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この章では、量子操作の重要な応用例をいくつかあげよう。まず、量子

操作をまとめておこう。

量子操作 Aと は量子状態ρからA(ρ)への写像で Kraus表 示をすれば

A:ρ け 〆=Σ ス.ρス
1・      (1)

ただし、Kraus演算子 スれはユニタリテイーに起因する関係式 :

Σ魂スれ=1        。)

を満たすものとする。このために、写像 Aは跡を保存する。

TriA(ρ)l=1・                (3)

このとき、POVM、

E"=スちス。           (4)
を用いて、測定結果覚を得る確率は

2=rriEれ』           (5)

で与えられる。

ここで、重要な項目を追加 しよう。測定後に測定器の目盛 りが 12)を 指

していたのであれば、量子状態は

ρ→スn〆お         い)

に遷移する。さらに跡の保存を要請すれば

ρ→
赫

・   0

この最後の項目が波束の収縮仮説に近いので、この量子測定理論もコペン

ハーゲン解釈の範疇にあるのだろう。上記の状態ρを、測定器の読みπを条

件とした状態と解釈できる。

標準的な量子力学の教科書に書かれている射影測定を、一般測定理論の中

に位置づけよう。射影測定に対応する、Kraus演算子の例を示そう。
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と選ぶ。ユニタリテイー:ス
:■0+4■1=1は容易に確かめられるだろう。

今の例では、測定器の読みが 0に対応するKraus演算子が■0なので、系の

終状態は

       ρ′=ス。ρl古 ∝
(:|:)         (8)

すなわち、純粋状態 10)(01に なる。これは、波束が 10)に 収束したことを示す。

敷行すれば、従来の測定公理 (3)の波束の収縮を、一般測定理論では、

測定器の読みを条件付けとしてKraus演算子が限定されることとしている。

1 量子操作に関する不等式

量子操作 Aに対して、以下の不等式が成り立つ。

(1)相対エントロピーは、量子操作 Aをすると減少する。つまり、量子操

作を行うと二つの状態の区別がつきにくくなる。

S(A(ρ)|IA(σ ))≦ S(ρ llσ)             (9)

(証明)前章で証明した相対エントロピーの単調性 :

S(TrB(ρ A3)|lrrB(σス3))≦ S(ρAB‖σAB)

において、ρスB→ 48=びρスΘ10)3(01び
|,σAB→ σttB=びσA Θ

10)B(Oμ
lと 選ぼ う。左辺 は、量子測定モデルか ら、TrB(ρ気3)=A(ρA),TrB(σ 気3)=

A(σ■)なので、S(A(ρス)|IA(σA))に等しい。右辺を計算すると、S(ρttBIlσ先3)=

S(ρ気|lσ気)と なるので証明完了。

(2)相互情報量は量子操作 Aをすると減少する。量子操作の悲観的側面を

表す。

S(A(ρ):A(σ ))≦ S(ρ :σ)            (10)

(証明)

強い劣加法性 S(■ ,3,θ)+S(3)≦ S(■,3)+S(B,θ )の両辺に S(ス )

を足すと

S(■,3,C)+S(3)+S(■ )≦ S(■,3)+S(B,θ)+S(■) (11)

となり、これに対して以ス)+S(3)=S(ス :3)+S(■ ,3)ヽ S(B,σ)+

S(■)=S(ス :B,C)+S(■ ,3,C)を用いて、

S(■ ,3,θ)+S(ス :3)+S(■ ,3)≦ S(■,3)+S(ス :B,C)+S(■ ,3,θ )

(12)
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図 1:量子操作と状態区別

を得る。両辺にある同じ量を相殺すれば相互情報量の単調性 :

S(ス :B)≦ β(4:B,σ ) (13)

を得る。ここから後は、上記の相対エントロピーに関する定理の証明

と同様である:σ =10)c(01に 限定すれば S(■ :β)=S(■ :B,C)

が成り立ち、相互情報量がユニタリー変換びに対して不変であること

S(ス
′
:B′ ,σ)=S(■ :B,C)に注意すれば、

S(■
′
:B′)≦ S(■′:B′,σ

′
)='(■ :B,C)=S(■ :B)。  (14)

(証明完了)

χ(A(ρ))≦ χ(ρ )

ただし、

χ(ρ)=S(ρ)― Σ].2S(2)

ρ=Σぅ2o

は Holevo量 と呼ばれるもので、量子系を測定することによって得ら

れる最大の古典情報量であることが次の節で示される。

ホレポ量の量子操作に対する単調性 (15)を 見るには、ホレボ量を相対エン

トロピーの形、

χ(ρ)=S(ρ )一 Σづ2S(2)=Σ
`五

ル[a bga― a10gJ〒 Σ2S(alレ)

に書けば、相対エントロピーの単調性 (9)か ら直ちに導くことができる。

はじめの二つあ不等式は、量子操作によって状態の区別がよりつかなくな

ることを意味する。

2 Holevo限界

状況設定を説明しよう。アリスが、確率p.で状態ルを用意して、それ

をボブに送る。ボブはそれに対してPOVM{島 }を行い、古典情報y={ν
}

(15)
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を得る。その時、yを知ることによるX={″ }についての古典的知識量、す

なわち古典的相互情報量 Sd(X:y)の上限がHolevo量で与えられることを

示そう。(添字 clは classicalす なわち、古典的な量であることを示す。)

定理

島ι(χ :y)≦ χ(ρ )

等号成立は

レ.,ρ.′I=0,路 ,κ
′       (17)

すなわち、状態たち ρ"が
すべての

“
に対 して同時的に用意できる。

左辺は yに依存するが、右辺の上限は依存 しないことに注意 しよう。

(pr00f)

まず、考えている系をP(状態準備のために必要な古典情報 Xが書き込ま

れている)、 0(送る量子状態)、 ν (実験結果に関する古典情報 yが書き込ま

れている)に分けて考えよう。初期状態全体を記述する密度演算子 ρ
PCMを

ρP°M=Σ p.D← IΘ ρ・ΘO倒     (10
と置く。メータの初期値を 10)(01と してある。量子操作Aは、アンダーライ

ンを引いたoと ν だけに働くとしよう。すなわち、

Aco D倒)=Σスυσスl Θ ttω l。

υ

次の不等式を示すことができる。

S(P:0)=S(P:9,ル f)≧ S(P′ :0′ ,M′ )≧ S(P′ :fИ
′
)・

(16)

(19)

(20)

一番左の等式はMが純粋状態なので自明。最後の不等式は相互情報量の

単調性 S“ :B,C)≧ Sに :B)か ら来る(こ れは強い劣加法性と同等)。

ただし、ここにS(P′ :α ,M′ )な どは、量子操作後の密度演算子ρ
P′ O′ M′

を用いて定義 したものである。

ρP′°′M′ =A(ρ
PCM)=Σ〕p・ |″)("|● スυρπス:Θ lν )(ν l・  (21)

0,υ

これか ら

ρ
P′ M′ =TrOレ P′°

′
M′l=Σ ρ″ズνlal同 01Θttu=Σ ズらの同 ol釧めu

r,υ

υ勾



を得る。ただし、POVM 島 =ス:スυに対して、

P(ν l“ )=TrIEυρ.1         (23)

は、状態が
"で

あるときにνという測定結果を得る「条件付き確率」である。

ベイズ則 P,P(ν lπ)=P(2,ν)を用いると、結合確率 P(π ,ν)と 関係がついて

(22)式の際右辺を得る。 従つて、

S(P′ ,ν
′
)=S(ρ P′ M′

)=― Σ .,υ
p(“ ,ν)10gp(",ν )

=:島1(X,y).

以上の準備のもとに定理を証明しよう。

不等式 (20)の 際右辺は S(P′ :ν′)=島ι(X:y)。
~方、不等式 (20)

の際左辺は

'(P:O)  =S(P)+S(0)一

S(Σ .″bl“ )(″ IΘ ρ.)

=S({場 })+S(ρ )一 IS({L})+Σ αLS(ρ″)l

=S(ρ)一 ΣaprS(ρ.)=:χ (ρ )・

(証明終)

2.l  Holevo限 界 の例題―-l qubit

初期状態が密度演算子 ρ、

ρ=2o10)(01+p+|+)(十 1

pO十 pl=1

によってと与えられるとしよう。ここに、|+)=P例事
は、もう1つの状態

10)と 直交していないところが、この状況設定のミソである。 この量子系の

測定を行うPOVMを

Eo=10)(01,El=11)(11

と選ぼう。この演算子の添字 0,1は それぞれ測定器の読みに対応 している。

状態準備に要する古典情報は、状態 10)を 用意する確率 ρOと 状態 |+)を

用意する確率 p十 を合わせた、X={pO,p+}である。他方、測定を行つて得

られる情報は測定理論の公理から確率 :Tr(ρ助 )=ヵ 十午 ,Tr(ρEl)=号

であるので、まとめてy={po+午 ,号 )と 書こう。さらに、用意された状

態 0,+そ れぞれに対応して、測定器の読みが 0,1である結合確率は、Xy=

{poo=pO,pol=0,p+0=り ,p+1=り }である。入力 Xと 出力 yに関する



古典シャノン情報量とそれらを合わせた結合事象に対応する結合情報量は以

下のようにあたえられる。

S(X)    =― po10gpO― 毎 10gp.

S(y)=― lpo十 撼→10glpo+告 )一 号bgサ

S(X,y)=―po 10gpO― サlog号 一号10g争

したがつて、この測定で獲得しうる相互情報量は

S(Xly)=―p+10gp+十 七bgサ ー(力 +句→10g(po+サ )

=一p+bgp++争 10gサ ー(1-均→10g(1-午 )

となる。

この相互情報量がホレポ限界 :

l     
χ=―Tr(ρ log ρ)==λ +10g λ+一 人_log λ_,

λ土=1土
yl_独

 崎 度演算子の固有0

より確かに小さいことからホレボの定理が確認される。

i演習間周 直交した2状態の混合 :

ρ=po10)(01+pll+)(11

po+,1=1

の場合に相互情報量を計算し、それがホレボ限界に達していることを確認

せよ6

2.2 シュテルン・ゲルラッ八実験を測定モデルと対応させる

スピンの初期状態lψ)=αp)+β 11)が準備されたとしよう。 シユテルン・

ゲルラッハ装置において、経路の状態 (上、下)を測定器の状態とみなす。終

状態に10)選ぶKraus演算子を為,11)選ぶKraus演算子をム とすれば

ん =p)(q

■1=11)(11

であり、それぞれのPOVMは

E。 =ス:為 =p)(q

El〓 五l■1=11)(11

である。ユニタリテイス:為 +■1■1=Eo+El=1は 容易に見て取れる。

|、 .贔L遮達S■
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図2:量子テレポテーシヨン

シュテルン・ゲルラッハ装置の働きによる状態の変化ρ=lψ )(ψl→ 〆は

〆=■oρス:+■ lρ■1=αttg(lα 12,lβ
2)

となる。一方、測定器の読み (経路の上下)の確率は

p上 =lα 12

PT=lβ 12

となる。ホレポ量は初期状態が純粋状態であることから

χ=―Trlplog』 =0・

相互情報量は

S(X:y)=S(X)+S(y)― S(X,y)=o+(― lα 121。g lα 12_lβ
21。

g lβ
2)_(_lα

121。g lα 12_lβ
21。glβ

2)=

となり、今の場合一致する。

3 量子テレポテーション

アリスの状態α10)■ +β 11)ス を、(α ,β cCの値を知ることなしに)別

の場所にいるボプの位置に再現することを目標とする。そのためにアリスと

ボブが、EPR対

ギ号鵬の・ΘI⇒ L一 |⇒ .ΘぃJ
を共有する。全体の状態は

ギ号
僻D.年副⇒Alllの■ΘI⇒ B― |⇒ハΘOJ   Oつ

となる。簡単な式変形で、この状態は

lψ〉:=lψ l)(a11)3,β lo)3)+lψ2)(α11)B+β 10)3)

+lψ3)(~α 10)B+β 11)3)+lψ4)(~α10)B一 β11)3)

デ

／

(24)



と書き直せる。ここに、

し⇒=洗 ‖の・ 麟A十 1⇒ス|⇒劇,l●2)二
島

]の・ 6ス ー|⇒ AI⇒J

め =携 ‖⇒Apス +DAI⇒ J,レ⇒ =洗 Ⅲ0411ン ー |⇒・ OJ

は Bell状態 と呼ばれる互いに直交する状態である。

ここで:ア リスが Bell状態を測定するとしよう。例えば、lψl)であつたと

しよう。すると、第 3公理によリボプの状態は

α11)3-β10)3            (26)

に移行する。アリスはその結果をボブに古典通信 (例えば電話で)で知らせ

る。上の例だとlψl)であつたとボプに知らせる。ボブは、その情報に基づい

て、ユニタリー変換 Jzσrを行えば、ボプの状態は

α10)B tt β11)3 (27)

となり、アリスのところにあつた初期状態と同じ形をしている。他のBell状

態の場合も同様である。

このプロトコルのポイントは、ベル測定の結果を古典通信で知らせると

ころにある。この情報がなければ、ボプの状態を正しくα10)B tt β11)3に す

ることはできない。

プロトコルをKraus演算子九 |=1,2,3,4で表現しよう。

■1=lψl)(ψ ll Θ σ″σ・

■2=1傷 )(ψ21Θ %
■3=lψ3)(ψ31Θ σZ

A4=lψ l)(ψ41Θ l

実際、

DeSVI<rt'1t! : tn8 (al0)s + gll)aXa.(0la + 9. $le) (28)

となる。アリスの状態は完全混合状態■■になることに注目しよう。ボブに

量子情報が正確に送られた代償にアリスの状態は分からない状態になる。ま

た、ユニタリーテイー :

ΣE■|ン化=1・

も容易に確認できるだろう。

量子テレポテーシヨンのように、局所的なユニタリー変換と大局的な古典

通信の組み合わせを、LOCC(Loca1 0peration and Classical Colnmunication)

という。

(29)



4 マスター方程式― Lindblad form

統計力学において、密度演算子の時間発展を問題するときによく用いら

れるものにリンドブラッド型のマスター方程式がある。これは、相互作用の

働 く時間が短 く、ある量子操作と次のものが独立であると言う意味でマルコ

フ的であることを仮定している。これを、Kraus表示の観点から導出しよう。

Kraus演算子を

N-1

■0:=1,,怪
]LiZλ

■1:=、″ιた。

と選ぼう。

7が小さい時には、ユニタリ‐テイーの関係

■:■o+Σ■!ム 〒1+ο(γ
2)

を近似的に充たす。

時間τ後の状態は量子操作によつて

Ⅳ -1

剤
TコtЮず

割の打ン°4~5西ザ
L潮

111
となるので、マスター方程式 :

#=コ μ
`メ

!― :{ZILを
,ρH     00

を得る。系固有のハミル トニアン∬がある場合は上記の方程式は

多
=―づ[1,』」

コ
μ・

メ |― :{L:Lを
,ρH   05)

となる。

Kraus演算子と被測定系と測定器系の間の相互作用によるユニタリー演

算子 びの関係が

ん =(づ |び10)=√ιぅ (36)

録鵬

`∫

」i:賢漁島I軟こ寂鰊 糧隠riF粧ふhら
ない。

〔演習問題]マ スター方程式の応用としてl qutの場合を考えよう。簡単

のためにハミルトニアンを0と し、Lindblad演算子 Lぅ をιJ=お 、と選
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ぼう。

弊=西μうρ」―:{LILを
,ρ】・ (37)

上の微分方程式を初期条件 ρ(0)=10)(01の もとに解 く。l qu比 の状態をブ

ロッホ表示 :

ρ=:μ +卜 司

をマスター方程式に代入すると、

ar

洗
=~κr

となる。積分すると、

r(t)=C~就r(0)

となる。与えられた初期条件のもとでは

"=ν
=0,Z=θ

~κt

となる。ブロツホ球面の北極から中心までの経路をたどるので、純粋状態か

ら完全な混合状態で終わるプロセスを表す。

5 不確定性関係

1927年にハイゼンベルグは、ガンマ線顕微鏡の思考実験から粒子の

位置の測定の誤差△9と それによる運動量への反跳 Apにはトレードオフの

関係△9Ap～ んの関係があるとして、この相補性を量子力学建設の指導原理

としようと提案した。その後、量子力学の標準的な教科書では、よく似た形

をしているが内容的には全く異なる運動量pの標準偏差σ(の と位置9の標準

偏差σ(g)に対する不等式σlp)σ(1)≧ ん/2が不確定性関係として紹介されて

来た。 しかし、これは初期状態に関する性質であり測定とば無関係である。

ここでは、小澤によるハイゼンベルグの不確定性関係の見直しを紹介し

11暴il覇L前の物理量スの値を (測定後の)メ ータ量Mの値で評価する

ときの誤差cに)を

c2(■):=<yt(loM)び ―■Θl)2>      (38)

と定義しよう。1同様に、上記の測定に伴う別の物理量Bの優乱η(3)を

η
2(3):=<び |(BΘ l)y_B③ l)2>      (39)

がち彎r裏彗警[淵遷槽:場運二源義1:甚爵鰐 憂
前の値,知

る目的で行う。した



と定義しよう。ここに、く..>は測定前の状態lψ)についての期待値である。

E:=l1/t(lΘ M)び ―■Θ l),D:=yl(BΘ l)l1/― BΘ lと 書いて、

0=ytIB Θ l,16 Mlび =lB Θl+D,■ Θl+El   (40)

=IB● 1,■Θl!+ID,ス ●ll+[BΘ l,El+ID,El

ここで三角不等式を用いると

|[D,ス Θ lll十 IIB Θ l,Ell十 IID,Ell≧ |:■,BII   (41)

を得る。一方、コーシー・シユバルツの不等式から得られる不等式

σ(D)σ (E)≧ llD,EII        (42)

などを用いると

σ(D)σ (■)+σ (3)σ (E)十 σ(■)σ(3)≧ llス,Bll     (43)

を得る。定義から、6(■)=σ (E),η(3)=σ(D)であることに注意するとハ

イゼンベルグー小澤の不確定性関係

C(■ )η(3)+η (3)σ (■)+C(■ )σ(3)≧ |[ス,Bll      (44)

に到達する。

左辺の第一項だけだとオリジナルなハイゼンドルグの不等式 Ю]に なる。

誤差と擾乱の他に測定前の状態のもつ量子揺らぎσ(■ )、
σ(3)に依存する。

小澤の不等式においては、測定における誤差と擾乱に関係に関心があるので、

初

電総電場皐薦箕」Jttξ蟄lょ に 角不等式 1臥 コーシーシツ シ ツ
否
等

式を3回用いていることからも分かるように)緩い不等式で、等号成立は自

[l[];|イ)卓ttιズλヌ芳条曇宴[濃護重電禁違λ栞曇糞意霞量
していることを示す実験が行われた 17,司。
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