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Abstract 

Since last two d田 ays，qu印刷minformation配 iencehas been deeply progressed in the宣eldof fundamen回I

interpretation of quantum physics as well as its application and realization of quantum devices. We have 

searched some introductory part of quantum physics and quantum information配 ienceat the present 

status. We have checked how to realize quantum entanglement and teleportation. Quantum entanglement 

is e玄pectedto be most fruitful phenomena utilized in the field of quantum cryptography. 
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~ 1 はじめに

科学技術の発展は、コンビュータの高速化、通信量の増大

など情報化社会にますます影響を与えている。 2020年頃ま

でには現在使用されている素子の大きさがその素子の古典

的動作原理の限界を迎えると予想されている。量子論により

物理資源を利用する新しい情報処理技術への移行が検討さ

れてきている。量子情報科学は、量子力学の原理に基づいて

情報科学を研究する分野で、今日、急速に発展しつつある。

この分野では量子コンビュー夕、量子暗号、量子テレポーテ

ーションなどの研究が行われている。特に、これらの分野に

必要不可欠な物理的資源となるのが量子エンタングルメン

ト状態と呼ばれるものである 1.2)。量子情報科学において重

要な量子エンタングルメントがどのように定義され、どのよ

うにそれぞれの分野に使用されているのかについて調査・検

討したので報告する。

~ 2 量子情報科学における基本概念

まず量子情報科学を理解するために必要な基本概念を取

り上げて説明していく。

2. 1 波動力学

座標ベクトルをr= (x，y，z)、時間をtとしてポテンシ

ャルV(r，けから導かれる力

F(r，t)二 -gradV(r，t) 2.1一(1)

の場の中で時間発展する質量mの粒子の振る舞いは、波動

関数If/(r，t)として表される。この関数は、一般に時間を含

むシュレーディンガ一方程式

(云山(rt)}v(r Mjv(r， 

2.1一(2) 

の解として与えられる。{}の中をハミルトニアン演算子

Hで表すと、
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HI//(川 2.1一(3) 

となる。時間を含まない定常状態に対するシュレーディンガ

一方程式 (time-independent Schrodinger equation)は、

波動関数を ぜ

s 
l//(r，/)→ ψ(r)exp(ーi::-1)とし、粒子のエネルギーをε

h 

とすると、

Hψ(r) =印(r) 2.1一 (4)

と表される。波動関数の絶対値の2乗は、粒子が存在しうる

全空間で積分が 1に規格化されているとき、ある時刻tとあ

る位置rにおける確率密度を表す。

2. 2行列力学

シュレーディンガ一方程式の波動関数Vは、行列表記で

ヒルベルト空間内のひとつの列ベクトル(状態ベクトル)と

して表されデイラックの記号で表記すると、 Vは11//)と

書ける。その方法は、まず無限次元の lつの完全規格直交系

で波動関数を展開し、完全規格直交系の係数と単位ベクトル

で表現する。その単位ベクトルを基底ベクトル併とすると

ao 
a1 

11//)= 

a
n 

。
。 2.2一(1)

+αl 。。

=α。|仇)十。llol)+

=Lanl仇)
n 

となる。との状態ベクトルはケット・ベクトルといい、とれ

と複素共役なベクトルはブラ・ベクトルと呼ばれ、(1//1と

書き、行ベクトルとなる。数式によるブラ・ベクトルとケッ

ト・ベクトルの関係は、

(1//1=い)y 2.2一 (2)

となる。ととで、 fは複素共役をとり、転置行列にすること

を示している。

2. 3量子ピット

従来の情報科学では全ての情報を rOJか r1 Jの2つの

状態で表現している。この情報を担うのがビット (bit)と

呼ばれるもので、物理的にはトランジスタのオン・オフ、メ

モリセル中の電荷の有無、ハードディスク中の磁性体が持つ

磁化方向などの状態を用いて表している。ビットはある瞬間

に rOJまた r1Jのどちらかの状態を取る。これに対して

量子情報科学では量子ビット (quantumbit)、あるいは略

して q ビットというものを用いる。量子ピットがとりうる

状態は、 rOJと r1 Jの2つの状態以外に、 rOJと r1 J 

の重ね合わせ(superposition)の状態がある。量子ピット

は、電子の上向きスピンと下向きスピンの 2準位量子状態

を持つ量子系で表すことができる。しかし、量子系は上向き

スピンと下向きスピンの重ね合わせ状態も表現できる。その

重ね合わせ状態は、 1量子ピットで説明すると、ある瞬間

に同時に上向きスピンと下向きスピンを持ち合わせている

ような状態である。また、光子の偏光の方向や励起原子の離

散的エネルギー準位など、任意の 2基底量子状態、の量子系

は量子ビットを表すことができる。その表記法は、ディラツ

クの記号を使って|仇)、 l杭)または、単に10)、11)と表

すことができる。重ね合わせの状態は、

I'P) =α10)+β11) 2.3一(1)

となる。 αとβは複素数であり、確率振幅である。ただし

|α1

2 

+Is21 = 1 2.3一(2)

と規格化されており、 |α12
は10)状態の存在確率で|β1

2
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は11)状態の存在確率である。量子ピット状態は2次元複素

ベケトル空間のベクトルである。特定の基底状態10)と11)

は、このベクトル空間の正規直交基底を構成する。とこで，

式2.3(1)は次のように書き換えられる。

、 θ1.....¥ irnθl 
1 '1') = COS ~ 10) + ei伊 sin~ 11) 2.3-(3) 

21 I 21 

。と qJは実数で、図 1に示すように 3次元単位球面上の

点で定義される。とのような球表現はポアンカレーブロ

ッホ球と呼ばれ、量子ピットの状態を操作(ユニタリ変

換)するとき、結果としてのその状態はポアンカレーブ

ロッホ球面上の運動として視覚化することができる。

10) 

11下

Fi~ 1. Visualization of qubit. Poincare and Bloch 

sphere. 

2. 4量子回路

古典コンビュータが論理ゲートからなる電気回路からで

きているのと同様に、量子コンビュータは量子ゲートよりな

る量子回路によって構成される。量子回路では時間に依存し

たシュレーディンガ一方程式に従う量子系を量子ピットと

して使用する。シュレーディンガ一方程式が時間反転可能な

ため量子回路は可逆回路でなければならない。そのため量子

ゲートは可逆ゲートで、入力と出力の端子数が等しくなけれ

ばならない。今日、世界中で様々の量子ゲートが開発されて

いるが、その中でも重要なゲートをいくつか紹介する。 1量

子ピットの基底状態は行列表現で表すと
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となる。また重ね合わせ状態は

~(~J 
2.4一 (2)

である。以下にそれぞれの量子ゲートの行列表示と回路記号

を記す。

単一量子ゲート・NOTゲート

x ~(~ ~J 
1'1')= alO} + s11}寸玄卜1'1')=fJ川 1)

Fig.2. Circuit symbol of NOT-gate. 

NOTゲートは基底の列ベクトルを交換する。

Z~(~ ~lJ 
同)=件桝~Iqt)=α10)-sll) 

F i g. 3. Circuit symbol of Z-gate 

Zゲートは基底状態/1)の符号を変える。

-アダマール CHadamard)ゲート

HすG~lJ 
1'1'阿中叫作い川山川)ドμ同川二刊吋吋α4桐i同0

β与~

2.4-(5) 

F i g. 4. Circuit symbol of Hadamard gate. 

アダマールゲートにより重ねあわせ状態が生成される。

多量子ビットゲート

も・制御 (Controlled)NOTゲート
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100  0 

o 1 0 0 
UCNOT = I 

CNOT -10 0 0 1 

o 0 1 0 
‘. 

IA)土 A)

IB) 4 IB Et> A) 

2.4ー (6)

相関が現れる現象のことをいう。とのときの複合系の状態を

エンタングル状態という。量子エンタングルメントは、量子

もつれ、量子絡み合い、または単にエンタングルメントとも

呼ばれる。

-純粋状態のエンタングル状態

部分系Aと部分系 Bから構成される複合系(複数の量子

対象を含む系)を考える(とこで系というのは、波動関数で

Fig.5. Circuit symbol of Controlled-Not gate. あらわされるような任意の量子力学的な状態である)。部分

基底凶)(以後、制御ビット)の量子ピットが10)ならば基 系Aの純粋状態を|孔)、部分系 Bの純粋状態を|九)と表

底IB)(以後、標的ビット)の状態をそのまま出力し、制 すことにする。どのような|ι)、|九)を用いても複合系

御ビットが11)ならば標的ピットIB)の状態を反転させる。 の純粋状態1!fI)を

~ 3 量子エンタングルメント

3. 1 量子エンタングルメントの歴史

1 935年アインシュタイン (A.Einstein)はポドル

スキー (B.Podo 1 sky)、ローゼン (N.Rosen)と連名

の論文を『フィジカル・レビュー』誌(アメリカ)に発

表したの。これは量子力学の量子エンタングルメント

状態が局所性を(ある意味)破るので、相対性理論と両

立しないのではないかと量子力学の記述の不完全性を

指摘した。この論文の中の思考実験はEPRパラドックス

として知られている。 19 5 1年にボーム (D.Bohm) 

はEPRパラドックスを離散的な 2値のエンタングル状態

で表現した 4)。その後ベル(].S. Be]J)はボームの分析

を深く研究し、 1 964年に局所性に関する不等式を作

り上げ発表した 5)。とれはアスペ (A.As pec t) 6) らによ

る1982年の EPRパラドックスの解決に繋がり、 エ

ンタングルした状態は量子力学の基礎の研究に不可欠

な要素となっている 7.8)。

3. 2 量子エンタングルメントの定礎

量子エンタングルメント (QuantumEntanglement)と

は、複合系がそれを構成する個々の部分系の量子状態のテン

ソル積として表せないような状態にあるときに、非局所的な

1!fI)=1ι)0IoB) 3.2一(1)

と、テンソル積の形で表すことができないとき、 1!fI)はエ

ンタングル状態であるという。

ここで、純粋状態とはある量子力学的な系の状態が正確に

わかっている状態である。これに対して混合状態とは純粋状

態ではない状態のととを言う。

また、テンソル積(②)とは任意の 2つのベクトルを内

積や外積のように掛け合わせるのではなく、普通に等分配則

によってかけあわせたものである。よって新しい基底状態が

生成され、大きなベクトル空間となる。つまり複数の状態が

組み合わさってひとつの状態となる。

-混合状態のエンタングル状態

純粋状態の場合と同様に、部分系Aと部分系 Bから構成

される複合系を考える。 A、Bの混合状態を密度行列 ρA、

ρBで表すことにする。複合系の混合状態ρが、

ρ =LPiρ~0ρ; 3.2一 (2) 

の形で表すことができないとき、混合状態ρはエンタングル

状態であるという。

3. 3 具体的な量子エンタングメント状態
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量子エンタングルメントとは複数の量子ビット聞に形成

される量子力学特有のもつれ合い状態である。まず、量子ヱ

ンタングルメント状態を作るために量子ビットを用意する。

以後、 2準位状態からなる量子系として光子の横偏光と縦偏

“ー

光を使う。その量子ビットをIH)， !V)で表す。二個の光

子AとBを用いて量子エンタングルメント状態は数式で

Iw)=封H)A!V)B +1め川) 3.3一(1)

と表される。これは、 IH)AIV)BとIV)AIH)Bの重ね合

わせ状態となっており、テンソル積で表すことができない。

そのため、 AとBの量子ビットを分離できない。また、 Aと

Bのどちらか一方を観測すると、 IH)になるか、 IV)にな

るかはまったくのランダムであるが、両方を観測すると、 A

がIH)なら、 BはIV)に、 AがIV)なら、 Bは¥H)となる。

このように観測により一方の状態が決まれば、瞬時に他方の

状態もきまる性質を量子相関という。つまり量子エンタング

ルメシトは各量子ビット聞に量子相関が存在し、かっ分離で

きない重ね合わせの状態である(図6)。さらに、量子エン

タングルメントには非局所性という性質がある。乙の性質は、

エンタングル状態に空間的な制限がないというととで、例え

この 2つの光子が 100万光年離れても成立する。言い換え

ると波動関数が空間的に無制限に広がってもいいというこ

とである。しかしことで注意しなければいけないのは、 Aの

光子の状態が決まり、一瞬にしてBの状態が確定されるから

といって意味のある情報が光速を超えて伝わっているわけ

ではないということである。

Fig.6. Relation between quantum correlation， 

entanglement and superposition. 

3. 4 量子回路によるエンタングルメントの生成

.2量子ピット・エンタングルメント生成回路

エンタングルメント生成田路はアダマールゲートと制御

NOTゲートによって構成できる。

A) 

B) 

IA)' 

IB)' 

Fig. 7. Circuit for generation of two-qubit entanglement. 

この回路を行列E2で表すと。 。
。。

E2 =JE 。1 。 3.4一(1)

o -1 。
となる。入力状態に対する出力状態は以下の真理値表で示す。

Table 1.τ'ruth table. 

lA) ¥B) I 抑)，

l防0叫) 1同防Oめ) I 去封~O)AI川川凡l同防凡0め仇)Bρパ+叶|ドl川 ) 

|防0め)¥1防1功) I 去封~OL川山山山A\ρ川凡\1川凡1り山)Bレ川W川B+¥川B+ ¥1)叶叶哨¥1川lり川)A¥川A¥川|同0

|川1)¥同防0的) I 古封1め凡引州馴A¥川川|同川0め札肘州)Bレ)B-¥1州B-¥汁A一イ引判¥1川1)馴)A川山A¥ρ川¥1川1)B) 

11) ¥1) I 方却1川 -¥ 川

3. 5 具体的なエンタングルメントの生成法

このエンタングルメント粒子対をつくるための生成法に

は色々あり、それぞれに長所、短所がある。一般的にはこの

エンタングルメントは環境からのノイズに非常に弱く、その

ままでは瞬時に崩壊してしまうため、今のところ特殊な実験

環境の中でわずかな時間しか使用する乙とができない。そこ

で現在は一般の環境下でも壊れにくく純度の高いエンタン

グルメントの生成技術、大量の薄い(弱い)エンタングルメ

ントをもとに少量の純度の高いエンタングルメントを長時

間保存する技術など、色々な提案と実験が行われている。
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具体的な伊jとして、現在、有力な生成法として次のような

ものがある。

・パラメトリックダウンコンパージョン (paramet r i c down 

convers ion) 

ホウ酸バリウム♂ような光学的に非線形な性質をもっ結

晶に uvレーザー光をぶつけた場合、一つの光子が波長の長

い二つの光子に分裂するととがある。これをバラメトリック

ダウンコンパージ、ョン (Paramet r ic Down Convers i on)という。

波長が長くなるのはエネルギーを一定に保つためである。ま

た、分裂したそれぞれの光子は、ポンプ光の入射肝レーザ

一光を軸として、運動量を一定に保ったように、 対称的に

二つの円錐に沿って飛んでいく o 特に、二つの円錐が交わ

るととろでは、二つの光子を区別できない絡み合いの状態に

ある。とのエンタングメントした光子対については偏光が互

いに直交していることは分かつているが、それぞれの偏光角

が具体的にどうなっているかを知ることはできない。このよ

うにしてエンタングルした光子対を作成する。

3. 6 エンタングルメントを応用した情報技術

エンタングルメントを応用した技術には、量子テレポーテ

ーション、量子暗号、量子コンビュー夕、量子計算など、す

でに多くのものが知られている。中でもとりわけ量子テレポ

ーテーションは、単独で機能するのみならず、高度な情報処

理を行う量子ネットワークや量子コンビュータを構築する

基本要素としても必要であるため、特に重要な基盤技術とし

て重要視されている。

!i 4 量子テレポーテーション

暗号分野では、情報の送信者のことをアリス、そして受信

者のことをボブと呼ぶのが慣例となっている。ここでは、量

子テレポーテーションを用いてアリスがボブに情報を送信

する手順について見てみる。

いくつか注意すべきことは、量子テレポーテーションを用

いても「光速」を超えた情報通信を行うことはできないとい

うことである。確かにEPRペアを用いた量子的な通信手段で

は瞬時に伝わるが、量子テレポーテーションを完了させるに

は、インターネットや電話などの古典的な通信手段を併用す

る必要があるためである。

量子テレポーテーションは情報の伝達形態のことである。

一般的に情報転送を考える時、電子メールにしても何にして

も、情報の発信側に情報を残しておくことができ、受信側に

オリジナルのコピーを転送している状態といえる。ところが、

量子力学を基礎とする量子状態は原理的に、オリジナルの情

報をコピーしておく乙と(クローンの作成)はできず 9)、片

方を消して、片方を残すことになる。乙のような意味でテレ

ボーテーションと呼んでいる。

4. 1 量子テレポーテーションの流れ

Fig.8. Basic building blocks of quantum teleportation. 

.手順

① 量子もつれ状態にある量子AとBをアリスとボブに配

布する。

② ア1)スは、自分の転送したい量子の状態ψを同時測定

(以下ベル測定という)する。注意することは、量子A

とBをベル測定することにより、両者の相対関係を測

定するのであり、量子力学的な重ね合わせの性質を持つ

量子を測定してある確定した状態を測定するのではな

し)0

③ アリスはベル担IJ定結果を古典的な通信手段を用いてボ

ブに伝える。

④ ボブはベル測定結果に基づいて量子 Bを操作する。と

の操作によりボブの量子 Bの状態は転送元の量子ψの

状態と同じとなり転送が完了する。

-数式による説明

①転送したい量子状態Xは一般的に

lo)x =αIH)x +βIv)x 4.1一(1) 

量子もつれ状態A、Bは、

IIf/)AB =古川H)B-IH)川) 4.1一(2) 

全体をひとつの量子状態としてみると、
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lc) X4B = lo) x 01w) AB 
=TIH)x +βIv)x} 

0{古川H)B-IH)川
=知的xl凡IH)B-IH) xlH) A/V)J 

+会1門xlV)A!H)B -!V) xlH) AI凡)

4.1一(3)

となるが、この状態は量子AとBは量子もつれの状態だが、

量子Xと量子A，Bは量子もつれの状態ではない。

②ここで、変数変換を行う。

/'I'+)X4 =却V)XIV)A+IH)xIH)A) 

/'I'-)X4 =会~v)xlv)A -IH) xlH) J 

/<1>+)X4=封川H)A叫 IV)A) 

|φ-) x4 =却附)A -IH) xlv) J 

↓(変数変換)

IV)川=方いん+1'I'-)X4)

IH)xIH)A =方('1'+ ) x4 -/ '1'-) x4 ) 

IV)xjH)A=封φ+)XA+Iφ )X4)

IH)川=方いん-1φ)X4) 

4.1-(4) 

4.1一 (5) 

これを (3)式に代入すると、

lc) X4B = ~ 1'1'+)訓仰IH)B一αIv)J

す|凡仰IH)8+α|凡)

中<1>+)X40ヤIH)B-sIV)B) 

-~Iφ)訓仰IH)B +β|凡)

4.1一(6)

となる。変数変換で量子XとAの基底系を作るという乙と

が現実のベル測定にあたる。こうしてアリスは4つの基底系

V士、 φ± を観測し、その結果をボブに伝える。

③ボブはこの測定結果に応じて状態Bを変換する。例えば

1'I'+)X4なら、 IH)とIV)の振幅を交換し、さらに/V)の

振幅に位相πを与える。

ヤIH)B-aIV)B) 
コいIH)B-βIV)B) 
コ(α!H)B+β!V)B) 

1'I'-)X4なら、 IH)とIV)の振幅を交換する。

ヤ!H)B+α!V)B) 
コいIH)B+βIV)B) 

1<1>+ )却なら、 Iv)の振幅に位相πを与える。

いIH)BーβIV)B)
コいIH)B+βIV)B) 

|φ-) x4なら そのままにする。

いIH)B+βIV)B) 
コいIH)B+βIV)B) 

なお、具体的な変換は光の複屈折媒質による常光線と異常光

線の分離を利用する 10)。

こうしてボブの量子ビットの状態は、転送元の量子状態と等
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E(QS +RS +RT -QT)ニ LP(q，r，s，t)qs 

+~エ=p(匂q，川け

+LP(匂q，r，s，tけ)

一LP(q，r，s，け

二 E(QS)+ E(RS) 

+E(RT)一E(QT)

しくなり、テレボーテーションが完了する。

量子エンタングルメントは古典物理学と量子力学の本質

的な違いを数学的に証明するにあたって、重要な役割をはた

Bel Iの不等式S5 

す。アインシュタイン、ポドルスキーおよびローゼンは量子

力学の非局在性に対し疑問を持ち、その 2つの粒子聞に隠れ

た変数があるのではないかと考えた。これに対して Bellは、

もし隠れた変数が存在するとしたら成り立つはずの不等式

5-(4) を導出した。逆に言うと、この不等式が敗れていれば量子力

式5-(3)より、 Be11の不等式学における非局在性が証明されたことになる 11)。

5-(5) E(QS)十E(RS)+ E(RT) -E(QT)壬2まず第 1ステッブとしてある思考実験を行う。

を得る。チャーリーは2つの粒子を用意しアリスとボブに送る。ア

これを量子力学によって記述つぎに第2ステップとして、リスはとの粒子に対して 2種類の測定を行い、その測定を Q、

する。Rとし、値は+1か-1のどちらかをとる。ボブも同様に設IJ

チャーリーは次のような 2つのエンタングルした量子ビ定を行い、その測定を S、Tとする。実験のタイミングはア

ットを用意し、それぞれアリスとボブに送る。リスとボブが同時に行う。つまり、自分の測定によって相手

5-(6) I~)=却州B 一|川乙こで

QS+RS+RT-QTなる量に関して以下の代数的計算

を行う。

の測定に影響を 与えないようにする。

2人は次の観測量の測定を行う

5-(7) 

も
A

J

-

n

u

-

-一2
X

一一2

7

勺一

B
7

二

Z
一

S

T

 

L

X

 

Q

R

 

QS+RS+RT-QT = (Q+R)S +(R-Q)T 

R，Q =:!:lなので

QS + RS + RT -QT = :I2 
次に p(q，r，s，t)は測定前にシステムが

Q=q，R=r，S=s，T=tの値をとる確率であるとする。

E(-)が平均値を表すとすると

5-(l) 

式は

これら観測量に対する平均値を量子力学の記号oで書く

5- (2) 

となる。

と

(QS)二土，(RS)=土 ，(RT)=土 ，(QT)ニ土、fi'\~.~ /. .J2' \~.~ / .J2' \~~ / -.J2 

となり、 したがって

E(QS + RS + RT -QS) = LP(q，r，s，t)(qs十加rt-qt) 

壬LP(q，r，s，t)x2

=2 
5-(8) (QS) + (RS) + (RT) -(QT) = 2.J2 

となる。5- (3) 

との結果は Bellの不等式を破っている。すると思考実験

のどこかに誤りがあったと考えるしかない。それは以下の 2

点である。

また

物理的性質が、観測とは独立に存在する確定した備を1、

持つという実在性の仮定。

アリスの行う測定が、ボブに影響しないという局在性2、
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の仮定。

Bellの不等式はこれらの仮定のうち、少なくとも 1つは正

しくないことを示している。

、
~ 6 量子暗号

量子暗号 (Quantumcryptography) とは、通常は量子

状態の特性によって、通信路上の盗聴者を検出できることを

利用した新しい量子鍵配送システムである。とのシステムは

情報理論的に安全であるととが厳密に、かっ現実のシステム

のさまざまな不完全性を考慮した上で証明されている。した

がって、計算量的安全性(解読にかかる計算量が、膨大であ

るので安全というとと)しかもたないシステムより強国であ

るといえる 12-15)。

具体的なプロトコルとしては、量子鍵配送としては初めて

提案された、 BB84プロトコルが有名である。現在にいたる

まで、実装されている量子鍵配送のほとんどは BB84であ

り、安全性の理論的研究も BB84に集中している。

提案された当初は現実性がないとしてあまり大きな注目

をあつめることがなかったが、現在は最大で 100キロメー

トル超の光ファイパーで伝送実験に成功している。さらに劇

的に通信距離を伸ばすには、 衛星を用いたシステムか、ま

たは量子もつれを用いた量子中継などといった手法を導入

する必要がある。 現在のととろ量子情報技術の中で実用化

の可能性は、この量子鍵配送プロトコルによるものである。

なお、量子コンビュータが実現された場合に、 RSA暗号な

どの計算量的安全性に基づく公開鍵暗号は安全では無くな

ってしまうため、量子コンビュータでも解読不能な公開鍵暗

号方式の研究・提案がなされている。その中で、量子コンビ

ュータを用いて実現できる暗号方式を「量子公開鍵暗号」と

いうことカtある。

~ 7 まとめ

量子情報科学が古典情報科学と比べて大きく異なる点とし

て、ひとつには量子状態の重ね合わせを用いるととである。

量子エンタングルメントも量子相聞を持った重ね合わせ状

態である。今回は量子系を制御するにあたって最小のペアで

ある 2粒子のエンタングルメントについて調べた。これはア

インシュタインらによる歴史的に見てもすばらしい発見で

あるが、量子コンピュータや量子通信を実現するにはもっと

多くのエンタングルメント状態を作る必要があり、その方法

は量子状態のデコヒーレンスのため極めて難しい 7β)。今の

コンビュータが半導体の出現によって急速な発展をしたよ

うに、量子情報科学の分野でもそれに似たブレイクスルーを

起こるととが期待されている。
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