
QIT23 プログラム 平成２２年１１月１５日（月）

開始時刻 タイトル 講演者 所属

10:10- 10:20 [開会の挨拶，連絡事項]

10:20- 11:40 Session I 座長　平野　琢也 (学習院大学)

量子鍵配送技術の現状とシステム応用への展望   <チュートリアル講演> 藤原幹生 （独）情報通信研究機構

偏光に基づく光通信波長帯量子交換実験と量子状態再生 薛迎紅 [a,b]，吉澤明男 [a,b]，土田英実 [a,b] a:産業技術総合研究所, b:科学技術振興機構

９８％検出効率を持つ超伝導転移端光子数識別器の実現
藤井剛 [a,b], 福田大治 [a], 沼田孝之 [a], 吉澤明男 [a],
土田英実 [a], 藤野英利 [a], 石井裕之 [a],
板谷太郎 [a], 井上修一郎 [b], 座間達也 [a]

a:産業技術総合研究所, b:日本大学

11:40- 13:00 昼食

13:00- 14:30 ポスターセッション

14:30- 15:50 Session II 座長　山下　茂 (立命館大学)

量子ネットワーク符号   <招待講演> Francois Le Gall 東京大学

Quantum Counterfeit Coin Problems
Kazuo Iwama [a], Harumichi Nishimura [b],
Rudy Raymond [c], Junichi Teruyama [a]

a:Kyoto Univ., b:Osaka Pref. Univ.,
c: IBM Research-Tokyo

2状態量子ウォークの局在化モデルに対する極限分布 町田拓也 明治大学

15:50- 16:10 休息

16:10- 17:50 Session III 座長　西村　治道 (大阪府立大学)

Feynmanの2つの提唱からグラフと計算量への展開 今井浩 [a,b] a:東京大学, b:JST ERATO-SORST QCI

量子相対エントロピーの特徴づけと漸近的状態変換 松本啓史 [a,b] a:国立情報学研究所, b:科学技術振興機構

Comparison of quantum statistical models: a "Quantum Blackwell Theorem" Francesco Buscemi University of Nagoya

3-qubit純粋状態のLOCC変換可能性 田島裕康 東京大学

18:00- 20:00 懇親会



QIT23 プログラム 平成２２年１１月１６日（火）

開始時刻 タイトル 講演者 所属

9:20- 10:40 Session IV 座長　鶴丸　豊広 (三菱電機)

部分アクセスによるquadratic hamiltonian推定 丸山耕司 [a], Daniel Burgarth [b], Franco Nori [a,c] a:理研, b:Imperial College London, c:Univ. of Michigan

Robust construction of many qubits in infinite dimensional Hilbert spaces 鈴木淳, 根本香絵 国立情報学研究所

Quantum repeaters and computation by a single module: Remote
nondestructive parity measurement

Koji Azuma [a,b], Hitoshi Takeda [b],
Masato Koashi [b], Nobuyuki Imoto [b,c]

a:NTT BRL, b:Osaka Univ.

複合量子操作と動的位相 坂東将光 [a], 近藤康 [a,b]  a:近畿大学量子コンピューターセンター, b:近畿大学

10:40- 11:00 休息

11:00- 12:20 Session V 座長　枝松　圭一 (東北大学)

光格子時計：17桁での時間比較と展望   <招待講演> 香取秀俊 東京大学

サブ･ガイガーモード動作Si APD光子検出器：高検出効率を目指して 辻野賢治，富田章久 JST ERATO-SORST QCI

高偏極核スピン系におけるゲイン100以上のスピンアンプの実験的実現 根来誠, 立石健一郎, 香川晃徳, 北川勝浩 大阪大学

12:20- 13:40 昼   食

13:40- 15:00 Session VI 座長　川畑　史郎 (産業技術総合研究所)

量子フィードバック制御の基礎   <チュートリアル講演> 山本直樹 慶應義塾大学

超伝導量子ビット読み出し過程の情報理論的考察 中ノ勇人 NTT物性科学基礎研究所

Λ型三準位系を用いた決定論的光子―光子(SWAP)^{1/2}ゲート 越野和樹 [a]，石坂智 [b]，中村泰信 [c,d]
a:東京医歯大教養, b:広大院総科, c:NECグリーン研,
d:理研

15:00- 15:20 休息

15:20- 16:20 Session VII 座長　森越　文明 (ＮＴＴ)

測定・相関・文脈性 小澤正直 名古屋大学

コヒーレント場による量子ビットの制御限界 井桁和浩 [a,b], 井元信之 [c], 小芦雅斗 [c] a:NTT物性科学基礎研究所, b:JST CREST, c:大阪大学

検証可能な量子限界 並木亮 京都大学

16:20- 16:25 閉会の挨拶



11/15
13:00- 14:30 ポスター (ホール　２F)

1 直交性保存量子テレポーテーションと蒸留エンタングルメント 柴尾昌克 株式会社エムシーアイ

2 多元LDPC符号を用いた限界距離復号性能限界を超える量子誤り訂正 笠井健太 [a], 萩原学 [b], 今井秀樹 [b,c], 坂庭好一 [a] a:東京工業大学, b:産業技術総合研究所, c:中央大学

3 ゲート順序を考慮したLNNアーキテクチャへの変換手法 松尾惇士, 山下茂 立命館大学

4 連結した半直線上の離散時間量子ウォークの極限定理 知崎恒太 [a], 今野紀雄 [a], 瀬川悦生 [b] a:横浜国立大学, b:東京工業大学

5 Blier-Tapp QMAプロトコルの健全性について 中川翔太, 西村治道 大阪府立大学

6 SU(N)-symmetric quasi-probability distribution functions Todd Tilma, Kae Nemoto 国立情報学研究所

7 連続変数システムにおける動的量子誤り訂正 多治見剛, 山本直樹 慶應義塾大学

8
状態の初期化，多数回試行の重ね焼きを必要としない２量子ビット間イジング
相互作用定数の推定

安藤慧 [a], 湯浅一哉 [b] a:早大理工, b:早大高等研

9 多値位相変調光信号に対する準最適な量子受信機の設計
岩間隼 [a,b], 武岡正裕 [a], 外林秀之 [b],
佐々木雅英 [a]

a:情報通信研究機構, b:青山学院大学

10 古典情報を用いないユニバーサルな純粋状態識別プロトコル 秋本大樹 [a], 林正人 [a,b] a:東北大学, b:シンガポール国立大学

11 正弦電圧ゲート動作型InGaAs/InP APDを用いた偏光量子もつれ配送
河野太一 [a], 行方直人 [a], 栗村直 [b],
井上修一郎 [a]

a:日本大学量子科学研究所，b:物質材料研究機構

12 量子ガウス状態族に対する仮説検定 熊谷亘 [a], 林正人 [a,b] a:東北大学, b:シンガポール国立大学

13 DFSによるエンタングルメント配送の高効率化
小野陽平, 生田力三, 田嶌俊之, 山本俊, 小芦雅斗,
井元信之

大阪大学基礎工学研究科

14 光子・電子スピンの量子メディア変換におけるプロセストモグラフィ測定
稲垣卓弘 [a,b], 小坂英男 [a,b], 力武克彰 [c,b],
今村裕志 [d,b], 三森康義 [a,b], 枝松圭一 [a]

a:東北大学, b:CREST-JST, c:仙台高専,
d:産総研ナノテク

15
４個のジョセフソン接合で作られた量子ビットにおける２重井戸から単一井戸へ
のポテンシャル制御

島津佳弘，落合慧，篠崎瑛二，中島正揮，高橋真起 横浜国立大学

16 結合ジョセフソン接合における自発発生外場下の協力的量子トンネル現象 知崎陽一 [a,b], 川畑史郎 [a,b] a:産業技術総合研究所, b:CREST
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