news feature

量子とヨガと
コンピューター

A theorist of errors
Nature Vol.433(9)/6 January 2005

イスラエルのハイファにあるアインシュタイン通りで育った Dorit Aharanov は、物理学を研究する運命だったのか
もしれない。しかし、最終的に量子コンピューターを専門に選ぶまで、彼女は別の問題に関心を寄せていた。
Haim Watzman が報告する。
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全に分離されることはありえないので、
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証明を挙げた 2。この証明は、量子計算
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