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視点

量子系で古典系の「常識」が通じない「特異」なことが起きる。（二
重スリット実験、量子トンネル共鳴など）

ここでは、できるだけ簡単な概念と計算で量子らしさを考えてみる。

（２ｘ２システムだけを用いる。）

１．視点を逆にとり、古典系、特に確率において起きる「意外な」ことが、
量子系で「常識的」となる例を考察し、古典系と量子系の境界を
照らす。

２．どんなに強くエンタングルしていても、相関はゼロとなるような観測物
理量の組が存在する。

３．相関の有無だけの観測結果（ゼロ相関観測）だけを用いて、できる
だけ少ない観測回数でエンタングルメントの存在を検知するにはどう
するか。



「関係がない」とは

確率論における定義：

古典確率の「常識」（フェラーなど）

確率的に独立なら無相関だが、逆は成立しない。

確率的独立

無相関



物理との微妙な違い

「関係」の有無について、我々の日常的・物理的感覚
と確率論の間には「微妙なずれ」が存在する。

つまり、データ分析から得られる「関係性」が、そのまま
我々の意図するところや、別の視点からの関係性につ
ながるとは限らない可能性。

（e.g. 「風が吹けば桶屋が儲かる」）



物理との微妙な違い

例１：

ある人の集団で無作為に一人を取り出した時、以下の二つの事
象に関する確率と関係性を考える。
A: 身長１７０ｃｍ以上の人
B: 体重８０ｋｇ以上の人 （B’: 名前が「あ行」ではじまる人）



物理との微妙な違い

例２： （フェラー）

ある人数の子供のいる家族で男女の生まれることが独立で確率が等しい。そのような

家族の集合の中から一つ抜き出したときに、以下の二つの事象に関する確率と関係
性を考える。

A: 多くとも一人の女児がいる
B: 男児と女児がいる

例３： データ分析でよく使われる指標： 相関係数 r

データ１： r = 0.984 データ2： r= - 0.986



「関係性」とは

相関係数がゼロでも関係がないと
は言えない。

実際、データ３はより強い関係性を
示している。

（山上滋名古屋大学名誉教授による示唆）

データ3： r ~ 0

物理的な記述、単純な統計計算、データ分析だけからの「関係
の有無」の判断への注意!!



物理との微妙な類似

量子力学：

実験の部分を組み合わせて全体の結果を予想する

ことが難しい。実験の全体を見渡す必要がある。

古典確率：

事象・物理の記述からだけでは確率的な独立の

有無を判断することは難しい。対象の集合などの

全体を見渡す必要がある。



２ｘ２システムと相関

図はWikipediaより
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結果１

量子系：２粒子（A，B) －２状態系　

×

古典系：２状態をとる２つの確率変数　

古典系では「常識」が不成立でも、よく使われる２粒子—２状態
（2-qubits）の量子系において、逆に成立していて、古典系と量
子系の境界を示している。

T.O., Progress of Theoretical and Experimental Physics 2018, 083A02 (2018)



古典系の証明概要

制約条件：ゼロ相関

制約条件：

確率和が１



古典系：参考

連続変数でゼロ相関ならば独立となる例（確率分布をうまく選ぶ必要あり）：

ゼロ相関だが独立とならない「常識」が成立する例：

L. Bain and M. Engelhardt, 
Introduction to Probability 
and Mathematical Statistics 
(Duxbury Press, Belmont, CA, 
1992), 2nd ed., pp. 185–6.

大平徹, 
確率論:講義ノート,
共立出版, 2017



古典系：「エンタングル」（非独立）な２つの異なる状態をとる２つの確
率変数で相関ゼロとなるとなるものは決して見つからない。

量子系：どのようにエンタングルした２粒子 −２状態系においても相
関ゼロとなるような観測物理量の対は必ず見つかる。

量子系：２粒子（A，B) －２状態系　

×

古典系：２状態をとる２つの確率変数　

結果１

T.O., Progress of Theoretical and Experimental Physics 2020, 013A01 (2020)

結果２



量子系の証明概要

一般の２ｘ２状態ベクトルが、以下の様に与えられた時に

( Separableとなる条件： ）

で、ゼロ相関となる対を見つける（具体的に構成する）。

一般の物理観測量（エルミート行列）



証明は以下を示せばよい。

解の具体的な構成





Bell Entangled States

例：



エンタングルメントを検知するには

ある量子状態が与えられたとして、一組の観測ペア
においてゼロ相関であっても、エンタングルメントの有
無については結論づけられない。

しかし、複数の相関観測を行えば可能となる場合も
ある。ではそのような中で最も少ない観測回数とな
るにはどのようにすればよいか。

T.O., arXiv:2007.10605 (2020)



密度行列を用いて （純粋状態）



スピン 1/2



２ｘ２システムと相関

図はWikipediaより



エンタングルメントの有無

純粋状態を記述する密度行列は以下になればセパラブル
そうでなければエンタングル

バイナリ相関観測
相関がゼロになる、ならないかだけの観測情報。相関の値自体は使わない（情報を
落としている）

主題

純粋状態にある２ｘ２量子系がエンタングルしているかどうかを、バイナリ相関観測だ
けで判定したい。最小何組の相関観測をすれば判定できるか？



1. ２ｘ２量子系は一般に下記で記述できる（純粋、混合ともに）

２. また一般の観測物理量も以下のように表現できる。



3. よって相関は下記となる



結果２ 再考

古典系：「エンタングル」（非独立）な２つの異なる状態をとる２つの確
率変数で相関ゼロとなるとなるものは決して見つからない。

量子系：どのようにエンタングルした２粒子 −２状態系においても相
関ゼロとなるような観測物理量の対は必ず見つかる。
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純粋状態にある２ｘ２量子系がエンタングルしているかどうかを、バイナリ相関観測だ
けで判定したい。最小何組の相関観測をすれば判定できるか？

1. ２ｘ２量子系は一般に下記で記述できる（純粋、混合ともに）

２. また一般の観測物理量も以下のように表現できる。



主題

純粋状態にある２ｘ２量子系がエンタングルしているかどうかを、バイナリ相関観測だ
けで判定したい。最小何組の相関観測をすれば判定できるか？

つまり、この行列の階数を、バイナリ相関観測だけから判定できれば、エンタングルメ
ントの有無について判定できる。

幸い上記の性質で行列の階数が限られていることでこれは可能である。



例



拡張

純粋状態にあるNｘN量子系がエンタングルしているかどうかを、バイナリ相関観測だ
けで判定したい。最小何組の相関観測をすれば判定できるか？

しかし、この予想は前提がずれていた。



拡張

より一般の２粒子量子状態において単にエンタングルメントの有無だけでなく、量子
状態の「次元」にあたるシュミット階数を同定するアルゴリズム（観測手続き）の開発
に初めて成功したと主張している。

Zero-correlation entanglement vs. Schmidt rank
Andrei Tănăsescu, Adriana Balan & Pantelimon George Popescu
The European Physical Journal Plus volume 136, Article number: 476 (2021)

https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-021-01468-y
https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-021-01468-y
https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-021-01468-y
https://link.springer.com/journal/13360


参考

シュミット階数：純粋量子状態の「次元」

エンタングルメントがある： １ ＜ シュミット階数



拡張

当該の相関に対する行列のランクは、純粋量子状態のシュミット階数と結びついてい
る。証明はやや込み入っていて、代数の定理などを使っている。

さらにこの証明の手順などから、シュミット階数を同定するアルゴリズムを開発したと主
張している。また、その同定のために必要の計算量（必要な相関ペアの数）を調べた。

Zero-correlation entanglement vs. Schmidt rank
Andrei Tănăsescu, Adriana Balan & Pantelimon George Popescu
The European Physical Journal Plus volume 136, Article number: 476 (2021)

https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-021-01468-y
https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-021-01468-y
https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-021-01468-y
https://link.springer.com/journal/13360


拡張



参考

For some reason, the Schmidt rank is not a very studied quantity in 
entanglement theory, probably because it is not continuous in the state 
(i.e., two states that are close can have wildly different Schmidt ranks). 
However, if properly "smoothed", the Schmidt rank becomes the single-
shot entanglement cost.

エンタングルメントがある： １ ＜ シュミット階数

シュミット階数はあまり明示的に探求されていないようで、判定の実験は聞いたところまだな
い。 しかし、情報に関係するところでも使われていると聞いている。

Entanglement Cost in Practical Scenarios
Francesco Buscemi and Nilanjana Datta
Phys. Rev. Lett. 106, 130503 – Published 30 March 2011



課題と展望

数学としては非常に単純だが物理的な意義はあるだろう
か？

1．一般の量子状態（混合状態など）の場合の考察

2．実験の模索: シュミット階数を同定する実験はまだない？



付録
Wigner-Araki-Yanase (WAY)の定理について

WAYの定理
ある種の保存則が存在すると、関連する量子物理量の厳密な「観測」をすることがで
きないで、エラーが存在する。また、そのエラーの下限も求められる。

注意：一般の不確定原理との違い。
＊非可換な量子物理量をともに観測すると不確定性が存在する。

＊WAYでは観測する物理量は一つだが、保存則の存在だけにより、エラーが起きる。

WAYでは観測量の状態が観測によっても変わらない（擾乱がない）と仮定しエラー
が不可避となることを示した。（つまり、上記の完全観測への時間発展は不可。）

保存量

完全観測



付録
Wigner-Araki-Yanase (WAY)の定理について
（T.O. and P. Pearle: Perfect Disturbing Measurements,
American Journal of Physics, 56, 692 (1988).）

WAYの定理の条件の中で、被観測量の状態が変わってよいのならエラーのない
観測ができる。つまり、下記は当該保存量が存在しても可能である。

観測とするには非現実であるが、２ｘ２の場合を使って、WAYのエラーの下限を
破れるし、上記も可能であることを構成的に示した。

物理的には：

非可換性などによる不確定性は存在する。しかし、観測においてはその不確定
性を、観測精度と被観測量の状態のどちらかに押し付けることができる。

「小澤の不等式」（２００１~）は基本的にはこの物理をより精緻に考え発展させ
た結果と理解している。（上記論文を４回も引用してくれている数少ない（１５
件）研究者のおひとり。）



混合状態；Werner Density Matrix



混合状態；Werner Density Matrix


