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量子情報技術とは，従来，量子力学の分野で解明が進められてきた「量子重ね合わせ」
や「量子もつれ」といったミクロな粒子（量子）が有する特異な性質を情報通信技術へ応
用することにより，大きなブレークスルーを展望する技術です．私たちの生活は IoT，AI，
ビックデータなどのキーワードに象徴される情報通信基盤の上に営まれており，その革新
的な発展の可能性を秘めた量子情報技術に大きな期待の目が注がれています．近年，日本
を含む欧米中などの先進各国がばく大な政府投資を発表し，更に Google や IBM などの巨
大 IT 企業も関連する開発競争に乗り出したことで研究開発のスピードが一気に加速しまし
た．量子力学が誕生して 100 年余りと言われますが，現在，量子力学と情報科学とを融合
させた新たな技術の創成に注目が集まっています．

こうした社会の期待を背景に，量子情報技術をより身近に感じて頂くことを目的として
本小特集を企画しました．特に，量子が有する特異な性質は非専門家には理解しづらく，
研究開発に対してどこか非現実的な，難関なイメージがあるように思います．そのため，
今後どのように技術が発展し，社会へ普及するかが正しく理解され，十分に認識されてい
ない側面があるように思います．本小特集では，社会応用という切り口で量子情報技術を
概観し，まず，量子現象を踏まえた技術の高度化という視点で，組合せ最適化，セキュア
／長距離通信，高精度制御の各応用テーマについて，技術の基本から将来的な展望までを
解説頂きます．続いて，情報科学に軸足を置いた視点で，量子コンピュータを効果的に活
用する計算アルゴリズムを概観し，現在のソフトウェア／アプリケーション開発の状況を
紹介頂きます． 

量子情報技術は量子力学と情報科学の境界上に成り立ち，今後の発展のためには両学術
分野の垣根を越えた交流により，多くの研究者が集結することが望まれています．本小特
集が一人でも多く，そうした方々の目に留まりましたら編集チームとしましてこの上ない
喜びです．末筆ではございますが，本小特集の発行にあたり，貴重な原稿を御執筆頂きま
した著者の皆様，記事の御提案を頂きました編集委員の皆様，査読・校閲などの編集作業
に御協力を頂きました皆様に心から感謝申し上げます．
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1 重力波望遠鏡 
アインシュタインの一般相対性理論の帰結として，質

量を持つ物体が非対称な運動をした場合，周囲のゆがん
だ時空が変動し，時空のゆがみが波として伝わることが
知られている．この重力波と呼ばれる時空のさざ波は，
2015 年に米国の LIGO望遠鏡が初観測に成功し，その
存在が証明された．このとき観測されたのは 13億光年
離れたところにあるブラックホール連星の合体で，
2017年までに 11例の観測が発表され，2019年から実
施している観測では 50例以上の観測が速報として報告
されている．重力波は電磁波では伝わることのない，ブ
ラックホールのイベントホライゾン付近の情報や，中性
子星内部の情報を伝えるので，重力波の観測により，人
類は新しい天文学の窓を開いたと言える．
重力波望遠鏡は図 1に示すようなマイケルソン干渉

計で構成される．レーザから入射された光（連続波）は
ビームスプリッタで二方向に分岐し，エンド鏡で反射し
て戻ってくる．鏡とビームスプリッタは振り子で懸架し
ている．戻ってきた光はビームスプリッタで干渉し，光
検波器側には光が来ないような状態（ダークフリンジ）
に制御される．重力波は四重極放射というモードを持っ
ており，干渉計が置かれた地面に対して垂直に重力波が

降り注いだとすると，片方のエンド鏡とビームスプリッ
タとの距離を伸ばし，もう片方のエンド鏡とビームスプ
リッタとの距離を縮めるような効果をもたらす．重力波
が到来すると光検波器に信号光が入ってくるようにな
る．実際には重力波への感度を向上するために，図 2
のように光共振器を組み込んだ形で運転する．基線部に
光をため込むと同時に滞在時間を延長して重力波信号を
増幅する腕共振器，レーザ側に戻された光を再入射させ
るパワーリサイクリング，そして重力波信号のみを再入
射させるシグナルリサイクリングの三つの共振器が複合
的に組み込まれている．現在稼動中の望遠鏡の多くはこ
のような干渉計構成となっている．
重力波の感度は，背景雑音の大きさで決まる．光検波

器の出力を周波数分解し，各周波数における信号と雑音
の比が 1となるような大きさの信号を感度と定義する．
背景雑音には地面振動，鏡の熱揺らぎ，なども含まれる
が，観測帯域で設計感度を制限しているのは量子雑音で
ある．本稿では量子雑音の軽減法について解説する．

2 光の量子雑音
（ショット雑音）

ダークフリンジに制御された状態では，レーザ光の揺
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らぎはレーザ側に戻される．レーザの周波数揺らぎのよ
うな古典雑音も，光子の位相揺らぎのような量子雑音も
全て戻される．一方で重力波信号を含む，基線の差動揺
らぎは光検波器側に現れる．マイケルソン干渉計を用い
ることでレーザの周波数揺らぎと重力波信号を分離する
というのは，重力波望遠鏡の最大の利点である．
それでは，どのようにして光の量子雑音が現れるのだ

ろうか．実は，光検波器側からは光が入ってこないが，
それは光子数の平均値がゼロなだけであって，揺らぎの
平均値はゼロではない．揺らぎの平均値というのは，物
理量を二乗して平均したものと平均値を二乗したものの
差をとって計算する．量子力学に従って計算すると揺ら
ぎの平均値は光子 0.5 個分の大きさであることが分か
る．量子的な揺らぎというのはゼロであることを許さ
ず，ゼロか 1か分からない状態として存在するので，
平均的に半個であると言われると何となく納得できるだ
ろう．この平均して半個の光子（真空場）が光検波器側
から干渉計に入り，重力波信号とともに光検波器側に
戻ってくる．
マイケルソン干渉計に入射するレーザの波長を 1µm，

光量を 20Wとしよう．一つの光子のエネルギーはプラ
ンク定数に光速をかけて波長で割ったものなので，
20Wのレーザは毎秒 1020 個の光子を干渉計に送り込ん
でいることになる．これらが半分ずつ干渉計の基線を往
復し，その間に重力波の影響を受ける．重力波により基
線を往復したときの距離が波長の 10（-10）÷（2π）だけ
伸縮すると，ダークフリンジのタイミングが少しだけず
れて 1個の光子が光検波器に入ることになる．真空場
の大きさは光子半個分なので，これで信号と量子揺らぎ
がほぼ等しい状態ということになる．このような形で感
度を制限する光の量子雑音をショット雑音と呼ぶ．実際
は周波数分解してパワースペクトル密度を求めることに
なり，入射光量 20Wのマイケルソン干渉計のショット
雑音変位感度は 8× 10-18m/rtHz という形で表される．
ルートヘルツという耳慣れない単位が分母につくが，こ
れは重力波の観測時間が長いほど SN比が向上すること
を表している．

3 光の量子雑音（輻射圧雑音）
前章で説明したショット雑音とは別の形で現れる量

子雑音がある．光検波器側から入る真空場が揺らぎの元
であることには変わりないのだが，そのまま光検波器に
戻ってくるのではなく，輻射圧として鏡を揺らすという
形で雑音になる．鏡の質量が大きいほど輻射圧雑音は小
さくなる．また，周波数分解すると周波数が低いほど輻
射圧雑音は大きくなることが分かる．図 3にショット

雑音と輻射圧雑音を合わせた量子雑音の変位感度スペク
トルを示す．ここでは鏡の質量を LIGOと同じ 40kg に
し，簡単のためビームスプリッタの質量はそれよりも十
分重いものとしている．干渉計への入射光量は 10kW，
1MW，100MWとしている．実際に腕共振器にため込
む光量は数百 kW程度であるが，光共振器による信号
増幅効果もあるため，マイケルソン干渉計に換算すると
この程度のパワーを入射しているのに等しい．
ショット雑音は入射光量の平方根に反比例するのに

対して，輻射圧雑音は入射光量の平方根に比例するた
め，両者の間にトレードオフが存在する．そのため，単
純なハイパワー化では超えることのできない標準量子限
界と呼ばれる感度限界が存在する．

4 標準量子限界
ショット雑音と輻射圧雑音から計算した標準量子限

界は，ルート［4×プランク定数÷鏡の質量］÷周波数 
で与えられる．これは変位と運動量に関するハイゼンベ
ルグの不確定性原理から求めた量子限界と同じ形をして
いる．重力波の感度を上げるということは，鏡の変位の
測定精度を向上するということに等しい．変位の誤差
Δx を小さくしようとすると，ΔxΔp ≧プランク定数 /2
という不確定性原理から運動量の誤差Δp が大きくなっ
てしまう．運動量の誤差が大きいと，連続測定において
は次の時刻の測定精度が落ちることになり，測定精度自
体に限界が生じるのである．
光についての不確定性原理も存在する．図 4に示す

ように，レーザ光というのは振幅成分と位相成分がそれ
ぞれ量子的なレベルで揺らいでいる．レーザは量子的な
最小不確定状態にあるため，振幅と位相の揺らぎの大き
さの積は 1である．また，一般的なレーザはコヒーレ
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図3　ショット雑音と輻射圧雑音のスペクトル

ショット雑音は白色雑音で高周波で支配的であり，輻射圧
雑音は周波数の二乗に反比例する白色力雑音で低周波で支
配的である．レーザのハイパワー化でショット雑音は軽減
し，輻射圧雑音は増加する．
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ント光であり，位相方向の光の揺らぎと振幅方向の光の
揺らぎの大きさは等しい．
鏡の変位測定は，測定プローブであるレーザの位相変

化を測定するものであり，測定精度にダイレクトに現れ
るのは位相方向の揺らぎである．一方，輻射圧雑音とし
て現れるのは，レーザと同相の揺らぎ，つまり振幅方向
の揺らぎである．変位測定の量子限界は，光の直交成分
の量子限界が投影されたものであると言える．
それでは，鏡自体の量子揺らぎはどうなったのだろう

か．量子力学に従えば，鏡の位置そのものが量子的に広
がりをもっていて，測定のたびに誤差を生じるのではな
かったか．実は，重力波望遠鏡が測定しているのは鏡の
位置ではなく，鏡の位置の変化であるため，初期位置の
揺らぎは消えてしまう．干渉計の基線の長さを物差しの
ようなもので測定しておき，重力波が到来したときにま
た同じように測定をして，その差分をとる，という方法
で重力波の観測をしているのであれば，二つの測定の間
で初期位置の値にずれが生じるが，基線の長さの変化だ
けを測定しているため，初期位置は量子的な状態を保っ
たまま引き算されてしまうのである．

5 量子制御による標準量子限界
の突破

標準量子限界というのは，単純なハイパワー化では超
えられない限界であり，量子制御などの技術を導入すれ
ば，標準量子限界を超える感度を実現することが可能で
ある．これは，ハイゼンベルグの不確定性原理を破ると
いう話ではなく，重力波観測の感度について標準量子限
界を超える，ということである．幾つかの方法がある
が，今回は主にフィードフォワード制御による方法と
フィードバック制御による方法を一つずつ紹介する．

6 フィードフォワード制御によ
る輻射圧雑音の除去

先述のとおり，輻射圧雑音の源は真空場の振幅成分で
ある．ということは，振幅成分の揺らぎを別に測ってお
いて，結果から引き算してしまえば輻射圧雑音は消せる
のではないだろうか．このように入力同士の引き算で揺
らぎを除去する手法をフィードフォワード制御，とい
う．例えば，光検波器側から入射する真空場を部分反射
鏡でピックオフして，その揺らぎを計測したらどうか，
というとうまくいかない．部分反射鏡のようなものを導
入すると，その裏側から新しい真空場が入ってきてしま
い，元の真空場の揺らぎを除去できてもそちらが残って
しまい，感度が向上することはない．
量子的な状態を保ったまま制御に使用するというの

と，新しい真空場を導入しないのとは，同じことを意味
している．古典的な制御では，情報を得ることができる
代わりに量子状態が崩れてしまい，次の情報を得ようと
すると新しい真空場が導入される．輻射圧雑音を除去す
るためには，真空場を測定せずに，輻射圧雑音と引き算
してやる必要がある．その一つの方法として，輻射圧雑
音を測定するのと同じタイミングで真空場の振幅成分を
測定する，というものが考えられる．量子的フィード
フォワード制御である．
重力波はレーザ光の位相を変化させる．重力波信号を

取得する際には位相信号成分を取り出す．そのため，
ショット雑音の源は真空場の位相方向の揺らぎである．
信号取得の際に振幅成分も少しだけ混ぜることにする
と，信号が低下し，真空場については位相揺らぎが減る
分だけ振幅揺らぎが増えるので合計は変わらず，結果と
してショット雑音感度は悪化する．しかし，輻射圧雑音
が支配的な状況では，特定の周波数で振幅揺らぎと輻射
圧雑音の大きさが等しくなり，相殺させることが可能と
なる．少し難しい話になるが，振幅成分と位相成分を縦
軸と横軸にとって描写する位相空間で説明すると図 5
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図4　位相方向にずれた光（左）と振幅方向にずれた光（右）
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のようになる．位相空間上で信号取得軸の方向を位相方
向からずらしてやると，輻射圧雑音を除去することがで
きる．
このときの感度スペクトルを表したのが図 6である．

入射パワーは 10MWとしている．信号取得角を位相方
向に合わせると標準量子限界を超えないが，位相方向と
振幅方向の混合角にすると，特定の周波数で輻射圧雑音
が完全に除去されたショット雑音のみの雑音レベルに到
達し，その周波数付近では標準量子限界を超える感度が
実現できる．
量子的フィードフォワード制御を実施する具体的な

方法は今のところ二つ提案されている．まずその前に位
相方向での信号取得をどのようにするかを説明しておこ
う．干渉計をダークフリンジに古典制御した状態では，
光検波器には重力波信号しか入ってこない．そのままで
は出力が小さ過ぎるので，位相方向を向いている参照光
を用意して，参照光と重力波信号のビートを計測する．
現行の望遠鏡の一つ前の世代の重力波望遠鏡では，レー
ザ光にメガヘルツ帯の位相変調をかけ，それによって生
じる側帯波を参照光とし，光検波器で電気信号に変換し
た後で，同じ周波数で復調して重力波の周波数に戻して
いた．この方法は散乱光などの雑音を軽減するにはよい
のだが，量子制御には相性が悪い．現行の望遠鏡では
ダークフリンジから少しだけずらして，位相方向を向い
たレーザ光を光検波器側に漏れ出させる，という方法を

用いている．フィードフォワードを実施する一つ目の方
法は，現行の方法に，振幅方向を向いたレーザ光を加え
てやるというものである．実際には，鏡の反射率の微妙
な違いで元々少量の振幅成分が存在しているので，それ
を利用してやり，ダークフリンジからのずれを調整して
信号取得角を選択するのである．もう一つの方法は，
レーザから光をピックオフし，光検波器の前にビームス
プリッタを配置して干渉させる方法である（図 7）．こ
ちらの方法はホモダイン検波法と呼ばれている．参照光
の光路長を制御することで信号取得角を選択することが
できる．
ちなみに，これまでは鏡やビームスプリッタの光学損

失は考慮していないが，実際には吸収や散乱などによる
損失が存在する．損失というのは外部への情報の流出で
あり，同じだけ外部から真空場（ロス場）が入ってくる
ことを意味している．信号取得軸を位相方向からずらす
ということは，信号自体の大きさは減らしているので，
ロス場に対してはぜい弱になる．特に標準量子限界を突
破している帯域でロス場に敏感となるため，光学損失を
減らす努力が必要となる．

7 光ばね
前章で紹介したのが入力の引き算で揺らぎを除去す

る量子的フィードフォワード制御であるのに対して，出
力を帰還して揺らぎを抑える量子的フィードバック制御
を実施することも可能である．干渉計の出力を光検波器
で読み出してからその情報を鏡にフィードバックする
と，古典制御になってしまう．干渉計を動作点にとどめ
るために古典制御は必要であるが，古典制御で感度スペ
クトルが変わることはない．量子制御を実施するには，
光のまま，量子状態を保ったまま，その情報を鏡に
フィードバックしなければならない．例えば，光検波器
の手前でピックオフした光を，光ファイバなどでエンド
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図7　ホモダイン検波法図6　量子フィードフォワード制御をしたときの感度

図5　量子フィードフォワード制御の概念図
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鏡まで運び，照射して輻射圧で駆動することで鏡の変位
にフィードバックする，などの方法である．そのような
ことをしなくても，実は図 2のセットアップのままで
も量子的フィードバック制御は可能である．シグナルリ
サイクリング共振器は，レーザ光が共振するようにすれ
ば信号を増幅することができ，反共振するようにして帯
域を拡張することができる．どちらの場合も折り返した
位相信号はレーザと同相になることはなく，干渉計に再
入射して鏡に照射しても輻射圧を生まない．しかし，共
振でも反共振でもない中間状態にデチューンしておく
と，位相変調が部分的に振幅変調となり，鏡を輻射圧で
揺らす．位相信号が輻射圧を介して再び位相信号を生み
出すというフィードバックループが出来上がる．この
ループによって形成されるオプトメカニカル振動子を光
ばねと呼び，光ばねの共振周波数では重力波信号が増幅
されることが知られている．
図 8に光ばねを導入した際の量子雑音スペクトルを

示す．ここでは図 2のセットアップを想定している．
（鏡の質量は 23kg とした．）それぞれのスペクトルに二
つの鋭い谷間が現れており，低周波側が光ばね周波数，
高周波側がシグナルリサイクリング共振器で共振する信
号の周波数である．光ばね周波数は，シグナルリサイク
リング共振器の共振からのデチューン度を変える（左パ
ネル）か，入射するレーザの光量を変える（右パネル）
かによって変えることができる．光ばね周波数での感度
は標準量子限界を突破している．ここで記載している標
準量子限界は，そもそも自由質点を仮定しており，光ば
ねによってダイナミクスが変更された系には当てはまら
ないものなのである．自由質点のときと同じ外力がか
かったときの感度を比べると，同じ外力に対して光ばね
の共振周波数では変位が増幅するため，感度が良いとい
うわけである．

フィードフォワードのときと異なり，信号を小さくし
ているわけではないので，光学損失を加味しても感度が
極端に悪くなることはない．また，ホモダイン検波器を
用いて信号取得角を回転させると，光ばねの感度はほぼ
全ての信号取得角で標準量子限界を超えることが分かっ
ている．
光ばねによって真空場も増幅されるのではないか，と

疑問に思う人もいるだろう．光ばねを含めて，全ての系
は線形応答しかしておらず，真空場の大きさ自体は最小
不確定状態を保っているが，干渉計に入った後で重力波
信号と真空場が同じように増幅されるというのはその通
りである．しかし，干渉計に入る前にシグナルリサイク
リング鏡で反射されて光検波器側に戻ってきた真空場
は，光ばねの増幅の影響を受けていないため，信号と雑
音の比を考えるとその分だけ感度が改善するのである．

8 スクイーズ技術
最後にもう一つ，標準量子限界を突破する方法とし

て，光スクイーズ技術を紹介する．ニオブ酸リチウムな
どの非線形結晶に，波長の異なる光を透過させると，そ
れらの和周波と差周波に相当する波長の光が出てくるこ
とが知られている．重力波望遠鏡において，レーザ光の
半分の波長を持つ光（角周波数 2ω）をポンプ光とし，
光検波器側から入り込む真空場（角周波数ω ±Ω）と
ポンプ光を非線形結晶にいれて，真空場と同じ波長の光
（角周波数ω ∓Ω）を生成して元の真空場と足してやれ
ば，位相揺らぎや振幅揺らぎを小さくすることができる
（図 9）．真空場にとってはスクイーズも線形応答とみな
すことができ，位相揺らぎと振幅揺らぎの積は一定であ
るから，位相揺らぎが小さくなった場合は振幅揺らぎは
大きくなり（位相スクイーズ），振幅揺らぎが小さく
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図8　光ばね導入時の量子雑音スペクトル．

デチューン度を変えたとき（左）とハイパワー化したとき（右）で周波数応答が異なる．
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なった場合は位相揺らぎは大きくなる（振幅スクイー
ズ）．この様子を位相空間上で表すとレモンを絞ったよ
うな形になるので，この技術をスクイーズと呼んでいる
わけである．
また，位相スクイーズと振幅スクイーズの中間的な状

態も生成可能で，その場合は位相成分と振幅成分が混ざ
り合った形となっている．その場合は，位相方向の信号
取得をしたとしても，標準量子限界を突破することがで
きる．位相成分に振幅成分が混ざった状態を作ってから
干渉計に入射しているので，先述の量子的フィードフォ
ワード制御と同じことができている．位相方向で信号取
得するので，重力波信号を軽減してはおらず，光学損失
に対しても極端に弱いわけではない．
位相スクイーズは，レーザのハイパワー化と同じ効果

をもつ．鏡が熱で変形する熱レンズ効果や，輻射圧で鏡
の姿勢が乱される問題など，ハイパワー化の課題は多い
ので，位相スクイーズによる感度向上は有用である．

そして，更なる感度向上案として，周波数依存型スク
イーズというものがある．ショット雑音が大きい高周波
では位相スクイーズを，輻射圧雑音が大きい低周波では
振幅スクイーズを，そして中間帯域では標準量子限界を
超える混合スクイーズを施すと，広い帯域で感度が向上
する．具体的には，光学損失の小さい光共振器にスク
イーズさせた真空場を入射し，共振器のカットオフ周波
数付近でスクイーズ角を回転させてやることで，実現が
可能である．図 10にスクイーズしたときの量子雑音ス
ペクトルを示す．

9 実験的検証と望遠鏡の現状
（参考文献）

 重力波望遠鏡における標準量子限界を初めて紹介し
たのはソ連のブラギンスキー博士で，1968 年のことで
ある．
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図9　位相スクイーズにおける振幅揺らぎの増幅（左）と位相揺らぎの軽減（右）．

非線形結晶にポンプ光と真空場を入射すると，それらを掛け合わせた電界が生成される．真空場とポンプ光の周波数差が生成
される電界の周波数となる．ポンプ光の符号を正とすると，左図では元の真空場も生成された電界も符号は正であり，電界の
大きさは増えるが，右図ではω -Ωの真空場の符号が負であるため，生成されたω+Ωの電界の符号は負となり，電界の大き
さは減る．

図10　スクイーズしたときの量子雑音スペクトル
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 1 まえがき
近年，量子コンピュータの実機開発に関する報道

が行われるようになってきたが，量子コンピュータ
の概念が生まれ，そのための研究が始まったのは，
30 年以上も前のことである．

米国の物理学者 Feynman が，量子力学の法則を
利用したコンピュータを作れば，量子シミュレー
ションを効率的に実行できるのではないかと考えた
のが，量子コンピュータの概念の始まりと言われて
いる（1）．1980 年代初期のことである．

一方で，1985 年，英国の物理学者 Deutsch が，
量子コンピュータの数学モデルとして，万能量子
Turing マシン（万能量子 TM）を定義し（2），1989
年には，万能量子 TM と理論上等価なモデルであ
る，量子回路モデルを提案した（3）．更に，1990 年
代初めには，一般的な立場から量子コンピュータの
計算能力を調べる研究も始まった（4）．また，同時
期には，Deutcsh と Jozsa による量子アルゴリズ
ム（5），Shor による素因数分解問題／離散対数問題
を解く量子アルゴリズム（6），Grover による量子探
索アルゴリズム（7）などが発見され，量子アルゴリ
ズムの研究が注目されるようになった．

量子回路による量子コンピュータの実装は，（量
子）ゲート方式と呼ばれている．本稿では，ゲート
方式の量子コンピュータ上でのアルゴリズム（以
後，量子アルゴリズムと呼ぶ）を扱う．しかしなが

ら，これまで行われてきた量子アルゴリズムの研究
は膨大であり（例えば，Quantum Algorithm Zoo（8）

には 400 以上の論文リストがある），これらを全て
網羅することは不可能である．このため，優れた解
説論文やサーベイ論文への橋渡しをしつつ，量子ア
ルゴリズム研究の大きな流れを紹介したい．

なお，本稿では，量子力学の原理を用いない，通
常のコンピュータ／通信を，古典コンピュータ／古
典通信と呼ぶことにする．

 2 量子計算モデル
本章では量子計算の数学モデルについて，ごく簡

単に解説する．詳細な情報については，標準的な教
科書（例えば文献（9））を参照されたい．

n 量子ビットの状態は，数学的には，2 n 次元複素
ベクトル空間 2n

の単位ベクトルである．（ は複
素数の集合を表す．）* 例えば，1 量子ビットの場合，
|0〉=（ ）,|1〉=（ ）と表すことにすると，{|0〉,|1〉}
は正規直交基底なので，任意の単位（縦 ) ベクトル
は，α|0〉+β|1〉と表すことができる（ただし，α,
β∈ かつ|α|2+|β|2=1）．特に，{|0〉,|1〉} を計算基
底と呼ぶ．一般に，n 量子ビットの場合は，次のよ
うに定義される基底を計算基底と呼ぶ．まず，n
ビットからなる列 w=wn-㆒…w0（ただし，各 i=0，…，
n-1 に対して wi ∈ {0,1}）に対して，w を 2 進数と
見た場合の値を value（w） （= ∑n ⊖ 1

m=0 2mwm) と表記す
る．次に，value（w）+1 番目の要素だけが 1 で他
の要素は 0 である 2n 次元のベクトルを |w〉で表す．
このとき，ベクトルの集合 {|w〉: w ∈ {0,1}n} を計算

＊　 一般的な枠組みでは， 2n上の半正定値行列でトレースが
1に規格化されたもの（密度行列と呼ぶ）で表現する．

1
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基底と呼ぶ．したがって，n 量子ビットの状態は，
∑w ∈ {0,1}nαw|w〉と表すことができる（ただし，αw

∈ かつ∑ w∈{0,1}n|αw|2=1）．基底の取り方は任意で
あるが，本稿では計算基底を使うことにする．

n 量子ビットに作用する量子操作は，大きく分け
て二種類ある（図 1）．一つは， 2n

上のユニタリ
変換である．残る一つは，観測と呼ばれる操作であ
る．対象となるベクトル空間を V とすると，観測
とは，V の部分空間の集合 {P1,…,Pm } であって，
その直和が V となる（V=P1 ⊕…⊕ Pm) ような集合
によって特徴付けられる*．量子状態に対して観測を
行うことにより，量子状態は部分空間に射影され，
観測値（古典情報）が得られる．観測した際に得ら
れる観測値は，どの部分空間に射影されたかによっ
て決まり，射影先の部分空間（像空間）は，量子力
学の公理により，確率的に決まる．例えば，n 量子
ビットの状態∑ w ∈ {0,1}nαw|w〉に対し，各計算基底ベ
クトル |w〉で張られる 2n 個の部分空間で定義され
る観測を行うと，|w〉で張られる部分空間に確率
|αw|2 で射影され，観測値 w が得られる．

量子計算の基本的な流れは，まず，特定の状態
（通常は |0〉）に初期化した n 個の量子ビットを準
備し， 2n

上のユニタリ変換 U をかけ，最後に，あ
らかじめ決めておいた出力量子ビット（最初に準備
した n 量子ビットの一部または全部）を観測する．

ゲート方式の量子コンピュータでは，U を基本
ゲートの積に分解しておき，基本ゲートを量子ビッ
トに作用させていく．ここで基本ゲートとは，定数
個の量子ビットにしか作用しないユニタリ変換のこ
とである．図 1 に基本ゲートの例を示す．このよう
な量子計算の実現方法は，あたかも論理回路が基本
ゲート（AND，OR，NOT など ) で構成されている
のと類似していることから，量子回路と呼ばれる．

＊　 一般的な枠組みでは， 2n上の半正定値行列で表現される
線形変換の集合であって，かつ，和が恒等変換に等しいも
の（POVMと呼ぶ）で表す．

上述のとおり，n 量子ビットの状態は，2n 個の
基底状態 |w〉の重ね合わせ∑ w ∈ {0,1}nαw|w〉として
表現される．このため，n 量子ビットを使えば，2n

通りの w に対する計算を並列に行えるように見え
る．しかし，最後に行う観測により取り出せる古典
情報（観測値）は，2n 通りのうちの一つだけであ
るため，単純な並列化により高速化できるわけでは
ない．高速計算を実現する量子アルゴリズムとは，
次の条件［★］を満たす最終状態を生成するユニタ
リ変換を，少ない基本ゲートで実現することにほか
ならない．

［★］観測したときに，高確率（例えば 2/3 以上）で，
正しい計算結果に相当する古典情報が得られる．

 3 量子コンピュータ単体のアルゴリズム
量子アルゴリズムの時間計算量は，そのアルゴリ

ズムを実装する量子回路に含まれる基本ゲート数
（若しくは量子回路の段数）である．しかし，時間
計算量の解析は一般に容易ではなく，特に，「量子
アルゴリズムを使えば，どこまで高速化できるか？」
という問いに現在の技術で答えるのは極めて困難で
ある．そこで，オラクル計算モデルという，単純化
したモデルが用いられることが多い．

例えば，関数 f：X n→ Y が入力として与えられた
とき，f によって決まる値を計算する問題を考える．
オラクル計算モデルでは，f が入ったブラックボッ
クス Of（オラクルと呼ぶ ) が与えられ，アルゴリズ
ムが Of に対して x ∈ X n をクエリ（質問）すると，
Of は f（x) をアルゴリズムに返す．これを繰り返す
ことにより，必要な入力の情報を得ながら，計算を
進める．また，量子の場合は，Of がユニタリ変換
であると仮定し，複数のクエリの重ね合わせ（線形
結合）を許す（図 2）．

オラクル計算モデルでは，通常，オラクルへのク
エリ（質問）回数のみを計算量の指標（質問計算

 図 1 　量子ゲートと量子回路



104 通信ソサイエティマガジン　No.54  秋号 2020

量）とする．質問計算量は，時間計算量の下界を示
しているにすぎないが，質問計算量において優れた
アルゴリズムが，しばしば，時間計算量の少ない量
子アルゴリズムを構築するためのエッセンスを提供
する．（例えば，Shor のアルゴリズムの中で，キー
となる量子計算の部分はオラクル計算モデルのアル
ゴリズムになっている．）また，非自明な下界を解
析的に導出することが可能である場合も少なくない
ため，オラクル計算モデルに基づく量子アルゴリズ
ムの研究は，広く行われてきた．

３.１　代数的アルゴリズム
1990 年代に入ると，ある種の人工的な問題に対

して，古典アルゴリズムよりも少ない質問計算量で
計算する量子アルゴリズムが発見された（4），（5），（10）．
その後間もなく，Shor（6）は，素因数分解という数
学的に自然な問題に対して，既知の古典アルゴリズ
ムよりも指数倍高速な量子アルゴリズムを考案し
た．大きな数を素因数分解する難しさは，インター
ネット等で実際に使用されている RSA 暗号の安全
性の基礎となっているため，量子コンピュータの登
場は，インターネット社会を危険にさらすことを意
味する．このため，Shor の結果は，非専門家に対
してもインパクトが大きく，多くの人々から量子コ
ンピュータが注目される契機となった．

Shor の素因数分解アルゴリズムの核となる部分
は，隠れ部分群問題（Hidden Subgroup Problem）
の特別な場合と理解することができる．

［定義1］（隠れ部分群問題（HSP））　H を群 G の
未知の部分群とする．また，関数 f：G → Y は，H
を法とする各剰余類上では一定値であり，かつ，異
なる剰余類に対して異なる値を取るものとする．関
数 f がオラクルとして与えられるとき，H の生成元
を求める問題を隠れ部分群問題と呼ぶ．

Kitaev（11）は，群 G が可換群のとき，HSP を解く

多項式時間の量子アルゴリズムが存在することを示
した．一方，群 G が非可換群の場合，重要な問題が
HSP に帰着できることが知られている．例えば，実
用的にも理論的にも重要な問題である，グラフ同型
性判定問題は，対称群 G に対する HSP に帰着でき
る．また，耐量子計算機暗号の候補として注目され
ている格子暗号の理論的根拠となる（ある種の）最
短ベクトル問題は，二面体群 G に対する HSP に帰
着できる（12）（サーベイ論文（13））．したがって，任
意の非可換群（つまりは対称群）に対する HSP が，
量子コンピュータを用いて多項式時間で解ければ，
グラフ同型性判定問題が解け，格子暗号が解読でき
ることになる．このため，様々な非可換群の HSP に
対する量子アルゴリズムの研究が行われている．文
献（14）は，この種のアルゴリズムについて網羅的
に解説しているので参照されたい．しかしながら，
一般の非可換群に対する HSP を多項式時間で解く
量子アルゴリズムは見つかっていない．

３.２　探索型アルゴリズム
３.２. １　Grover のアルゴリズム

Grover の量子探索アルゴリズム（7）は，N 個の候
補の中から正解を見つける問題（探索問題）を高速
に解くアルゴリズムである．ここでは，一般性を失
うことなく， N が 2 のべき乗の場合のみを考える．

［定義2］（探索問題）　関数 f：{0,1}n → {0,1} がオ
ラクルとして与えられているとき，f（x)=1 を満た
す x を求める．ただし，N=2n とする．

この問題を解くためには，いかなる古典アルゴリ
ズムもオラクル Of にΩ（N) 回クエリすることが必
要であるが，Grover の量子アルゴリズムは O（　N ）
回のクエリで，高確率で答えを見つけることができ
る．Grover のアルゴリズムは，古典アルゴリズム
に対して，二乗のスピードアップしか果たしていな
いので，Shor のアルゴリズムほどのインパクトは

 図 2　オラクル計算モデル：f が論理関数の場合の例（一般の関数の場合も同様に定義可能）
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ない．しかし，扱う問題の単純さから，因数分解問
題（あるいは隠れ部分群問題）に比べ，非常に多く
の応用先が考えられる．また，理論的にも，Shor
のアルゴリズムは，「既知の」古典アルゴリズムに
比べて指数倍高速なのであって，より高速な古典ア
ルゴリズムが将来見つかる可能性は排除されていな
い．一方，探索問題の古典アルゴリズムの質問計算
量（Ω（N)）は数学的に証明可能である．

Grover の量子アルゴリズムは，様々な形で一般
化され，改良が施されてきた（15）～（20）．例えば，位
相推定アルゴリズム（9）と組み合わせることで，解
の個数（ f（x)=1 を満たす x の数）を近似的に計算
するアルゴリズム（16）や，f の値が 0/1 ではなく一
般の整数値のときに，最小（最大）値を計算するア
ルゴリズム（15），（19）などがある．また，Grover の
アルゴリズムは，量子振幅増幅（16）と呼ばれる非常
に一般的な枠組みとして定式化できることが示され
ている．この枠組みを使えば，成功率の低いアルゴ
リズムから，成功率の高いアルゴリズムを，非常に
効率的に作ることができる．例えば，探索問題にお
いて，解の数が一つしかない場合を考えると，一度
のランダムサンプリングで正解を得る確率は 1/N
である．この確率を古典的に増幅して，高確率（例
えば 99/100) にするには，O（N) 回の繰返しが必
要であるが，量子振幅増幅を使えば，O（　N ) 回の
繰返しで十分である．（これが Grover のアルゴリ
ズムそのものである．）最近の成果として，アルゴ
リズムの基本テクニックである動的計画法に対し
て，Grover のアルゴリズムを用いて更に高速化す
る新手法が考案された（21）．これにより，巡回セー
ルスマン問題や集合被覆問題などの（指数時間 ) 動
的計画アルゴリズムを（指数時間の範囲内ではある
が）高速化できることが示された．

Grover のアルゴリズムは，応用範囲が広いが万
能ではない．例えば，ランダムハッシュ関数に基づ
く暗号への攻撃法に関係する問題として，Element 
Distinctness（ED 問題）を考える（図 3）．ED 問

題の定義において，|X|=N とするとペア（x, y) の
数は（  )=N（N－1）/2 なので，Grover のアルゴリ
ズムを適用すると，O（  （N（N−1)/2) )=O（N) 回の
オラクル・クエリが必要となり，N 通りの x ∈ X 全
てについてクエリすることとほとんど変わらない．

３.２. ２　量子ウォークアルゴリズム
Grover のアルゴリズムではスピードアップが難

しい問題に対して，量子ウォーク（ランダムウォー
クの量子版 ) を探索に利用するアイデアが生まれ
た（22）～（26）．例えば，Ambainis（26）は，ある種のグ
ラフ上における量子ウォークを用いることにより，
O（N 2/3) 回のオラクル・クエリで ED 問題が解ける
ことを示した．量子ウォークアルゴリズムは，その
後，多くの研究（27）～（34）により一般化・改良が進め
られ，また様々な問題に適用されている．例えば，行
列乗算の検証（35），三角形発見問題（29），（36）～（38），バッ
クトラック法の高速化（39），claw 発見問題（40）（定
義は図 3）などがある．特に，ED 問題と claw 発
見問題の量子アルゴリズムは，米国 NIST⁂ が標
準化を進めている耐量子計算機暗号の有効な攻撃
手法とされており，Ambainis（26）や Tani（40）のア
ルゴリズムは，この観点から詳しく分析されてい
る（41），（42）．

量子ウォークを用いたアルゴリズムの具体的な内
容については解説論文（43），（44）を参照されたい．量
子ウォークは，ランダムウォークの量子版と位置付
けられるが，その解析や振舞いは大きく異なる（例
えば解説論文（45））．

３.２. ３　半正定値計画法
本節で扱う量子アルゴリズムは，量子質問計算量

の下界を与える手法から派生して生まれたものであ
る．Ambainis（46）によって与えられた下界導出法

（adversary 法）を一般化し，より強力な下界を与

＊　 National Institute of Standards and Technology. http://
www.nist.gov/

N
2

図３　Element Distinctness 問題とClaw発見問題（ MはMを法とする加法群を表す）
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える手法（一般化 adversary 法）が Høyer ら（47）

によって考案された．その後，この手法が与える下
界は，最適な量子質問計算量と一致する（定数係数
を除く，以後も同様）ことが示された（48）～（51）．一
般化 adversary 法によれば，解くべき問題 φに対
して定義される半正定値計画問題 P（φ) に対して，
その目的関数の最適値が量子質問計算量と一致す
る．半正定値計画問題は，そのサイズに関する多項
式時間で近似的に解けることが知られているが，P

（φ) のサイズは，φの入力サイズに対して指数的に
大きいため，P（φ) を解くことは一般に困難である．
また，P（φ) が解けたとしても，そこから量子アルゴ
リズムを得る方法は自明ではない．Reichardt（48），（51）

は，線形代数に基づくある種の計算モデル（span 
program）において，φを最もコンパクトに表現し
たときの計算複雑さと P（φ) の最適値が一致するこ
とを発見し，更に，span program から量子ウォー
クアルゴリズムを得る手法を考案した．これによ
り，φを表現する span program S（φ) を構築でき
れば，φを計算する量子アルゴリズムが得られるこ
とが明らかになった．（S（φ) はφに対して一意では
なく，計算複雑さが低い S（φ)を見つけることが，
効率的な量子アルゴリズムを見つけることに対応す
る．）この手法を幾つかの問題に適用することによ
り，既存の量子アルゴリズムよりも，性能が良い量
子アルゴリズムが得られた（例えば（49），（52）～

（55））．ただし，問題 φに応じて，S（φ) をアドホッ
クに見つけなければならないため，機械的に量子ア
ルゴリズムが得られるわけではない．

３.２. ４　時間計算量に関する議論
Grover のアルゴリズムや量子ウォークアルゴリ

ズムなど，オラクル計算モデルに基づく量子アルゴ
リズムの性能評価は，前述のとおり，オラクルに対

するクエリ数（質問計算量）で行う．しかし，アル
ゴリズム全体の時間計算量としては，クエリ以外の
計算に要するステップ数を加える必要がある．

Grover のアルゴリズムを単純適用するような
ケースでは，全体の時間計算量は，クエリの回数と
大きく違わない（　N（logN）O（1) のオーダー）が，
種々の問題に応じて変更を加えながら使う場合はこ
の限りではない．また，アルゴリズム部分を物理的
に実装することを考えた場合，量子ビットは，物理
的制約から一次元や二次元，若しくは三次元に配置
されることが想定される．この場合，隣接量子ビッ
ト間でしか，2 量子ビット操作を行えない物理系で
は，より多くの時間が掛かってしまう可能性がある
ので注意が必要である．

オラクル部分を実装する手法についても研究が
進んでいるが（56），オラクル計算モデルは，別の量
子アルゴリズムの計算結果をメーンの量子アルゴリ
ズムで使う構成をモデル化したものと考えることも
できる．この場合，オラクル Of に対して x をクエ
リすると，実際には，別の量子アルゴリズム Ax が
動作し，その結果を f（x) の値として返す．これに
より，再帰を用いた量子アルゴリズムのモデル化も
可能となる．

３.３　線形方程式のアルゴリズム
Harrow，Hassidim，Lloyd（HHL)（57）は，量子

シミュレーションと位相推定アルゴリズム（9）を応用
することで，線形方程式 Ax=b の解 x を出力する量
子アルゴリズムを考案した（図 4）．ここで，A は
N×N 対称行列，b は N 次元実ベクトルである．A
の非零要素が少なく（疎行列）かつ，A の条件数 ⁂ が
小さい場合，HHL アルゴリズムは，log N の多項式

＊　  Aの[絶対値における]最小固有値に対する最大固有値の比

図４　HHLアルゴリズムが解く問題と計算量
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に比例する時間で計算を終える．（条件数や誤り率
に対する依存性に関して改良が進められている．（58），

（59））ただし，HHL アルゴリズムが出力する x や定
数ベクトル b は，O（log N）量子ビットの量子状態
としての |x〉及び |b〉である点に注意する必要があ
る．|x〉= α ∑ N

i=1 xi|i〉（αは正規化係数）を観測し
ても，ある xi のみが分かるだけなので，例えば，x=

（x1,…,xN）T を得るためには，Ω（N ) 回繰り返す必要
がある．しかし，x の統計的な情報のみが必要な場
合は，HHL アルゴリズムは非常に有効である可能性
がある．線形方程式は数多くの応用があるので，
HHL アルゴリズムに対する期待は大きい．ただし，
HHL アルゴリズムが高速に動作するためには，ほか
にも幾つか条件があり，注意が必要である（60）．例
えば，定数部分 |b〉を短時間で準備できるかどうか
は自明ではない．

線形方程式を更に一般化した，半正定値計画法に
対する量子アルゴリズム（61），（62）も研究が進んでお
り，注目すべき研究テーマの一つになっている．

３.４　量子ヒューリスティック
これまで，量子アルゴリズムの研究は，量子回路

などの理論モデル上で解析的に研究が行われてき
た．つまり，サイズ N に対して，O（　N ）時間で
問題を解くなどと言うように，理論的に必要な計算
量が保証されるものを量子アルゴリズムと呼んでき
た．しかし，近年，量子コンピュータの実機開発が
行われるようになり，理論的な性能保証がない「量
子ヒューリスティック」の提案も行われるように
なってきている．多くは，図 5 のように古典コン
ピュータと量子コンピュータのハイブリッド型で最
適化問題を解く形式である．このため，比較的小規
模の量子コンピュータでも効果が上がることが期待
されているが，実証はこれからである．例えば，

QVE（Quantum Variational Eigensolver)（63） は，
エルミート行列の最小固有ベクトルを近似的に計算
するために，Rayleigh-Ritz 商を最小化するベクト
ルを逐次改善手法で探索する．このとき，Rayleigh-
Ritz 商を計算する部分だけを量子コンピュータに
実行させ，解を改善する部分は古典コンピュータ
が行う．応用としては，量子化学計算分野などへ
の適用が期待されている．また，最適化の一般的
な 枠 組 みとし て QAOA（Quantum Approximate 
Optimizing Algorithm)（64）や，学習によって量子
回路を最適化する量子回路学習（65）という手法など
が提案されている．更に，機械学習アルゴリズムを
量子コンピュータにより加速する研究も注目されて
いる（詳細は文献（66））．

 4 量子通信を伴うアルゴリズム
分散計算とは，ネットワーク上の複数のコン

ピュータが，ローカルな計算と通信を繰り返して行
う計算である．通常，ローカルな計算コストよりも
通信コスト（通信ビット数，通信回数等）の影響の
方が大きいので，通信コストを抑えることが主な興
味の対象となる．

４.１　2台のコンピュータによる関数計算
コンピュータ A と B がそれぞれローカルに持っ

ているデータ ⓧ と ⓨ（ともに ⓝ ビットとする ) が等
しいか確認したい．もちろん，一方が他方にデータ
を全部送ってしまえば簡単であるが，ⓧ と ⓨ が巨大
なファイルである場合は，多大な通信コストが掛か
るので好ましくない．量子通信を用いたとしても，
単純に送信する手段に訴える限りは，状況はほとん
ど改善しないことが次の定理から分かる．

図5　ハイブリッド最適化（量子ヒューリスティック）
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［定理3］（文献（67），（68））　A から B へ n ビッ
トのメッセージを双方向通信路で送るためには，少
なくとも n/2 量子ビットを A から B へ送信する必
要があり，かつ，AB 間のトータルの量子通信量は，
少なくとも ⓝ 量子ビットである．

実は，小さな誤り確率（例えば 1/n100）を許せば，
O（log n) ビットの通信で x と y が等しいかどうか
を確認できる古典アルゴリズムが知られている（69）．
このように複数のコンピュータ A，B，C，…が，
それぞれローカルに持っている入力データ x，y，z，
…に対する関数 f の値を計算したいとき，（関数 f
に依存して ) アルゴリズムを工夫することにより，
単純に全データを送るよりも，通信コストを大幅に
抑えられる場合がある．量子通信を用いると，全
データを送るよりも，より一層，通信量を削減でき
る場合があることも知られている（70）．

ネットワークに参加するコンピュータの数を 2
や 3 に限定したり，完全結合のネットワークだけ
を考えたりすることにより，ネットワークの形状よ
りも，関数 f に対する通信コストの依存性に焦点を
絞って研究する分野は，通信計算量（communication 
complexity) と呼ばれ，古典・量子の双方において，
精力的に研究されている．このような問題設定にす
るのは，通信計算量の分野は，回路計算量や質問計
算量などのほかの理論計算機科学分野の問題に対す
る答えを得ることを主な動機としているからであ
る．詳細については，通信計算量の教科書（69）や解
説論文（70），（71）（量子の通信計算量も含む）を参照
されたい．

４.２　多数のコンピュータによる関数計算
計算に参加するコンピュータ数が多くなってく

ると，それらを接続するネットワークの形状も様々
なものが考えられる．その形状に関する情報が与え
られていれば，それを利用して効率的なアルゴリズ

ムを作ることができる．また，ネットワークの形状
が分からなくても，コンピュータ数の上限 N が分
かっていれば，ネットワークの直径（最も離れた 2
台のコンピュータ間のホップ数）は高々 N である
ことを利用することができる．このように，多数の
コンピュータが参加する場合においては，ネット
ワークの性質と計算すべき関数の双方を考慮して，
アルゴリズムを構成することが重要となる．

計算と通信を量子にすることにより，古典の場合
の限界を超えて，通信コストを低減できる場合があ
ることが知られている．例えば，図 6 のように，n
台のコンピュータ P1，...，Pn がリング状のネット
ワークで接続されているとする．各コンピュータ
Pi には，それぞれ，l=O（log n) ビットのデータ xi

が入力として与えられている．これら n 個の l ビッ
ト列に重複がないことをチェックする問題を考え
る．計算と通信が古典の場合，この問題を高確率で
解くためにはΩ（n2) ビットの通信が必要であるが，
計算と通信がともに量子の場合は，O（n　n ) 量子
ビットで解くアルゴリズムが知られている（72）．この
アルゴリズムのアイデアは，「条件（★）：ある j ∈
{1,..., n } に 対 し て xi=xj で あ る 」 を 満 た す i ∈
{1,...,n } が存在するか否かを Grover の探索アルゴ
リズムを用いて確認するというシンプルなものであ
る．ただし，条件（★）が満たされれば 1 を返し，
満たされなければ 0 を返す関数 f：{1, ...,n} → {0,1}
に対するオラクルは与えられていないので，同じ役
目を果たすサブルーチンを，通信やローカルな計算
を用いて構築する必要がある．このように Grover
のアルゴリズムを分散環境で用いる手法は，ネット
ワークの直径を計算する問題（73）などにも使われ，
古典の場合の限界を超えて，通信ラウンド数削減が
可能であることが示された．

４.３　状態遷移を目的とする分散計算
一般の分散計算は，必ずしも関数を計算するもの

ばかりではない．例えば，リーダー選挙問題，デッ
ドロック検出問題，全域木構築問題，ビザンチン合
意問題などがある（74），（75）．いずれも，実際のネッ
トワークを運用する上での課題を動機としたもので
あるので，研究の取組み方は，理論的なものから実
践的なものまで幅広い．ここでは，特に基本的と思
われる，リーダー選挙問題を取り上げ，その量子ア
ルゴリズムについて解説する．

４.３. １　リーダー選挙問題
この問題の目的は，複数のコンピュータが「リー

図6　複数台のコンピュータによる関数計算
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ダー」となる一台を決めること，すなわち，リー
ダー役が不在である「初期状態」から，リーダーが
ちょうど一台だけいる「最終状態」にシステム全体
を移行させることである（図 7）．各コンピュータ
が MAC（Media Access Control）アドレスのよう
な一意性のあるアドレスを持っているという仮定の
下では，最大の MAC アドレス値を持つコンピュー
タを特定する問題に帰着することができる．（この
問題については，多くの研究があるが，本稿では詳
細に立ち入らない．）

一方，一意性のあるアドレスを常に保証すること
は，実用上，厳しい制約となる場合があることか
ら，このようなアドレスを持たないコンピュータ同
士の分散計算も重要な研究テーマになっている．
Angluin（76）は，一切区別できない古典コンピュー
タ同士で構成されるネットワーク上での分散計算を
創始した．このようなネットワークを「匿名古典
ネットワーク（anonymous network)」と呼ぶ ⁂．
Angluin は，無限に多くの匿名古典ネットワークに
対して，リーダー選挙問題を解く決定性アルゴリズ
ムが存在しないことを示した．更に，Yamashita-
Kameda（77）は，「匿名古典ネットワーク上のコン
ピュータ数が与えられた場合に，決定性アルゴリズ
ムによりリーダーを決定できる」ための必要十分条
件を与えた．例えば，リング，完全グラフ，ある種
の正則グラフに対応する匿名古典ネットワークで
は，リーダー選挙は不可能であることが導かれる．
匿名古典ネットワークにおいて決定的にはリーダー
を選べない直感的な理由は以下のとおりである（厳
密には，注意深い議論が必要である）：

全てのコンピュータは，全く同じプログラムを実
行しているはずである．なぜなら，異なるプログラ

＊　 通常，単に，匿名ネットワークと呼ばれるが，本稿では，
量子版との区別を明確にするため，匿名古典ネットワーク
と呼ぶ．また，ここでいう「匿名」は，暗号・セキュリ
ティ分野における「匿名性」とは全く関係がない．

ムを実行する 2 台が存在したとすれば，それらの
プログラムのコードを識別子とみなすことにより，
区別可能になり，仮定に反するからである．同じプ
ログラムを実行するコンピュータは同じ最終状態に
なるはずで，これではリーダーは決定できない．

なお，匿名古典ネットワークにおけるリーダー選
挙に関する他の研究成果に関しては文献（78），

（79）の参考文献を参照されたい．また，亀田・山
下による教科書（74）にも分かりやすい解説がある．

４.３. ２　リーダー選挙を行う量子アルゴリズム
匿名古典ネットワークで行われる計算と通信を

量子計算と量子通信に置き換えることで，匿名「量
子」ネットワークを定義する．そして，「匿名量子
ネットワークにおける分散量子計算では，リーダー
選挙問題を決定的に解くことができる」というのが
本節の主題である．ここで，「量子計算で決定的に
解く」とは，決められた時間内に確率 1 でリーダー
を決定することである．定理の形で書くと以下のよ
うになる．

［定理 4］（文献（80），（81））　任意形状の匿名
量子ネットワーク上において，コンピュータ数 n
の上界 N が各コンピュータに与えられたとき，リー
ダーを確率 1 で決定する量子アルゴリズムが存在
する．このとき，各コンピュータは，ネットワーク
の形状を知る必要がない．また，上記アルゴリズム
が通信する量子ビット数は O（n2N 2 ）でバウンド
される．特に，同期型ネットワークでは O（N 2）
ラウンドで上記アルゴリズムは終了する．

前述のとおり，匿名古典ネットワークでは，コン
ピュータ数 n が正確に与えられていても決定的に
はリーダー選挙できないネットワークが無限に多く
存在する．定理 4 が示す内容は，これとは全く対
称的であり，また，（暗号プロトコルを除く）ほか
の様々な量子アルゴリズムが，計算時間・通信量な

図7　リーダー選挙問題
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どの計算コストの「量」という点で古典アルゴリズ
ムよりも優位であることを主張していることと比較
しても，特徴的である．実際，定理 4 の量子アル
ゴリズムは，自然な問題において，量子計算の「質」
的な優位性を示した世界初の例になっている．

ただし，定理 4 は，極めて理想的な量子コン
ピュータ・量子ネットワークに対して得られる理論
的な結果であることを断っておきたい．実際には，
量子演算デバイスの精度限界があり，また，雑音の
影響も受けることから，確率 1 で解けることはあ
り得ない．しかし，このことは，古典の世界におい
て確率 1 では解けない状況と本質的に異なる．な
ぜなら，実際の量子コンピュータ・量子ネットワー
クを用いた場合に，成功確率がどれだけ 1 から離
れるかは，実装に起因する誤りだけに依存するが，
古典の場合は，原理的な理由によって成功確率が 1
とはならないためである．

 5 あとがき
残念ながら，本稿で紹介できなかった話題はたく

さんある．例えば，量子シミュレーションを行うた
めのアルゴリズムや非万能量子計算モデル上でのア
ルゴリズムの研究については，文献（82）による
サーベイ及びその参考文献を参照されたい．また，
PAC 学習などに代表される計算理論的学習に関す
る量子アルゴリズムの研究については解説論文（83）

を，膨大なデータの性質を高速に検査する手法
（quantum property testing) についてはサーベイ
論文（84）を参照されたい．

■ 文献
（1） R.P. Feynman, “Simulat ing physics with 

computers,” Int. J. Theor. Phys., vol.21, no.6-7, 
pp.467–488, June 1982.

（2） D. Deutsch, “Quantum theory, the Church-Turing 
principle and the universal quantum computer,” 
Proc. R. Soc. A, vol.400, no.1818, pp.97–117, 
July 1985.

（3） D. Deutsch, “Quantum computational networks,” 
Proc. R. Soc. A, vol.425, no.1868, pp.73–90, 
Sept.1989.

（4） E. Bernstein and U.V. Vazirani, “Quantum 
complexity theory,” SIAM J. Comput., vol.26, 
no.5, pp.1411–1473, Oct.1997.

（5） D. Deutsch and R. Jozsa, “Rapid solution of 
problems by quantum computation,” Proc. R. 
Soc. Lond. A, vol.439, pp.553–558, July 1992.

（6） P.W. Shor, “Polynomial-time algorithms for prime 
factorization and discrete logarithms on a 
quantum computer,” SIAM J. Comput., vol.26, 
no.5, pp.1484–1509, Oct.1997.

（7） L.K. Grover, “A fast quantum mechanical 
algorithm for database search,” Proc. 28th 
Annual ACM Symp. Theory of Computing 
(STOC), pp.212–219, July 1996.

（8） “Quantum algorithm zoo,”
 https://quantumalgorithmzoo.org/

（9） M.A. Nielsen and I.L. Chuang, Quantum 
Computat ion and Quantum Information, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

（10） D.R. Simon, “On the power of quantum 
computation,” SIAM J. Comput., vol.26, no.5, 
pp.1474–1483, Oct.1997.

（11） A.Y. Kitaev, “Quantum measurements and the 
abelian stabilizer problem,” arXiv e-prints, 
quant-ph/9511026, Nov.1995.

（12） O. Regev, “Quantum computation and lattice 
problems,” SIAM J. Comput., vol.33, no.3, 
pp.738–760, March 2004.

（13） H. Kobayashi and F. Le Gall, “Dihedral hidden 
subgroup problem: A survey,” Information and 
Media Technologies, vol.1, no.1, pp.178–185, 2006.

（14） A.M. Childs and W. van Dam, “Quantum 
algorithms for algebraic problems,” Rev. Mod. 
Phys., vol.82, pp.1–52, Jan. 2010.

（15） C. Dürr and P. Høyer, “A quantum algorithm for 
finding the minimum,” arXiv e-prints, quant-
ph/9607014, July 1996.

（16） G. Brassard, P. Høyer, M. Mosca, and A. Tapp, 
“Quantum ampl i tude  ampl ifica t ion  and 
est imat ion,” Quantum Computat ion and 
Information, vol.305, pp.53–74, Contemporary 
Mathematics, American Mathematical Society, 
2002.

（17） P. Høyer, M. Mosca, and R. de Wolf, “Quantum 
search on bounded-error inputs,” Proc. 30th Int. 
Co l l o q .  on  Au t oma t a ,  L anguag e s  and 
Programming (ICALP), pp.291–299, June 2003.

（18） S. Aaronson and A. Ambainis, “Quantum search 
of spatial regions,” Theory of Computing, vol.1, 
no.1, pp.47–79, July 2005.

（19） C. Dürr, M. Heiligman, P. Høyer, and M. Mhalla, 
“Quantum query complexity of some graph 
problems,” SIAM J. Comput., vol.35, no.6, 
pp.1310–1328, June 2006.

（20） A. Ambainis, “Quantum search with variable 
times,” Theory Comput. Syst., vol.47, no.3, 
pp.786–807, Oct. 2010.

（21） A. Ambainis, K. Balodis, J. Iraids, M. Kokainis, 
K. Prūsis, and J. Vihrovs, “Quantum speedups 
for exponential-time dynamic programming 
algorithms,” Proc. 30th Annual ACM-SIAM 
Symp. Discrete Algorithms (SODA), pp.1783–
1793, Jan.2019.

（22） N. Shenvi ,  J .  Kempe, and K.B. Whaley, 
“Quantum random-walk search algorithm,” Phys. 
Rev. A, vol.67, no.5, 052307, May 2003.

（23） A.M. Childs and J. Goldstone, “Spatial search by 
quantum walk,” Phys. Rev. A, vol.70, no.2, 
p.022314, Aug.2004.

（24） M. Szegedy, “Quantum speed-up of markov 
chain based algorithms,” Proc. 45th Annual IEEE 
Symp. Foundations of Computer Science (FOCS), 
pp.32–41, Oct. 2004

（25） A. Ambainis, J. Kempe, and A. Rivosh, “Coins 



解説論文　量子アルゴリズム概観 111

小特集 量子情報技術への期待と展望

make quantum walks faster,” Proc 16th Annual 
ACM-SIAM Symp. Discrete Algorithms (SODA), 
pp.1099–1108, Jan. 2005.

（26） A. Ambainis, “Quantum walk algorithm for 
element distinctness,” SIAM J. Comput., vol.37, 
no.1, pp.210–239, May 2007.

（27） F. Magniez, A. Nayak, J. Roland, and M. Santha, 
“Search via quantum walk,” SIAM J. Comput., 
vol.40, no.1, pp.142–164, Feb. 2011.

（28） F. Magniez, A. Nayak, P.C. Richter, and M. 
Santha, “On the hitting times of quantum versus 
random walks,” Algorithmica, vol.63, no.1-2, 
pp.91–116, June 2012.

（29） S. Jeffery, R. Kothari, and F. Magniez, “Nested 
quantum walks with quantum data structures,” 
Proc. 24th Annual ACM-SIAM Symp. Discrete 
Algorithms (SODA), pp.1474–1485, Jan. 2013.

（30） A. Belovs, A.M. Childs, S. Jeffery, R. Kothari, 
and F. Magniez, “Time-efficient quantum walks 
for 3-distinctness,” Proc. 40th Int. Colloq. 
Automata, Languages, and Programming (ICALP), 
Part I, pp.105–122, July 2013.

（31） H. Krovi, F. Magniez, M. Ozols, and J. Roland, 
“Quantum walks can find a marked element on 
any graph,” Algorithmica, vol.74, no.2, pp.851–
907, Feb. 2016.

（32） C. Dohotaru and P. Høyer, “Controlled Quantum 
Amplification,” Proc. 44th Int. Colloq. Automata, 
Languages, and Programming (ICALP), pp.18:1–
18:13, July 2017.

（33） A. Ambainis, A. Gilyén, S. Jeffery, and M. 
Kokainis, “Quadratic speedup for finding marked 
vertices by quantum walks,” arXiv e-prints, 
arXiv:1903.07493, March 2019.

（34） S. Apers, A. Gilyén, and S. Jeffery, “A unified 
framework of quantum walk search,” arXiv 
e-prints, arXiv:1903.07493, 2019.

（35） H.  Buhrman and  R .  Špa lek ,  “Quantum 
verification of matrix products,” Proc. 17th 
Annual ACM-SIAM Symp. Discrete Algorithms 
(SODA), pp.880–889, Jan. 2006.

（36） F. Magniez, M. Santha, and M. Szegedy, 
“Quantum algorithms for the triangle problem,” 
SIAM J. Comput., vol.37, no.2, pp.413– 424, 
May 2007.

（37） T. Lee, F. Magniez, and M. Santha, “Improved 
quantum query algorithms for triangle finding 
and associativity testing,” Proc. 24th Annual 
ACM-SIAM Symp. Discrete Algorithms (SODA), 
pp.1486–1502, Jan. 2013.

（38） F. Le Gall, “Improved quantum algorithm for 
triangle finding via combinatorial arguments,” 
Proc. 55th IEEE Annual Symp. Foundations of 
Computer Science (FOCS), pp.216–225, Oct. 2014.

（39） A. Montanaro, “Quantum-walk speedup of 
backtracking algorithms,” Theory of Computing, 
vol.14, no.15, pp.1–24, Dec. 2018.

（40） S. Tani, “Claw finding algorithms using quantum 
walk,” Theor. Comput. Sci., vol.410, no.50, 
pp.5285–5297, Nov. 2009.

（41） J. Czajkowski, L. Groot Bruinderink, A. Hülsing, 
C. Schaffner, and D. Unruh, “Post-quantum 
security of the sponge construction,” Proc. 9th 
In t .  Conf .  Pos t -Quantum Cryp tography 

(PQcrypto), pp.185–204, April 2018.
（42） S.  Jaques and J.M. Schanck,  “Quantum 

cryptanalysis in the RAM model: Claw-finding 
attacks on SIKE,” Proc. 39th Annual Int. 
Cryptology Conf. (CRYPTO), pp.32–61, Aug. 2019.

（43） A. Ambainis,  “Quantum walks and their 
algorithmic applications,” Int. J. Quantum Inf., 
vol.1, no.04, pp.507–518, Dec. 2003.

（44） M. Santha, “Quantum walk based search 
algorithms,” Proc. 5th Theory and Applications 
of Models of Computation (TAMC), pp.31–46, 
April 2008.

（45） J.  Kempe,  “Quantum random walks :  an 
introductory overview,” Contemp. Phys., vol.44, 
no.4, pp.307–327, 2003.

（46） A. Ambainis, “Quantum lower bounds by 
quantum arguments,” J. Comput. Syst. Sci., 
vol.64, no.4, pp.750–767, June 2002.

（47） P. Høyer, T. Lee, and R. Špalek, “Negative 
weights make adversaries stronger,” Proc. 39th 
Annual ACM Symp. Theory of Computing 
(STOC), pp.526–535, June 2007.

（48） B. Reichardt, “Span programs and quantum 
query complexity: The general adversary bound 
is nearly tight for every boolean function,” Proc. 
50th Annual IEEE Symp. Foundations of Com- 
puter Science (FOCS), pp.544–551, April 2009.

（49） B.W. Reichardt, “Reflections for quantum query 
algorithms,” Proc. 22nd Annual ACM-SIAM 
Symp. Discrete Algorithms (SODA), pp.560–569, 
Jan. 2011.

（50） T. Lee, R. Mittal, B.W. Reichardt, R. Špalek, and 
M. Szegedy, “Quantum query complexity of state 
conversion,” Proc. IEEE 52nd Annual Symp. 
Foundations of Computer Science (FOCS), 
pp.344–353, Oct. 2011.

（51） B.W. Reichardt, “Span programs are equivalent 
to quantum query algorithms,” SIAM J. Comput., 
vol.43, no.3, pp.1206–1219, May 2014.

（52） B.W. Reichardt and R. Špalek, “Span-program-
based quantum algorithm for evaluating 
formulas,” Proc. 40th annual ACM symp. Theory 
of computing (STOC), pp.103–112, May 2008.

（53） A. Belovs and B.W. Reichardt, “Span programs 
and quantum algorithms for st-connectivity and 
claw detection,” Proc. 20th Annual European 
Symp. Algorithms (ESA), pp.193–204, March 
2012.

（54） A. Belovs, “Span programs for functions with 
constant-sized 1-certificates: extended abstract,” 
Proc. 44th Symp. Theory of Computing (STOC), 
pp.77–84, May 2012.

（55） A. Belovs, “Learning-graph-based quantum 
algorithm for k-distinctness,” Proc. 53rd Annual 
IEEE Symp. Foundations of Computer Science 
(FOCS), pp.207–216, Oct. 2012.

（56） V. Giovannetti, S. Lloyd, and L. Maccone, 
“Quantum random access memory,” Phys. Rev. 
Lett., vol.100, no.16, p.160501, April 2008.

（57） A.W. Harrow, A. Hassidim, and S. Lloyd, 
“Quantum algorithm for linear systems of 
equations,” Phys. Rev. Lett., vol.15, no.103, 
150502, Oct. 2009.

（58） A.  Ambain is ,  “Var iab le  t ime ampl i tude 



112 通信ソサイエティマガジン　No.54  秋号 2020

amplification and quantum algorithms for linear 
algebra problems,” Proc. 29th Int. Symp. 
Theoretical Aspects of Computer Science 
(STACS), pp.636–647, Feb. 2012.

（59） A.M. Childs, R. Kothari, and R.D. Somma, 
“Quantum algorithm for systems of linear 
equat ions  wi th  exponent ia l ly  improved 
dependence on precision,” SIAM J. Comput., 
vol.46, no.6, pp.1920–1950, Dec. 2017.

（60） S. Aaronson, “Read the fine print,” Nat. Phys., 
vol.11, no.4, pp.291–293, April 2015.

（61） F.G.S.L. Brandao and K.M. Svore, “Quantum 
speed-ups for solving semidefinite programs,” 
Proc 58th Annual IEEE Symp. Foundations of 
Computer Science (FOCS), pp.415–426, Oct. 2017.

（62） J. van Apeldoorn and A. Gilyén, “Improvements 
in Quantum SDP-Solving with Applications,” 
Proc. 46th Int. Colloq. Automata, Languages, 
and Programming (ICALP), Part I, pp.99:1– 
99:15, July 2019.

（63） A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.H. Yung, 
X.Q. Zhou, P.J. Love, A. Aspuru-Guzik, and J.L. 
OʼBrien, “A variational eigen-value solver on a 
photonic quantum processor,” Nat. Commun., 
vol.5, p.4213, July 2014.

（64） E. Farhi, J. Goldstone, and S. Gutmann, “A 
Quantum Approximate Optimization Algorithm,” 
arXiv e-prints, arXiv:1411.4028, 2014.

（65） K. Mitarai, M. Negoro, M. Kitagawa, and K. Fujii, 
“Quantum circuit learning,” Phys. Rev. A, vol.98, 
no.3, 032309, 2018.

（66） J. Biamonte, P. Wittek, N. Pancotti, P. Rebentrost, 
N. Wiebe, and　S. Lloyd, “Quantum machine 
learning,” Nature, vol.549, no.7671, pp.195–202, 
2017.

（67） A.S. Holevo, “Bounds for the quantity of 
in fo rmat ion  t ransmi t t ed  by  a  quan tum 
communication channel,” Problemy Peredachi 
Informatsii, vol.9, no.3, pp.3–11, 1973. （English 
Translat ion in Problems of  Informat ion 
Transmission, 9:177–183, 1973.）

（68） R.E. Cleve, W. van Dam, M. Nielsen, and A. 
Tapp ,  “Quan tum en tag l emen t  and  the 
communication complexity of the inner product 
function,” Proc. First NASA Int. Conf. Quantum 
Computing and Quantum Communications, 
pp.61–74, 1998.

（69） E. Kushilevitz and N. Nisan, Communication 
Complexity, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1997.

（70） 谷　誠一郎，フランソワ・ルガル，“量子分散コン
ピューティング ,” 信学論 (A)， vol.J90-A，no.5，
pp.393–402，May 2007．

（71） R. de Wolf, “Quantum communication and 
complexity,” Theor. Comput. Sci., vol.287, no.1, 
pp.337–353, Sept. 2002.

（72） S. Tani, M. Nakanishi, and S. Yamashita, “Multi-
party quantum communication complexity with 
routed messages,” IEICE Trans. Inf. & Syst., vol. 
E92-D, no.2, pp.191–199, Feb. 2009.

（73） F. Le Gall and F. Magniez, “Sublinear-time quantum 

computation of the diameter in congest networks,” 
Proc. 37th ACM Symp. Principles of Distributed 
Computing (PODC), pp.337–346, July 2018.

（74） 亀田恒彦，山下雅史，分散アルゴリズム，近代科学
社，東京，1994．

（75） N.A. Lynch, Distributed Algorithms, Morgan 
Kaufman Publishers, Burlington, 1996.

（76） D. Angluin, “Local and global properties in 
networks of processors (extended abstract),” 
Proc. 12th Annual ACM Symp. Theory of 
Computing (STOC), pp.82–93, April 1980.

（77） M. Yamashita and T. Kameda, “Computing on an 
anonymous network,” Proc. 7th Annual ACM 
Symp. Principles of Distributed Computing 
(PODC), pp.117–130, 1988.

（78） Y. Afek and Y. Matias, “Elections in anonymous 
networks,” Inf. Comput., vol.113, no.2, pp.312–
330, Sept. 1994.

（79） M. Yamashita and T. Kameda, “Computing on 
anonymous networks: Part I – characterizing the 
solvable cases,” IEEE Trans. Parall. Distrib. 
Syst., vol.7, no.1, pp.69–89, Jan. 1996.

（80） S. Tani, H. Kobayashi, and K. Matsumoto, “Exact 
quantum algorithms for the leader election 
problem,” Proc. 22nd Symp. Theoretical Aspects 
of Computer Science (STACS ʼ05), pp.581–592, 
Feb. 2005.

（81） S. Tani, H. Kobayashi, and K. Matsumoto, “Exact 
quantum algorithms for the leader election 
problem,” ACM T. Comput. Theor., vol.4, no.1, 
pp.1–24, March 2012.

（82） A. Montanaro, “Quantum algorithms: an 
overview,” npj Quantum Information, vol.2, 
p.15023, Jan. 2016.

（83） S. Arunachalam and R. de Wolf, “Guest column: 
A survey of quantum learning theory,” SIGACT 
News, vol.48, no.2, pp.41–67, June 2017.

（84） A. Montanaro and R. de Wolf, “A survey of 
quantum property testing,” no.7, Graduate 
Surveys, Theory of Computing Library, July 2016. 
http://www.theoryofcomputing.org/library.html

（(2020 年 1 月 30 日受付，3 月 30 日再受付）

谷　誠一郎 （正員：シニア会員）
1993 京大・工・情報工卒．1995 東
大院・理・情報科学了．博士（情報理
工学）．1995日本電信電話株式会社
入社．2004 ～ 09 JST ERATO 今井
量子計算機構プロジェクト研究員（兼
任）．2010 ～ 11 Waterloo 大学量子
計算研究所客員研究員．理論計算機
科学，特に，量子アルゴリズム，量子
計算量理論，分散計算の研究に従事．
2000年度本会情報・システムソサイエティ論文賞，2018年度本
会業績賞各受賞．情報処理学会，IEEE，ACM各会員．



小特集 量子情報技術への期待と展望

1 はじめに 
人生は決断と調整の連続である．毎日の献立，打合せ

の予定調整といった個人レベルの決断から，仕入れ元の
選択，シフト組み，あるいは工場の製造工程スケジュー
リングなどの企業活動における決断，更には持続可能な
開発目標を達成するための施策といったグローバルな決
断まで，ミクロからマクロまでありとあらゆる決断を通
して，人は，社会は進んでいく．求められる決断は往々
にして「あちらを立てればこちらが立たず」といったフ
ラストレーションを抱えたものであり，特に規模の大き
い物事に関する決断ではその度合いが大きくなる．例え
ば，製造業の現場でのヒアリングでよく耳にするのは，
人員配置，工程の段取りや製品設計などに現れる複雑な
オペレーションは多くの場合，長年磨き上げた「親方」
の勘と経験に頼る部分が多いということである．しかし
ながら，業態の大規模化や世代移行の困難さなどから，
これらの営みから属人性を少しでも減らすニーズが高
まってきた．日々の決断を，全てではなくとも情報科学
はどのようにアシストできるだろうか，このような動機
に直結する基礎技術に，機械学習と数理最適化の二つが

挙げられるだろう（図 1）．
既に観測されたデータの学習から予測を行う機械学

習は状況の個性を学習データに内在するものとして，分
析や予測を提示する．一方，数理最適化においてはむし
ろ，どのような状況が望ましいかという状況の特性を目
的関数の最小化，あるいは最大化という数理的な問題に
帰着する手法である．
この二つの技術が両輪として働くことで，日々の暮ら

しから高度な政治的決定まで幅広く人間社会をサポート
していくであろうことは論をまたないのであるが，いざ
実際に社会の現場にこれらの技術を適用しようとする
と，それぞれの特性に応じた困難さが顕在化してくるこ
ともまた真実である．特に，先ほど述べた「あちらを立
てればこちらが立たず」といったフラストレーションは
組合せ最適化問題と総称される問題群に顕著であり，そ
れらの多くはNP- 困難問題という，計算量複雑性理論
の枠組みにおいて困難さが数学的に証明されているもの
に突き当たるのである．これらの問題に対して，最近に
わかに脚光を浴びているのが，本稿で扱う量子アニーリ
ングという量子現象を用いた汎用的な最適化技術であ
る．1998 年の門脇・西森（1）により理論的に提唱され，
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2011 年にカナダのD-Wave Systems 社によって突如
として商用機がリリースされた（2）．理論的なおもちゃ
であったものが一挙に現実味を帯び，クラウドを通して
利用可能となった今，この技術の理論と実際，そして未
来に何が待っているかを本稿で詳しく議論したい．

2 組合せ最適化問題と量子ア
ニーリング

2.1　はじまりは磁石に関する理論だった 
多くのものが集まって初めて現れる物理現象を扱う

学問分野が統計力学である．例えば，我々は水がH2O
という分子から構成されていることは知っている．水が
凍るとき，水分子一つ一つが「氷モード」に変身するの
ではなく，膨大な数の水分子の集まりが結晶構造という
特徴的な配置を取ることで相転移が起きる．このような
多数のものが集まった物理系の物性の変化などを扱う学
問分野である．余談ではあるが，物理シミュレーション
だけでなく，ベイズ統計などの広範な領域でも用いられ
るマルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC）の起源が
1950 年代の液体 -気体の相転移の研究に端を発するこ
となどを見ても，実は統計力学の研究成果はあまねく
様々な領域に広がっている．
統計力学初学者が最初に学ぶであろう理論模型の一

つにイジング模型がある（図 2）．これは磁性の発現を
説明するミニマムな模型であり，1920 年にレンツに
よって提案された．磁石を構成する最小単位としてのス
ピンが上向き（+1）または下向き（-1）の二つの状態
のうちいずれかを取り，これらの向きがそろうと磁石と
しての働きを示すものである．各々のスピン同士は同じ
向きを取りたい，あるいは逆向きを取りたいという相互
作用をしており，これと温度の関係で磁性の発現と喪失
の間の相転移を理解することができるのだ． 

2.2　組合せ最適化問題とイジング模型 
さて，ではそのような磁石をめぐる理論模型が組合せ

最適化問題と何の関係があるのだろうか．組合せ最適化
問題は最小化あるいは最大化すべき目的関数が整数や
0, 1 などの 2値といった離散的な変数に対して定義さ
れるようなものである．極めて驚くべきことに，様々な
類型的な組合せ最適化問題の目的関数は一般化されたイ
ジング模型（イジングスピングラス模型）のエネルギー
関数 

1  

の形で記述できることが分かっている（3）．ここでσ i

は解となる 2値変数である．一方，線形項，二次項の
係数であるhi, Jij は定数として与えられるもので，以下
の例で示すように問題の個性はこの係数に押し込められ
る．
具体例として，NP- 困難な組合せ最適化問題の一つ

である数分割問題を見てみよう．整数の集合 d={d1,…, 
dN} を各々の総和が等しくなるような二つのグループに
分割せよという問題である．それぞれの整数 di（i=1,
…,N）に対して，グループ 1に属する場合に +1，グ
ループ 2に属する場合に -1 を取る 2値変数σ i を定義
すると，σ i の列が求めるべき問題の解となる．この問
題の解が満たすべき条件は図 3に示すように，

0 2  

となる．
この条件を満たすためには左辺を二乗した項を最小

化すればよい．二乗を展開して，定数項を無視すると最
終的に

3

となる．これは式（1）におけるJij を didj，hi=0とした式
にほかならない．このように問題の特性に応じた目的関
数をイジング模型の一般形式に置き換えることができる． 

図3　数分割問題の解が満たすべき条件図2　イジング模型

114 通信ソサイエティマガジン　No.54  秋号 2020



Technology Reviews and Reports 小特集 量子情報技術への期待と展望解　説 小特集 量子情報技術への期待と展望小特集 量子情報技術への期待と展望

2.3　アナログ計算機としての量子アニーリングマシン 
量子アニーリングは端的にいって，式（1）で記述さ

れる目的関数を最小化するための汎用的な枠組みであ
る．似たようなアルゴリズムにシミュレーテッドアニー
リング（焼きなまし法）という乱択アルゴリズムがある
が，ここでは古典的な温度揺らぎを用いて最小解を用い
るのに対して，量子アニーリングでは量子揺らぎを用い
て様々な状態を探索する．このアルゴリズム自体は従来
型のディジタルコンピュータにおいても，シュレーディ
ンガー方程式の厳密計算や量子モンテカルロ法といった
数値計算手法によりシミュレート可能であることは強調
しておきたい．実際，門脇・西森による提案当初では既
存のコンピュータを用いた数値計算により評価を行って
いる．
では，近年登場したD-Wave マシンや現在世界中で

競って開発されている量子アニーリングマシンは何が違
うのか．それは+1や -1 といった 2値変数とその重ね
合わせ状態や変数同士の相互作用，目的関数の最小化な
ど全てを物理現象として実装していることにある．
D-Wave マシンにおいてはここの変数はリング状の超伝
導量子干渉計（SQUID）を用いた量子ビットに対応し，
相互作用はリング間の間に働く電磁誘導によって表現さ
れる（図 4）．式（1）の最小化を行うにあたって，従来
型のディジタルコンピュータの枠組みのように，あらか
じめ定められたアルゴリズムに従ってプログラムを構築
し，最適な変数を求めるという方法ではなく，自然の営
みに任せて行うのである．最適化のプロセスにおいて必
要なのは，式（1）のイジング模型で表される目的関数
を表す回路状況や量子揺らぎの変化といったプロセスを
回路上の電流値を操作するといった，あたかも実験装置

を調整するがごとくの操作であり，最終的に量子ビット
に相当する回路の電流の向きを読み取ることで解を得る
のである．すなわち，量子アニーリングマシンはアナロ
グ計算機の一種とみなすことができる．アナログ計算
機，特に電子式のものについては，1950 年代のオペア
ンプを用いた力学系の解析用のものやニューラルネット
ワークの実装など，コンピュータのれい明期において考
案された例があるが，ディジタルコンピュータの発達に
伴って姿を消していった歴史がある．21世紀になり，
その発想が組合せ最適化という対象において復活を遂げ
たというわけである．
組合せ最適化問題の難しさは問題サイズの増大に

伴って，組合せ爆発と言われる可能な状態数の指数関数
的増大が根底にあり，これを効率的に解くことは専用ア
ルゴリズムを持ってしても非常に困難なシチュエーショ
ンが想定されることが量子に着目されるきっかけの一つ
である．残念ながら，量子アニーリングマシンを用いた
としてもこの本質的な難しさは変更を受けることはない
のだが，量子アニーリングマシンの物理現象のタイムス
ケールはナノ秒からマイクロ秒といったとても短いもの
であることから，実行時間的には大幅に短縮されること
が期待されている．自然は速いのである．
厳密解を求めるアルゴリズムとは異なり，量子アニー

リングマシンから出力される解はあくまで近似的であ
り，それが厳密解からどれくらい離れているかについて
の理論的保証はない．しかし，この動作速度の速さから
ミリ秒スケールで大量の近似解をサンプリングできるこ
とが量子アニーリングマシンの強みである．このような
サンプリングは本来想定されていた最適化のみならず，
機械学習などにも応用可能であると期待されており，研

図4　量子アニーリングの物理実装としてのD-Waveマシン
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究開発が進められている． 

3 実問題への応用に向けて 
3.1　具体的な問題を解くワークフロー 
量子アニーリングマシンを実問題に適用していくプロ

セスを模式的に表したのが図5である．まずは，解決し
たい状況から課題抽出を行い，これを数理的に定式化し
ていく必要がある．例えば，大目標として製造工程の順
序最適化を行いたい，であるとか，物資の配送経路を最
適化したいといった課題が挙げられるだろう．これを目
的関数という数式に落としていくにあたって，例えば減
らしたいコストであるとか，満たすべき制約を列挙して
いき，これを2値変数の関数に表していく必要がある．
２.２で解説した数分割問題における目的関数の設計の
ように定式化する必要があり，往々にしてこの過程が最
も頭をひねる部分である．ある意味，パズル的要素が
あって難しいのではないかと思われるかもしれないが，
組合せ最適化問題の類型化の一例であるKarp の 21の
NP- 完全問題については，Lucas によりそのイジング模
型での表現が既に提案されている（4）ので，これを一つ
の参考にして定式化を進めることができるだろう．
目的関数を式（1）のような標準形に変換できれば，

あとは Jij, hi といった係数の値をD-Waveマシンに送信
するだけである．クラウド上にあるD-Waveマシンへの
問題投入のためには，D-Wave Systems社から提供され
ているOcean SDKというPython API を用いるだけで
よく，問題の送信と結果の受信に関するスクリプトコー
ドはたったの数行である．前節で述べたとおり，問題を
解くプロセス自体は自然に任せて行う．我々はその過程

においてとやかく指示をする必要はないのだ．
クラウド上の計算機を用いることについて，セキュリ

ティ面での危惧を感じる向きもあるかもしれないが，そ
のような心配は皆無と言ってよい．なぜなら，ネット
ワーク上を流れるデータは式（1）の係数の数値だけで
あり，仮にそのデータが第三者に傍受されたとしても
（あるいはクラウド運営側に読み取られたとしても），そ
こからどのようなデータを用いてどのような問題を解い
たのかを再構成することは不可能に近いからだ．その意
味で完全秘匿計算になっていることは強調しておきた
い．
さて，ここで定式化における注意点を述べておきたい．

D-Wave マシンが解くことのできる問題は，式（1）の
形の目的関数に限られている．相互作用はスピン変数に
関する二次式までである．三次以上の高次の目的関数が
登場する場合には，余計に量子ビットを消費して二次の
問題に帰着する方法がある．また，既存の数理最適化問
題の標準形のように，制約条件が存在する場合にはこれ
を目的関数の中に押し込める必要がある．その意味で，
D-Waveマシンが解くことのできる問題の形式は，数理
最適化の言葉で言えば，制約なし2値変数二次計画問題
（QUBO）に限られる．また，係数は定数でなければな
らず，変数の値によって Jij が変わるような場合分けがあ
る場合を扱うことはできない． 

3.2　応用事例～津波避難経路選択～ 
筆者らが所属する東北大学量子アニーリング研究開

発センター（T-QARD）では既に 10社以上の様々な企
業との共同研究を通して，量子アニーリングマシンの社
会実装に取り組んでいる．特にモビリティ分野における

図5　量子アニーリングマシンで実際に問題を解くワークフロー
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事例としてデンソーとの工場内無人搬送車の運行最適
化（5）などの試みを発表しているが，ここでは東北大学
サイバーサイエンスセンター，災害科学国際研究所との
共同研究である津波避難経路最適化について紹介した
い．
津波などの大規模災害が発生したときの避難誘導は

大きな社会課題であるが，避難時間の短縮において，避
難行動時における渋滞を防ぐ必要がある．避難者が各自
にとっての避難所への最短経路を取ってしまうと同じ道
路に交通が集中することが容易に想定され，交通を分散
させつつ，避難時間を短くするような経路誘導ができな
いかと考えたのが本研究の発端である．図 6のように
高知県高知市を舞台に量子アニーリングマシンを用いた
最適化を行ったが，実際になるべく交通を分散させるこ
とで，交通シミュレータ上での評価で避難時間を短縮す
ることに成功している．
筆者らの提案手法は以下の四つのステップからなる．

①各避難者につき候補避難所を三つ列挙
②候補避難所までの最短経路をダイクストラ法で算出
③各候補経路の「かぶり」を評価→目的関数に定式化
④ かぶりを最小にする候補経路の組合せを量子アニーリ
ングマシンにより決定

このうち，①～③までのステップは従来型のディジタ
ルコンピュータで行い，④の部分だけを量子アニーリン

グマシンで行った．多くの実問題において言えることだ
が，最適化のプロセスを全て量子アニーリングマシンに
任せないことが肝要である．例えば，候補経路の算出に
おいて最短経路を求めるといった過程は既に効率的なア
ルゴリズムが存在しているので，これはディジタルコン
ピュータ上で行うといった具合にである．例えば，N
人の避難者についてM通りの候補経路を用意した場合
の組合せは 2MN 通りでありM, Nの増大に伴って指数関
数的に可能な組合せが増えていく．この中で渋滞を回避
する，すなわち経路のかぶりをなるべく減らした最良の
解を選択することは組合せ最適化問題であり，この最も
困難なプロセスを量子アニーリングマシンに任せるので
ある．
可能な候補を列挙し，その中から最良の組合せを選

ぶ．この方針はモビリティ最適化のみならず，スケ
ジューリングやほかの様々な問題においても同様に考え
ることができ，いわば現実の課題をD-Wave マシンで
扱うことができる，制約なし 2値変数二次計画問題に
定式化していくためのある意味，「型」というべきもの
になっていると言える．また，この枠組みは機械学習な
どほかの手法との組合せも考えられる．例えば，候補経
路の算出において距離だけでなく，平時の交通量から学
習した重みを基にしたものを考えることも可能である．
分析，予測を踏まえたオペレーションの最適化につなげ
られるのだ．

図6　提案手法を用いた経路選択（高知県高知市の道路地図を例に）
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4 おわりに
D-Wave マシンの初の商用機である 2011 年の

D-Wave One の登場から現在 4世代目となるD-Wave 
2000Q（最大 2,048 量子ビット）が利用可能であり，
今年中に第 5世代のD-Wave Advantage（最大 5,640
量子ビット）の利用が開始される予定になっている．
この間，搭載量子ビットは 2年で 2倍のペースで増加
しており，また，2020 年 2 月にリリースされた古典 -
量子ハイブリッドソルバーであるD-Wave Hybrid で
は 1 万論理変数を用いることが可能であり，ハード
ウェアの開発を待たずして扱える問題サイズが大きく
なり，量子アニーリングマシンが真に効果を発揮する
であろう，大規模な組合せ最適化問題における活用が
目前に控えていると言える．
また，国内ベンダを中心に，量子アニーリングを用

いないものの専用チップを用いたイジング模型の最適
化を高速に行う専用機がNTT，日立，富士通，NEC
などから続々と登場している．これらをひっくるめた
イジングマシンを用いることの大きな利点としては，
様々な問題を「中間言語」たるイジング模型の形に定
式化している汎用ソルバーであることであろう．物流，
製造，E- コマース，金融，防災といった様々な局面に
おける課題に対する我々の取組みの過程では，全く異
なる業種の課題であっても実は同じ問題や解決方針を
援用できることに気がつくことが多々ある．
一方で，多種多様なイジングマシンをどのように組

み合わせるのか，それぞれの得意な分野は何か，結局
のところ量子アニーリングが本質的に生きる局面はど
のような問題であるのか，これらの問いについてはこ
れからも多くの問題を解く過程で明らかにしていくべ
き論点であると考える．
綿々と蓄積されてきた数理最適化の専用アルゴリズ

ムにはパフォーマンス的に劣ることがあっても，多種
多様な問題解決の蓄積が新規開発の工数を更に短縮で

きる可能性に満ちている．このような営みの果てに，
日々繰り返される決断や調整からくるフラストレー
ションが少しでも軽減されるような社会が到来するこ
とを願って本稿を終えたい．
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1 はじめに
近年，量子アニーリングマシンなどの非シリコン物理

システムに基づく新しい最適化マシンが開発され，商用
化も始まっている（1）～（5）．すなわち，現時点で実現可能
な方法によって，組合せ最適化問題の解を非常に高速に
探索することを可能にする試みである．
これらの最適化マシンで解けるのは，式（1）のイジ

ングハミルトニアン H（σ）を最小にするσ を求める問
題である．

H（σ）=- 　　　 Jijσiσj +   hiσi，   ∑1
2 i=1

N

∑
i=1

N

∑
j=1

N

（1）

ただし，σ i は i 番目のイジングスピンの状態｛1，-1｝，
Jij は i 番目のイジングスピンと j 番目のイジングスピン
との間の相互結合，hi はゼーマン項，N はイジングスピ
ンの数である．
式（1）の形で定式化できる組合せ最適化問題は多数

存在する（6）．相互結合型ニューラルネットワークの研
究では，このような関数の最小化によって巡回セールス
マン問題（TSP: Traveling Salesman Problem）を求
める方法がHopfield と Tank によって提案されてい
る（7）．様々な組合せ最適化問題を H（σ）の式によって
定式化することが可能であり，その結果，量子アニーリ
ングマシンなどによって高速にそれらの解を得ることが
できるようになる．
超伝導量子ビットを用いた量子アニーリングマシン

D-Wave（1）は，既に商用化も進んでおり，これを用い
た最適化の応用研究も活発である．D-Wave 2000Qで
は，2,000 以上の量子ビットを実現しているが，全ての
量子ビット間を相互結合させていない．そのため，適用
可能な問題のサイズはNよりも小さくなる場合がある．
本解説では，全ての Ji j （i=1～N，j=1～N）を利用可

能で，より大きな問題にも適用できるコヒーレントイジ
ングマシン（CIM: Coherent Ising Machine）（2）～（5）に

ついて解説する．文献（8）では，量子アニーリング（1）

よりもCIM（5）の方が，密結合な問題に対して特に有効
であることが示されている．本解説では，CIMで，ど
のように組合せ最適化問題を求めることができるのか，
具体的な方法を説明し，その応用例として無線通信シス
テムに生じる組合せ最適化問題への適用方法を紹介す
る．CIMの実機での計算結果も併せて紹介する．

2 コヒーレントイジングマシン
（CIM）

最初に提案されたCIMは，図 1に示すような相互に
注入同期された面発光レーザ群に基づく計算機であっ
た（2）．スレーブレーザ間の相互作用 Jij によって，各
レーザの発振モードが右向き，または，左向きに収束す
る．これをイジングスピンの状態σ iとみなすことで問
題を解くことができる．しかしながら，このシステムで
イジングスピン数を大規模化させるためには，膨大な数
のスレーブレーザ間の相互結合が必要となってくる． 
より大規模な完全結合を実現する方法として，光ファ

イバ上を伝搬する光パルスの位相状態を用い，その光パ
ルス間の相互作用によって演算する方式，遅延フィード
バック型CIM（3），及び，測定フィードバック型CIM（4），（5）

が提案された．縮退光パラメトリック発振器（DOPO : 
Degenerated Optical Parametric Oscillator）と呼ば
れるレーザ発振器を用いている（9）．イジングスピンσ i

として用いられるDOPOパルスは，数㎞の長い光ファ
イバを伝搬する．図2に示す測定フィードバック型CIM
では，スピン間の相互結合に関する計算∑ j Jijσ j-hi は
FPGAで処理するため，完全結合を実現することが可能
であり，結合を自在に設定することも容易になる．文
献（4），（5）においては，測定フィードバック型CIM
の高速性，大規模問題への適用可能性が，実験的に示さ
れている．

解説　コヒーレントイジングマシンを用いた組合せ最適化と無線通信への応用 119

小特集 量子情報技術への期待と展望

ⓒ電子情報通信学会2020

解　説

コヒーレントイジングマシンを用いた
組合せ最適化と無線通信への応用 

長谷川幹雄　Mikio Hasegawa　東京理科大学
伊藤大赳　Hirotake Ito　東京理科大学
武居弘樹　Hiroki Takesue　NTT
合原一幸　Kazuyuki Aihara　東京大学



Technology Reviews and Reports解　説

CIMは，式（1）を最小にするσ を非常に高速に求め
ることができる．したがって，この形式で記述できる組
合せ最適化問題はCIMによって高速に求めることがで
きる．CIMに関する従来研究は，MaxCut 問題を対象
としているものが多い（4），（5）．MaxCut 問題は，目的関
数が式（1）とほぼ同じ形となるので，CIMを容易に適
用することができる． 
他方で，少し工夫をすると，様々な組合せ最適化問題

の目的関数を式（1）の形式に変換することができる（6）．
文献（7）では，相互結合型ニューラルネットワークを
用いたTSPの解法が提案されている．相互結合型ニュー

ラルネットワークでは，ニューロンの状態 xi は 0また
は 1であるが，CIMが最小化する式（1）とほぼ同様
な，式（2）に示すエネルギー関数を最小化する．

E（x）=-　　　  wi, j xi xj +   θ i xi， ∑1
2 i=1

N

∑
i=1

N

∑
j=1

N

（2）

ただし，wi，j はニューロン j から i への相互結合重み，
θ i はニューロン iの発火のしきい値である．相互結合型
ニューラルネットワークを用いる最適化アルゴリズム
は，このエネルギー関数の最小化を利用して問題を解
く．CIMのイジングスピンσ i は｛-1，1｝，ニューロン
xi は｛0，1｝という違いがあるが，この出力状態の違

図1　レーザネットワークによるCIM（2）

図 2　測定フィードバック型CIM（5）
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いによる変換を行えば，相互結合型ニューラルネット
ワークを用いた最適化アルゴリズム（7），（10），（11）などは，
CIMを用いれば超高速に，かつ高精度に解くことがで
きる．
CIMで組合せ最適化問題を解くためには，対象とす

る問題の最適解をCIMが探索するように，イジングス
ピン間の結合 Ji j，及び，ゼーマン項 hi を設定する必要
がある．そのために，対象とする組合せ最適化問題の変
数に対応するようにスピンの状態σ i を定義し，対象と
する組合せ最適化問題の目的関数をσ i の関数として定
式化する．これを式（1）の H（σ）の形に変形すると，
スピン間の相互結合 Ji j，及び，ゼーマン項 hi を導出す
ることができる．導出した Ji j，及び，hi をCIMに設定
することによって，問題を解くことができる．

3 相互結合型ニューラルネット
ワークとCIM

３.１　 相互結合型ニューラルネットワークと
エネルギー

N 個のニューロンで構成する相互結合型ニューラル
ネットワークの状態 xi の更新は，以下のように定義す
ることができる．

xi（ t＋1）＝u　　  wi, j xj（t）- θ i ∑
J=1

N

（3）  ，

ただし，u はヘヴィサイド関数（ y＞ 0のとき u［y］＝
1，y＜ 0のとき u［y］＝ 0）である．このニューラル
ネットワークにおいて，相互結合を双方向に等しくし 
（wi，j ＝ wj，i）自己結合をゼロ（wi，i=0）に設定して，
ニューロンの状態を一つずつ非同期に更新していくと，
式（2）のエネルギーが必ず減少する．相互結合型ニュー
ラルネットワークは，式（3）による状態更新で，自律
的に式（2）の極小値を探索する．この状態更新による
エネルギー関数最小化を利用して，組合せ最適化問題に
おける最小値の探索を行う方法が幾つも提案されてい
る．
このエネルギー関数最小化を組合せ最適化問題の解

探索に応用するには，まず，対象とする問題における変
数（解の状態）と対応するように，ニューロン状態 xi

を定義する．次に，対象とする組合せ最適化問題の目的
関数を，定義したニューロン状態 xi を用いた関数とし
て定式化する．xi の関数として定式化した目的関数を，
式（2）の E （x）の形に変形することによって，ニュー
ロン間の相互結合 wi，j，及び，しきい値θ i を導出する．
導出した wi，j，及び，しきい値θ i を設定して式（3）で
ニューラルネットワークを動作させることによって，
E （x）を最小にする x が得られ，問題を解くことができ

る．

３.２　巡回セールスマン問題（TSP）への適用例
TSPは，n 個の都市の座標が与えられたときに，一つ

の都市をスタートし，全都市を一度ずつ訪問して，最後
にスタートした都市に戻ってくる巡回路の中で，最短の
ものを求めるというNP完全な組合せ最適化問題であ
る．この解を相互結合型ニューラルネットワークで探索
するためには，まず，探索する巡回路の状態を，ニュー
ロンの状態で表現する．Hopfield と Tank の手法（7）で
は，n 都市の問題に対して n× n 個のニューロン xi j を
用い，i を都市の IDとし，j を訪問順の番号と定義する．
すなわち，xi j=1 となったとき，都市 iを j番目に訪問
する．このニューラルネットワークにおけるニューロン
は，iと j の二つのインデックスを持つので，状態更新
式は式（4）のようになる．

xij（ t＋1）＝u　　     wij, kl xkl（t）-θij　， ∑
k=1

N

∑
l=1

N

（4）

また，この状態更新によって減少させられるエネルギー
関数は，式（5）のようになる．

E（x）＝-　　  　　　   wij, kl xi j xkl ∑
i=1

N

∑
j=1

N

∑
k=1

N

∑
l=1

N

  ＋     θtj xi j .∑
i=1

N

∑
j=1

N

（5）
1
2

ただし，wi j，k l は（i，j）番目のニューロンと（k，l）番目の
ニューロンとの間の対称的相互結合の重み，θ ijは（i，j）
番目のニューロンの発火のしきい値である．
このようにニューロンを定義すると，巡回路の長さに

対応する目的関数は，前後の訪問順の都市との距離を加
算するようにすると，以下のように定式化できる．

E
 
   （x）＝     　　 d

ik
x

i j
（x

k j＋1＋x
k j-1）， ∑

i=1

N

∑
j=1

N

∑
k=1

N

（6）TSP
1

ただし，dik は都市 iと都市 kの間の距離である． 
E1

TSP（x）を最小化するだけでは，一般にニューラルネッ
トの状態が巡回路を形成せず，TSP の制約条件を満た
さない．制約条件を満たすように，まず，各都市を一度
ずつ訪問させるための制約項を以下のように設定し，こ
れを 0に最小化する．

E    （x）＝     　  xi j-1 ∑
i=1

N 2

∑
j=1

N

（7）TSP
2

また，各訪問順には一つの都市しか訪問できないので，
以下の制約項も 0に最小化するようにする．

E    （x）＝     　  xi j-1 ∑
j=1

N 2

∑
i=1

N

（8）TSP
3

式（6）～（8）の E1
TSP（x），E2

TSP（x），E3
TSP（x）を，ニュー

ラルネットワークの状態更新によって最小化させるため
の結合重み wi j，k l，及び，しきい値θ i j を求める．それぞ
れを，式（5）の形に変形して求めることができる．こ
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の変形では，xi j× xi j=xi j を用い，自己結合は 0とする
ことに注意する．まず式（6）は，以下のように変形で
きる．

E
 
   （x）＝ d

lk（ 
j＋1，l

＋  
j-1，l）x

i j
x

kl
， （9）TSP

1
i=1 j=1 k=1 l=1
∑

N

∑
N

∑
N

∑
N

δ δ

ただし，δ i，k はクロネッカーデルタで，i=kのときはδ i，k

＝1，i ≠ kのときは δ i，k＝0 である．式（9）を式（5）
と比較すると，E1

TSP（x）を減少させる結合重みは，

 w TSP1
ij，kl =-2dik（δ j+1，l+δ j-1，l） （10）

と得られる．式（7）は，以下のように変形できる．

E
 
   （x）＝　　  　　　 

i，k（1＋  
j，l）x

i j
x

kl
 δ

  -      xi j＋N.

∑
i=1

N

∑
j=1

N

∑
k=1

N

∑
l=1

N

∑
i=1

N

∑
j=1

N （11）

TSP
2 δ

式（11）を式（5）と比較すると，E2
TSP（x）を減少させ

る結合重み及びしきい値が以下のように得られる．
 w TSP2

i j，k l =-2δ i，k （1-δ j，l），  （12）
  θ TSP2

i j =-1． （13）
E3

TSP（x）を減少させる結合重み，及びしきい値も，式
（8）より同様に計算すると，それぞれ以下のように得ら
れる．

 w TSP3
i j，k l =-2δ j，l（1-δ i，k）， （14）

  θ TSP3
i j =-1． （15）

TSP の解探索を行うためには E1
TSP（x），E2

TSP（x），
E3

TSP（x）をいずれも最小化する必要があるので，重み
係数 A，B，及び C を用いて，全体の目的関数を ETSP （x）
＝AE1

TSP（x）＋BE2
TSP（x）＋CE3

TSP（x）とする．これを減
少させる結合重み w TSP

i j，k l，及び，しきい値θ TSP
i j は，

 w TSP
i j，k l=-Adi，k（δ j+1，l+δ j-1，l）

 　　　　　　　-Bδ i，k （1-δ j，l）-Cδ j，l （1-δ i，k）， （16）
　　　　 θ TSP

i j =-  B＋C
2 ， （17）

と得られる．この結合重み w TSP
i j，k l，及び，しきい値

θ TSP
i j を用いてニューロンの状態更新をすることで，解

となる巡回路を形成する状態に収束する．
しかし，この手法は目的関数を減少させるのみである

ため，ローカルミニマムですぐに探索が止まってしま
う．性能を改善するために，確率的な揺らぎやカオスを
用いてニューラルネットワークの状態を揺らがせ，良い
解を探索させる手法が用いられる（12）～（15）．本稿では
CIMを用いて，良好な解を高速に探索する．

３.３　実機CIMを用いた高速最適化の実行
相互結合型ニューラルネットワークでは，ニューロン

状態 xi j は 1または 0である．CIMではスピンの状態は
1または-1である．CIMで超高速に最適化するために，
wi j，k l，及び，しきい値θ i j を，相互結合 Ji j，k lとゼーマン

項 hi jとして使用できるように変形する．
出力が1または-1となるニューラルネットワーク x ̂i j

を，以下のように定義して，CIMで使用する相互結合
Ji j，k lとゼーマン項 hi j を導出する．

x̂ij（ t＋1）＝r　　      ŵi j, kl x̂kl      -θi j　， ∑
k=1

N

∑
l=1

N

（18）̂（t）

ただし， y>0 のとき r［y］=1，y <0 のとき r［y］=-1と
する． xi j から x ̂i j へと変換するために，x ̂i j=2xi j-1を用
いる．式（4）の内部状態は，以下のように変形できる．

∑
k=1

N

∑
l=1

N

（19）

＝ x̂kl         ∑
k=1

N

∑
l=1

N wij，kl

2

wij，kl xkl-θi j 

- θi j- .∑
k=1

N

∑
l=1

N wij，kl

2

これより，出力が 1または-1の場合の結合重み w ̂ i j，klと
しきい値θ  ̂i j は，以下で与えられることが分かる．

ŵi j，kl＝        ＝Ji j，kl，

∑
k=1

N

∑
l=1

N

wij，kl

2 （20）

（21）θ̂i j＝θi j-　　　　　　＝hij.
wij，kl

2

このようにして得られた w ̂ i j，klとθ  ̂i j を，それぞれ，ス
ピン間の相互結合 Ji j，klとゼーマン項 hi jとして用いるこ
とによって，CIMによって高速に解くことが可能とな
る．実機のCIMに，TSPを求める相互結合とゼーマン
項を設定したときの，5ms までの全スピンの時間発展
の様子を図 3に示す．また，表 1には，様々な TSP 
（city10a（7）， city10b， city10c（14）， gr17（15）， city20（16））
に適用した結果を示している．現時点ではまだ小規模な
実験であるが，誤差 0%の解を得ることに成功してい
る．

4 無線通信における組合せ最適
化問題への応用

無線通信システムにおいては，チャネル割当，送信電
力割当，スケジューリングなど多くの組合せ最適化問題
が生じる．ここでは，そのような問題に対するCIMの
応用方法を紹介する．

４.１　チャネル割当への応用例（17）

複数のアクセスポイントが設置された無線通信環境
では，チャネルの割当を最適化することによって，干渉
を最小化することができる．ここでは簡単な問題設定例
として，通信容量の最大化，すなわち，信号対干渉電力
比  Siu

Iiu
の最大化を考える．ただし，Siu はアクセスポイン

ト i が配下の端末 u から受信する希望波の受信信号電力
の合計，Iiu は同じチャネルを利用する他セルの端末 u
からの干渉波の受信信号電力の合計とする．

比  
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まず，ニューロン xi j の定義としては， xi j=1となった
ときに，アクセスポイント iはチャネル j を用いるとい
うことに対応させる．また，CIMは最小化問題を解く
ので，ここでは Iiu

Siu 
の最小化問題として定式化する．Siu

と Ii u は，xi j を用いて以下のように表現できる． 

Siu＝    P∙diu
-α ∙ xi j , （22）

（23）

∑
j=1

CH

∑
j=1

CH

∑
k=1
k≠i

AP

∑
l=1

CH
Iiu＝ P∙dku

-α ∙   j l ∙ xi j ∙ xkl .δ

ただし，  P は送信電力，di u はアクセスポイント iとユー
ザ uとの間の距離，α は伝搬損失指数，AP はアクセス
ポイント数，CH はチャネル数である． Iiu

Siu 
に対応するエ

ネルギー関数は，以下のように定式化できる．

ただし，Ui はアクセスポイント i にユーザの集合とす
る．ここでは，各アクセスポイントは一つのチャネルの
みを使用することとし，以下の制約条件を加える．

（25）E    　（x）＝ xij-1 ∑
i=1

AP 2

∑
j=1

CH
WLAN
2

EWLAN（x）=AE WLAN
1 （x）+BE WLAN

2 （x）を最小化するこ
ととする．これを式（5）のニューラルネットワークの
エネルギー関数と比較することにより，結合重み
wWLAN

i j，k l ，及び，しきい値θ WLAN
i j を，以下のように導出

できる．

・

-B  
i，k（1-  

j，l）

＋
∑v∈Uk

div
-α

∑u∈Ui
diu

-α

w
 
   　＝A  

j，l・（1-  
i，k） 

∑v∈Ui
dk v

-α

∑u∈Uk
dk u

-α （26）

（27）

WLAN
ij，kl

θ    　＝-WLAN
ij

B
2

δ δ

δ δ

これを更に，式（20）と（21）に代入することによっ
て，CIMで最適解を求めるための Ji j，kl と hi j を導出す

・

・xi j  xk l ．

＋
∑v∈U div

-α

∑u∈U diu
-α

E
 
   　（x）＝　　  　　　  

j，l
・（1-  

i，k） ∑
i=1

AP

∑
j=1

CH

∑
k=1

AP

∑
l=1

∑v∈U dkv
-α

∑u∈U dku
-α

CH

（24）

WLAN
1 δ δ

k

k

i

i

図3　TSPを解いている実機CIMのスピンの時間発展

表1　様々なTSPにおける実機CIMの性能

問題 Size A B C 誤差（%）

City10a 10 1.00 1.00 1.10 0.000

City10b 10 1.00 1.00 0.70 0.000

City10c 10 1.00 1.00 1.10 0.000

gr17 17 1.00 1.00 0.90 0.124

City20 20 1.00 1.00 1.18 0.043
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ることができる．

４.２　送信電力割当も含めた最適化
前節では，送信電力 P を一定としていたが，送信電

力も可変にすることによって，更に干渉を最小化するこ
とも可能になる．式（22），（23）における送信電力を
Pmとし，また，ニューロンの状態を xijmとして，xijm=1
になったときには，アクセスポイント i がチャネル j を
用いて送信電力 Pmで送信することに対応させる．同様
に計算を進めることによって，チャネル割当と送信電力
割当を同時に最適化する手法も，CIMに実装可能とな
る（17）．

４.３　その他の応用例
チャネル割当と送信電力割当の最適化は，様々な無線

通信システムにおいて生じる組合せ最適化選択となる．
本章で紹介したのはアクセスポイントと端末を想定した
システムであるが，このほかにも，Device-to-Device
通信（17）， 分散アンテナシステムにおけるスケジューリ
ング（18）などに対しても，同様な方法でCIMによる解
法を提案している．また文献（10），（11）では，セン
サネットワークにおけるルーチング，ネットワークの負
荷分散の問題に，それぞれ相互結合ニューラルネット
ワークを適用する手法を提案しており，これらの結合と
しきい値も式（20），（21）を用いて Ji j，kl と hi j を求め
ることによって，CIMで高速かつ高精度に解くことが
できるようになる．

5 まとめ
CIMは，非常に高速に組合せ最適化問題の解を得る

ことができる．イジングスピン間をフル結合させること
ができるため，密結合な問題に対しては量子アニーリン
グなど（1,8）よりも有効である．本解説では，TSP 及び
無線通信システムにおける問題を例に，CIMを用いて
組合せ最適化問題を解く方法を紹介した． 
無線通信システムにおいては，無線リソース割当やス

ケジューリングを厳密かつリアルタイムに最適化するこ
とは，現状では困難である．数百 μs あるいは数msで
高速な最適化を行うことができるCIMを応用すれば，
周囲の無線環境を観測しながら，あるいは，動的なトラ
ヒック状況を観測しながら，リアルタイムに最適化する
無線通信システムを実現できる可能性がある．
本解説の実験で使用したCIMは，8bit 精度の相互結

合で 512 スピンを搭載できるマシンであるが，更に大
規模なCIMの開発も進められている．スピン数が増え
れば，より大規模な組合せ最適化問題への適用も可能と

なることが期待される．
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1 はじめに 
暗号は，ネットワーク社会になくてはならない技術で

ある．現在使用されている暗号は送受信者間で同じ暗号
鍵を利用し秘匿化を行うAES （Advanced Encryption 
Standard）などの共通鍵暗号と，暗号化と復号に別個の
鍵（手順）を用い，暗号化の鍵を公開できるようにした
公開鍵暗号方式に大別され，いずれも安全性は数学的な
計算の困難さに基づいている．公開鍵暗号は計算負荷が
かかるため，共通鍵暗号の初動時に必要なシード鍵の生
成などに使われる．RSA （Rivest-Shamir-Adleman）暗
号等，現在社会に広く普及している公開鍵暗号は，素因
数分解や離散対数問題等の計算困難さに基づく安全性を
有し，非常に使い勝手が良い反面，将来的な計算技術の
革新，特に量子計算機の大規模化により，一挙に解読さ
れる潜在的な危険性が指摘されている．このような脅威
に対抗するため，現在知られている量子計算アルゴリズ

ムでは解読が困難な新しい公開鍵暗号（耐量子-公開鍵
暗号）の開発と移行準備が進められている．
一方，上記の数理的な暗号全般の脅威として，たとえ

現在の計算能力が不十分でも，暗号化されたデータを一
旦傍受，保存しておき，将来，高度な計算技術や新たな
数理アルゴリズム，量子計算アルゴリズムを手にした時
点でそのデータを解読する“Store now, decrypt later
攻撃”がある．（“Harvest today, read tomorrow”など
とも呼ばれる．）これは，国家機密や企業の技術・経営
情報，ゲノム等の医療情報など，最高度の機密性が数十
年から百年単位の超長期にわたって求められるような情
報においては，重大な脅威となる可能性がある．
量子暗号は，物理法則である量子力学を安全性の根拠

とし，装置が正しく動作していれば「いかなる計算機で
も原理的に解読不可能」な，数理的な暗号とは原理が全
く異なる新しい暗号技術である（1）．これは「情報理論的
安全性」と呼ばれ，将来，計算機や数学がどれだけ発達

量子鍵配送（QKD）

ワンタイムパッド暗号化

暗号文（③）
10100101  

平文（①）
01001110 暗号化

（①＋②=③）
復号

（③－②=①）

暗号鍵（②）
11101011

平文（①）
01001110

暗号鍵（②）
11101011

インターネットや携帯電話

光子に情報を載せ鍵配送

盗聴不可
（必ず盗聴を検知）

どんな計算機でも
解読不可

⊕⊕

図1　量子暗号による暗号通信の概要（写真はNECのQKD送受信機）
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しても永久に解読不可能なことを意味しており，上述の
store now, decrypt later 攻撃への抜本的な対抗策にな
ると期待される．また，量子暗号は様々な量子情報技術
の中で，実用化に向けた技術開発が最も進んでいる分野
の一つであり，既に世界各地で実運用が開始されている．
本稿では，その現状と国際動向，日本の取組みなどにつ
いて紹介する．

2 量子鍵配送（QKD）ネット
ワーク

量子暗号による暗号化通信の概略を図 1に示す．下
段は暗号鍵（共通鍵）の生成を行う量子鍵配送（QKD : 
Quantum Key Distribution），上段は生成された鍵を
使った暗号化通信である．QKDでは，鍵となる乱数の
配送のため，光の最小エネルギー単位である光子が平均
して1個以下しか含まれない超微弱な光パルスを光ファ
イバ等により伝送する．このような超微弱な光には量子
力学特有の性質が強く現れるが，特にQKDでは，量子
力学の基本原理の一つである不確定性原理に由来する
「信号に対するいかなる測定（盗聴）行為も信号の量子
状態に必ず痕跡を残す」という性質を利用して，信号に
対する盗聴行為の有無を判別する．これにより，盗聴が
されていないことが確実に保証できる信号のみを鍵とし
て用いることで，安全な鍵を共有する．光パルスで送る
鍵の元になる信号や，光パルス送受信後の処理に物理乱
数＊1等を使えば，最終的に生成される暗号鍵は何の数
学的構造も持たない乱数となり，これを使って暗号化さ

れたデータは，いかなる計算機による解読攻撃も無意味
となる．こうして，鍵配送へのあらゆる物理的な盗聴を
検知し，かついかなる計算機攻撃でも解読不可能な暗号
を実現することができる．実際のQKD装置は，光子の
送受信デバイスに加え，鍵情報の誤り訂正や純粋化（秘
匿性増強）などを行う信号処理ボードなどから構成され
る．また，鍵そのものは古典的な乱数列であり，暗号化
されたデータの伝送はインターネット等の通常の通信回
線で実行できる＊2．（QKDのより詳細な仕組みは，例え
ば文献（2）やその参考文献を参照されたい．）したがっ
て，技術的には下段のQKDをいかに高性能で実現する
かが課題となる．
QKDは，数理暗号の根本的な問題を解決し，ある意

味究極的な安全性を実現できるが，一方で実装上の大き
な制限もある．光子は伝送路の損失で容易に失われてし
まう上，光増幅器は信号の量子状態を破壊してしまうた
め使えないことによる問題である．このため現状単体の
QKD送受信装置では，ファイバの距離 50～100km程
度で波長当りの鍵生成速度が数十 kbit/s～数Mbit/s 程
度に制限されてしまっている．今後の技術開発や波長多
重化などによる高速化は見込まれることと，最近提案さ
れた Twin-field QKD（3）と呼ばれる方式で距離を 2倍
程度まで延ばせることなどが分かっているが，抜本的な
長距離化を行うには，量子中継技術と呼ばれる量子メモ
リ等を使った高度な技術が必要となり，その実現にはま
だ相当の時間が掛かると予想されている．このため，
QKDのネットワークを構成するには，現在は trusted 
node と呼ばれる安全性の保証された局舎でQKD回線

＊1 物理乱数とは、例えば電子回路の熱雑音や光の真空揺らぎに起因する量子雑音など、ランダムな物理現象から生成される
乱数のこと。擬似乱数と異なり数学的構造を持たないため、より真正乱数に近い乱数性を実現できるが、擬似乱数に比べ
低速・コスト増の問題などもある。QKD 以外にも、幅広いセキュリティ技術や数値シミュレーション、エンターテイン
メント等に応用可能である。

＊2 暗号化には複数の方法があるが、情報理論的安全性を達成するためには、1bit の鍵で1bit の情報を暗号化し、更に一度
使った鍵は二度と使わない「ワンタイムパッド」方式を用いる必要がある。したがって、「あらゆる計算機で解読不可」
という場合、それはQKD＋ワンタイムパッド暗号化による暗号通信のことを指している。

QKD
装置

光ファイバ

QKD
装置

QKD
装置

光ファイバ

QKD
装置

 

を使って
を暗号化して送る

（カプセルリレー）

 node B  node Cnode A

図2　安全な局舎（trusted node）を介した鍵リレーによるQKDのネットワーク化
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をつなぎ，鍵をリレーしている（図 2）．これにより実
用的なQKDネットワークを構成できるが，中継する局
舎の安全性は別途確保しなくてはならない． 

3 実用化に向けた研究開発動向 
量子暗号は新しい技術分野であり，新しいプロトコル

の理論・基礎実験や実装技術の研究が日々進展している
が，ここではその詳細は割愛し，QKDネットワークの
実用化に向けた実証実験や，2018 年頃から急速な進展
を見せている国際標準化活動などの動向を紹介する．
QKDネットワークは，2004 年に米国国防高等研究

計画局（DARPA）のDARPA Quantum Network プロ
ジェクトにより，ボストン地区の約 10km離れた 3地
点で初めてフィールド実証され，2008 年には欧州でも
ウィーン市内の 6地点を結ぶQKDネットワークが構築
され，30kmで約 1kbit/s 程度の鍵生成を実現し，電話
回線の暗号化通信などが実証されてきた．
我が国では，総務省と情報通信研究機構（NICT）が

中心となった産学官連携プロジェクトにより，2010 年
に当時世界最速の 100kbit/s 級 QKD装置によるネット
ワーク「東京 QKDネットワーク」が東京圏に構築され，
QKDによる動画像（ビデオ会議）の秘匿伝送の実証に
世界で初めて成功した（図 3）（4）．また，このネットワー
クは先の欧米の二つの実証と異なり，現在に至るまで運
用を続けており，世界で最も長い歴史を持つQKDネッ
トワークとして，日本の様々な研究機関が開発した
QKD装置の試験運用やネットワーク実験に用いられて
いる．現在では，伝送距離 50km で約 1Mbit/s と，
フィールド実装としては世界最高性能を実現してい

る（5）,（6）．生成された鍵の安全な管理やアプリケーショ
ン層へ供給するインタフェースなど，ネットワークシス
テム全体の開発も早くから進められてきた．こうして開
発されたQKD技術は，実用化に向けた展開が進み，
2015年には，日本電気（NEC）は自社内のサイバーセ
キュリティ関連施設内の回線で（7），東芝は仙台にある
東芝ライフサイエンス解析センターと東北大学東北メ
ディカル・メガバンク機構の間約 7kmをつなぐ回線
で（8），それぞれ自社開発したQKD装置の試験運用を開
始している．
一方，2010年代中頃からは中国の進展が目覚ましい．

約 3年半をかけて北京-上海間の約 2,000kmを 32 個
の安全な局舎でつないだ世界最大のQKDネットワーク
を構築し，2017年からその運用を開始している（9）．ま
た，英国，イタリア等でも国家プロジェクトによる
QKDネットワークの構築が進められ，米国では，量子
暗号企業によるボストン-ワシントンDC間でのQKD
ネットワークサービスの計画が発表されるなど，世界的
な研究開発・実用化競争が始まっている．
QKDはファイバだけでなく，空間光通信回線でも動

作可能である．例えば日米間など，大陸間レベルの超長
距離鍵配送を実現しようとすると，局舎でつながれた地
上QKDネットワークではその実現は難しい．一方，人
工衛星が飛ぶ上空では大気も薄く，損失の極めて少ない
光通信が可能である．衛星QKDの実現に向けた研究は
各国で進められていたが，2017 年に中国が衛星-地上
局間でのQKDによる鍵生成に世界で初めて成功し（10），
更に衛星を介した中国-オーストリア間の鍵配信も実証
している（11）．一方，日本ではNICTが将来的な実用技
術を見据えて，中国の衛星よりも 10分の 1以下の重量

Secure key supply

KMS

KMA
KSA

KMS: Key management system
KSA: Key supply agent
KMA: Key management agent

図3　東京QKDネットワークのプラットホーム（左）と現在のネットワークの運用状況（右）（4）
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であり，コスト的にも優れた超小形衛星を用いた量子通
信基礎実験（光子レベルの微弱信号送受信）に世界で初
めて成功している（12）．そのほか各国でも様々な衛星量
子暗号のプロジェクトが開始されており，今後の開発競
争が激化すると予想されている．

4 国際標準化動向
世界各国でQKDに関する実証実験，製品化などが

進む中，QKD装置及びQKDネットワークに関する国
際標準化の動きも，2018 年頃から急激に活発化してい
る．これらの技術の基本構成を標準化することにより，
異なる企業等で開発された装置・ネットワークの接続
が可能になるほか，QKDとして満たすべきセキュリ
ティ条件を明確にすることができる．特に，QKDは数
理暗号にはない安全性を提供できることが最大の特徴
であるが，その機能が正しく実装されて世に出るため
には，セキュリティの標準化が極めて重要である．
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T）で

は，Study Group 13（SG13）において 2018 年 7 月
に韓国により，QKDネットワークのフレームワークに
関する勧告草案の最初の提案がなされた．これに対し
て，日本からはNICT，東芝，NECが，東京QKDネッ
トワークの技術開発成果をQKDネットワークの要求
条件，及び基本構成と機能などにまとめた大幅な改定
案の寄書を提出，以後，これを基準文書として，日本
主導の下，中国，韓国，欧州などの企業・研究機関等
も参加して議論が進み，議論開始から約 1年後という
短期間で合意，2019 年 10 月に ITU-T では初のQKD
ネットワークに関する国際標準勧告「ITU-T Y.3800 

Overview on networks supporting quantum key 
distribution」が発刊されるに至った（13）．図 4 は
Y.3800 で定義されているQKDネットワークの基本構
成で，QKDモジュールにより鍵生成を行う量子レイヤ，
鍵の管理・リレーを行う鍵管理レイヤ，QKDネット
ワーク全体を制御・管理する QKDN 制御レイヤ・
QKDN管理レイヤから成る．QKD及び鍵リレーによ
り必要なノード間に生成された鍵は，それを使って実
際に暗号通信を行うアプリケーションがあるネット
ワーク（ユーザネットワーク）に渡される．
Y.3800 で基本構成が定義されたことにより，今後そ

の構成要素に関する詳細や，QKDネットワークのセ
キュリティに関する標準を本格的に開発することが可
能になった．実際，ITU-T SG13 ではネットワークアー
キテクチャ等の詳細について，SG17 ではQKDネット
ワークセキュリティの脅威分析，要件定義などについ
ての開発が進んでいる．本稿執筆時点で二つの SGで
計七つの勧告草案が審議されており，また量子技術全
般についての展望を議論するフォーカスグループも設
置されるなど，ITU-T 全体で大きく注目されるトピッ
クとなっている．
一方，QKDの装置自身は一つの暗号モジュールであ

り，その動作・セキュリティ等を保証し規格化するこ
とも非常に重要である．国際標準化機構／国際電気標
準会議（ISO/IEC）JTC1/SC27/WG3 では，QKD装置
の実装安全性の評価・テスト方法に関する文書の開発
が進んでいる．また，QKD技術についての国際標準化
が最初に議論されたのは欧州電気通信標準化機構
（ETSI）で，2008 年に QKDの産業仕様グループが設
置され，QKD装置やアプリケーションインタフェース

図4　 国際標準勧告 ITU-T Y.3800で定義されているQKDネットワーク（QKDN）とユーザネットワークの基本構成（13）
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の仕様やサイドチャネル攻撃等に関する文書が発刊さ
れている．更に，活動開始から 10 年以上が経過し，
理論や実装技術の進展に合わせた用語の見直しなども
進んでいる．また，上記の 3機関の間での議論の重要
性も認識され，今後はQKD及びそのネットワークに
関する統一的な国際標準化が進み，技術の普及へと貢
献することが期待される．

5 量子セキュアクラウド技術
医療情報などの機密情報は，超長期の機密性，改ざ

ん耐性（完全性）が要求される一方，異なる機関，事
業者間でデータ保管・交換基盤を介して共有され，社
会保障費の削減や新ビジネスの創出のために活用され
ることが望まれている．また，地震，台風等の災害が
多い地域では，データを 1箇所にまとめて保管・運用
するのではなく，離れた場所に安全にバックアップを
取っておくことも強く望まれている（可用性）．QKD
ネットワークは，伝送されるデータの超長期機密性の
みを保証する技術だが，この技術をコアとして，秘密
分散や電子署名，秘匿計算など他の現代セキュリティ
技術と適切に統合することにより，超長期の機密性，
完全性，可用性を持った新しいデータ保管・交換基盤
を構築することができる．このような考えは日本で初
めて提案され，「量子セキュアクラウド技術」として原
理実証と技術開発が進められている．
量子セキュアクラウドシステムの概念図を図 5に示

す．その基本となる技術は，データの保管・交換基盤
を構成するQKD と秘密分散である．秘密分散とは，
原本データからシェアと呼ばれる，それ自体では意味
をなさない情報を複数生成し，それぞれを物理的に離
れたデータサーバに保管する方法である．一部のシェ
アホルダが消失・危たい化した場合でも，残ったシェ
アホルダからシェアを集めることで原本データを復元
でき（バックアップ機能：可用性），一方，一定個数未
満のシェアの情報が漏えいしたとしても，そこからは
原本データの情報を一切得ることができない（保存デー
タの機密性）．つまり，データのバックアップと機密性
保持を同時に実現できる技術である．例えば有名なシャ
ミアの秘密分散法は，n次の多項式を同定するために
は n+1 個のパラメータが必要であることを利用した秘
密分散アルゴリズムであり，情報理論的に安全なシェ
アを生成できることが知られている．ただし，秘密分
散法自体は数学アルゴリズムであり，シェアを離れた
サーバにどう安全に伝送するか（伝送データの機密性）
については回答を与えていない．これを実現するQKD
と組み合わせることにより，初めてトータルで情報理
論的に安全なデータストレージネットワーク（図 5の
データ保管・交換基盤）が実現できるわけである．こ
の原理は，NICT と東工大によって，前述の東京QKD
ネットワーク上で初めて実証された（14）．
QKDと秘密分散により，データの機密性と可用性を

実現できるが，それだけでは長期保存されているデー
タの改ざんを防ぐ（完全性の保証）ことはできない．

図5　医療ネットワーク応用を例とした量子セキュアクラウドシステムの概念図
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このため，システムに更に電子署名等のセキュリティ
技術を導入する必要がある．こうした機能は，図 5中
段の認証局において行う．ここで重要なことは，完全
性の保証には必ずしも情報理論的安全性が必須ではな
いという点である．署名されたデータは手元にあるた
め，一度署名を行った後でもより強い署名方式に更新
することができる．したがって，攻撃者の改ざん能力
の進展よりも先に署名を更新することで完全性を保証
できるため，冒頭で紹介した耐量子-公開鍵暗号のよ
うな計算量的な暗号を使っても構わない．一方，機密
性を確保するデータの暗号化に関しては，一度相手に
盗まれた暗号データの暗号化の更新は不可能なため，
QKDや秘密分散等の超長期安全な手法を用いる必要が
ある．このように，目的に応じて安全性や機能性の異
なるセキュリティ技術を適切に組み合わせることが実
用的な量子セキュアクラウドシステムの構成において
重要となる（15）．また，秘密分散のシェアは，元の情報
を復元することなしに加算・乗算などの演算を行うこ
とが可能である．つまり秘匿性を保ったまま情報処理
を行う秘匿計算が実現できるため，例えば医療情報な
どについて，その個人情報を守りつつ医療統計データ
を取得するなど，安全なデータ利活用も実現できると
期待される．
このような技術は研究開発が進むだけでなく，実用

化に向けた実証実験も展開されている．NICT と NEC
は，顔認証システムでの特徴データの伝送と，特徴点
などの認証用参照データの保存の超長期安全性をQKD
と秘密分散で実現するシステムを構築し，様々な競技
団体の日本代表選手が所属するナショナルチームの

データサーバ管理のための試験利用を 2019 年 10 月か
ら開始している（図 6）（16）．このシステムでは，都内に
あるネットワークオペレーションセンター（NOC）の
サーバ室に設置されたアクセス管理用のカメラ映像か
ら，サーバへのアクセス者の特徴データが抽出される．
その特徴データは量子暗号で暗号化され，小金井にあ
るNICT の信頼できるサーバ室に設置されている顔認
証サーバに送られ，認証が実施される．このとき，顔
認証サーバに保存されている認証用参照データは，バッ
クアップのため東京QKDネットワーク上に秘密分散
で分散保存されており，顔認証サーバ等に不具合が発
生しても，システムを迅速かつ安全に復旧することが
可能となっている．代表選手等のカルテデータや分析
映像は極めて厳重に管理すべき機密情報であり，この
ように実際のユーザとともに社会実装の経験を積むと
ともに，その知見をより利便性の高い技術開発へとつ
なげることで，本技術が社会の様々な現場に導入され
ていくことが期待される．また，病院の医療情報につ
いての秘匿分散保存も，QKDそのものはまだ導入され
ていないが，QKDの要素技術を導入した共通鍵による
伝送システムと秘密分散を用いた電子カルテ保管・交
換システムが高知-大阪-名古屋-東京間の広域ネット
ワーク上に構築され，その実証実験も進められてい
る（17）．

6 今後の展望
QKDをベースとする量子暗号技術は，量子情報技術

の中で実用化に向けた研究開発が最も進んでいる分野

図6　東京QKDネットワーク上に構築された顔認証による管理システム概要（16）
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の一つであり，世界各国で実証実験や製品化が進んで
いる．一方，長い歴史を持つ通信・セキュリティの技
術の中ではまだ最も新しく未成熟な「新米」技術であ
り，これからも様々な革新的な理論・技術が生み出さ
れていくものと期待される．また，量子暗号が社会に
実装されていくには，それ単体で運用するだけでなく，
量子セキュアクラウドのように様々な現代セキュリ
ティ技術と融合された統合的な運用が重要となる．こ
れらが今後，様々な重要情報を守る切り札として社会
に導入されていくことが期待される．
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1 導入
量子通信は，無条件安全に共有されたランダム古典

ビット列を秘密鍵とする量子鍵配送（1），量子コンピュー
タを持たない一般ユーザが演算対象のデータや演算過
程・出力結果を秘匿したまま遠隔地の量子コンピュータ
を使用できるブラインド量子計算（2），量子コンピュー
タ間のリンクによる分散量子計算，光時計同士を量子
ネットワークでつなぐことによる高精度な世界時計（3）

など，次世代科学技術と期待される量子技術群の不可欠
な基盤である（図 1）．
現状，量子鍵配送に関しては，100 km以下の比較的

短距離で安定的に動作するシステムが世界各地で開発さ
れ運用されている．より長距離の例では，trusted node
（トラステッドノード）という古典的な中継点を用いる
量子鍵配送ネットワークが中国では北京・上海間などで
運用され始めている．ただし，この trusted node に関
しては信頼できる管理者下にあるとの仮定のもと運用さ
れ，量子通信において保障されるべき本来の無条件安全
性を持たないことに留意されたい．また中国は量子通信
専用衛星を打ち上げ，そこから地上の1,000km以上離
れている二つの拠点間に，量子通信の不可欠なリソース
である量子もつれ光子対を配送した（4）．更にその衛星を
介してウィーン・北京間での秘密鍵共有まで実現した（5）．

一方，グローバル光ファイバネットワークを用いて任意
の地点間を量子通信ネットワークとして結ぶことは，大
目標として研究されている．

古典秘密鍵の共有にとどまらず，量子テレポーテー
ションによる量子状態の転送といった目的に資するフル
スペック量子通信のためには，量子もつれ共有が必要で
ある．量子もつれとは，量子間に存在する相関である
が，例えばここで 2光子間の量子もつれを考えよう．
様々な自由度での量子もつれが考えられるが，代表的な
光子の偏光状態における量子もつれを考える．量子力学
的には次のように記述できる 2光子間の量子もつれが
あり得る．|HH〉12 ＋ |VV〉12，右下添え字の 1と 2が
各光子のラベルで，例えば空間的に離れた地点 1と 2
にあると考えてよい．Hは水平偏光，Vは鉛直偏光であ
る．そして第一項と第二項とが線形重ね合わせにあり，
このような状態はベル状態と呼ばれる．（規格化係数は
無視してある．）水平か鉛直かを見分ける偏光測定装置
を用いて，各地点 1と 2での光子を測定したら，それ
らの結果が完全に一致する特徴がある．これら 2光子
を，例えば水平偏光と鉛直偏光の重ね合わせである左右
の円偏光を見分ける測定装置で測定した場合も，やはり
完全な測定結果の相関が得られる．完全な相関があるこ
とから，ベル状態を用いて古典ビット列共有である量子
鍵配送が可能になるし，数々の量子情報タスクが同様に
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図１　量子もつれ共有によって可能になる技術例
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可能となる．よって長距離量子もつれの共有達成こそ
が，長距離量子通信の実現ということになる．そのため
必要なのが量子中継器である．trusted nodeと異なり，
古典ビットを扱うのではなく，量子状態をノード内で保
存・再生する能力が必要なため，困難さは格段に上がる
が，中継ノードに盗聴者がアクセスできたとしても，合
法的なユーザ間で共有された量子もつれの忠実度が十分
高ければ安全な鍵配送もできるため，量子鍵配送の本来
の目的である無条件安全な（古典）通信という意味でも
意義のあるものである．更に，図 1に列挙した量子も
つれ共有に基づく各種技術をグローバルに実装するに
は，量子中継器が不可欠となる．本稿では，量子中継器
実装に必要な技術を解説していく．

2 量子中継
量子中継は，H.Briegel らによって 20年ほど前に提

唱された（6）．現在使われている光通信のような通信路
途中での光増幅による距離延伸ができない理由は，未知
の量子状態を確率 1で複製することができない複製禁
止定理として知られる．そこで別種の原理に基づいた中
継技術が必要なのだが，Briegel らは，量子もつれ交換
と量子もつれの純粋化を一定のノード間で繰り返すこと
によって，距離による指数的な減衰を回避できると示し
た．量子もつれ交換とは，例えば比較的短距離間で共有
されたベル状態 2組の各々 1光子ずつに対して局所的
にベル測定（上で挙げたベル状態のほかに計四つベル状
態は存在し，それらを見分ける測定がベル測定である．
その情報をもとに，量子もつれ交換に必要な最終操作が
なされる．）を施すことで，残った 1光子ずつが新たに
ベル状態になる操作である．これによって量子もつれ共
有の距離が延長される．また量子もつれ純粋化は，量子も
つれの劣化（例えば ,上述ベル状態の|HH〉12 と |VV〉12

の重ね合わせの相対的な振幅や位相が変化する状況）を
解決するために，劣化した量子もつれにある複数の量子
もつれから，少数のより理想に近い量子もつれを生成す

る操作である．そして，量子中継は，量子通信の基本的
なリソースである量子もつれを，これらの操作を通じて遠
方で共有する方法を提供するものである．一度量子もつれ
が共有されれば，それらを用いた量子鍵配送や，量子テ
レポーテーションによる量子状態転送などが可能となる．
現在までに，多くの量子中継に関する理論・実験研究

がなされてきたが，基本的には量子状態を伝送する光の
リソースである量子もつれ光源と，量子状態を一時保存
する物質，すなわち量子メモリと中継システムから構成さ
れる．近年，光のみを用いた全光量子中継も提案されて
いるが（7），本稿では量子メモリを用いる場合に限定する．
図 2に量子中継システムに必要な要素を示す．A市

及びC市間で量子もつれを共有するために中継点であ
るB市に中継ノードを設置するというイメージである．
量子状態を中継点B市にA市（及びC市も同様）から
届けるために量子もつれ光源がもつれ 2光子対を発生
させ，そのうち 1光子を光ファイバで送る．残ったも
う 1光子はA市にある量子メモリに吸収させ，メモリ
内の電子スピンや核スピンに光子の量子状態を保存す
る．中継点のB市において，A市とC市双方から受け
取った光子をベル測定に費やすことで量子もつれ交換が
なされ，最終的にA市とC市の量子メモリに保存した
光子の間に量子もつれが発生する．
量子もつれ光源と量子メモリを結合するためには，波

長変換やレーザ周波数の安定化など幾つかの要素技術が
必要になる．多くの量子メモリは可視光において動作す
るので，光ファイバ伝送に適した通信波長帯の光子をそ
のまま保存することができない．そこで何らかの光波長
変換器を用いて通信波長帯の光子を可視域の光子に変換
する．また量子メモリが吸収できる光の周波数帯域，言
い換えると吸収スペクトルの線幅が例えば 10 MHz を
下回るようにごく狭いとき，もつれ光源自体や波長変
換，量子メモリ制御のために用いられるレーザについて
周波数安定化や線幅の狭さく化を施す必要もある．更に
各ノード間でのもつれの忠実度が低いとき，高忠実度の
もつれを生成するためのもつれ純粋化と呼ばれる操作も
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必要になる．もつれ純粋化の技術に関しても今後大きな
発展が必要であるが，本稿では以下量子中継に向けた量
子もつれ光源及び量子メモリの開発に焦点を絞って記述
する．

3 量子もつれ光源
光子の発生源である量子光源として幾つかの方式が考

案されている．物質の自然放出により一つの光子を発生
させる単一光子源として量子ドット（8）やダイヤモンド
窒素空孔中心（9），トラップされたイオン（10）などがあり，
光子源中の電子と量子もつれ状態にある光子の放出も示
されている．これらは一方向に向けて光子を伝送するた
め ‘1way’ と呼ばれる．一方で ‘2way’ としてよく用いら
れるのは非線形光学過程を利用したもので，自発パラメ
ト リ ッ ク 下 方 変 換（11）,（12）（SPDC: Spontaneous 
Parametric Down Conversion）や 4光波混合（13）を用
いた方式に代表される．これらはレーザ光入射により光
子の対（以下，2光子と呼ぶ）を生成するだけでなく，
2光子が量子もつれ状態にあるように生成することも可
能である．量子中継のためにもつれ交換を行う際には隣
接する中継ノード同士でもつれを共有する必要があるの
で，物質と光子の間にもつれのある 1way光子源か，光
子間にもつれのある 2way光子源が好ましい．
実際の中継システムにどのような光子源を用いるか

については，そのほかの構成要素との兼ね合いを検討す
る必要がある．光子源自体や組み合わせて用いる量子メ

モリの量子状態を効率良く制御するためのシステムは概
して複雑である．その中で例えば，制御のためのレーザ
に汎用的な波長帯のものを用いることができるか，その
波長帯でのレーザ周波数安定化に必要な周波数基準を用
意できるかを考慮すべきである．また，原子や固体中の
点欠陥のような単一量子発光体を光子源に用いる場合，
しばしば光子源を真空槽に隔離したり絶対温度数Kま
で冷却したりする必要が生じる．その点 SPDCを用い
た 2光子源は常温常圧の環境で動作するので，ほかの
光子源と比べて簡便なシステムを構築できる．
SPDC光源の開発において，スペクトル線幅の狭さく

化ともつれ生成法の検討の二つが課題である．前者のス
ペクトル線幅については，SPDCで発生する光子のスペ
クトル幅が想定される量子メモリの吸収スペクトル線幅
に対し大き過ぎることが問題になる．一般的に SPDC
で発生する光子はおよそ10 THzに及ぶ非常に広いスペ
クトル線幅を持ち，そのままではせいぜい 10 MHz の
吸収幅しか持たない量子メモリへの結合効率は低くなっ
てしまう．SPDCのスペクトル線幅は，親となる光子と
生成した二つの光子の間に成り立つ保存則である位相整
合条件により決定される．そのため線幅を狭さく化する
には位相整合条件が成立する範囲を制約する（14）フィル
タを導入しなければならない．
線幅狭さく化のフィルタとして光共振器がよく用い

られる （図 3）．共振器内に閉じ込められた光の干渉効
果により，光共振器は鋭いピークが一定の周波数間隔で
並ぶくし状の透過スペクトルを持つ．素朴には SPDC
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図３　光共振器によるSPDC光源の狭線幅化

上図は共振器外に単体のSPDC光源を設置した場合，下は共振器内にSPDC結晶を設置した場合
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光源の後段に光共振器を設置して SPDC光をフィルタ
することで，多数の周波数モードが重畳した狭線幅多
モード光源を実現できる．更に工夫して SPDCを起こ
す非線形光学結晶を光共振器の内部に配置し，共振器内
の増強された光電界と非線形結晶を結合させることで比
較的少数の周波数モードに光子の発生確率を集中させ，
より高輝度の多モード光子源を構成できる（15）．この増
強効果はスクイーズド状態の生成装置（16）で知られてい
るものとは異なり，弱い光励起による効果であり共振の
鋭さを表すフィネスの二乗に比例した増強因子が得られ
る（15）．
光共振器を大形化することで，線幅狭さく化だけにと

どまらないアドバンテージを獲得できる．光共振器の周
波数ピークの間隔は共振器の長さに反比例する．そこで
より長い光共振器を用いると一定の周波数帯域に多くの
周波数モードを詰め込むことができ，光源の周波数多重
度が向上する．多モード型光源の具体的な応用について
は様々考案されており，多くのユーザ間を結び付けるな
ど量子ネットワークを広帯域化するのに必要な技術であ
る（17）．
SPDC光源のもう一つの課題である量子もつれ生成法

については二つの方法が存在する．位相整合条件を満た
す偏光に着目したときに type-0, Ⅰ ,II という 3種類が
存在するが，第１の方法は type-II の結晶一つを用いる
方法（11）である．Type-II の結晶を用いた SPDCでは垂
直偏光と水平偏光の光子が一つずつ生成するが，図 4
の赤いコーンが示すようにそれらの放射方向は異なって
いる．二つのコーンが交わる特別な方位では 2光子の

偏光状態が識別不可能（indistinguishable）なため，
量子もつれ状態の 2光子を得ることができる．
|Ψ〉＝（|H〉photon1|V〉photon2＋|V〉photon1|H〉photon2） /√2
光子の偏光状態に依存して付く相対位相の因子は簡

単のために省略した．この状態は，図 5のセットアッ
プのように 2光子を分離して片方の偏光状態を観測し
たとき，他方は必ずそれに直交した状態にあるという相
関を表現している．Type-Ⅱ SPDCでは，ごく限られた
方位の光子だけを抽出するために純粋な量子もつれ状態
が得られる一方で損失も非常に大きく，更に共振器化す
る際に難しい工夫が必要となってしまう（18）．
第２の方法は type-0 あるいは type-I の同種結晶を二

つ直交配置で用いる方法（12）である．Type-0 と I では
二つの光子が同じ偏光で生成する．2光子の偏光状態が
ともに垂直偏光か水平偏光であるかは，直交配置された
結晶のどちらで SPDCが起きたかという識別不可能な
情報に依存し，次式のようなもつれた偏光状態が発生す
る．
|Φ〉＝（|H〉photon1|H〉photon2＋|V〉photon1|V〉photon2） /√2
Type-II のもつれ 2光子発生と比較すると，抽出ロス

がない上に 2光子発生を起こす非線形光学係数が高い
ため高生成レートが実現される．また共振器化に際して
も，空間的な抽出の必要がないので，位相板や補償結晶
などの導入程度で比較的容易に達成できる（19）．
一般的な量子メモリの吸収波長は通信波長帯にはな

いため，もつれ光子を結合させるには波長変換が必要で
ある（図 5）．通信波長の光を吸収できる量子メモリ物
質として固体中のエルビウム（Er）イオンのような数
少ない例外はあるが，吸収効率が低い点がネックにな
る．結局，大抵の量子メモリには何らかの波長変換が必
要であり，任意の量子メディアを媒介して多様な量子マ
シンを包摂したユニバーサルな量子ネットワークを実現
するために，波長変換技術の開発を避けて通ることはで
きない．
波長変換の方法として広く用いられているものに和

周波発生や差周波発生がある．これらは変換対象の光子
とポンプ光と呼ばれる励起レーザを非線形光学結晶に入
射させたとき，入射光子とポンプ光子との非線形光学過
程によって，エネルギー保存則を満たすようにして新し
い周波数の光子が発生する現象である．これを利用する
ことで通信波長の光子と近赤外レーザから可視域の光子
を発生させられる．また単なるバルク結晶ではなく結晶
中に光導波路が作り込まれたデバイスを用いることで高
い変換効率が得られる．任意の入力偏光に対しても変換
が可能なセットアップが考案されており，更に波長変換
前後で量子状態や量子もつれ状態が保持されることが実
験的にも示されている（20）．
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図４　type-II SPDCの概念図

PPLN: 周期分極反転ニオブ酸リチウム
PPKTP: 周期分極反転チタン酸リン酸カリウム
fは周波数，λは波長，nは屈折率を表し，添え字はレーザ
波長及び変換後の2光子それぞれの波長での値であること
を示す．
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波長変換における課題は，高い変換効率と良好な信号
対雑音比の両立である．どちらも非線形結晶に入射する
ポンプ光強度に依存しており，強度を上げて変換効率が
向上するに伴ってポンプ光の第二次高調波発生などに由
来するノイズ（雑音）光子も増加してしまう．ノイズ光
子数は結晶の種類や変換波長など様々な要素によって変
化するため，その振舞いに応じた入力パワーの設定やノ
イズカットフィルタのセットアップを構成する必要があ
る．
ここまで長距離量子通信のために必要な量子もつれ

光子の発生法について概観してきた．光子源には複数の
技術が存在し，スペクトル幅，量子もつれの方式，光子
の生成レート，周波数多重度などの指標により評価され
る．特に SPDCと光共振器を組み合わせた狭線幅 2光
子源について解説した．次章ではこの種のマルチモード
光源との相性が良い，スケーラブルな量子メモリ技術に
ついて紹介する．

4 量子メモリ
本章では量子中継器の要素技術としての量子メモリ

について述べる．先に紹介したように，中継器の機能は
両隣のノードの光子対源から１光子ずつ送られてきた２
光子の間に量子もつれ交換を施し，遠隔ノード間に量子
もつれを発生させることである．図 2のように二つの
光子対源から中間の中継点に向かって同時に光子を送っ
たとして，両方の光子が中継器に到達する可能性は光
ファイバ中での損失のために必然的に低い．古典光通信
と異なり光ファイバ増幅による信号増強ができないの
で，中継点への光子の送出が成功するまで光子対発生を
繰り返す必要がある．光ファイバ 1区間当りの光子伝
送の成功確率を pとして，n 段の中継器を介する多段の

中継を行った場合，全ての中継点で一斉に光子の送受信
に成功してもつれ交換を行える確率は，信号減衰の効果
だけをとっても p2n と中継の段数について指数関数的に
小さくなる．量子中継における量子メモリの役割は，左
右のノードからの光子の到達時間差を補償するところに
ある．一方のノードから受信した光子の量子状態を保存
しておき，他方からの光子が到達した際に先着の光子を
再生することで，光子の到着が同時でなくとももつれ交
換を行えるようになる．
量子メモリは，量子状態を格納する情報処理の単位で

ある点で量子ビットの一種と言えるが，特に量子的な重
ね合わせ状態を長時間保持できる性質が求められる．放
射寿命の長い電子遷移を持つ原子分子や，電子遷移と結
合している原子核あるいは電子スピンの内部自由度をメ
モリとして利用できるが，光子のどのような自由度に情
報をエンコードするかによって具体的な実装は異なる．
光子の偏光状態を伝送量子ビットとして用いる場合は中
性原子気体（21）やトラップされたイオン（10）で量子メモ
リ実験のデモンストレーションが行われている．光子の
到達時刻が基準より早いか遅いかで光子の状態を区別す
る time-bin 量子ビットの場合，ダイヤモンド量子デバ
イス（22）や本章の主題である原子周波数コム（AFC: 
Atomic Frequency Comb）を用いることができる．
量子通信における量子メモリに必要な性質として，波

長（周波数）領域と時間領域の多重化について強調した
い．まず波長領域の多重化であるが，これは一つの量子
メモリ素子で同時に異なる波長帯の光子を保存再生する
能力である．前節で述べたような多モード型の光子源を
用いた量子中継器には波長分割多重の量子メモリが必要
となる．時間領域の多重化は，量子メモリに保存された
複数の光子をメモリに入った順序や時間差を保ったまま
再生する能力である．Time-bin 量子ビットを保存する
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図５　量子光源から量子メモリまでの概要．波長変換用のポンプ光は省略されている
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場合，時分割多重はメモリに必須の性質である．
我々が研究を進めているAFCは，波長・時間領域双

方の多重化を実現できる量子メモリ方式である．AFC
の物理的な実態は，多数の原子（吸収体）の吸収線が周
波数ドメインで周期的に並んだくし状の吸収スペクトル
である（図 6（a））．光子を吸収したAFCの量子状態を
表す状態ベクトルは，次式のように書ける（23）．

|Ψ（t）〉＝ 1
Nat

Σ  cj eiδjte−ikzj|g1…ej…gNat〉

和を取られている状態ベクトル |g1…ej…gNat〉は，
AFCを構成する Nat 個の原子のうち j番目が光子を吸収
して励起状態にあることを意味している．上式は励起が
いずれかの原子に局在している状態の重ね合わせであ
り，重ね合わせの振幅 cj は原子と光子場の結合の強さ
に依存する．時間依存しない位相因子 e−ikzj の kは光の
波数，zj は原子の位置である．eiδjt が時間発展を記述す
る位相因子で，δ j は原子と光の離調である．ある原子の
吸収線はAFCを構成するくしのうちどれか一本の中に

収まっているので，AFCのくしが十分細く形成されて
いるとき，離調は間隔Δ の整数倍δ j＝mjΔとみなしてよ
い．この位相因子は時刻2π ⁄Δの経過で自発的に整列し，
光子の超放射を起こす．このAFCからの光子の再放出
現象はフォトンエコーの一種として理解され，エコーの
遅延時間だけ光子を保存できるメモリとして働く（図 6
（b））．AFCは時間領域で多重化された量子メモリであ
り，吸収できる光子の時間幅の下限，言い換えると
AFCの時間分解能はAFCが形成されている周波数帯域
の逆数 2π ⁄ωBW で与えられる．AFCが区別できる時間
モードの数は遅延時間を分解能で除してωBW ⁄Δとなり，
結局これはAFCを構成するくしの本数に等しい．
AFCを実装するための量子メモリ物質として，希土

類イオン添加結晶が有用である．希土類元素の三価の陽
イオンは4 f軌道の電子配置によって特徴付けられるが，
結晶やガラス中にドープされると，低対称の結晶場の作
用で本来禁制である 4 f電子配置間の電子遷移に 10-7 程
度の僅かな振動子強度が生じる．これらの紫外から近赤
外領域の禁制遷移は長くてミリ秒（ms）に迫る放射寿
命を持ち，結晶を温度数Kまで冷却すると寿命幅に迫
る高分解能分光を行えることで知られる（24）．プラセオ
ジム（Pr）やユーロピウム（Eu）のように 3/2 以上の
核スピン量子数を持つ原子種では，電子状態と核スピン
の四重極相互作用によりイオンのエネルギー準位に 10 
MHz オーダーの分裂が生じるので，イオンの核スピン
状態を分光学的に区別できる（図 7（a））．
希土類イオンの超微細構造よりも細い線幅の励起光

を照射することでイオンの核スピン状態を変化させられ
る（図 7（b））．励起光を吸収したイオンは自然放出に
より励起状態から基底状態に戻るが，自然放出の際に励
起前とは異なる超微細準位に遷移する確率があるので，
光励起を繰り返しているうちにイオンは初めと異なる超
微細準位に輸送される．核スピンの光ポンピングが起き
ると電子遷移の周波数も超微細分裂の分だけシフトする
ので，光励起の結果としてイオンは励起光と非共鳴にな
る．
光ポンピングと電子遷移の不均一広がりを利用し，希

土類添加結晶にAFCを実装する．結晶のひずみや点欠
陥のために個々のイオンが感じる結晶内の電界には不均
一性があり，同種の希土類イオンであっても結晶中では
異なる遷移周波数を示す．この不均一広がりの効果によ
り，バルク結晶中の多数の希土類イオンを合わせたアン
サンブルの吸収スペクトルは寿命幅より 5～6桁大きい
およそ 10 GHz の幅（Γinh）を持ち，個々のイオンの鋭
い吸収線はこのスペクトルのどこかに埋まっている（図
8（a））．結晶に狭線幅のレーザ光を照射したとき，光
応答を生じるのは遷移周波数が光周波数と偶然に一致す

Nat

j=1
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図６　AFCによる光子の保存・再生スキーム

(a) AFCは一定の周波数間隔Δごとに吸収線が並んだ櫛状
の吸収スペクトルを持つ．

(b) AFCによる time-bin 量子ビットの保存．AFCに保存
された光パルスは周期の逆数時間2π ⁄ Δで再放出され
る．光子の入射時刻の前後は保存されるので，光子の到
達時刻にエンコードされた情報を記憶できる．
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る一部のイオンに限られる．レーザ光を吸収したイオン
は光ポンピングにより非共鳴の超微細準位へ遷移するの
で，バルクの吸収スペクトル上ではレーザが照射された
周波数領域の光吸収が減少するホールバーニング現象が
起きる（図 8（b））．音響光学変調子のような光周波数
シフタを利用して励起光の周波数を一定間隔で変化させ
る（25），くし状の周波数プロファイルを持つ励起光を作
る（26）などの方法で周期的にホールを焼くことで，希土
類添加結晶のバルクの吸収スペクトルにAFCを彫刻で
きる（図 8（c））．
希土類イオン添加結晶に形成できるAFCの帯域幅は

およそ 10 MHz のωHF を超えることはなく，結合させ
るもつれ 2光子源には同程度の狭線幅化を施す必要が
ある．しかしAFCが 10 GHz の不均一幅と比べればご
く小さな構造であることを逆手にとり，バルク吸収スペ
クトルの複数の箇所にAFCを形成して多モード化でき
る（27）．この工夫により，AFCは time-bin 量子ビット
を保存できる時分割多重の，しかも複数の周波数モード
を同時に扱える周波数空間でも多重化された量子メモリ
として機能する．
AFCを実用に供するにあたり，メモリ時間の延長と

任意時間読出しの実装が求められる．AFCそれ自体は

決まった時間で吸収した光子を再放出する遅延ラインに
すぎず，保存時間は遷移の放射寿命で原理的に抑えられ
ている上にオンデマンドな光子の読出しができない．こ
の問題を克服するためには，光子を吸収した後のAFC
に光パルスを照射して誘導遷移を起こし，AFCの電子
状態を更に希土類イオンの核スピンアンサンブルに転写
するスピン波量子メモリ（28）が必要である．核スピンの
アンサンブルに適切な外部磁界とラジオ波（RF）のデ
カップリングパルスを印加することにより，30秒を超
えてスピン集団のコヒーレンスが保たれる（29）．この手
法とスピン波量子メモリを組み合わせることで，光子の
情報を核スピンアンサンブルの中にAFCのエコー時間
よりも大幅に長く保存できる（30）．スピン波に入射光子
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図７　 結晶中にドープされた希土類イオンのモデルダイア
グラムと光学応答

(a) イオンは放射寿命1 ms程度の電子遷移を持ち，核ス
ピンとの四重極相互作用が電子基底状態にもたらす幅ω
HF ～ 10 MHzの分裂が単一イオンの吸収スペクトルに
も表れる．

(b) 核スピンの光ポンピング．光ポンピングが引き起こした
イオンの吸収スペクトルの変化は核スピンのポピュレー
ション緩和時間τHF ～ 10 s 程度維持される．

図８　希土類添加結晶を用いたAFCの実装

(a) 希土類イオンアンサンブルの吸収スペクトル．この図の
縦軸は全て光吸収の強さであるが，周波数ωの光と共鳴
するイオンの数と読み替えて構わない．

(b) 吸収スペクトルのホールバーニング．狭線幅の励起光に
共鳴したイオンは光ポンピングを起こし，バルクの吸収
スペクトルに線幅分の透明領域（ホール）が生じる．ホー
ルから±ω HF 離れた位置には，焼き出されて来たイオ
ンの分だけ吸収が強まるアンチホールが生じる．

(c) ホールバーニングを利用したAFCの形成．励起光を周
波数掃引して吸収のない周波数帯（ピット）を形成する．
続いてアンチホールの周波数帯で一定の周波数ごとに励
起光を照射し，焼き出されたイオンの一部だけをピット
に焼き戻すことで，くし状の吸収スペクトルが作られる．
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の情報を隠している間はフォトンエコーが生じないの
で，光子が必要になった任意のタイミングで誘導遷移の
光パルスを再び結晶に照射し，AFCの電子状態を復元
する．
我々のグループも後発ではあるが，Pr3＋:Y2SiO5 結晶

を用いたスピン波量子メモリの開発に取り組んでいる．
単一光子レベルのフォトンエコー信号の測定，結晶に
50 ガウスの外部磁界とRFデカップリングパルスを印
加できる量子メモリ装置の製作を進めているところであ
る．量子メモリのほか光子対源，波長変換光学系など量
子中継器の要素技術を集約したワンストップの中継実験
が中性原子気体の量子メモリ系で最近報告されたが（21），
このような実験をAFC系で実現することが我々の目標
である．

5 まとめ
量子通信の長距離化に向け代表的な要素技術を述べ

た．量子中継が理論的に提案されてからおよそ 20年の
間に必要な技術の開発は大分進んできたが，量子中継の
実装には，文中でも少し述べた量子もつれ純粋化などの
技術が更に必要になる．特にもつれ共有ができたことを
知るための伝令信号の発生システムは重要で，そのよう
な機構が中継器のシステムに内在している場合もある
が，ない場合は非破壊光子検出などの機能を実装しなけ
ればならない．しかしながら，最近は光ファイバで
20km以上隔たった2地点の量子メモリにおける量子も
つれ共有が実現する（21）といった進展があり，少なくと
ももつれ純粋化の必要がない少数ノードでの量子中継技
術は近い将来実現すると考えられている．それ以上の長
距離化・高速化を考えると，量子もつれ純粋化といった
技術とともに，本稿で述べた多重化通信対応システムの
必要性が増大するのが自然であろう．

■ 文献
N.Gisin, G.Ribordy, W.Tittel, and H.Zbinden, 

“Quantum cryptography,” Rev. Mod. Phys., 
vol.74, pp.145-195, March 2002.

（1） A.Broadbent, J.Fitzsimons, and E.Kashefi, 
“Universal blind quantum computation,”Proc. 
Annual IEEE Symposium on FOCS, pp.517‒526, 
2009.

（2） P.Kómár, E.M.Kessler, M.Bishof, L.Jiang, 
A.S.Sørensen, J.Ye, and M.D.Lukin, “A quantum 
network of clocks,” Nature Physics, vol.10, 
pp.582‒587, June 2014.

（3） J.Yin, et al., “Satellite-based entanglement 
distribution over 1200 kilometers,” Science, vol. 
356, pp.1140‒1144, June 2017.

（4） S.K.Liao, et al., “Satellite-relayed intercontinental 
quantum network,” Phys. Rev. Lett., vol.120, 

030501, Jan.2018.
（5） H.J.Briegel, W.Dür, J.I.Cirac, and P.Zoller, 

“Quantum repeaters: The role of imperfect local 
operations in quantum communication,” Phys. 
Rev. Lett., vol.81, 5932, Dec.1998.

（6） K.Azuma, K.Tamaki, and H.Lo, “ All-photonic 
quantum repeaters,” Nature Commun., vol. 6, 
pp.1‒7, April 2015.

（7） P. M i c h l e r 1 ,  A . K i r a z 1 ,  C . B e c h e r 1 , 
W.V.Schoenfeld, P.M.Petroff1, L.Zhang, E.Hu1, 
and A.Imamoglu1, “A quantum dot single-photon 
turnstile device,” Science, vol.290, pp.2282‒
2285, Dec.2000.

（8） C.Kurtsiefer,　 S.Mayer,　 P.Zarda,　and 
H.Weinfurter, “Stable solid-state source of single 
photons,” Phys. Rev. Lett., vol.85, pp.290‒293, 
July 2000.

（9） B.B.Blinov, D.L.Moehring, L.-M.Duan, and 
C.Monroe, “Observation of entanglement 
between a single trapped atom and a single 
photon,” Nature, vol.428, pp.153‒157, March 
2004.

（10） P.G.Kwiat, K.Mattle, H.Weinfurter, A.Zeilinger, 
A.V.Sergienko, and Y.Shih, “New high-intensity 
source of polarization-entangled photon pairs,” 
Phys.  Rev. Lett . ,  vol .75,  pp.4337‒4341, 
Dec.1995.

（11） P.G.Kwiat, E.Waks, A.G.White, I.Appelbaum, and 
P.H . Ebe rh a r d ,  “U l t r a b r i g h t  s o u r c e  o f 
polarization-entangled photons,” Phys. Rev. A, 
vol.60, pp.638051‒638057, Aug.1999.

（12） T.Chanelière, D.N.Matsukevich, S.D.Jenkins, 
T.A.B.Kennedy, M.S.Chapman, and A.Kuzmich, 
“Quantum telecommunication based on atomic 
cascade transitions,” Phys. Rev. Lett., vol.96, 
pp.1‒4, March 2006.

（13） C.S.Chuu and S.E.Harris, “Ultrabright backward-
wave biphoton source,” Phys. Rev. A, vol.83, 
061803, June 2011.

（14） Z .Y.Ou  and  Y. J . Lu ,  “Cav i t y  enhanced 
spontaneous parametric down-conversion for the 
prolongation of correlation time between 
conjugate photons,” Phys. Rev. Lett., vol.83, 
pp.2556‒2559, Sept.1999.

（15） A Furusawa, J.L.Sorensen, S.L.Braunstein, 
C.A.Fuchs ,  H.J .Kimble ,  and E.S .Polz ik , 
“Unconditional quantum teleportation,”Science, 
vol.282, pp.706‒709, Nov.1998.

（16） S.Wengerowsky, S.K.Joshi, F.Steinlechner, 
H.Hübel, and R.Ursin, “An entanglement-based 
wavelength-multiplexed quantum communication 
network,” Nature,  vol .564, pp.225‒228, 
Dec.2018.

（17） J.Wang, Y.-F.Huang, C.Zhang, J.-M.Cui, Z.-Y.
Zhou, B.-H.Liu, Z.-Q.Zhou, J.-S.Tang, C.-F.Li, 
and G.-C.Guo, “Universal photonic quantum 
interface for a quantum network,” Phys. Rev. 
Appl., vol.10, 054036, Nov.2018.

（18） H .Wang ,  T.Hor i k i r i ,  and  T.Kobaya sh i , 
“Polarization-entangled mode-locked photons 
from cavity-enhanced spontaneous parametric 
down-conversion,” Phys. Rev. A, vol.70, pp.1‒4, 
Oct.2004.

（19） R.Ikuta, T.Kobayashi, T.Kawakami, S.Miki, M.

140 通信ソサイエティマガジン　No.54  秋号 2020



小特集 量子情報技術への期待と展望

Yabuno, T.Yamashita, H.Terai, M.Koashi, T.
Mukai, T.Yamamoto, and N.Imoto, “Polarization 
insensitive frequency conversion for an atom-
photon entanglement distribution via a telecom 
network,” Nature Commun., vol.9, pp.1‒8, May 
2018.

（20） Y.Yu, F.Ma, X.-Y.Luo, B.Jing, P.-F.Sun, R.-Z.Fang, 
C.-W.Yang, H.Liu, M.-Y.Zheng, X.-P.Xie, W.-J.
Zhang, L.-X.You, Z.Wang, T.-Y.Chen, Q.Zhang, 
X.-H.Bao, and J.-W.Pan, “ Entanglement of two 
quantum memories via fibres over dozens of 
kilometres,” Nature, vol.578, pp.240-245, 
Feb.2020.

（21） B.Hensen, H.Bernien, A.E.Dréau, A.Reiserer, 
N.Kalb, M.S.Blok, J.Ruitenberg, R.F.L.Vermeulen, 
R.N.Schouten, C.Abellán, W.Amaya, V.Pruneri, 
M.W.Mitchell, M.Markham, D.J.Twitchen, 
D.Elkouss, S.Wehner, T.H.Taminiau, and R.
Hanson, “ Loophole-free Bell inequality violation 
u s ing  e l ec t ron  sp in s  s epa ra t ed  by  1 .3 
kilometres,” Nature, vol.526, pp.682‒686, 
Oct.2015.

（22） M.Afzelius, C.Simon, H.de Riedmatten, and N.
Gisin, “Multimode quantum memory based on 
atomic frequency combs,” Phys. Rev. A, vol.79, 
pp.1‒9, May 2009.

（23） R.M.Macfarlane and R.M.Shelby, Spectroscopy 
of solids containing rare earth ions,　North-
Holland, 1987.

（24） A.Amari, A.Walther, M.Sabooni, M.Huang, 
S.Kröll, M.Afzelius, I.Usmani, B.Lauritzen, N. 
Sangouard, H.de Riedmatten, and N. Gisin, 
“Towards an efficient atomic frequency comb 
quantum memory,” J. Lumin., vol.130, no.9, 
pp.1579‒1585, Sept.2010.

（25） P.Jobez, N.Timoney, C.Laplane, J.Etesse, A.
Ferrier, P.Goldner, N.Gisin, and M.Afzelius, 
“Towards highly multimode optical quantum 
memory for quantum repeaters,” Phys. Rev. A, 
vol.93, pp.1‒9, March 2016.

（26） A.Seri, D.Lago-Rivera, A.Lenhard, G.Corrielli, 
R.Osellame, M.Mazzera, and H.de Riedmatten, 
“Quantum storage of frequency-multiplexed 
heralded single photons,” Phys. Rev. Lett., 
vol.123, 80502, Aug.2019.

（27） A.Seri, A.Lenhard, D.Rieländer, M.Gündogan, 
P.M .Led ingham,  M.Mazze ra ,  and  H .de 

Riedmatten, “ Quantum correlations between 
single telecom photons and a multimode on-
demand solid-state quantum memory,” Phys. 
Rev. X, vol.7, pp.1‒13, May 2017.

（28） E.Fraval, M.J.Sellars, and J.J.Longdell, “Dynamic 
decoherence control of a solid-state nuclear-
quadrupole qubit,” Phys. Rev. Lett., vol.95, 
030506, July 2005.

（29） A.Holzäpfel, J.Etesse, K.T.Kaczmarek, A.Tiranov, 
N.Gisin, and M.Afzelius, “Optical storage on the 
timescale of a second in a solid-state atomic 
frequency comb memory using dynamical 
decoupl ing,” New. J.  Phys.  22. 063009, 
Oct.2019.

解説　長距離量子通信実現のための量子中継技術の研究開発 141

堀切智之 
 横浜国大大学院工学研究院所属．
2007 東大大学院理学系研究科物理
学専攻博士課程了．博士（理学）．
2006-2008 日本学術振興会特別研
究員．2008-2014 国立情報学研究
所特任研究員．2007-2011，2013-
2014 Stanford 大 visiting scholar. 
2014から現職．

新関和哉
 横浜国大理工学府所属．LQUOM株
式会社代表取締役．2017横浜国大・
理工卒．2019同大学院修士課程了．
2019から同理工学府博士課程に在
籍．2020LQUOM 代表取締役に就
任．

中村一平 
 神奈川県立産業技術総合研究所特別
研究員．専門は希土類添加結晶の精
密分光学．2015 東工大大学院理工
学研究科物性物理学専攻博士課程
了．博士（理学）．2015阪大大学院
基礎工学研究科特任研究員．2016-
2019 理化学研究所創発物性科学研
究センター特別研究員．2019 から
現職．2019-11横浜国大大学院工学
究院助教を兼任．



1 はじめに 
現在私たちが使っているコンピュータの性能限界が

2025 年前後に来ると言われている．ムーアの法則と呼
ばれる半導体の性能が 1年半ごとに倍になるという法
則が成り立たなくなっている．半導体は微細化を進める
ことによって性能をこれまで伸ばしてきたが，ナノス
ケールの量子の世界では，私たちの住む世界（古典の世
界）とは異なるルールが適用されるため，様々な不具合
が生じるようになってきた．
量子コンピュータと呼ばれる新しいコンピュータの

形が提案され，活用され始めている．現在の私たちが利
用しているコンピュータ（量子コンピュータに対して，
量子力学と古典力学に対応させて，以下、古典コン
ピュータという）に対して，量子の世界のルールで設計
されているため，新しい発展や課題の解決が期待されて
いる．
2020 年は，量子コンピュータにとって大きな節目と

なる年である．これまで全世界で数年間にわたって研究
開発されてきた量子コンピュータのハードウェアやアプ
リケーションの成果をもとに，新しい活用方法や応用分
野を見つけるための活動が大きく発展してきている．
2000 年代初頭までの量子コンピュータ研究開発は，理
論的な枠組みが大きく先行していたが，ここ数年は実機
の登場によってより実用的な試みが広く行われている．
ここでは，世界的な大きな流れを踏まえた上で，現在

私たちが入手できる量子コンピュータのアプリケーショ
ンやハードウェアについて確認を行う．

2 標準量子限界
2.1　量子と量子状態 
量子コンピュータは，原子や電子といった，とても小

さな量子の世界の振舞いを計算に応用したコンピュータ

である．量子の世界では，物質が粒子の性質（以下，粒
子性）と波の性質（以下，波動性）の両方を持つことが
できる．量子コンピュータではこの波動性を利用し，古
典コンピュータでは実現できない，量子の「重ね合わ
せ」や「もつれ」と呼ばれる振舞いを計算に取り込んで
いる．量子コンピュータには量子ビット素子や，イオン
化された原子核そのものが搭載されており，量子の振舞
いを再現することができる．このような量子特有の振舞
いの状態は，量子状態（または，状態ベクトルや波動関
数など）と呼ばれる．この量子状態を操作することが量
子コンピュータの計算に相当する．

２.２　量子状態の操作
量子状態は，各量子ビット上でX，Y，Zの 3軸を持

つ三次元の球面上に角度として表現される．量子状態の
操作には，量子ゲートと呼ばれる角度の回転に相当する
演算を利用する．Z軸上では粒子性を利用し，XY平面
上では波動性が利用できる．量子コンピュータでは，こ
の粒子性と波動性を量子ゲートを利用して，任意に切り
換えながら，複雑なデータ処理を行い，計算を実行す
る．また，古典コンピュータのビット演算を量子コン
ピュータ上で再現することもでき，Z軸上での操作に対
応する．

２.３　量子の重ね合わせ
波動性を活用することで，量子コンピュータ特有の計

算を行うことができる．通常，古典コンピュータのビッ
トでは 0と 1を区別して扱うが，量子コンピュータの
量子ビットでは 0と 1のデータを重ね合わせた状態を
作り出すことができ，計算を行うことができる．複数の
量子ビットに重ね合わせ状態を作り出すことで膨大な場
合の数を実現でき，約 50量子ビット程度の単位で古典
コンピュータの処理できるデータ量を超えると言われて
いる．
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２.４　量子のもつれ
量子の重ね合わせを利用し，膨大な場合の数を作り出

しただけでは，計算の解も膨大に出てきてしまう．そこ
で，複数の量子ビットの量子状態を同時に操作し，量子
状態をもつれさせることで，膨大な場合の数から所望の
量子状態だけを絞り込むことができる．多くの量子ビッ
ト同士で重ね合わせともつれを利用することで，複雑な
データの状態を作り出し，古典コンピュータではなし得
なかった計算を実現し，最終的には高速化につなげよう
というのが量子コンピュータである．

２.５　測定と状態の確定
量子コンピュータで操作する量子状態を私たちは直

接見ることができず，見ようとするとその波動性が失わ
れてしまう．そのため計算過程である量子状態を見ずに
計算を行う必要があり，計算が終わった段階で測定を行
い，波動性を失わせて計算結果を確定させる．計算結果
は，波の振幅に対応する量によって確率的に管理されて
おり，測定ごとに確定された計算結果が異なることがあ
る．そのため，十分な回数同じ計算を行い，サンプリン
グによって解を複数回数取り出し，解の出現回数の統計
値を評価する．

3 量子回路とプログラミング
量子状態の計算過程を簡潔に記述するために，量子状

態の操作を左から右へと時系列で並べた量子回路と呼ば
れる回路図が利用される．量子回路では，1量子ビット
ごとに音楽の五線譜のように 1本の線が割り当てられ，
その線上に 1量子ビット単体に適用する量子ゲートと
複数量子ビットにまたがる量子ゲートが時系列で配置さ
れる．

①量子状態を 0に初期化
②量子ゲートを配置して操作
③測定を通じて計算結果の確定

アプリケーション開発では量子回路を効率的に記述
するためにプログラミングが利用される．プログラミン
グは古典コンピュータ上にインストールされた量子コン
ピュータ向けのソフトウェア開発キット（SDK: 
Software Development Kit）を利用して行い，古典コ
ンピュータと同じプログラミング言語を利用して行われ
る．現在，量子コンピュータ向けのアプリケーション開
発には Python（パイソン）と呼ばれる数値計算ライブ
ラリの充実したプログラミング言語が標準的に利用され
ている．

4 量子コンピュータのシミュ
レータ

量子ビットの数が少ない場合には，古典コンピュータ
で効率的に量子状態を再現することができる．そのた
め，通常はシミュレータと呼ばれる量子状態を再現した
機能を利用してアプリケーション開発を行う．SDKに
はシミュレータが搭載されており，私たちの手持ちのパ
ソコンでも動かすことができる．
シミュレータには量子コンピュータでは見ることの

できない計算途中過程の量子状態を確認する機能がつい
ており，状態ベクトルを取得することができる．また，
量子ゲートは状態ベクトルを操作する行列演算に対応
し，数量子ビットの計算では，状態ベクトルと行列演算
を手計算で確認することもできる．手持ちのパソコンで
実行できるシミュレータは 20量子ビット程度のサイズ
までで，より大きい量子状態の再現はスパコンなどの高
性能コンピュータが利用される．

5 量子コンピュータのハード
ウェア

SDKとシミュレータを利用して量子回路を作成した
後は，慣習的に「実機」と呼ばれる本物の量子コン
ピュータに計算を投入する．現在，量子コンピュータは
開発のれい明期にあり，実験設備に近いため，大学の研
究室や企業の研究所に置かれたマシンへ，インターネッ
ト経由で接続して利用する．SDKにはインターネット
経由で接続して利用する機能が搭載されているものもあ
る．
量子コンピュータには，使用する量子の種類に応じ

て，量子の振舞いを再現する多くの方式が開発されてい
る．
〔量子コンピュータの方式を書く〕
・電子の巨視的な振舞いを利用する超伝導
・ 原子核をイオン化し，レーザで制御するイオント
ラップ

・電子を捕捉し，操作する量子ドット
・欠損ダイヤモンド内の電子を制御するNVセンター
・ 光ファイバや光チップを利用した光量子コンピュー
タ

―など．

これらのうち，現在私たちが SDKを利用して計算を
実行できるのは，超伝導方式とイオントラップ方式の 2
方式である．そのほかの方式は，原理検証段階や実験段
階であり，まだ量子回路を実行して計算を行う段階には

解説　量子コンピュータとその応用分野 143

小特集 量子情報技術への期待と展望



Technology Reviews and Reports 小特集 量子情報技術への期待と展望解　説

なく，今後の開発状況に合わせて実機が段階的に実用化
される予定である．また，量子回路はどのハードウェア
でも同様に実行できるように標準化されているため，将
来にわたってアプリケーション資産がどのハードウェア
でも利用できるように設計されている．

6 光量子コンピュータ
多くの量子コンピュータが，古典コンピュータのビッ

トの概念を拡張し，量子ビットの粒子性を起点として波
動性を取り込む方式を採用している．一方，光量子コン
ピュータは波動性を起点として設計されている量子モー
ドを採用しているため，量子回路やシミュレータに量子
ビット型の量子コンピュータと異なるものを利用してい
る．
今後，光量子コンピュータはハードウェアの開発だけ

でなく，ソフトウェアにおいても方向性を確定しながら
開発を進めていく必要があり，量子モードを活用して独
自のアプリケーション資産を構築する路線を進むのか，
量子ビットに近づけてアプリケーション資産を共通化す
るのかなど，将来的にどの方向性に進んでいくのかを見
届けるのも一つの楽しみである．

7 誤り耐性型汎用量子計算と
NISQ

量子コンピュータの最終的な開発の目標に誤り耐性
型汎用量子計算がある．量子コンピュータにおける量子
状態の実現と操作にはハードウェア由来の誤り（エラー）
があるため，計算を正しく行うためには，誤り訂正機能
が必要になる．誤り訂正機能を量子コンピュータで実現
するためには，誤り率が低い量子ビットを多く組み合わ
せ，誤りを検出し，補正する仕組みが必要となる．将来
的にある程度実用的に誤り耐性型量子計算を実行するた
めに必要な量子ビット数は現在の技術水準で，数百万か
ら数千万量子ビット必要とも言われている．
誤り耐性型汎用量子計算のアプリケーションは実機

が実現する前から，1980 年代から着実に開発が行われ
てきており，主に下記のようなアプリケーションが想定
されている．
・ 暗号の周期性を固有値問題で解く Shor のアルゴリ
ズム

・ エネルギーの基底状態を固有値問題で解く量子位相
推定

・ 波動の振幅を操作して検索を高速化するGrover の
アルゴリズム

一方，近年開発され始めている量子コンピュータの実
機は，量子ビット数が 20～50前後となっており，量子
ビットの誤り率もまだ高いため，誤り訂正機能を搭載す
ることができない．そのため，計算結果には誤り訂正は
反映されず，多くの雑音（ノイズ）が含まれたものを利
用する．特に近年の雑音が多く，量子ビット数が 100
量子ビット程度までの量子コンピュータは，NISQ
（Noisy Intermediate Scale Quantum）と呼ばれ，区
別される．

8 量子古典ハイブリッド計算
NISQでは，計算結果に多くの雑音が含まれ，実行す

る量子回路が長いほど誤りが蓄積する．そのため，でき
るだけ雑音と誤りを回避し，有用な計算を行えるように
するために短い量子回路を多数実行し，それを古典コン
ピュータで集計をするという方法を採用している．量子
回路には量子ゲートに角度をランダムで設定し，その角
度をいろいろ変えて試しながら，古典コンピュータで最
適化計算をかけ，所望の値を求めるという手順を行う
（図 1）．

現在は，世界中の大学や研究機関，企業で量子古典ハ
イブリッド計算が利用され，量子コンピュータの応用分
野を探索する試みが行われている．

9 固有値問題
誤り耐性汎用量子計算では，固有値問題と呼ばれる行

列の固有値を探す問題が主要な用途として考えられてい
る．暗号解読に利用される Shor のアルゴリズムや量子
化学計算に利用される量子位相推定は固有値問題を解く
ために開発された．
NISQ量子計算でもこの流れをくみ，固有値問題を解

くための量子古典ハイブリッドアルゴリズムである，
VQE（Variational Quantum Eigensolver）が開発さ
れ，世界中で利用されている．
VQEは，解きたい問題をハミルトニアンと呼ばれる

図1　量子古典ハイブリッド計算の手順
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（エルミート）行列の形で準備し，その固有値の期待値
を量子変分原理を利用して探索する．量子回路には，ハ
ミルトニアンに対応した問題の特性に合わせて効率的に
解を求めるための量子回路であるAnsatz（アンザッツ）
が利用される．
現在NISQ量子計算では，主に材料計算で利用され

る量子化学計算と，社会問題を解く組合せ最適化問題に
おいてそれぞれ効率的なAnsatzが見つかっているため，
この二つの分野の研究が先行している．
量子化学計算ではUCC（Unitary Coupled Cluster） 

Ansatz が，組合せ最適化問題ではQAOA（Quantum 
Approximate Optimization Algorithm） Ansatz が 利
用される．明確に VQE と区別するため，QAOA 
Ansatz を利用したアルゴリズムをQAOAと呼ぶが，計
算の仕組みはほぼ同じである．

10 量子断熱計算とQAOAと量
子アニーリング

組合せ最適化問題を固有値問題として効率的に解く
ための仕組みとして，QAOAでは量子断熱計算と呼ば
れる手法が利用されている．量子断熱計算では，固有値
が簡単に求まる行列（以下，ミクサハミルトニアン）と
その固有値を準備し，固有値を求めるのが難しい行列
（以下，コストハミルトニアン）を準備する．この二つ
の行列を少しずつ入れ替えていくことで，最終的に難し
い行列の固有値が求まるのが量子断熱計算である．
QAOAでは，解きたい問題に応じてミクサハミルト

ニアンとコストハミルトニアンを設計し，量子古典ハイ
ブリッド計算を利用して量子断熱計算をディジタル過程
で効率的にシミュレートすることで答えを導き出すこと
ができる．
また，量子断熱計算のうち，ミクサハミルトニアンに

横磁界Xを採用したものが量子アニーリングと呼ばれ，
1998 年に当時、東工大の西森，門脇らによって提案さ
れた．2012年にはカナダのD-Wave 社から量子アニー
リングを特化型ハードウェアとしてアナログ実装したマ
シンが商用化され，現在も販売されている．

11 NISQ量子機械学習
VQEやQAOAは世界中で精力的に研究開発が進めら

れた結果，手法や枠組みが開発され，多くの利点や課題
が分かってきた．現在の最新の技術水準で，VQE や
QAOAで活用できている量子ビット数は 10～25 前後
となっており，これは普通のコンピュータでも十分実行
できるサイズである．まだまだ実用的に利用できるまで

時間が掛かると想定されるため，更なる応用範囲を広げ
るため，現在新しい分野の開拓が進んでいる．
これまでは量子コンピュータは固有値問題を中心に

開発されてきたが，より応用分野を広げるためにもデー
タ処理と結び付いた機械学習を量子コンピュータの分野
に適用する動きが近年活発化している．VQEやQAOA
の量子回路はAnsatz のルールに沿って人間が設計する
必要があったが，量子機械学習ではより複雑なモデルを
複雑な量子回路を学習を利用して実現することで改善を
図ろうという試みとなる．

12 業界の変革と量子コンピュー
タ利用元年

2020 年はこれまでの数年のアプリケーション開発の
結果と，超伝導を中心とするハードウェア開発の結果を
統合し，業界が大幅に変革をしている．これまでの量子
コンピュータ業界では，ハードウェアメーカが独自にク
ラウドシステムを準備し，ユーザに対して量子コン
ピュータの提供を行ってきた．IBM社や Rigetti 社，
Alibaba 社などが量子コンピューティングクラウドを中
心に自社サイトで提供してきた．2020 年は，パブリッ
ククラウドの最大手Amazon 社とMicrosoft 社が多く
の量子コンピュータハードウェアメーカを束ねる形でク
ラウドサービスとして提供を始めるとそろってアナウン
スを行った．
これまでの量子コンピュータ SDKは各社のハード

ウェアに特化した形で提供されていた．一方，パブリッ
ククラウド経由での提供では，複数のハードウェアの差
異をクラウドシステム側で吸収し，ユーザが好きなハー
ドウェアを同じ SDKを使って選べるような仕組みに変
革してきている．ここ数年NISQ量子計算の研究開発
が進み，仕様が定まってきたため，SDKを共通化する
ノウハウが蓄積され，量子古典ハイブリッド計算を効率
的に行うためのノウハウも蓄積された．2020 年からは
広く一般のユーザに向けてアプリケーション探索と量子
コンピュータ教育目的での提供が始まり，量子コン
ピュータ利用元年と言える．

13 応用分野の開拓
アプリケーション面での進捗や，それをサポートする

ハードウェア面の進捗があり，世界的に共通のツールが
提供される環境が急速に整ってきている．そこで，世界
中での大学，研究機関，ユーザ企業は量子コンピュータ
の応用先として期待される科学計算や社会応用におい
て，更なる研究開発を加速している．ここでは，応用分
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野を大きく産業別にまとめて具体的な応用範囲を確認す
る．

１３.１　材料への応用
材料計算は量子化学計算を基本とし，分子の安定状態

の計算を行う．電子の相関や配置問題は膨大な場合の数
から成っており，それらをできるだけ本来の姿に忠実に
再現して計算することを目的としている．現在，NISQ
における量子コンピュータの主要な用途として期待され
ており，全世界で開発が進む．主にVQEを利用し，基
底状態を固有値問題として解くことが目的となってい
る．この分野は，従来のスパコンの苦手な領域となって
おり，新素材開発などへの活用が期待されている．

１３.２　金融への応用
金融業界は比較的早くから量子コンピュータに注目

しており，想定される応用分野は多岐にわたる．一つは
暗号解読におけるセキュリティがある．金融の多くのセ
キュリティは暗号技術に立脚しており，その安全性を確
保するために量子技術に対する理解が必要となる．ま
た，資産運用においては最適化計算が利用でき，組合せ
最適化問題が活用される．また，リスク計算ではシミュ
レーションの活用によって，量子計算で少ない計算量で
リスク計算が完了するような効果が期待される．元々金
融工学という計算リソースを活用した分野があり，それ
らの計算理論を量子計算へと置き換えられるかという視
点が基本となっている．
暗号技術に関しては，既存の暗号技術を発展させた新

しい格子暗号などを利用した耐量子コンピュータの提案
のほか，量子暗号と呼ばれる盗聴が困難な量子性を利用
した新しい暗号方式など対応策が提案されており，一部
は既に製品化されている．

１３.３　自動車・製造業への応用
自動車業界も早くから量子コンピュータに注目し，活

用してきた業界の一つである．自動車業界での活用事例
は大きく「材料計算」と「交通最適化」の二つに分類さ
れる．「材料計算」は主に量子化学計算を利用したもの
で，前述の材料計算を利用して新素材の開発に役立てよ
うというものである．また，将来的な自動運転を想定
し，交通を全体最適しようという試みも広く行われてい
る．複数台の自動車のルート混雑状況を最適化計算で全
体の混雑が減るようにと計算される．
自動車の混雑状況を工場内の生産工程へと応用する

ことによって製造業全般への応用も進んでいる．特に生
産工程や設備の配置計画などで利用が進んでおり，組合
せ最適化問題として課題設定され，それぞれの業種に応

じて計算が決定される．

１３.４　ヘルスケアへの応用
ヘルスケア分野においては，主にたん白質の折り畳み

計算や遺伝ネットワークへと応用される．たん白質の性
質はエネルギーの安定状態によって変わり，この安定エ
ネルギー状態をたくさんの選択肢の中から計算で求めよ
うというものである．近年ヘルスケア分野における量子
コンピュータの活用も進んでおり，ゲノム検索やたん白
質創薬への応用が特に活発になっている．技術としては
主に組合せ最適化問題や量子機械学習を応用している．

１３.５　量子機械学習の発展
2020 年，新潮流として量子機械学習が大きく注目さ

れている．量子機械学習はこれまでの量子コンピュータ
で想定されていた計算方法とは異なり，近年発達してい
る深層学習を応用し，量子コンピュータの応用分野を大
きく広げようという試みである．
深層学習を量子コンピュータを活用することで達成

される速度向上については不明確な面も大きいが，古典
コンピュータの最新技術を応用することで，量子の優位
性をもたらす可能性のあるアプリケーションの発見が期
待されている．
量子機械学習の利点は，アプリケーションの汎用性を

高めるという以外にも，ユーザが新規参入しやすいとい
う側面もある．量子化学計算や組合せ最適化問題におい
ては，量子回路を作るための分野特化型の専門知識が必
要だった．一方，機械学習では，学習データを準備し，
機械学習モデルを選ぶことで量子回路を組み立てること
ができ，専門知識がなくても量子回路を作れるという利
点がある．
Google 社は量子機械学習に力を入れている企業の一

つで，世界的に利用されている TensorFlow と呼ばれ
る古典コンピュータ向けの機械学習ライブラリツールを
NISQ向けに応用し，研究開発できる環境を正式にリ
リースした．これにより，抱える多くのユーザのリソー
スをNISQ量子計算に活用することとなり，ユーザ基
盤の構築に大きく貢献することとなる．ここでも量子古
典ハイブリッドの枠組みが活用しており，既存の強力な
深層学習の計算手法を応用することで，これまで想定さ
れていなかった量子計算の方法が構築され始めている．

14 新潮流と今後の量子コン
ピュータの発展

2020 年初頭，ハネウェル社から新しい量子コン
ピュータが発表された．これまでGoogle 社や IBM社
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が開発を進めてきた超伝導の量子コンピュータとは異な
り，イオントラップマシンを市場に投入する．ハネウェ
ル社はこのイオントラップの初期型マシンで IBM社が
性能基準としている量子体積という指標で，最新型の
IBM社のマシンの 2倍の量子体積を実現するとリリー
スをしている．Amazon 社や Google Ventures，サム
スン社が出資する別のイオントラップを開発する IonQ
社も 2020年に登場予定である．
イオントラップはまだ市場に浸透していないので，性

能は未知数だが，誤り率が低く，量子ビット同士の結合
数が多いなどの利点があると言われ，今後超伝導と並行
して市場を盛り上げていくと思われる．ハードウェアの
方式は異なるが，アプリケーションは超伝導と共通して
利用することができ，ハードウェアごとの差異はアプリ
ケーション側で自動的に変換されるため，これまで構築
してきたアプリケーションの資産をイオントラップでも
活用することができる．このように，過去のアプリケー
ションの資産を生かしながら，必要な機能や誤り率など
を改善することで，ハードウェアとアプリケーションの
両輪で開発が進んでいる．
これまで量子コンピュータの概要を確認し，新潮流を

ハードウェア，アプリケーションの両面から概観した．
多くの企業がアプリケーション開発に取り掛かり，多く
の成果が発表され始めている．一方で，まだまだ課題も
多く，応用される課題に対してパフォーマンス面で古典
コンピュータに大きく差をつけて優れているという結果

を見つけるのが困難である．
古典コンピュータは従来，人間の仕事を効率的にこな

すために開発が始まった．現在では半導体技術の微細化
が進み，性能向上の限界や，消費電力の増大などの課題
が言われている．一方，量子コンピュータは，必ずしも
人間の仕事を効率的にこなすためには作られておらず，
量子物理学の世界の振舞いを再現することをスタートと
している．人間主体の古典コンピュータから，量子物理
主体の量子コンピュータへと移行が進み，開発が進むに
つれて，コンピュータの枠組みを超えて量子の世界の謎
の解明そのものにつながる大事な研究となっている．
今後はハードウェアの発展に期待しつつ，アプリケー

ション面で既存の手法を大きく改善する手法の新規開
発，まだ活用が進んでいない分野への応用が進む．量子
コンピュータの可能性を広げるという社会的な試みを通
じて，少しずつ量子コンピュータが社会に普及していく
ことと思われる．
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