子状態間の距離としての忠実度 (■delity)

相対エントロピー S(ρ llσ)は、量子状態ρがσからどれだけかけ離れてい

るかを表すという意味で、状態間の距離に似た概念である。ただし、引数に

ついて非対称なので距離の公理を充たしていない。そもそも状態の違いを定

量化する必要に迫られる場合は、あたえられた始状態に対して何らかの量子

操作を加えて終状態を得たときに、始状態とどの程度違うかを明確にしたい

場合であろう。言い換えると、終状態がどの程度、始状態の情報を忠実に保

持しているかの「忠実度」が欲しい。 具体例をあげると、シューマッハ圧

縮をしてから解凍して、どの程度もとの状態に戻るかを定量化が、符号化の

効率を定義するために必要である。

一方、忠実度なるものが一意的に決まるはずもなく、目的に応じて便利

なものを工夫するしかない。ここでは、「エンタングルメント忠実度」だけを

取り上げる。

まず、 2つの純粋状態 lψ )と lφ)の間の「類似度」を

F(lψ ),lφ ))=|(ψ lφ)12           (28)

と定義するのは自然だろう。2乗を採用したのは便利のためである。2つの

純粋状態 lψ)と lφ)が物理的に同一、すなわち位相因子θをχを除いて等しぃ

lψ)=θ
をχ

lφ)な らばF(lψ ),lφ))=1であり、互いに直交していれば0である。

2正の固有値をもつ演算子を正の固有値をもつ演算子に送る写像



つぎにこれを2つの混合状態ρとσの間の類似度に拡張しよう。一意的

ではないが、例えば

F(2σ)=(Tr(/ρ
1/2σρ1/2))2        (29)

が考えられる。ρが純粋状態lψ)(ψ lで σが混合状態の場合には

F(ψ ,σ)〒 (ψ lσ lψ )

という簡単な形になり、両方とも純粋状態ρ=lψ)(ψ l,σ =lφ )(φ lの場合には

(28)に 一致する。

最後にエンタングルメント忠実度 (enatanglement ndelity)を 導入する。

Fo,の =Σ ITr。島)F      Oの

ここに、εはCP写像であり、民 はそれに対応するPOVMである。量子操

作εの働きを詳しく書 くと、ん をクラウス演算子として、

ε。)=Σスをρ4
島 二五:スづ

となる。

このエンタングルメント忠実度は、密度演算子ρの純粋化 (purncttion)

を行いρ=働噴(IRψ)(I砂 |)と すれlよ 余分に導入した IR)の正体によらずに

F(ρ ,ε)=F(IRψ ),ε )

のように、あるエンタングルした純粋状態 lf砂)と それに対して量子操作を

行つた結果の混合状態ε(IJ妙)(Rψ l)の間の類似度に帰着させることができる。

証明は簡単である。エンタングルメント忠実度の定義から

F(1卿 ),の =Σ I(卿 1島 1即)F

であるが、右辺に現れる量(1砂 1島 IRψ)は、IRψ)にシュミット表示IRψ)=
Σぉφ扇lλ)Θ lλ)を代入すると、Σ.2(ん 1島 |た)=TT(ρユ)になるので、望ん

だ結果を得る。
エンタングルメント忠実度は、量子操作前の状態と後の状態の近さをあた

える1つの尺度である。別の尺度も作れるが、簡単で便利なので以後これを

採用する。

ここで、エンタングルメント忠実度 F(ρ ,ε )と 初期状態ρと終状態ε(ρ)

の類似度 F(ρ ,ε (ρ))=(Tr(yρ
1/2ε

(ρ)ρ
1/2))2を混同してはならない。実際、

前者は後者よりも小さい。このことは、新たに導入した外界の状態 IR)と
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のエンタングルメントを保持しつつ状態を変えないことの方が、単に該当

する状態を変えないことの方がより難しい、と直観的に理解できる。不等式

F(ρ ,ε )≦ F(ρ ,ε (ρ))を証明は章末の付録にあたえる。

応用例として、シューマッハ圧縮における、符号化の信頼度をエンタン

グルメント忠実度を用いて評価しよう。すなわち、あたえられた量子状態 ρ

に対して、シューマッハ符号化
`を

行い次に復号化 つ して、どの程度元の状

態に戻るかを評価するために、エンタングルメント忠実度 F(ρ ,つ oC)を用い

よう。

定理 雑音のない場合のシューマッ八最適圧縮の定理

あたえられた量子状態ρに対して、R(>S(ρ))の割合で圧縮する信頼でき

る符号化が存在し、R(<S(ρ ))の割合の場合には存在しない。

(前半の証明)

R(>S(ρ ))の場合には、R>S(ρ)+6であるような正の数 6が存在する。

この不等式を充たす部分空間蜜Ⅳ,c)へ射影演算子をP(Ⅳ,6)と しよう。典型

列の定理から、充分大きなサンプル数Ⅳに対して、Tr(ρΘⅣP(Ⅳ,6))>1-δ

かつ、αれ(T(Ⅳ,C))≦ 2Ⅳ
Rであるような、とある正の数δが選がることを

思い出そう。

ここで、量子測定による符号化 Cをつぎのように構成する。まず、P(Ⅳ ,C)

に対応する射影測定を行うと、固有値 1か 0を得る。1な らば、それ以上は

何もせず、0な らばT(Ⅳ ,と)の直交補空間に射影されているはずなので、その

基底
|を)を 、典型部分空間の中のとある標準状態 10)に置き換える。この符号

化 Cを クラウス表示すると

`(ρ

)=P(Ⅳ ,6)ρP(Ⅳ,C)+】Eス・ρス|

となる。

ただし、ここにクラウス演算子スメまん =10)(。 |である。|づ)が T(Ⅳ,C)の

直交補空間の正規直交基底であることから、Σづ10)(づ |=1-P(Ⅳ,6)な ので、

P(Ⅳ,6)2+】Eス|ス・=P(Ⅳ,6)+(1-P(Ⅳ ,6))=1

が成 り立ち、ユニタリティが保証される。

R(>S(ρ ))の場合には、符号化 した部分空間が典型部分空間を含むので、

復号 つ は自明に恒等写像 と選べば充分である。 したがつて、

F(ρ ,つ oC)=F(ρ ,C)=ITr(ρ
ΘNP(Ⅳ

,C))12+】 EITr(ρ
ΘNP(Ⅳ

,C))12

≧ ITr(ρ
ΘⅣP(Ⅳ,C))12>(1_δ )2_1_2δ (34)



を得る。Ⅳ を充分大きくとれば、それに対応してδをいくらでも小さく取

れるので、前半の証明ができたことになる。

(後半の証明)

R(<S(ρ ))の場合には,典型列定理の後半 :π③Ⅳの中のたかだか 2ⅣR次

元の部分空間への射影演算子を0(Ⅳ )と すると、

Tr(0(Ⅳ )ρ
ΘⅣ

)≦ δ

が成り立つ。一方、符号化の と復号化つたに対して、エンタングルメント忠

実度は

F(ρ ,つ。
`)=】

EITr(つたらρΘⅣ)12

′ん

と書ける。 符号化のたちによって、2RⅣ 次元の部分空間に射影されるが、
復号化つたたちによってさらにその中の部分空間に射影される。その射影演
算子を0ん (Ⅳ)と 表そう。この射影演算子0た (Ⅳ )を挟み込んで、右辺は明ら
かにΣルlrr(0ん (Ⅳ )つたらρΘ

Ⅳ
)12と も表せる。

コーシー・シュバルツの定理からエンタングルメント忠実度を、次のよう

に、上から押さえることができる。

Fo,つoC)=Σ rr(οん(Ⅳ )つたのρ③Ⅳ)12≦ Σrr(0ん (Ⅳ)ρ
ΘⅣ)TT(2らρΘⅣりつ|た

)・

′ん                            ′た

ここで、典型列定理の後半 (4)を本質的に用いると、

F(ρ,つo`)≦ 】ETr(9ん (Ⅳ)ρ
ΘⅣ

)Tr(つたらρΘⅣりつ|た
)≦ δΣTr(つたらρΘⅣりつ十ん)=δ .

′ん                                        ′ん

最後の等式で、符号化と復号化 つoCを続けて行う量子操作における跡の保

存を用いた。したがって、Ⅳが充分大きければδをいくらでも小さく取れる

ので、シューマッハの最適符号化定理の後半が証明できたことのなる。すな

わち R(<S(ρ ))の場合には,信頼できる圧縮の符号化ができない。

[演習問題 ll

l qubitの状態において、ビツトフリップの操作 σπを確率 pで行う量子

操作 εに対するエンタングルメント忠実度を計算せよ。

答

F(ρ ,ε)=(1-p)ITr(ρ )12+p)ITr(ρσc)12=1_p+7′

例えば、″=1の ときに、状態は純粋状態ρ=≒許 =|+)(+|に 一致し、

ビットフリップを行つても変わらないので、忠実度は 1である。

今まで、量子操作の前後で二つの量子状態がどの程度はじめの状態を保つ

ているか調べた。一般的に2つ の量子状態間の距離を必要とすることがある

5 この章の付録A:量子状態間の
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