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1  量子情報  関東  Student Chapter とは  
関東を中心として，年４回開催している量子情報に関わる若手研究者の集いです.

実験・理論物理から情報理論まで,幅広い分野の大学生・院生・PDなどがセミナー
や懇親会を通して各々の知見と交流を深めていくことを目的としています． 
堅い話はここまでにして,新体制に関する告知をさせていただきます．運営委員

は４月に代交代し，佐藤を代表とした新体制に移行します．それに伴い量子情報関

東 Student Chapterは新たな運営委員を必要としています．我こそは，という方
の連絡を是非ともお待ちしております・・！ 
 Web Page URL：http://quangaroo.web.fc2.com/index.html 
 連絡先 Emailアドレス：quangarooagogo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

2  プログラムと会場案内  

プログラム  

時刻  企画  会場  
12:45‐13:00	 受付	 

13:00‐13:10	 開会の挨拶と諸注意	 

13:10‐14:10	 講演会	 講演 1	 中ノ勇人	 	 	 

	 	 	 （NTT 物性科学基礎研究所）	 

14:20-15:20	 講演会	 講演 2	 石黒亮輔	 

	 	 	 	 (東京理科大学高柳研究室)	 

	 

東京理科大学	 	 

神楽坂キャンパス	 	 

森戸記念館	 2 階	 

第一会議室	 

15:30-16:30	 実験室見学会	 神楽坂キャンパス	 

1 号館	 	 

17:00-18:30	 ポスターセッション	 森戸記念館	 2 階	 

第二、第三会議室	 

19:00-21:00	 懇親会	 「坐・和民」	 神楽坂店	 

運営委員募集中！！  
運営委員になると知り合いが増えるよ☆ 

みんな、運営委員になろう！！ 
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 会場案内  

 
 
 

 
 
   飯田橋駅から、1号館までおよそ 3分 

 

 

実験室見学会 
神楽坂キャンパス 1 号館 

受付・講演会・ポスターセッション 
森戸記念館 

飯田橋駅 

懇親会	 

「坐・和民」	 

神楽坂店	 
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3  企画内容  

3.1  講演会  

 講演１  中ノ勇人（NTT 物性科学基礎研究所）  
講演題目：「量子ビットの状態を検出器で測定する」過程の量子ダイナミクス 
講演概要：  
  量子ビットの状態測定は単純な射影量子測定の実例である．多くの場合, 検
出器を量子ビットと相互作用させて検出器の状態を測定し, その結果から量子
ビットが射影された状態を「推測」するのが現実の測定である. 我々は, 実際に
行なっている, 超伝導量子ビットと SQUIDを検出器として測定する実験につ
いて，量子ビットと検出器の合成系の時間発展を計算し, 測定過程において何
か起こっているのかを解析した. その際に, 量子ビットと検出器の間の量子相
互情報量あるいは古典相互情報量がどのように成長していくかも定量的に議論

する. 
	 	  講演２  石黒亮輔（東京理科大学  高柳研究室  助教）  

講演題目：超伝導接合系における物理とその可能性（髙柳研究室研究紹介） 
講演概要：  
  髙柳研究室では微細加工により様々な超伝導接合を作製し，その応用可能性
を探りながら研究を行っている．現在，超伝導半導体接合，超伝導量子ドット

接合，超伝導グラフェン接合，S波超伝導カイラル P波超伝導接合やこれらを
用いた SQUIDなどが主な研究対象になっており，それぞれについて量子情報
への展開可能性を交えながら紹介する． 
 

3.2  実験室見学会  

	 	 	 今回は東京理科大学高柳研究室のご厚意により実験室を見学させていただけること	 	 	 	 	 	 	 

となりました．実験室見学会に参加される方は 15：20までに森戸記念館 2階第 1会議
室で受付を済ませて下さい． 
見学先研究室：東京理科大学 理学部第一部 応用物理学科 高柳研究室 
世話人による実験室見学会紹介文：  
	 高柳研究室では，超伝導接合を作製し，そこでの物理および応用展開への研究

をしています．主に量子ドット，半導体二次元電子気体やグラフェンと超伝導の

接合，超伝導-絶縁体-超伝導接合や，最近では Sr2RuO4で接合を作製していま
す．見学では，我々の作製したデバイスや実験設備(冷凍機など)について説明出
来ればと考えています． 
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	 	 	 	 実験室見学時の注意： 

 
 

3.3  ポスターセッション  

実験発表７件、理論発表 14件 

実験  

発表者 佐久間 大輔	 
所属	 東京理科大学 大学院 理学研究科 応用物理学専攻 高柳研究室	 
学年	 M1	 
題目	 dc-SQUID による自己形成 InAs 量子ドット中の光励起電子スピン検

出に向けた研究	 

概要	 dc-SQUIDは原理的には 1電子スピンを検出可能な素子である[1]。そ
して量子ドット中の電子スピンは、円偏光を用いて偏極が可能である

と報告がなされている[2]。よって、1光子の偏光状態に対して電子ス
ピンを介して dc-SQUIDが応答すると考えられる。光量子ビットと超
伝導量子ビットを結合させることが可能だと考えており、新たな量子

情報インターフェースへの応用に向けて研究している。我々のグルー

プでは、磁束量子の 1万分の 1程度の磁束分解能を持つ dc-SQUIDを
作製している。ただし、量子ドット集団に生成できる電子スピンから

生じる磁束は量子ドットの個数だけでは決まらず、スピン偏極度と個

数の積で決まる[3]。現在は、量子ドットの偏極度に関する評価のため
に、外場を印加した状態での PL測定や伝導特性の測定を行っている。
しかし、初めに行った実験では数千～数万個のドットに光を照射した

ため発光帯域が広くなり、ドットに印加した電場に対する発光の応答

が分からなかった。偏極度の理解のためには単一ドットからの発光を

観測・解析する必要があると考えており、そのためのデバイス開発を

進めている。 
参考文献 [1] J.Gallop, Supercond.Sci.Technol, vol.16 p.1575[2] M. 
Kroutvar et al, Nature, vol432 p81[3] M. Atatüre et al, Science, 
vol.312 p.551 

 荷物置き場はありませんので,大荷物は持ち込まないでください.	 
 飲食はお控えください.	 
 実験器具に触れないでください.	 特にシールドルームの扉は開けな
いでください.	 

実験 1 
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発表者 牧野 兼三	 
所属	 東京大学 大学院 工学系研究科 物理工学専攻 古澤研究室	 
学年	 M1	 
題目	 伝令付き単一光子状態に対する時間遅延付与の研究	 

概要	 高純度な単一光子状態の生成は、非縮退パラメトリック過程と光子検

出(伝令)によって行われてきた。これまでの方法では単一光子状態が
得られるタイミングがランダムであった。本研究では、この伝令付き

単一光子を光パラメトリック発振器に閉じ込めておくことで、時間遅

延を与えることができる。当日は実験内容と実験結果を報告する。	 

 
 

発表者 森田 裕也	 
所属	 東京理科大学 大学院 理学研究科 応用物理学科 高柳研究室	 
学年	 M1	 
題目	 マイクロ波照射下における超電導デバイス負性抵抗確認と MW 

Power依存性	 
概要	 マイクロ波を照射しながらジョセフソン接合の電流-電圧特性を測定

するとシャピロステップが現れることはよく知られているが、1984年
にK. K. Likharevらは微小ジョセフソン接合において接合間の帯電エ
ネルギーによってブロッホ振動に関連した負性抵抗が現れると理論的

に予言した[1]。1991年 L. S. Kuzminらはこの予言を実証したと主張
したが負性抵抗は確認されなかった[2]。超伝導体(S)に NbNを、半導
体(N)に高電子移動度 InGaAs系二次元電子ガス（2DEG）を用いて
S-N-S接合試料を作製しマイクロ波を照射したところ、負性抵抗を確
認した。シャピロステップは現れなかったのでブロッホ振動に関連し

た現象ではないかと考えている。 
[1] K. K. Likharev and A. B. Zorin. J. of Low Temp. Phys. 59,3/4 
(1985)[2] L. S. Kuzmin and D. B. Haviland. Phys. Rev. Lett. 67,20 
(1991) 

 
 
 
 
 
 

実験 2 

 
 

実験 3 
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発表者 長谷川 浩史 
所属	 大阪大学 大学院 基礎工学研究科 物質創成専攻 物性物理工学領域 井元

研究室 

学年	 M2	 
題目	 集団位相雑音下で保護された量子状態配送を用いたエンタングルメン

トスワッピング実証実験 

概要	 エンタングルメントを減少させる雑音の影響の回避手段として光子の

状態をデコヒーレンスフリー部分空間(DFS)に符号化する手法が知ら
れている。本研究では DFSで保護されたエンタングル光子対を用いた
エンタングルスワッピングの実験を行ったので、その結果について報

告する。 

 
 

発表者 増山 雄太 
所属	 学習院大学 大学院 自然科学研究科 物理学専攻課程 平野研究室 
学年	 M2 
題目	 Countersuperflow of atomic Bose-Einstein condensates 
概要	 超流動は量子的な性質を顕著に表す非常に興味深い現象の一つであ

る。我々は光トラップ中のスピン自由度があるボース・アインシュタ

イン凝縮体（BEC）を用いて超流動ダイナミクスの研究を行っている。
この系を用いて超流動体を研究する利点は超流動状態を維持したまま

対向流（対向超流動）を生み出すことが出 来る点である。この様な系
は理論的にも研究されており、ソリトンや量子乱流などの興味深い現

象が現れる事が予言されている。我々は｜F= 2,mF= -2>＝｜2>、｜F= 
1, mF= 0>＝｜1>の二成分 BECを光トラップ中に用意し、勾配磁場を
加え、2つの BECに密度むらのある非一様な密度分布を観測した。更
に、光トラップ中での位置と速度を推定する方法を考案し、それによ

り光トラップ中での BECの位置と速度を定量的に求めた。そして、
磁場勾配を様々な大きさにし、 その勾配磁場中での時間発展をより再
現性良く測定した。その結果、磁場勾配の大きさに関して、非一様な

密度分布が生じる磁場勾配の大きな領域と生じない磁場勾配の小さな

領域の 2つがある事を発見した。更に、その非一様な密度分布が生じ
る領域でのみ、単一成分の場合の｜2>の重心速度の振動振幅に比べ
て、二成分中での｜2>の振幅が小さくなる事を見出した。この結果は、
量子流体間の相対速度がある値よりも大きいときに摩擦がはたらいた

ためであると考えられる。 

実験 4 

 
 

実験 5 
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発表者 村山 和裕 
所属	 学習院大学 大学院 自然科学研究科 物理学専攻課程 平野研究室 
学年	 M2	 
題目	 都市圏通信に向けた連続量単一光路量子鍵配送 

概要	 秘密鍵暗号方式は秘密鍵が第三者に知られていない限り，情報理論的

に安全であることが証明されているが，遠隔地の送受信者間で秘密鍵

をいかにして共有するかが課題である．この解答の一つが量子鍵配送

である．我々はコヒーレント光通信との親和性の高い連続量を用いた

方式(CV-QKD)の研究を行っている．今回の発表では，都市圏通信に
向けた光ファイバ 40kmを通信路とする CV-QKD実装実験について
報告する． 

 
 

発表者 桝本 尚之 
所属	 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 山本研究室 
学年	 D3 
題目	 カゴメ格子上の微小共振器内エキシトン・ポラリトン 

概要	 カゴメ格子は幾何学的な位相干渉により、運動量に依存せず一定のエネル

ギー値をとるフラット・バンドを持つこと、またフラット・バンド上の粒

子がサイト内に局在化することが知られている周期構造である。この性質

は微小の相互作用でも強磁性を発現するといった興味深いカゴメ格子が

持つ物理現象の基本にある。人工的に作られた構造物でフラット・バンド

を再現する試みも、理論提案や実験において近年活発である。本研究では

GaAs微小共振器内にカゴメ格子ポテンシャルを作り込み、内部のエキシ
トン・ポラリトンの運動量・エネルギー分散、また特定エネルギーの位置

分布を計測することによって、フラット・バンドにあたるバンドが形成さ

れていることと、フラット・バンド上のエキシトン・ポラリトンが局在化

していることを確認した。 

 

実験 6  

 
 

実験 7 
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	 	 	 	 理論  

発表者	 稲葉	 弘一	 

所属	 早稲田大学 先進理工学部 物理学科 湯浅研究室	 
学年	 学部生 
題目	 マッハ・ツェンダー干渉計を用いて２量子ビット間に任意の初期状態

から確率１でエンタングルメントを生成する方法 

概要	 量子情報の様々なアイデアはエンタングルメントという量子性の高い

状態に支えられており、そのような特異的な状態を準備する方法の確

立は重要な課題である.本研究では、マッハ・ツェンダー干渉計を利用
して,直接相互作用しない２量子ビット間にエンタングルメントを生
成する方法を提案する.観測が引き起こす状態変化を活用するととも
に、観測結果に応じたフィードバックを加えることで、任意の初期状

態から確率１でエンタングルメントを生成できる点が特徴である。 

 
 

発表者 松岡 耕司 
所属	 早稲田大学 先進理工学部 応用物理学科 湯浅研究室	 
学年	 学部生 
題目	 同種粒子性を利用する量子計測と識別不可能性 

概要	 量子力学特有の性質を活用して計測精度の古典的な限界を超える「量

子計測」を追究する研究が精力的に進められている．従来，エンタン

グルメントを利用する方法が検討されてきたが，同種粒子の多粒子干

渉によって量子計測を実現する可能性が示唆されている．本研究では

後者に注目し，計測精度の向上が確かに同種粒子の多粒子干渉に起因

することを明らかにするとともに，識別不可能性の度合いに応じて計

測精度限界がどのように影響を受けるかを解析する． 

 

理論 1  

 
 

理論 2 
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発表者 秋笛 清石	 
所属	 東京大学 大学院 理学系研究科 物理学専攻 村尾研究室	 
学年	 M1	 
題目	 バタフライネットワーク上での SU(4)の実装	 
概要	 本研究は量子ネットワーク上での量子計算の実装可能性を考察する。

ネットワーク上での量子計算の実装とは、入力、出力、中継ノードを

持ったネットワーク上で通信と計算を同時に行うという試みである。

ネットワークの通信路にボトルネックが存在する場合でも、ネットワ

ーク符号化という新しいアイディアを用いて通信を効率的に行うこと

が可能であることが知られている。ボトルネックを含む簡単なネット

ワークの例として、バタフライネットワークがある。バタフライネッ

トワーク上での情報の配信は、古典の設定、量子の設定の両側面から

研究されてきた。ネットワーク上での計算を permutationに限定すれ
ば、それはネットワーク上での情報の１対１の配信に対応する。バタ

フライネットワークで通信路の容量を 2bitの古典通信か 1qubitの量
子通信に限定すると、任意の controlled unitary operationのみが実装
可能であることが知られている。また、通信路の容量を 1qubitの量子
通信に限定し、任意のノード間の古典通信を自由とすると、swap 
operation（情報の１対１配信に対応）が実装可能であることが知られ
ている。一般的なネットワーク上での量子計算の実装を研究するにあ

たり、本研究では最初にバタフライネットワーク上で古典通信自由と

いう条件下で実装可能な SU(4)について考察する。今回、我々は任意
の controlled unitary operationや swap operationを含む、SU(4)の
クラスを実装するプロトコルを発見した。	 

 
 

発表者 池田 康 
所属	 大阪大学 基礎工学研究科 物質創成 井元研究室 
学年	 M2 
題目	 Entanglement and Topology 
概要	 合成系の状態集合において互いにLOCCにより移りあえる 2個の状態

はエンタングルメントの観点から同等と思える。この同値関係により

構成された商集合はエンタングルメントと 1対 1に対応すると考える
ことは自然である。2体の純粋状態の場合にこの商集合に導入される
自然な位相を求めてみた。証明と合わせて紹介する。 

理論 3 
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発表者 佐藤 貴彦 
所属	 東京大学大学院 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 今井研

究室 

学年	 M2 
題目	 量子ネットワークコーディング 

概要	 Ahlswedeらにより提唱されたネットワークコーディングは，単純な経路
選択よりも大きなスループットによる通信が達成可能なアルゴリズムで

あり，林らおよび小林らにより量子通信への拡張が行われてきた．本研究

では，将来の大規模かつ遠距離間における量子ネットワークの実装方式と

して提案されている量子中継器ネットワークの通信プロコトル上で実行

可能な量子ネットワークコーディングのプロトコルを提案した．また，そ

の実行に必要な最小量子資源と，古典および量子ネットワークコーディン

グの間に存在する本質的な差異に対する考察を行った． 

 
 

発表者 田中	 咲	 
所属	 慶應義塾大学	 大学院	 理工学研究科	 基礎理工学専攻	 	 

学年	 M2	 
題目	 The Drag Model of Adaptive measurement 
概要	 Feedback process is a basic technique controlling. Although ordinal 

feedback process requires measuring controlled value and applying 
external force to control, quantum state can be controlled by only 
measurement with back-action of measurement. This scheme is called 
“adaptive measurement”. We propose improvement scheme of Jacobs 
one, ``the drag model''. This scheme allows system to reach the target 
state faster and to be more stable in the target. 

理論 5 
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発表者 若桑 江友里	 
所属	 東京大学 大学院 理学系研究科 物理学専攻 村尾研究室	 
学年	 M2	 
題目	 拡張されたランダムアクセス符号に基づく情報因果律の解析 

概要	 「物理」の理論である量子力学と、もともとは古典確率論をベースに

して構築された「通信」の理論であるシャノン理論との間には、驚く

べき整合性があることがわかってきている。これは、シャノン理論と

の整合性の条件が、量子力学の数学的基礎に強い制限を課しているこ

とを示唆している。これを強く裏付けるものとして「情報因果律」が

ある。情報因果律とは、「離れた場所にいる２者の間で許されている通

信が、一方から他方へのmビットの古典通信のみならば、それによっ
て送ることのできる情報量は、２者がエンタングルメントなどを補助

として用いたとしても、mビットを超えない」という原理である。こ
の条件を課すことで、CHSH不等式の破れの量子限界であるTsirelson
限界が、シャノン理論の仮定のみから導けることがわかっている。我々

は、この導出の中で用いられているランダムアクセス符号という通信

プロトコルを一般化することにより、情報因果律が非局所相関に対し

て課す制限をより詳しく分析した。 

 
 

発表者 熊谷	 亘	 
所属	 東北大学	 大学院	 情報科学研究科	 情報基礎科学専攻	 林研究室	 

学年	 D1	 
題目	 純粋状態に対するエンタングルメント抽出の非可逆性	 

概要	 合成系上の純粋状態に対し、そのエンタングルメントコスト及び蒸留

可能エンタングルメントの値は一致することが知られている。これよ

り、純粋状態に対する最適レートでのエンタングルメント抽出は漸近

的には可逆に行えるようにみえる。本発表では非漸近的及び漸近的な

状況における評価を行うことで、エンタングルメント抽出は漸近的に

も非可逆であることを示す。	 
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発表者 吉田 雅一 
所属	 中央大学 大学院 理工学研究科 情報セキュリティ科学専攻 今井秀樹研

究室 

学年	 D2 
題目	 Mean King問題を応用した量子鍵配送の安全性に関する考察 
概要	 情報量的安全性を保証する次世代の暗号技術として期待されているの

が、量子論を本質的に用いる量子鍵配送である。本研究ではMean 
King問題を応用した量子鍵配送[J.Bub, PRA, 63, 032309, 2009]の安
全性に関する考察を行う。その際、いくつかの攻撃シナリオにおいて、

正規ユーザの共有する秘密鍵の誤り率と攻撃者が得る秘密鍵に関する

情報のトレードオフを表す関係式を導出する。その結果として、攻撃

者が情報を得れば得るほど秘密鍵の誤り率が高まることを示す。 

  
 

発表者 伊與田 英輝	 
所属	 東京大学 大学院 理学系研究科 物理学専攻 加藤岳生研究室	 
学年	 D3	 
題目	 固体発光素子から生成される単一光子の純粋度: 純位相緩和の効果 
概要	 単一光子群は量子情報処理に不可欠の物理資源であり，光子の

on-demand生成・検出といった基礎技術の確立が急務である．単一光
子源の有望な候補として,共振器により放出方向が一次元的に限定さ
れた共振器 QED系が挙げられる．共振器 QED系は，実原子ばかりで
なく，半導体量子ドットや超伝導量子ビットといった固体系によって

も実現されている. 固体共振器QED系は, 原子が空間的に固定されて
おりコンパクトな実験系で実装可能という実用上の利点を持つが, 固
体環境由来の強い準位揺らぎ(純位相緩和)を定量的に考慮する必要が
ある．本研究では,片側共振器中に配置された励起量子ドットにおいて,
純位相緩和下での輻射崩壊を理論的に解析する. ここでは, マスター
方程式に基づく先行研究と異なり, 純位相緩和を引き起こす熱浴を低
エネルギーボゾン場でモデル化し, ダイナミクスを含めた量子力学的
自由度として取り扱う. 考察する系は「ドット+共振器+外部光子場+
熱浴場」により構成される.このモデルでは，純位相緩和熱浴はドット
のエネルギー準位に白色ノイズを与えることに相当する. 本研究では, 
この系においてドットのみが励起している状態を初期状態に取り、シ

ュレーディンガー方程式を厳密に解いて, その後熱浴自由度をトレー

理論 9 
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スアウトすることによって, 放出光子の密度行列を実空間表示で求め
た. この密度行列は, 光子の時間的パルス形状, 周波数スペクトル, 二
光子干渉性(純粋度)といった放出光子の量子力学的特性を全て含有す
る量である. 純粋度の振る舞いから，最適な結合強度の条件を示す.ま
た,時間領域でフィルターをかけることで純粋度を上げる提案につい
て議論する。 

 
 

発表者 熊谷 英敏	 
所属	 大阪大学 基礎工学研究科 物質創成専攻	 
学年	 D3	 
題目	 On the robustness of quantum communication based on 

decoherence-free subspace using counter propagating weak laser light 
概要	 量子情報通信においてエンタングルメントを雑音から守り、高い忠実度で

配送することは重要である。その方法としてデコヒーレンスフリー部分空

間（ＤＦＳ） を用いることが考えられる。本研究では最近実証されたコ
ヒーレント光からの１光子を利用した効率的なＤＦＳ利用量子通信にお

ける雑音耐性を解析し、光ファ イバ中の位相雑音のみならず偏光回転も
含めた一般的な雑音に対して耐性があることを見出した。効率も含めた詳

細な結果について報告する。 

 
 

発表者 作道 直幸	 
所属	 京都大学 大学院 理学研究科 凝縮系理論グループ	 
学年	 D3	 
題目	 ペロン・フロベニウスの定理を用いたフェルミ気体の相転移の解析 

概要	 短距離相互作用する二成分フェルミ原子気体において、S 波散乱長の
連続的変調に伴うフェルミ超流動状態の変化は BCS-BEC クロスオ
ーバーと呼ばれる。我々は、S波近似における二体のクラスター関数
が運動量表示において正であることを発見した。これを用いれば、Lee- 
Yangの量子クラスター関数法における梯子型グラフの無限和の特異
点を、Perron-Frobenius の定理を用いて解析することが出来る。こ
の解析を BEC極限（二原子分子の BEC）に適用した結果についても
紹介する。 
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発表者 Hajdusek Michal 
所属	 University of Tokyo 
ポスト	 PD 
題目	 Entanglement in pure graph states 
概要	 We address the question of quantifying multipartite entanglement 

in pure graph states. We focus on three measures: relative entropy 
of entanglement, geometric measure and the Schmidt measure. In 
order to evaluate these measures directly we show how one can 
construct fully separable states that minimise the distance in 
Hilbert space to the graph state in consideration. We also 
demonstrate how to construct the minimal linear decomposition of 
the graph state vector into product states. Rather surprisingly all 
this can be done quite easily using simple arguments from graph 
theory. We also discuss how the closest separable states can be 
described using PEPs-like construction effectively opening the 
possibility to use similar techniques on entangled states that 
cannot be described by stabiliser formalism. We demonstrate all of 
the above on concrete examples. 
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発表者 松崎 雄一郎 
所属	 NTT物性科学基礎研究所 
ポスト	 社員	 

題目	 Enhanced energy relaxation process of quantum memory coupled 
with a superconducting qubit 

概要	 For quantum information processing, each physical system has 
different advantage for the implementation and so hybrid systems 
to benefit from several systems would be able to provide a 
promising approach. One of the common hybrid approach is to 
combine a superconducting qubit as a controllable qubit and the 
other quantum system with a long coherence time as a memory 
qubit. The superconducting qubit allows us to have an excellent 
controllability of the quantum states and the memory qubit is 
capable of storing the information for a long time. By tuning the 
energy splitting between the superconducting qubit and the 
memory qubit, it is believed that one can realize a selective 
coupling between them. However, we have shown that this 
approach has a fundamental drawback concerning energy leakage 
from the memory qubit. The detuned superconducting qubit is 
usually affected by severe decoherence, and this causes an 
incoherent energy relaxation from the memory qubit to the 
superconducting qubit via the imperfect decoupling. We have also 
found that this energy transport can be interpreted as an 
appearance of anti quantum Zeno effect induced by the fluctuation 
in the superconducting qubit. We also discuss a possible solution to 
avoid such energy relaxation process, which is feasible with 
existing technology. 

 
以上 21名
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3.4 懇親会  

日時：3月 7日（水）19:00‐21:00 
会場：「坐・和民」 神楽坂店 

3頁、地図参照 
 会費：3,000円（飲み放題付） 

 
 

4  次回予告  
世話人：行方直人（日本大学 量子科学研究所 量子光学研究グループ 助手）    
        http://www.quant-ph.cst.nihon-u.ac.jp/institute/  
運営委員代表：佐藤貴彦（東京大学 今井研究室） 
開催時期：2012年 5月 30日（水）（予定） 
会場：日本大学 駿河台キャンパス 
企画：講演会、実験室見学会、ポスターセッション、懇親会 

 
	 	 皆様の参加をお待ちしています！ 
 

 


