
9:30 - 10:30 (60) 山本 喜久（IｍPACT PM) 量子-古典クロスオーバーの物理から見た量子ニューラルネットワーク

武居 弘樹
（NTT物性科学基礎研究所）

11:10 - 11:30
Peter McMahon/Martin Fejer
（スタンフォード大学）

井上 恭
（大阪大学）

12:30 - 14:00
合原 一幸
（東京大学）

河原林 健一
（国立情報学研究所）

15:00 - 15:20
西森 秀稔
（東京工業大学）

大関 真之
（東北大学）

16:20 - 16:40
青西 亨
（東京工業大学）

小川 哲生
（大阪大学）

18:00 - 20:00 意見交換会

樽茶 清悟
（理化学研究所）

青木 秀夫 高温超伝導のための新たなアルゴリズム 
（東京大学） ― SU(2)スレーブボゾン法およびダイナミカル・バーテックス近似

高橋 義朗
（京都大学）

11:00 - 11:20
福原 武
（理化学研究所）

中村 泰信
（理化学研究所）

12:20 - 13:30
特別講演： 上田 正仁
（東京大学）

Franco Nori Qutip study example:
（理化学研究所） Ground-state physics of light-matter systems in the ultra-strong coupling regime

15:00 - 15:20
永長 直人
（理化学研究所）

Sven Höfling
（ウルツブルグ大学）

蔡 兆申
（理化学研究所）

17:00 - 19:00 ポスター発表（量子シミュレーション, 量子人工脳）

佐々木 雅英
（情報通信研究機構）

津村 聡一
（日本電気株式会社）

鈴木 彰／井上 秀行
（東芝インフラシステムズ株式会社）

11:00 - 11:20
鶴丸 豊広／松井 充
（三菱電機株式会社）

平野 琢也
（学習院大学）

12:20 - 13:30
特別講演： 岩田 哲, 松本 隆太郎
（名古屋大学）

小芦 雅斗
（東京大学）

15:00 - 15:20
富田 章久
（北海道大学）

笠井 健太
（東京工業大学）

玉木 潔
（富山大学）

17:00 - 19:00 ポスター発表（量子セキュアネットワーク, 量子人工脳）

ImPACT "量子人工脳を量子ネットワークでつなぐ高度知識社会基盤の実現" 
量子情報技術ワークショップ（第4回全体会議）

2018年3月27日～3月29日（JST東京本部別館 1階ホール）

2018年3月27日（火） -　量子人工脳

10:30 - 11:10 (40) コヒーレントイジングマシン実験の進展状況

 昼休み（集合写真撮影）

14:00 - 14:30 (30) CIMとニューラルネットワーク

14:30 - 15:00 (30) グラフアルゴリズム：理論と実践

休憩

11:30 - 12:00 (30) Coherent Ising machines at Stanford: an overview and progress report

12:00 - 12:30 (30) 量子測定フィードバック回路の開発

休憩

16:40 - 17:10 (30) コヒーレントイジングマシンの統計力学～フラストレーションをもつ系の解析～

17:10 - 17:40 (30) コヒーレントイジングマシンの模型化と数値解析

休憩

15:20 - 15:50 (30) 非疑似古典ハミルトニアンを用いない量子アニーリングの性能向上

15:50 - 16:20 (30) コヒーレントイジングマシンの物理に対する理論的アプローチ

10:30 - 11:00 (30) 冷却原子量子シミュレーション

休憩

11:20 - 11:50 (30) 光格子系を用いたスピンダイナミクスの量子シミュレーション

2017年3月28日（水） - 量子シミュレーション

9:30 - 10:00 (30) 量子ドットを用いた量子シミュレーションの進捗状況

10:00 - 10:30 (30)

14:30 - 15:00 (30)

休憩

15:20 - 15:50 (30) 強相関係における量子シミュレーション

11:50 - 12:20 (30) 超伝導回路を用いた量子シミュレーション

昼休み

13:30 - 14:30 (60) 連続観測下の量子ダイナミックス

2017年3月29日（木） - 量子セキュアネットワーク

9:30 - 10:00 (30) 量子セキュアネットワークの概要とフィールド実証実験

10:00 - 10:30 (30) (仮) 量子鍵配送プラットフォームの研究開発

15:50 - 16:20 (30) Exciton-Polaritons-Lattices: Towards a scalable simulation platform

16:20 - 16:50 (30) ボゾンサンプリングに基づく超伝導量子シミュレーション

11:50 - 12:20 (30) 光多値変調による量子鍵配送技術の研究開発

昼休み

13:30 - 14:30 (60)

10:30 - 11:00 (30) 量子セキュアネットワーク向けQKDシステムの開発

休憩

11:20 - 11:50 (30) 量子暗号と現代暗号の融合にむけた研究開発

量子アルゴリズムと共通鍵暗号の最近の話題

15:50 - 16:20 (30) 有記憶通信路における空間結合符号の性能解析

16:20 - 16:50 (30) 量子鍵配送の実装安全性

14:30 - 15:00 (30) パルス間相関がある場合の量子鍵配送のセキュリティ

休憩

15:20 - 15:50 (30) QKD装置光源の評価と安全性保証


