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2019 年 10 月米 Google が科学誌 Nature に量子コン
ピュータが，スーパーコンピュータでは処理に 1 万年を

塾大学田中宗氏，
（株）フィックスターズ松田佳希氏，

要する演算をたった 200 秒で行い，史上はじめて量子

（株）QunaSys 楊天任氏による「量子技術を利用した

超越性を実証した，と発表した．量子超越性とは，スー

次世代アクセラレータの活用」である．量子コンピュー

パーコンピュータを始めとする現在の計算機ではとても

タは量子力学を計算原理に使っている度合いで代表的

長い時間かかる何らかの計算を，量子コンピュータが圧

なものを並べると誤り耐性量子コンピュータ，NISQ 量

倒的に高速に実行できることを指す．量子コンピュータ

子コンピュータ，量子シミュレータ，量子アニーリングマ

の新たな時代の幕開けである．

シン，イジングマシンとなる．本記事ではイジングマシン，

量子コンピュータが脚光をあびる背景には，現在これ
以上の半導体微細化が困難で，ムーアの法則が限界を
迎える一方で，より高性能なコンピュータのニーズが AI，

誤り耐性量子コンピュータ，NISQ 量子コンピュータに
ついて活用事例を含め解説いただく．
第 4 の記事は，
（株）みずほ情報総研宇野隼平氏に

創薬，暗号化等の分野において高まっているためと考え

よる「量子コンピュータを用いた金融計算」である．金

られる．実際に量子コンピュータは金融，製造，交通，

融分野においては，AI を利用して投資や運用の支援

化学，情報の分野で実用化にむけた試行が進んでいる．

をするロボアドバイザ，コンピュータを用いて自動的に

そこで本特集では量子技術の現状を紹介いただく．

取引を行うアルゴリズム取引，ブロックチェーン技術に

第 1 の記事では，東京大学教授・本会量子ソフトウェ

よる仮想通貨など顧客情報や取引データ等の大量の

ア研究会主査である今井浩氏による「量子コンピュータ

情報を高速に処理する必要がある業務が山積している．

のあけぼの―今そこにある量子コンピュータに触れよ

本記事では，金融機関における量子コンピュータ活用

う」である．量子コンピュータとは何か？ 原理や従来

に向けた取り組みのうち，特にデリバティブ（金融派生

のコンピュータとの違いは？ 何ができるのか？を初めて

商品）の価格評価を中心に解説いただく．

量子コンピュータについて学ぶ方にも理解いただけるよ
う分かりやすく解説をいただいた．
第 2 の記事は，東北大学・東京工業大学教授，
（株）
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第 3 の記事は，早稲田大学多和田雅師氏，慶應義

第 5 の記事は，
（株）JSR 大西裕也氏による「量子コ
ンピュータと量子化学計算 ―量子コンピュータによっ
て量子化学は恩恵を受けるのか？―」である．量子コン

シグマアイ代表取締役である大関真之氏による
「量子アニー

ピュータの活用先の 1 つとして有望視されているのが分

リングは死んだのか―研究の現状から思うこと―」である．

子レベルのミクロな現象を「シミュレーション」すること

量子アニーリングとは，組合せ最適化問題を，物理現象

ができる量子化学計算である．量子化学計算はアカデ

に置き換え計算させることで，効率良く問題を解くために

ミックのみならず製薬企業から石油産業や素材産業ま

提唱された計算手法で，2011 年に世界初の商用量子コン

で，すでに多くの場面で産業的にも活用されている．ま

ピュータを謳った D-Wave Oneで採用された技術である．

た，機械学習を用いて材料の性能予測や構造提案を行

本記事では，量子アニーリング手法の量子コンピュータに

うマテリアルズ・インフォマティクスと呼ばれる手法のた

おける意義，歴史的背景を解説いただく．

めのデータ作成にも使われている．本記事では，量子
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化学計算を従来のコンピュータで扱うことの難しさ，量

分野の 1 つである，量子力学の理論をもとにした暗号

子コンピュータでの計算可能性に関して解説いただく．

技術で盗聴を完全に防ぐことができる暗号技術として

第 6 の記事は，大阪大学，
（株）Qunasys 最高戦略

期待されている．量子力学では，未知の量子状態を測

責任者である御手洗光祐氏による「量子計算は機械学

定して状態を知ることができず（不確定性原理）
，未知

習に使えるか―近未来／誤り耐性量子計算のための量

の量子状態のコピーを作ることもできない（量子複製不

子アルゴリズム―」である．近年量子コンピュータによる

可能定理）ため，盗聴をすることができない．量子もつ

機械学習を高速化するためのアルゴリズム開発が盛んに

れと呼ばれる量子力学的な非局所相関の性質から，無

なってきた．これらのアルゴリズムは量子機械学習アル

条件安全性が保障される．本稿では，現代暗号との違

ゴリズムと呼ばれている．本記事では量子機械学習アル

い，量子暗号の原理を解説いただく．

ゴリズムについてその概要を解説いただく．特に，近年

第 9 の記事では，IBM Research - Tokyo 小林有里

の研究動向を踏まえ，現在何ができるかを解説いただ

氏，松尾惇士氏，沼田祈史氏による「量子コンピュー

く．また今後の展望についても解説いただく．

タハッカソン―コミュニティによる量子人材育成―」で

第 7 の記事は，東京工業大学教授波多野睦子氏によ

ある．IBM は 2016 年世界で初めてクラウド型量子コン

る「ダイヤモンド量子センサの可能性―ピンクダイヤモ

ピュータを無償公開するなど，量子コンピュータの分野で

ンドが高感度なセンサに―」である．ダイヤモンド量子

常に先頭を歩んでいる企業である．現在，量子計算を可

センサは，量子力学的効果を利用して感度や分解能を

能とするIBM の量子ソフトウェア開発キットQiskit のユー

物理法則の極限まで高められる次世代センサとして注目

ザは 28 万人を超えている．本特集では，量子人材育成

されている．ダイヤモンド量子センサはベクトル磁場計測

を目標とした量子コンピュータハッカソンを紹介いただく．

により，神経ネットワーク内の信号の発生と伝播の方向

量子技術は，経済・社会等を飛躍的・非連続的に発

性，外部刺激に対する脳内反応の経路が解析できるよ

展させる鍵となるコア技術であり，生産性革命の実現，

うになり，脳内，特に脳深部の神経電流の分布を推定

安全・安心の確保，健康・長寿社会の実現になくてはな

する精度が向上することが期待されている．脳や神経な

らない技術であると言われている．そのため，日本では

どの生体計測技術の革新は，ヘルスケア，脳疾患の予

戦略的な取り組みが行われており，主要技術領域として

防や治療などの医療，さらには脳型情報処理などの応

①量子コンピュータ・量子シミュレーション②量子計測・

用に繋がると考えられている．本記事では，ダイヤモン

センシング③ 量子通信・暗号④ 量子マテリアル（量子物

ド量子センサの可能性を中心に，その原理，人工的に

性・材料）が定められている．本特集では，これらの一

作製する技術，量子プロトコルを用いた計測，および応

部を解説いただいた．本会としては量子ソフトウェア研究

用を解説いただく．

会を運営するなど尽力している分野である．今後の量子

第 8 の記事は，三菱電機（株）水谷明博氏による「量
子暗号の原理と実用化に向けた動向―絶対安全な通

技術の飛躍的進歩（quantum leap）に期待したい．
（2021 年 2 月 9 日）

信の実現に向けて―」である．量子暗号とは物理学の
0. 編集にあたって 情報処理 Vol.62 No.4 Apr. 2021
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概要

1 量子コンピュータのあけぼの
―今そこにある量子コンピュータに触れよう
今井

浩

基 応
専 般

東京大学

量子コンピュータというキーワードを情報処理分野で頻繁に聞くようになった．
本会でも 2020 年度より量子ソフトウェア研究会が立ち上がり，学会として量子コ
ンピュータをもっぱら扱う研究会も活動を開始している．
「量子」と聞くと，従来
の情報科学・情報工学の専門課程で特段に量子力学を履修しているわけでもなく，
一瞬それ物理でしょ，電子工学でしょ，という違う分野のものといった発想がよ
ぎったりするのかもしれない．本稿では，量子ソフトウェア研究会発足に示され
るように，ぜひ読者の方に量子コンピュータが到来する未来を紹介したい．

2 量子アニーリングは死んだのか
量子アニーリングは死んだのか
―研究の現状から思うこと―
大関真之

基 応
専 般

東北大学／東京工業大学／（株）シグマアイ

2019 年秋頃に発表された量子超越性．それ以来量子コンピュータに対して強い期待が寄せられている．
ご存知だろうか．世界初の商用量子コンピュータとして登場した D-Wave Systems 社の量子アニーリ
ングマシンを．組合せ最適化問題を解くために特化した量子デバイスであり，本道の量子コンピュータ
とはまったく違う様相を示す．次第に量子コンピュータに対する熱が高まる中，ひっそりとしてきた量
子アニーリングについて，その現状を振り返り，期待される今後の研究の方向性を紹介する．

基 応
専 般

3 量子技術を利用した次世代アクセラレータの活用
多和田雅師 早稲田大学 田中 宗 慶應義塾大学
松田佳希 （株）フィックスターズ
楊 天任 （株）QunaSys
次世代アクセラレータと呼ばれる量子技術や古典技術を用いた
新原理の計算機が期待されている．これら次世代アクセラレータ

目標量
充足率

目標量
充足率

は種類ごとに使用方法が異なり，計算分野の得意不得意が存在す

100%+30%

る．使用には専門知識が必要でありコストが高いため，各アクセ
ラレータ固有の使用法や性質を考慮し，プログラムの部分ごとに

均等化

適切に割当するソフトウェアが要望されている．本稿では，次世
代アクセラレータの種類と活用事例，および適切にアクセラレー
タを使用するソフトウェアとその要素技術の研究動向を紹介する．
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最
大
化

100%

最適化
作業 1

作業 2 作業 3

作業 4

作業 1

作業 2 作業 3

作業 4

概要

4 量子コンピュータを用いた金融計算
宇野隼平

基 応
専 般

みずほ情報総研（株）

シミュレーション

金融業界では，将来的な計算量の増大に備え，量子コン
ピュータの応用先の検討を開始している．ここでは，金融
分野への応用先として期待されているシミュレーション，

機械学習

機械学習，最適化のうち，特にシミュレーションを使った
デリバティブ価格評価について，筆者らの最近の取り組み

 デリバティブ価格評価
 保有資産のリスク評価

 株価 ・金融危機予測
 信用リスク評価
 不正 検知

を含めて紹介する．

最適化

 ポートフォリオ最適化
 裁定 取引
 パッシブ運用

5 量子コンピュータと量子化学計算
―量子コンピュータによって量子化学は恩恵を受けるのか？―

基 応
専 般

...

…

On Quantum Computer

+ ... +

Ψ=

...

...

+

...

+

Ψ=

...

...

On Traditional Computer (Full Cl)
...

2010 年代後半から再び盛り上がりを見せている量
子コンピュータの応用先として，量子化学計算が注目
されている．本稿では量子化学計算とは何か，そして
量子コンピュータによってどのような恩恵が量子化学
計算にもたらされるのかを概観し，その道のりは決し
て平坦ではないが，制御レベル，ミドルウェア，ソフ
トウェア，アルゴリズムの面では非常に興味深い挑戦
がいくつもあることを述べる．

マテリアルズ・インフォマティクス推進室

…

JSR（株） RD テクノロジー・デジタル変革センター

...

大西裕也

Combinatorial Explosion → Classical Hard

Superposition → Quantum Possible(?)

6 量子計算は機械学習に使え
量子計算は機械学習に使えるか
るか
―近未来／誤り耐性量子計算のための量子アルゴリズム―
御手洗光祐

大阪大学大学院基礎工学研究科

量子コンピュータハードウェアの発展に相まって，近年量子コ
ンピュータへの期待が高まっている．本稿では，量子コンピュー
タの基礎的な原理も交えながら，量子コンピュータを用いた機械
学習手法について最近の研究を概観する．計算中のエラーが無視
できない近未来の量子コンピュータに向けたものと，量子誤り訂
正によってそのようなエラーが無視できる将来の量子コンピュー
タに向けたものの 2 つに大別して解説する．

(a)

基応
専般

+

(b)
入力

0 or 1
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概要

7 ダイヤモンド量子センサの可能性
―ピンクダイヤモンドが高感度なセンサに―
波多野睦子

基 応
専 般

東京工業大学工学院
磁気感度
[(Hz) -1/2]

ダイヤモンド量子センサは，原子レベルのナノスケール構造，

創薬，免疫検査，再生医療

ナノスケール

1μT

常温大気中で動作，磁場・温度の同時計測が可能，CVD や電子線

非侵襲計測，検査

ホール素子

1nT

照射等の半導体技術で製造可能，等の特徴を有する．生体親和性
を活かした，脳磁等の生体計測と，耐環境性・広い動作範囲を活

1pT

かしたエネルギーデバイスモニタリングが重要な応用であり，安

物性・材料計測

1f T

全安心社会，低炭素社会に貢献するものである．その計測精度の

マクロスケール

SQUID

1nm 10nm100nm 1μm 10μm 100μm

向上と，応用の発展には本会との連携が必要である．

空間分解能

8 量子暗号の原理と実用化に向けた動向
―絶対安全な通信の実現に向けて―
―絶対安全な通信の実現に向けて
―
水谷明博

基 応
専 般

三菱電機（株）情報技術総合研究所

量子暗号は物理法則によって安全性が担保された鍵を 2 者
に配送する技術である．この鍵を用いてワンタイムパッドで

アリス

光子

平文を暗号化することで，無限の計算能力を持つ盗聴者に対

光ファイバ

しても安全な暗号通信が実現できる．本稿では，はじめに普
段我々が使っている暗号と量子暗号の比較を行う．次に量子
暗号の前提をまとめた後，代表的な量子暗号プロトコルを説
明し，安全性の原理を概説する．最後に，量子暗号の最近の
開発動向について述べる．

送信装置
ふるい鍵
サンプルビット

訂正鍵

基底の公開 ステップ
公開通信路
ふるい鍵のビットエラー率の推定 ステップ
サンプルビットのビットエラー率の算出 ステップ
ふるい鍵のビットエラー訂正 ステップ

秘密鍵

9 量子コンピュータハッカソン
―コミュニティによる量子人材育成―
―
小林有里・松尾惇士・沼田祈史

IBM Research - Tokyo

量子コンピューティングとその技術が注目を集める中，量子研
究や量子情報科学の分野で活躍できる人材の重要性が一段と高
まっている．本稿では近年，世界から数千人規模が集い知識とス
キルの研鑽の場となっている IBM の量子コンピュータハッカソン
「IBM Quantum Challenge」に注目し，
量子人材育成の観点からハッ
カソンが持つ教育的価値の可能性を考察する．
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ボブ

盗聴者

ステップ

秘匿性増強 ステップ

ステップ
または
測定
受信装置
ふるい鍵
サンプルビット

訂正鍵
秘密鍵

基 応
専 般

Jr.

