
かもしれない。いくつかのものが提案されているが、代表的なものだけを紹

介しよう。

(1)跡距離 (trace distaIIce)

D(ρ,σ)=:Trレ ニ
d・      (35)

ここに、|スト=νИIス

(2)ビュール距離

B2(2σ)=1-F(嵐 σ)=1-(■(■1/2σρ1/2)2. (36)

ここに、F(ρ ,σ)は状態ρとσの類似度。

1演習問題 刻
l qub比 のプロッホベクトルrと sで表せる状態の間の距離を求めよ」

(答)      
ぉ2=TⅢ嘉

:劇
        (37)

諄習問題 司ρとσ=ρ +dρ の間の距離の2乗を dρ の2次までの近似で

計算せよ。

l qubtの場合の跡距離については簡単な幾何学的描像があるが、忠実

度については見当たらないし、計算も複雑であるもしかし、シュニマッハの

圧縮定理の証明を代表として、数学的手段として有用である。

6 この章の付録B:不等式の証明

(1)劣加法性

S(■,3)≦ S(■)+,(3)       (38)

(証明)

ρ=ρ
スBヽ σ=ρ

スΘ ρ
Bと 置いて。量子相対エントロピーの正値性を用

いる。

O≦ S(ρ
431わA 

Θ p3)  =Tr.,31pAB10gpAF― ρ
スBlogpA 

Θ ρ句

=TrA,31/431。 gpA31-TrAp4 10gメ メ ー Trβρ
B log pB

=―S(■,3)+S(■)+S(3)。

(2)3角不等式 (Aralci― Liebの不等式)

S(■,3)≧ IS(■ )― S(3)|       (39)‐
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この証明の前準備として以下の事実を証明しよう。

合成系の状態が純粋状態の場合、〆
B=lψ

AB)(ψABIに は、Aあ るい

はBの部分跡を取つたものが同じ形をしている。

pA=23‖像 3)(像B‖ =Tr■‖像 3)(ψAB‖ =ρ
B。  (40)

(証明)

証明の過程でシュミット分解 :

炒4J=Σ ttDスΘ DB・     1411

という重要なテクニックを使う。この形から直ちに

ρ
A=ル

BIψAJ(力 B‖ =Σ ttFDAやレ,  解勾

一 方 、

    L‖ 像 J(傷 B‖ =Σ 降 ′DBや b,  

“

⇒ρ
B=Trノ

となり、同じ形をしている。

シュミット分解を説明しよう6

-般形

レスJ〓Σ%DA Θ ttB,%∈ C   1441
t″

から出発しよう。

行列σを特異値分解しよう。

(45)σ=びDス

ここにび、アはユニタリー行列でDは対角行列である。成分であらわ

すと、

物=Σ鴫たd・ ytF・,      (“ )

ん

μИJ=Σ αん(Σ 疇んDJO(Σ ytJ・
粉 B〉  ●7)

ん     を             ′

ここで、Σづ硫λlづ)A→ |ん)ス、ΣJ峰′じ)B→ |た)3と 書き直せばシュミッ

ト分解の標準形を得る。

これから本題の三角不等式の証明に入る。

(三角不等式の証明)
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系 スBに対 して、Rを加えて純粋化する。すなわち、純粋状態

|スBR)(■BRI,

|スBR)=Σづνπlス 3)を Θ IR)t      (48)

を考える。(μB)じ はρスBの固有値ptに属する固有状態)3こ こで、以

前に証明した部分跡に関する定理から直ちに得られる関係、Sに3)=
S(R),S(■ R)=S(B)を 、上記の劣加法性 S(■ )十 S(R)≧ S(■,R)に

代入すると、■ス)+S(■3)≧ S(3)、 すなわち S(スB)≧ S(3)一 S(■ )

を得る。ス とBの役割を入れ替えたものとあわせると証明完了。

(3)凹性

ρ=ΣづPこρぅに対して、

Druslrn1 3 s(Dpnpu)

(証明)

添字 づに対して仮想的に正規直交系
|づ)を導入して、密度演算子ρ

AB=

Σづ2ρをΘIづ )B(を |を構成する。簡単な計算で、Sに3)=∬(pt)+Σ.2S(ρを)、

S(ス)=S(Σを22)、 S(3)=S(Σづptlづ)3(tl)=″ (2)ヽ が分かるので、

これらを劣加法性Sに3)≦ S(■)十 S(B)に代入すると、不等式を得る。

3角不等式と凹性の証明方法には共通点がある。すなわち、新たに

|づ)B,障 )ぅ
などの仮想的な状態を導入して、和の中に埋もれてしまって

いる添字じを一旦顕在化させている。現実の物理現象との関係はない

が、おもしろいテクニツクである。

(4)強 い劣加法性

S(■ ,3,θ )十 S(3)≦ S(■,3)+S(B,θ ) (50)

(証明)

問題を相対エントロピーの単調性に帰着させる。

(1)条件付きエントロピーの単調性

S(■IBσ))≦ S(■IB)          (51)

と強い劣加法性は等価であることは、左辺の定義Sに旧θ))=Sur)一
S(■)一 S(BC)と 右辺の定義 S(■13)=Sに3)一 ス(ス)一 S(3)を 代入

すれば分かる。

3Rについて跡をとると、TrRレ)(ψ l=ΣL21A3)を (ABlt=ρ
AB

“

9)

13



(2)相対エントロピー

S(ρ llσ):〓 Trlp10gρ ―ρlogσI        (52)

の単調性

S(ρ■‖σ■)≦ S(ρA3‖σ■3)            (53)

が示せたとしよう。

このことから、条件付きエントロピーの単調性        、

S(■IBσ))≦ S(■IB)          (54)

を導びこう。

恒等式 S(″BII静 Θ ρ3)=JOgdA― S(■ ID)を相対エントロピーの単調

性から得 られる不等式

S(ρスBII毅 Θ ρ3)≦ S(“ Bc‖
毅

Θ ρBσ)  
｀

“

5)

代入すれば、条件付きエントロピーの単調性が従 う。

上記の恒等式は、相対エントロピー S(ρABII静 Θ′B)を定義通 り

計算 して得 られる関係式 :

S(aBII券 Θ

")=TrA:レ
スB(I¨ρAB― ι

“

ρB+ι
"ぬ

】

=―S(■3)+S(3)+JogαA=― S(■ 13)+JOgα A

から示せ る。

7 この章の付録C:相対エントロピーの単調性

以下、相対エントロピーの単調性の証明に集中する。

そのために、古典相対エントロピーの単調性

Σ・ 0∝ け J“ Sぶ Σr″C"物 ―bgり
を                           う′

ここに電=Σ物,SittΣ S″

′             ′

の証明を参考にしよう。対数を右辺を左辺に移項して、対数を 1つ にまと

めると(不等式

平町
bg岩 ≦平物[箭

―J=9・

を得る。ここで、対数関数の凹性 log″ ≦″-1を用いた。

量子相対エントロピーの場合には対数が2項あるので、演算子の非可換性

のために、それを1項に纏めることが簡単でない。次の方針で行う。

14



(1)相対エントロピーの定義にある2つの対数を 1つにまとめるテクニツ

ク=相対モジュラー演算子 (relative modular operttor)△

£(X):=σχ

2(X)=Xρ~1

△:=£2=2£

“

と2は可換 !)

を導入しよう。これから

10意 £(χ ):=(10g σ)χ

10g2(X):=― X(10g ρ)

log△ =bg£ +log 2

という美しい関係式を得る。ヒルベルト・シュミット内積<■,B>=
野μtBIを用いいて相対エントロピーを書き直し、

S(ρ llσ)=Tr[ρ 10g ρ―ρ10gal=<ρ
1/2,_1。 g△ρ

1/2>

を得る。ここで、対数が1個 (ι

"△
)になつたことに注目しよう。

(2)その対数写像の凹性を用いる。

上記のヒルバルト・シュミツト内積の意味の等長写像びが存在して

びty=1

び十△スBy=△ A

を充たすものとしよう (後で構成的に示す)。 ここに、△スBと △スは、

それぞれ系 Иθ と■に対する相対モジュラー演算子である。

凸写像ノ:14→ ■404は ηxπ 行列)4

に対して、

ノ(び
十χy)≦ び十ノ(X)び          (56)

が成り立つことを、証明を後回しにして用いよう。(57)か ら

SOFIレ句二く″
2,_log(y十△.3び)(″り>

≦<″2,_ytlog(△ムJ)y(″ 2)>

≦く́び。/2),_bま△■JDびし/2)>
≦ <ρ協 ,一 bg(△スB))ρ焔 >=S(ρ ABIレAB)・

4行列 Xciイnと 行列 yciィnの間の大小関係 X>yを X― y>0(固 有値が正の行

列)と 定義した時、∫が凸写像であるとは

∫tPX十 (1-ply)≦ pJ(X)+(1-D∫ (y)(0≦ ρ≦1)

を充たす場合をいう。     |
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(相対エントロピーの単調性の証明完了)

残るは等長写像 1/の明示的な構成である。そのために、XcMい );yc

MoB)に対して

び(X)=(χほ
1/2Θ

13)ρ推
び(y)=rrB(yρ燿,(源

1/2Θ
13))

とすれば充分であることをチェックしよう。        .

ylびX=び|((Xttr/2Θ 13)ρ協
=密3(χ′二11/2Θ 13)ρttρ協(F二五

1/2Θ
13)

=rr,((xρ五
1/2Θ

13)ρスβ(ρ五
1/2Θ 13)).

=χρl1/2ρAた
1/2=x.

すなわちylび =1.し たがつて、クはヒルベルト・シュミット内積の意

味で等長写像になつている。

び|△ABびX=1/1△ス。(X燿
1/2。

13)ρ推

=ルF(%B(χほ
1/2。

13)ρttρttρスL(燿 1/2。 13))

=σ■χρ五
1=△

AX・

すなわちび|△ABy=△ス.

7.■ Uに関する単調性 (57)の証明

√(1/71χ
y)≦ 1/7+ノ (χ )び

l1/の値域が、一般には、元のベクトル空間アにはたらく行列全体の空間

M(7)よ りも小さい空間M(7),(7⊂ y)になること力ヽ 等式ではなく

不等式になる原因であることに注目しよう。Pを M(7)からM(7)へ
の射影とすると、χ CM(7)に対してPXPc y(7)と 見なすことが

でき、しかもPび はM(7)に対する等長写像と見なせる。したがつて、

ノ(び
IP(PXP)Py)=び 十Pノ(PXP)Pび

‐

が成 り立つ。次に不等式 ノ(PXP)≦ P∫(X)P(す く
゛
後に証明する)を

右辺に適用すれば

∫(ylPXPy)三 び†Pノ(PXP)Pび ≦び†P∫(X)Pび

16



となり、Pの定義からPy=び なので、(57)すなわち∫(び
†Xy)≦

l1/十 ∫(X)び が示せた。

不等式∫(PXP)≦ P∫(X)Pの証明

M(7)の直交補集合への射影を9=1-Pと すると、次の2つの等式

が成り立つことは、射影の性質から直ちに分かる。

ノ(PXP+OXO)=∫ (PXP)+∫ (OX9)

(P+O)X(P+O)+(P-0)X(F-9)=PxP+。 xO・
2

ここで、P+O=1を用い、ユニタリー演算子S=P― Oを定義して、

第2式を書き直すと

χ±
井

旦=PXP+OXO・

となる。ここではじめてノの凸性を用いる。

∫(PXP+OXO塁 〆
考

型
)≦

∫に )+∫(SX0
2

=  =Pズ η P+0ズnO

上記の等式でSのユニタリー性を用いた。さらに両辺をPで挟めばo
のついた項が落ちて、  '

Pノ(PXP+OX9)P≦ P∫(X)2

左辺が∫(PXP)に他ならないことを見て、証明が完了する。

7.2 -log Xの 凸性

まず、分の凸性

≦p姜 +。 一D与   0

を示す。X=1の場合戸ぜ号ァ ≦p+(1-2)ウ は、非可換の演算子が

ないので普通の関数として証明できる。yを χ
~1/2yx-1/2に 置き換

えると

≦pく1つ

両辺をX~1/2で挟めば (57)は見える。

次に対数の積分表示

―bgX=I"剣島 一島l
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において、X→ PX+(1-plyと 置き換えて

一bglPX+0-勁 η =J∞ 剣
赤 #証 雨

―
TI可 l

としたものと

一plog X=J∞ ″レ島
一pilil

く1-勁 bgy=J∞
彎

―勁出
―。一DTI可 l

の和

J∞
の島 +に一勁島一

TI再 l

の被積分関数に不等式 (57)を適用すれ:よ 右辺は

≦
J∞
剣再#再雨―丁キブ=二 bまメ+0-めη

と評価されて証明完了。       '

7.3 不等式の間の関係

いろいろな不等式が紹介されて証明されたので、それらの論理的関係を

整理しよう。

7。4 F(ρ ,ε)≦ F(ρ ,ε (ρ))の証明

1.エンタングルメント忠実度F(ρ ,ε)についての等式

F(ρ ,ε):=F(IR9),ρ
R′ 0′

)=(ROlρ
F°

′
IRO〉

において、わOの純粋化IR② は

IRO)=(ιL Θ√磁2)1協)

い)=ΣりF∂

と明示的に与えられる。こ手に、最大にエンタングルした状態 lm)は

技術的に導入されている。実際、

TrRIRO)(Rq=TrR[llIR Θ♂ %lm)(π14Θ ttЛ

=√%Σμか。出 ♂ =√a9嗚√ =ρ
q



2.(58)式の右辺を評価 しよう。

(ROレ
R′ Q′

障0)=(m14Θ 嗚 拓 ο・ρ
R′ °

′
・臨 Θ

～
炉 %lm)

=TrOl喝 拓 。TrX4ρ R′ O′
臨 )ν

/7%l

: rrqlu[J I pa' J poua] : TreJ I pa' v@ < lT'e

3.1と 2を合わせると。不等式 F(ρ ,ε )≦ F(ρ ,ε (ρ))が証明される。

最後に、証明された不等式の論理関係をチャートにしてまとめる。

ν7ρ Q′ νm2
=:F(ρ

O,ρ°
′

)
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相対エントロピーの単調性

S(■‖3)≦ S(スσ‖βO)

条件付きエントロピーの単調性

S(■IBσ))≦ S(■IB)

強い劣加法性

S(■,3,C)+S(3)≦ S(ス,3)+S(B,σ )

S(■,3)≦ S(■)+S(3)

三角不等式

S(■,3)≧ IS(■ )一 S(3)|

など

上から下の不等式が導かれる
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