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研究会報告

ビームスプリッタ-を用いた量子論理ゲー トの一考察

東京理科大学 中山 潤一 渡連 昇 大矢 雅則

今世紀になり,コンピュータが発明されてから,その計算能力は日々の技術

力向上により飛躍的に伸びてきているが,そのコンピュータにもいくつかの問

題点がある.コンピュータの小型化に伴う動作原理の量子化記述や,コンピュ

ータを構成 している最小のデバイスであるゲー トの情報が損失されていること

等である.これらの問題を解決するものとして量子コンピュータというものが

考案された【4,12】.1994年にはShorによる因数分解のアルゴリズムの発見によ

り【39],量子 アルゴリズムの研究 も盛 んになった.その後,1999年 に

Ohya,Vblovichによって NP完全問題が多項式時間で解けることが量子カオス

の研究をベースとして証明された【35】.このように量子コンピュータに関する研

究は盛んになってきている

[2,8,9,10,ll,13,14,15,16,18,22,23,24,25,26,27,28,36,37,38,39,41].

現在のコンピュータの基礎となるゲー トにおいて,Landauerは情報の損失

は計算過程において不要な情報を消去 したことによると考え[20】,E.Fredkinや

T.Toffoliは,この不要な情報をゲー ト内で削除しないでそのまま出力する論理

ゲー ト,Fredkin･Toffoliゲー トを考案 した[17].さらに Milburnは,この

Fredkin-Toffoliゲー トの光学的モデルを研究し,光Fredkin･Toffoli-Milburnゲ

ー トを考案した[29].

本論文では,これらの研究をベースとして,一般化されたビームスプリッタ

-の様々な機能を定式化 し,それを用いた量子論理ゲー トの実現について考察

をする.

1 Fredkin･1bffoliゲー ト

この章では,現在コンピュータの 1つの問題となっている情報の損失について

とりあげ,情報の損失が起こらない,これまでのゲー トに代わるFredkin-Toffoli

ゲー トについて紹介と説明をし,このゲー トを用いた保存的理論ゲー トの構成

について考える.

1.1現在のコンピュータの問選点

現在のコンピュータの基本的な概念は,今世紀の半ばにJ.Yon.Neumannによ
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｢第8回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

って確立された.それ以来,今日までコンピュータの性能は高クロック化,大

容量化,さらには小型化と飛躍的に向上してきている.しかし,今日ではこの

コンピュータの問題点がいくつかあげられるようになってきた.その一つとし

て,非可逆ゲートによる情報の損失というのがあげられる.

そこで,ゲートというコンピュータを構成するうえで最小のデバイスに着目し

て,現在のコンピュータで用い られている基本的なゲー トの 1つである

AND/ORゲートで,情報の損失がどのように起きているかを考察してみる.

Ⅰ1 Ⅰ2 OAND OoR

0 0 0 0

0 1 0 1

1 0 0 1

1 1 1 1

(図1.1)AND/ORゲート

現在のコンピュータに用いられているゲー トは,(図 1.1)のように,入力線

2本と出力線 1本を持っている.一般的には,出力線が入力線より少ない論理

ゲートにおいては,情報は必ず失われてしまう.というのも,ANDゲー トの場

合は出力が0のときには入力が (0,0)であったのか (0,1)であったのか (1,0)

であったのかは判断することはできない.つまり,入力情報が失われてしまっ

たと考えることができる.同様に OR ゲートの場合でも入力情報が失われてし

まう.

このことから,出力から一意的に入力を決定することのできない,これまで

の不可逆的な論理ゲートでは,情報の損失が起きてしまうのである.

1.2 恥edkin･TbfEToliゲート

Fredkin-Toffoliゲートというものは,E.FredkinとT.Toffoliによって考え出

されたゲー ト内で情報を消去せず,情報損失も起きない保存的論理ゲー トであ

る【17】.このFredkin-Toffoliゲー トは (図 1.2)のように表すことができ,可逆

性とビット保存的という2つの性質を持っていて,出力から入力が判別でき(可

逆性),ゲートの入力の理論値である1もしくは0の個数が出力のそれと同じで

ある (ビット保存的).これらは,このFredkin-Toffoliゲー トが,情報を保存 し

ていることを示している.
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制御線

Ⅰ1 Ⅰ2制御線 C 01 02
0 0 0′1 0 0

0 1 0 0 1

0 1 1 1 0

1 0 0 1 0
1 01 0 1

1 1 0′1 1 1
(図1.2)Fredkin-Toffo=ゲート

Fredkin-Toffoliゲー トは,3本の入力線 と3本の出力線を持ち,制御線にお

いては入力とその出力の値は変わらない.そして,制御線の値C=oならば他の

2本の入力線の値は変化されずにそのまま出力され,制御線の値C-1ならば他

の2本の入力線の値は互いに交換されて出力される.このゲー トは (図 1.3)の

ように各端子を読み換えることによって AND,OR,NOT (COPY)などの基

本論理演算の機能が果たせるように3入力 3出力となっている.任意の論理関

数はこれらを組み合わせて構成できることから,Fredkin-Toffoliゲー トは万能

的であるといえる.

AND 入力1 入力2 0 ごみ 出力

OR 入力1 入力2 1 出力 ごみ

NOT 入力 1 0出力 COPY

(図1.3)読み換え表

2 圭子力学的チャネルの数学的定式化

2.1量子系のチャネルとその構成法

この節では,量子系におけるチャネルに数学的な定義を与え,光通信系のチャ

ネルの一般的な構成方法について述べる[31].
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2.1.1量子系のチャネル

7t,7tをそれぞれ入力側,出力側のヒルベル ト空間とし,B(nk)(k-1,2)を7tk

上の有界線形作用素の全体,6(7tk)を7tk上の密度作用素の全体とする.

6(nk)-(p∈B(nk)lp'-p･p≧O,trp-1) (2･1)

このとき,6(7t)から6(7t)への写像A'を量子チャネル,あるいは単にチャネ

ルといい,アフイン性

写An-1- ･̂(Pnpn)-写AnA･(pn) (Vpn∈6(～ ,) (2･2,
を満たす〟を線形な量子チャネルという.

さらに,B(稚 )からB(叫 )への写像Aが *̂の共役写像であるとは,

trA*(p)A-trpA(A) (∀p∈6(塞),VA∈B(7t)) (2･3)

が成 り立つものをいうが,このAが次の条件を満たすときに,A*を量子力学的

チヤネル (完仝正チヤネル)と呼ぶ.

皇B:A(A,･･A,)Bj≧0 (VB,･∈B(7t),∀A,∈B(稚 ),∀n∈N) (2･4)i.j=I

2.1.2光速膚チャネルの一般的構成法

ここでは光通信過程ということを念頭において,通信過程においての雑音と損

失を考慮に入れたチャネルの数学的構成法について説明する.

入力系と出力系のヒルベルト空間7t,n に加えて,外部効果を記述する2つの

ヒルベル ト空間Kl,K;を用意する.ここで町 ま雑音系のヒルベルト空間を表し,

K;は損失系のヒルベルト空間を表すものとする.

ここで,光通信過程に対するチャネルを一般的に表すために次の3つの写像,

a*,7F',γ*を用意する.

(l')a*:a*は6(7t⑳K;)から6(7t)への完全正チャネルであり,

a*(6)=trxL_6 (6∈6(7t⑳K;)) (2.5)

と表せる･実際,任意のA∈B(7t)とcT∈6(7t⑳K;)に対 して,‡xk)を雅 の

CONS,‡yJ を笹の CONSとすると,

trAa*(J)-trA(trxA
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(2') 7F':7F'は6(叫 ⑳Kl)から6(稚 ⑳X;)への完全正チャネルである･

(31) γ*:γ*は6(7t)から6(7t⑳Xl)への完全正チャネルであ り,佳意の

p∈6(71)と任意のQ∈B(71⑳Xi)に対 して,

try'(p)Q-trR l叫 (p⑳6)Q

となるからY'(p)は以下のようにあらわせる･

Y'(p)=p⑳6

以上より,量子力学的チャネル (完全正チャネル)〟は

(2.7)

(2.8)

+̂(p)-a*07roγ*(p)=trx# (p⑳0) (p∈6(～)) (2･9)

と書き表される.したがって雑音状態pと合成系間の完全正チャネル7F'が分かれ

ば,光通信系のチャネル〟が構成できたことになる.

㌔

6(7il) ■ 6(A:2)

･*1 打* T a♯

6 (71 ｡XI1) > 6(712申XI2)

(図 2.1)量子力学的チャネル㌦

2.2 雑音のある圭子力学的チャネル

次に,より一般的なチャネルの定式化について説明する[32].一般に通信過程

においては,チャネルは物理的な装置として実現されているものなので,雑音

により信号が乱されてしまうことがある.そのようなモデルは減衰過程のチャ

ネルの雑音状態古として,

6=向)(可∈6(K;)
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を取り,このとき6(叫 ⑳X;)から6(7t⑳K;)への量子力学的チャネルを

Ir(p@6)=V(p@6)V'

で定める.

ここでVは7t⑳K;から7t⑳K;への線形変換変換であり,

nl+mI
V(nl⑳m.)≡∑C,rzLlj)㊨(n.+m.ljl

ノ=0

で定められている･ただしC,TP.は

〟
cJT･m･-∑(-1)rr=L

n.!叫!j!(n.+叫-j)!
r!(n.-r)!(j-r)!(m.-j+r)!

(2.ll)

(2.12)

am-j'2r(-p)nl'j-2r (2･13)

で与えられる.ここで,K-mintj,nJ,L-maxtj-wh,0),Jal2+LP12=1である･

よって,6(71)から6(7t)への雑音のある量子力学的チャネル '̂は,

^ *p-trKy(p㊨e)V* (∀p∈6(7t)) (2.14)

で定められる.

2.3一般化されたビームスプリッタ-

まず,入力系の状態としてコヒーレント状態p

p=lo)(OI

-exp(-IoI2)ni.芸 In)(-I(eec) (2･15,

を用いることにする･ここで伸 まn光子数確定状態である･

このときビームスプリッタ-を表す6'(叫 ⑳Kl)から6(7t⑳K;)への量子チ

ヤネルIrは,初期状態p⑳Oを

p⑳6-lo)(01⑳lr)(yl
とおくと
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n'(lo)(oI⑳Iy)(yl)-lαo+βγ)(αo十βγl⑳トPO+αγ)(-PO+αγl

回2+lPl2=1 (2.17)

となる.このrrは,一般化されたビームスプリッタ-と呼ばれている.

β〉く引

LT)(Tl

二 .一丁

卜ββ+αγ〉く-ββ+αT l

lαβ+β丁〉
くαβ十βTl

(図2.2)一般化されたビームスフリッター

さらに,ビームスプリッタ-を表す量子チャネルの透過率を17-α2とすれば,

上式は次のように書き換えることができる.

rI*BS(pI⑳61)-糎 1･正司 γl)(Jio.･√=和 .I

⑳I-Jiq o.十舟 1)(-Ji二両 ･舟 .I (2.18)

3 一般化されたビームスプリッタ-を用いた増幅変換と圭子論理ゲー ト

ここでは前章 までに述べた一般化 されたビームスプリッタ-を用いて

Fredkin-Toffoliゲー トの真理値表を満たすような量子論理ゲー トの構成につい

て考察する.

3.1一般化されたビームスプリッタ-を用いた増幅変換

前章で定式化 されたビームスプ リッタ一において,出力の 1つである

トPO+αγ)(-β0十αγlがlo)(olとなる場合を考えてみると
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･O-γ (7-芝)
となるので,一般化されたビームスプリッタ-を用いた増幅変換を

rrBS(p⑳6)-lαo+βγ)(αo+Prl⑳トβo+αγ)(-PO+αγl

-la(.･ITl20.･))(α(1･図20.)I@LO)(ol

と定義する.

このビームスプリッタ-は次のように表せる.

(7')〈Tl=匡9)く7:CI

8)くel

二 .a(<1
10)(oI

β
^
oJA

叩
剖

2

1
可

i

_
′し

+

α

(3.1)

(3.2)

(図3.1)
一般化されたビームスフリッターを用いた増幅変換

特にビームスプリッタ-の透過率が弓 のときはn-回2よりα-β-去 と

なってで=1になる.これをビームスプリッタ-のそれぞれの入力に代入すると

以下のようになる.

te〉く利

一 一二 二 二一

lo〉くOl

(図3.2)

同様に以下のような増幅変換も求められる.
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l-3)ぐCI

トe〉く-el

le)(el

良
I仔e)く招~副

(図3.3)

卜e)(-el

二 一

lo)(ol

(図3.5)

Jo)くoI

卜/FC)(-/Fel

L-9)(-eI

･C,<8･う ｣
卜.巧~e)(一作~el

(図3.4)

fo)(ol

3.2増幅変換のビームスプリッタ-を用いた王子論理ゲー ト

ここで,この増幅変換を用いた量子論理ゲー トを考えていく.

I.,I2を入力 1入力2,0.,0,を出力 1出力2,C,C'を制御光の入力と出力とす

るような以下のようなゲートを考える.

C

C'

(図3.6)BSを用いた増幅変換の
量子論理ゲート

ここで,このゲー ト全体をチャネル〟 とし,すいCが入力となるビームスプリ

ッタ-のチャネルをnβ∫,,Jlとnβ∫tの出力が入力となるビームスプリッタ-の
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チャネルをnBS2とする･またビームスプリッタ-の透過率は弓 ,つまり

α-β-ま とする･ここで入力状態を

Il;P.=lo)(oI

I2;P,辛lo)(oI

c;0-トo)(-oI

とすると,nBSlは以下のようになる.

IlBSl(pl⑳cr)=nBSl((0)(OI⑳トo)(-ol)

=lαO-βo)(αO-βOl@トβ0-α0)(-PO-aOl

-lo)(ol@l-Jio)(-Jiol

(3.3)

(3.4)

次にrIBS2の入力は,nBSlの出力の片側トJio)(-VioliI,･,p,-Jo)(o匡 なり,

rlBS2(p2⑳トJio)(-海 l)-nBS,(Io)(ol⑳トJio)(-Jiol)

-lO-Jipo)(o一々 βoI@Io-Jiao)(0-Jiaot

=トo)(-oI⑳トo)(-oI
となるので,このゲー ト全体をチャネル〟 は

'̂(pl⑳ p2⑳6)-rIBS,(nBS.(pl⑳ p2⑳6))

-lo)(oI@トo)(-Ol@ト0)(-OI
となり,これを図で表すと(図3.7)のようになる.

e)(el

0〉くo

l-3)(leI

十

トC)(leI

(図3.7)
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ここで,このゲー トを論理ゲー トとしてFredkin-Toffoliゲー トの真理値と比

較 してみる.

入力系として[0)(Olの真理値を0,lo)(oIの真理値を1 (トo)(一坤 まlo)(olの位

相がずれただけと考えて 1とする),制御系のトo)(-oIの真理値を1と考えると,

この場合は真理値Il-1,I2=0,C=lの時のFredkin-Toffoliゲー トの真理値を満

たす.

次は真理値がJ1-0,72-1,C=1の場合について検証する.

ここでも入力系 としてlo)(oIの真理値 を0,lo)(oIの真理値を 1トo)(一項 ま

lo)(olの位相がずれただけと考えて 1とする)として考えると,olの真理値が 1,

02の真理値が0を得られるような制御光を入射されればよい.

ここで,CにトJio)(-Jio怪 人射 したときの･このゲー ト全体のチャネル *̂

をみてみると,

I.･,p.=lo)(oI

I,･,p2=lo)(oI

c;(弓 IJio)(-JioI
とすると,nβ∫,は以下のようになる.

nBS.(p.⑳6)-rlBSl(lo)(oL㊨1-Jio)(-Jiol)

-Iao-Jipo)(αO-J至珂 ⑳l-βO-Jiao)(-βO-JiaoI
-トo)(-ol⑳トo)(lot

次にHBS,の入力は,nBSlの出力の片側トo)(-olとI2;P2=lo)(伸 二なり,

HBS,(p,⑳トo)(-ol)-rIBS,(lo)(oI@1二o)(-ol)

=lαO-PO)(α0-POl㊥トPO-α0)(-PO-αOI
-lo)(ol@トo)(-ol

となる.

よってこのゲー ト全体をチャネル〟 は

- 1006-
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*̂(p.⑳p,⑳J)-nBS,(nBSl(pl⑳p,⑳6))

-トo)(-oI㊨Io)(oI@トJio)(-JioI

となり,これを図で表すと(図 3.8)のようになる.

1-JEC〉(-JfeI

lOXOl

lC)(Cl

ト9)(-CI

to〉くol

(3.10)

1-Jfe)(-JfeI
(B]3.8)

この結果からは,先ほどと制御光の入力と出力が異なるが,入出力系とはま

た別に制御光は操ることができるので,入出力系の真理値を

lo)(ol=o

lo)(oI=l

Ile)(-OI=l

to)(oL-o

IJio)(Jiol-o

トo)(-ol-I

制御系の真理値を

(3.ll)

(3.12)

トJio)(-Jiol-1
とすれば,Il-1,I,-0,C-1のときの状態を満たしつつI.-0,I,=1,C=1の状態

も満たすことができる.

では次にC=0の場合について検証 していく.

真理値がJl=り2=0,C-0のとき,真理値がJl=0,J2-1,C=0のときもこれま

でと同様に出力を求めてみると以下のようになる.
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IC)(ef

lO)(Ol

19)(el

10〉くoI
(図3.9)

lJFe〉
(JfeJ

lo〉くOl

(oXol 'leXCl

l灘 〉(JfCI

IO〉くOl
(E]3.10)

IC)(el

IJfe〉
(Jfel

この結果からわかるようにC-1のとき,真理値 71-1,72-0,または真理値

Jl=0,J2=1の時は非常にうまくいくのだが,C=0のときは一般化されたビーム

スプリッタ-を用いた増幅変換のゲー トではうまくいかない.

では,なぜこれがうまくいかないのかを考えてみると,C=Oのときというの

は,入力,制御光の入力がともにそのまま出力されるような場合である.一般

化されたビームスプリッタ-を用いた増幅変換ではこれが表現できない.また

入出力ではlo)(ol,lo)(o世 外にIJio)(Jio l という係数Jfがついたものが出てき

てしまうことも問題である.

しかしC=1,つまりNOT回路はこれを用いれば構成できることがわかる.

4 一般化されたビームスプリッタ-を用いた透過変換 と反射変換 と

圭子論理ゲート

ここではさらに透過変換 と反射変換をあたらに構成する.そしてこれらの特

長を生かして;一般化されたビームスプリッタ-の増幅変換を使ったものより

複雑な量子論理ゲー トを構成 してみる.

4.1一般化されたビームスプリッタ-を用いた透過変換

ここでは前章で論理ゲー トを上手 く構成できなかったC=Oの場合を念頭に

置いて,fO)(Olを入力 したときにそのままどちらかの出力に[0)(0怪 出すような

ビームスプリッタ-とその入力を考えてみる.これは一般化されたビームスプ

リッタ一において,入力lo)(oIがそのままビームスプリッタ-を透過するように
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lo)(o匝 出ゞ力されるものである.

1
ビームスプリッタ-の透過率はりニラ･-まりα-β-ま としておき･入力

Io)(伸 二対 して出力の 1つであるIaO+βγ)(α0+βγ困o)(olとなる場合を考えて

みると以下のようになる.

γニトl･Ji)o (4.1)

つまり･ビームスプリッタ-の入力をlO)(0回(-1･Ji)a)((-1･Ji)oltすると･

出力としてle)(Olが得られる･また,もう1つの出力を計算してみると

トPO+αY)仁PO･αγL-I(.-Ji)a)((I-Ji)a

となる.よってこのビームスプリッタ-は次のように表せる.

lβ〉く引
I(-1+招~)e)くト1+/冒)el

) ｣

I(1-/ど)a)くく1-.巧~)eI

(図4.1)透過変換

le)くel

(4.2)

同様にして上から下にIo)(olを透過させる場合と,入力のlo)(o倖 トo)(-01とし

たときの透過変換,また入力Io)(伸 二対して出力をトo)(-olと位相変調 して透過

変換する場合,またその道も求められる.

それら全てを図にあらわすと,以下のようになる.
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l(-ト招~)e)くトト巧~)CI

･8,<G.｣ 卜C,<-

l(-ト招~)a)〈(-トノア)CI

(図4.2)

l(1+巧~)a)くく1+.巧~)CI

I-0,<-a,J la,<e

l(1+摺~)8〉く(1+/チ)81

(図4.4)

くく-1JF)el

{- >卜eX-3

卜β〉く一別

二
卜β〉く一別

(図4.6)

[(-.1.一花 LC.)_.･- -∵K1 I(-,lr.Jfie～く(ll-/チ)Cl

I(-1JF)@)
く-ト1TI淫 )OIー ＼→ 一･､ト1二.rf〉et

卜e)(-eI

千
le)(81

(図4.8)

I(-ll/チ)8)

l(1-ノア)e)く(1-/冒)el

~‥ ~~ 二 →~~ ~~

lel+/チ)a〉く(-1+JrF)Cl

(図4.3)

I(1-招~)8〉
くく1-ノす)el

I(1+招~)e)

===E

le)(CI

千

le)(el

(図4.5)

==≡≡≡=≡コ

le)(CI

千

l-a)(-8I

(図4.7)

I(-1+巧~)a)
く(ll+.巧~)CI

l(1+/チ)8)
hvf岸 )'el̀ 声＼∴ 声l､く(1'I疏 eJ
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これらを見てみると,ビームスプリッタ-を用いた透過変換は,片方の入力

をそのまま透過させ出力させると,もう片方の入力と出力は位相変換 して透過

させることがわかる･また,ビームスプリッタ-の透過率が弓 の場合におい

ては,lo)(olやトo)(-olの入力を透過させるために必要なもう1つの入力は,

(±1±Ji)a)((±1±Ji)oIであることがわかる･

4.2ビームスプリッタ-を用いた反射変換

前節ではビームスプリッタ-を用いた透過変換を説明 したが,透過変換が可

能であれば,ビームスプリッタ一にl∂)(βlを入力 したときに反射するように出力

にlo)(olk出すような反射変換をするビームスプリッタ-もまた可能ではない

だろうか.

この節ではビームスプリッタ-を用いてうまく反射変換をおこすようなその

入力とビームスプリッタ-を考えてみる.これは3章で定式化かれたビームス

プリッタ-(3･8)において,入力lo)(伸 二対 して反射するように出力の 1つである

トβo+αγ)(-PO+αγ困 o)(oIとなる場合である･

1
ビームスプリッタ-の透過率が叩ニラ,つまりα-β-嘉のときを考えてみる

と以下のようになる.

γ-(1･Ji)o (4･3)

つまりビームスプリッタ-の入力をIo)(oltI(1･Ji)a)((1･Ji)oIとすると,出

力としてlo)(o匪 得られる.また,もう1'-,の出力を計算 してみると

Iαo十βγ)(α0･βγI-i(l十Ji)a)((l十Ji)a
となる.

よってこのビームスプリッタ-は次のように表せる.

ー1011-
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JC)(eJ ト

l(1+招~)9)くく1+招~)el

千
JC)(CI

(図4.9)反射変換

､ >■ーくく1+-jF')C1
I(1+.巧~)a)

同様にして上から右に匝)(olを反射させる場合と,入力lo)(oIをll0)(-Olとした

とき,また入力lo)(伸 二対して出力がトo)(-Olと位相変調して反射変換する場合

とその道も求められる.

それら全てを図にあらわすと,以下のようになる.

lト1一作~始〉くトト/ぎWI

… 二 → 一二

卜β〉ぐ引

く図410)

I(ト招~)e〉くく11ノア)eI

1
Je〉くCl >l

Iト1+佗 )8)くト1+/ど)el

良
lC)く引

(図4,ll)

卜e)(-81≠ 旨■u((l'三Jflel

β〉くβ

I(ト巧~)a)

㍗ ,(-2(._C4 78, .(_2(.-隅 j L e,<C.

ゝ 巨 '-2('-C4 ?ef ･(-2(･一隅 サ
トe)(-eI lト1+招~)e)くト1+佗 )CI

(図4.12) (図4.13)
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18〉く別

型
J(1+/ど)e)くく1+ノす )el

(図4.14)

[(十 年空?A.≠ 旨卜C〉(-Cl
く(-トノ官)el

I(11仔LC?_. ごく
l-a)(-CI

去 Ie

I(-1-/チ)a)く(-1一ノ宮)el

くB]4.16)

くく1+/チ)81
〉くβ

くく1一花~)el[(1/-/.q禦 .̂汁 ､ 卜8〉く-8

卜eX-el

二
l(1-/チ)e)く(1-招~)81

(図4.15)

これらを見てみると,ビームスプリッタ-を用いた反射変換は,片方の入力

を反射させ出力させると,もう片方の入力と出力も同じように反射することが

わかる･さらに,lo)(olをトo)(一伸 二位相変換 して反射させると,もう片方の入

出力も位相変換 して反射することがわかる.また,ビームスプリッタ-の透過

率が弓 の場合においては,le)(Olやトo)(-olの入力を反射させるために必要な

もう1つの入力は･透過変換の場合と同じくl(±1±Ji)a)((±1±Ji)oIであること

が わかる.

4･3透過変換と反射変換のビームスプリァタ-を用いた皇子静理ゲー ト

ここでは透過変換と反射変換を用いた量子論理ゲー トを考えていく.

Il,I2を入力 1入力2,0.,0,を出力 1出力2,C,C"C,を制御光の入力,

C′,C.I,C2'を制御光の出力とするようなゲー トを考える.

ここでJl,Cが入力となるビームスプリッタ-のチャネルをnβ∫1, ∫.とnβ51の

出力が入力となるビームスプリッタ-のチャネルをnβ∫2, nβ∫.の出力とclが入

力となるビームスプリッタ-のチャネルをIIBS,, rlBS,の出力とC2が入力となる
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ビームスプリッタ-のチャネルをnβ∫4とする.

1
またビームスプリッターの透過率はりニラ,-まりα-β-志 とする･

C CI C2

■■. ｣

i TTBS1 ＼ 口 BS3 ■ー_ ー■__

C- 01 02

(図4.17)BSを用いた透過変換､反射変換の量子論理ゲート

このゲー トにおいて,Fredkin･Toffoliゲー トの真理値表を満たすことができ

れば量子 コンピュータを形成するあ らたな量子論理ゲー トとな りえる.

Fredkin-Toffoliゲー トの場合の制御の入力は 1つで,このゲー トの制御は3つ

あるが,とりあえずCだけに着目してCl,C,は無視 しておく.

ここで入出力における真理値を次のように

lo)(01=1
ト0)(-OI=o

また,制御光の入出力における真理値を次のようにしておく.

(1-Ji)a)((1-Ji)a

(-1.Ji)a)((-.+Ji)a

(.･Ji)a)((I.Ji)a

(-1･Ji)a)((ll･Jf)a
ではまず真理値がJl=1,72=0,C-0のときを見ていく.つまり,

I.;pl=lo)(oI
I2;P,=トo)(-ol
C;cT=

のときである.

(-1.Ji)a)((-1･Ji)ol,I(i-Ji)a)((.-Ji)a
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このときはC=Oであるので,I"I,に対 して0.,02はそのまま出力されればよ

いので,0.にle)(Ol,02にトo)(-oIでCは入力がそのまま出力されればよい.こ

こで01に働くOl%出力させるためには,下図のようにnBSlとn BS,の出力が聞くOI

になるように制御光C,C.,C,を入力すればよい.

C CI C2

<ell L le><el L ■_

1<-Cl ＼ nBS.I-8><-CI TTBS3le><el ー｣i_ ■L_

Cノ 01 02
IC)くCL ト9〉(-CI

(図4.18)

このような出力が得られるような制御光C,cl,C,は,先の透過変換と反射変換

を用いると,

C;6-(-IIJi)a)((-1IJi)a
C1;61-

C2;02-

を入力すればよいことがわかる.

また,そのときのC′,C.I,C2'は

C′;6′-

C.'･,6:-

C2';CT;-

(1･Ji)o)((lIJi)o

(-I-Ji)a)((-.-Ji)a

(-1+Ji)a)((-1.Ji)a
(1.Ji)a)((1IJi)a

(-I-Ji)a)((-I-Ji)a

(4.8)

(4.9)

となる.

以上より,真理値Jl=り2-0,C-0の場合のこのゲー トの入出力は,次のよう

になる.
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I(-1+Jf)e) l(1+Jf)e) I(-1十㌔仔)C)

<t-1:el L__+JF)剖 ≪1+L ＼仔)CI <E-1-J官)el l(1-貰

>CL ー TTBS1 TTBS3 ■■._ ーi(-1

l←帯 もl le)くCl I-3)(-el
(図419)

以下同様に他 7つのIt,I2,Cの組み合わせについてもIl,I,,Cと01,02の関係を

もとに,全ての入力と出力が求められる.

それらを図であらわすと次のようになる.

1(君 崇 iel l←il_fjgZel l-9)(-el

:Cl ー ■■.. l(-1-J亨)eー

>el L lTBS1 TTBS3 ｣ r冬-1-Jぎl(-1-ヽ仔)3■■

IlCX-3I l-9)(-3l ICXCl

(図420)
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1可す)e)
≪1+Jf)el

1+Jf)e)
≪-1+Jf)釧

I(-1+J亨)e) l(1+Jf)9)

<E-1el L_･Jf)剖 <(1+■■. ＼仔)eJ le〉<el lぐi.■

CJ LL_ TTBS1 TTBS3 ｣ ■ーL(-

卜♂ TT由2 <cl IC ■-TTBS-
(図4.21)

l←招 iel l'-il_fjgZCl l'-il_C3giCl

el L 一■. I(L_

el ■■.. n BS1 TTBS3 ー_ ー~J(｣

lト1-J官)e)
(i-1-J官)eI

l(1イぎ)9)

卜eX-

leXel JeXel

(図4.22)

lト1｢斤)e) I(1+Jぎ)e〉

≪1-･eL _Jf)el <(-1--■.Jf)el <(1.tJf2)el IL(--

Cl L n BSl TTBS3 ー Xl(1｣

I(1-､仔)9) トeX-C1
≪1-J亨)Gl

(園4.23)
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I(1+＼斤)C) I(1+Jf)e)

≪11｢･CL L＼仔)Cl ≪1-hJfL 2)eL lC1>くUl ｣(

利 一_ lTBS1 TTBS3 ■■. ー1(L

IC> nBS2 <CL l-3 ■｢~TTBS4

(図4.24)

l'Afi3)81 1'-il_fBieI I-9)(-CI

卜eX-

トβ〉ぐ

ト∂〉ぐ

1可官)a)
≪1ltJぎ)eI

1+JE)e)
((1+Jす)C1

CL _ ■■■+ lトi

CI L TTBS1 TTBS3 ｣ ーlー

lCXel I-8)(-3L I-9)(-3l

(図4.25)

l岩 諾 )el l岩 諾 吉l l岩 諾 吉l

上汐〉ぐ

1｢一仔)e)
(ト1-JF)91

(1lJす)5〉
≪1-J百)CL

CL ■■■ ■■_ lト1しく毒

釧 ■■.+ TTBS1 TTBS3 ■■. r llト1Lく毒

A(1+Jf)e〉 トe〉ぐ到
((1+J官)CI

(図4.26)
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さて,これらを見てみると,I.,(2,Cと0.,0,の関係から全ての場合においてそ

の他の入出力が得られたが,それからわかる真理値とFredkin-Toffoliゲートの

真理値表を比較 してみると,CとC′が一致しないため解釈が難しい部分が出て

くる.一致 しないときというのはC,C2に対 してC′,C,'が交換 して出力されてし

まう場合である.このゲー トはFredkin-Toffoliゲー トとは少 し違い,制御の入

力が3つあるでの Fredkin-Toffoliゲー トのCのあたる部分をこのゲー トでは

C,C1,C2の組み合わせで上手く表現しないとならないのかもしれない.

以上,本論文では情報の損失が起きないFredkin-Toffoliゲー トを基として,

特にビームスプリッタ一に日を付けて,コヒーレント状態の光のみを用いた量

子論理ゲー トの構成を模索 していった.

Fredkin-Tb批)liゲー トの真理値表を全て満たすような量子論理ゲー トを構成

するには至らなかったが,部分的には満たすものを構成することができ.ビー

ムスプリッタ-を用いた増幅変換や透過変換,反射変換はこのように新たな量

子論理ゲー トを作る上で非常に有用であると言えるだろう.
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