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量子情報処理技術における新時代の到来

量子情報処理技術の進展

「量子」という言葉から，皆さんは
どのようなことをイメージされるで
しょうか？　大学で量子論を専門的に
勉強された方を除くと，たとえ理系出
身であっても，そもそもよく分からな
い「摩訶不思議なすっきりしないモノ」
と感じている方が多いのだと想像しま
す．私たち自身，これまでいろいろな
側面から「量子」というものを研究し，
ある程度は理解しているつもりではあ
るのですが，突き詰めて考えるとやは
りいつも「摩訶不思議」という印象に
舞い戻ってしまいます．教科書による
と，「量子」の世界では，物質 ・ 物体
の位置や速度などは確定しておらず，
それらの確率のみが法則によって予言
できるとされています．さらには，我々
が実感できる現実の世界を「古典」と
呼び，それは「量子」の世界のほんの
１ つの側面にしかすぎないと結論付け
ています．このように，現実の世界と

「量子」の世界があまりにもかけ離れ
ているがゆえに，「量子」がそもそも
どういった効果やご利益をもたらすの
かを直感的に理解することが困難で

「摩訶不思議なすっきりしないモノ」
と感じてしまうのだと思います．

しかし，最近，「量子」と現実世界
が近づいていると感じるようにもなり
ました．一例として，「摩訶不思議」
と感じる代表的な現象の １ つである
非実在性問題を紹介します．量子の世
界では確率だけが予言できると書きま
したが，これは，「蓋を取って中を見
るまではサイコロの目は決まっておら
ず，見た瞬間に目が決まる」という例
で説明することができます．これが非
実在性と呼ばれるものですが，実際に
はサイコロのような現実世界の物体で
は観測が難しく，原子や電子といった
非常に小さなミクロな系でしか起きな
いといわれていました．実は最近，こ
の非実在性が比較的大きい巨視的な系
においても生じることが実験で明らか
になり，摩訶不思議な量子の世界が現
実世界でも観測し得るような結果が得
られつつあります（１）．さらに，最近，
マスメディアやWebの記事などで「量
子」という文字を頻繁に見聞きするよ
うになってきたのも事実です．「量子」
を自由自在に操って何かの役に立てる
ということはまだまだ遠い未来のこと
ですが，少しずつではあるものの「量
子」とのうまい付き合い方について理
解が深まってきているのだと思います．
その「量子」の振る舞いを積極的に活

用した情報処理技術が，本特集の対象
となる量子情報処理技術になります．

NTTにおける量子情報処理技術の
研究を振り返ると30年以上の歴史を
持ちます．当時は，今ほど「量子」が
一般的ではなかったこともあり，まさ
に「摩訶不思議なすっきりしないモノ」
ではあったのですが，そこに心惹かれ
た研究者たちが「量子」に挑み，光の
量子状態を制御することから始まりま
した．その後，量子に取り組む研究者
が増え，量子暗号通信や量子コン
ピュータの研究に発展しました．その
ころになると「量子」という言葉を耳
にする機会が増えてきたこともあり

「量子コンピュータはいつごろ実用化
されるのですか？」と聞かれるように
なったのですが，「まあ30年から50年
は最低かかりますね」と答えるのが常
でした．それほど当初は技術としての
完成度は低く，「まあ，話としてはお
もしろいのだけれど，実際の実用技術
となるのは簡単ではないよね」という
のが当時の印象だったかと思います．
しかし，ここ数年間の技術の進展には
目を見張るものがあります．NTTで
研究が始まってしばらくの間，その実
用化可能性に関して正直のところ個人
的には否定的な印象も持っていまし
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量子情報処理技術における新時代の幕開け

昨今，イジング型量子計算や量子センシング，トポロジカル量子計算な
ど，これまでとは全く異なる概念が量子情報処理技術の研究に導入され，
従来のアプローチより現実性の高いさまざまな応用技術が提案されていま
す．本稿ではこれらに関連してNTT研究所で行われている研究成果を例と
し，最近の量子情報処理技術の進展について紹介します．
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た．しかし最近の情勢を見ていると
「ひょっとするとこれは本当に使われ
ることになるのではないか」と真剣に
思うようになってきています． 5 年前
NTT技 術 ジ ャ ー ナ ル に 量 子 コ ン
ピュータに関する特集記事（２）を共同執
筆し，今回改めてその記事を読み直し
てみましたが，そのときの内容と比較
してみても，現状は驚くほど進展して
いることに気が付きます．欧米におい
ても，世界に名だたる大企業が莫大な
資金を投入し，量子情報処理に関する
研究開発を進め始めています．本当に
驚くべき「想定外」の状況です．

では，具体的にどのような進展が
あったのか．この特集号は，まさにそ
の解説を行う目的で企画されたもので
す．この記事を読めば最新の量子情報
技術のすべてが30分で理解できる，と
いうわけには正直いきませんが，何か
とても新しい概念に基づいたすごい技
術がつくられつつある，という雰囲気
は理解していただけるのではないかと
思います．本稿では，どのような新し
い考え方が導入されつつあるかという
点について，その概要を紹介します．

イジング型量子計算

もともと量子計算というと「因数分
解が高速にできて現在のRSA暗号技
術が破綻するのでは？」というのが大
きなモチベーションでした．この主張
は，裏を返すと実は量子計算の弱点を
表現しています．つまり，なぜわざわ
ざ因数分解のことについて言及する必
要があるかというと，量子計算で高速
に解ける問題というのは非常に限定さ
れているためです．高速性が証明され
ているアルゴリズムは，非常に自明な

ものを含めても数種類しか存在しませ
ん．したがって，たとえ量子計算のハー
ドウェア技術が大きく発展したとして
も，汎用性を誇る現在のPCがすべて
量子コンピュータに置き換わることは
あり得ないと考えられています．この
従来型の量子計算の手法は，ゲート型
量子計算と呼ばれています．ゲート型
計算においては，量子ビットにビット
情報を書き込み，これに対して順番に
ゲート操作（量子力学で呼ぶユニタ
リー変換）を行っていくことで解を得
るものです．この手法は現在のコン
ピュータが行っている演算の手順に類
似しており，理解しやすい概念である
一方，量子ビットに書き込まれたビッ
ト情報を最初から最後まで正確に保持
して操作する必要があり，現在のハー
ドウェアでは大規模化が簡単ではない
と考えられています．

これに対し，イジング型と呼ばれる
全く異なる概念に基づく計算手法が提
案されています．イジング型では，各
ビットにゲート操作を順番に行ってい
くのではなく，コンピュータを構成す
るビットの環境（ビット間をどのよう
につなげるかなど）を連続的に変えて
いくことにより，最終的に必要な答え
を得るというものです．この手法の大
きなメリットの １ つは，「エネルギー
が最低の状態を常に維持しながら計算
を行う」という点です．従来のゲート
型では高いエネルギーの状態を用いて
いたため，エネルギーが低い状態に遷
移することで計算にエラーが生じま
す．ちょうど，スプーンリレーでボー
ルを人から人に渡しながら計算するイ
メージでしょうか．ちょっとのミスで
ボールは床に落ち，計算できなくなり

ます．これに対し，イジング型ではちょ
うど地面の上のサッカーボールを蹴る
ように，下には落ちない状況を継続し
ながら計算を進めます．ですので，エ
ネルギーを失う（エネルギー緩和）心
配をせずに計算できるということにな
ります（図 １ ）．

イジング型のもう １ つの大きなメ
リットは，ゲート型に比べ，より多く
の問題に適用できるということです．
高速性に関する厳密証明はこれからの
研究課題であるものの，巡回セールス
マン問題やナップザック問題など，従
来型の計算機では指数関数的な時間が
必要となる多くの「組合せ最適化問題」
に対する計算手法が提案されていま
す．このように最低エネルギーを維持
しながら系を変化して解を得る方法
は，実は「焼きなまし法」と呼ばれる
計算手法として存在していましたが，
量子力学的な状態の活用が「量子ア
ニーリング」というかたちで提案さ
れ（3），カナダのD-Wave Systems 社に
よって量子コンピュータが製品化され
たことで大きな話題となりました．
NTT研究所を含む共同研究チームで
は最近，レーザと光ファイバを用いて
イジング型計算を実現する「量子
ニューラルネットワーク」を実現し，
実際に２000ノードの計算を実証しま
した．量子アニーリングとは少し異な
るアプローチですが，従来計算に比較
した高速性が実験的に確認され，今後
の発展が期待されます．

量子センシング技術と量子力学の
原理実証実験

量子コンピュータの実現に向けてさ
まざまな量子ビットの開発がこれまで
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行われてきましたが，これらの量子
ビットは多重化，集積化を念頭におい
て研究されたもので，将来的には数千，
数万ビット，あるいはそれ以上といっ
た多くの量子ビットを連携して動作す
る必要がありました．量子コンピュー
タの開発が困難だといわれていた理由
には，このように多数の集積化が簡単
ではないという事情があります．しか
し，最近では多数の量子ビットを用い
ずに少数の量子ビットで応用技術を開
拓する試みが行われています．これま
では量子情報処理技術というと，まず
は量子鍵配送，それができたら量子計
算と，直線的な研究開発の進展が考え
られていました．この直線的な開発
ロードマップにおいては数多くの量子
ビットの集積化が不可欠です．しかし
現在では，より少ない数の量子ビット
で実現できるさまざまな目的にも，量

子技術は使えるのではないかという認
識が進んでいます（図 ２ ）．例えば量
子センシング技術はその典型例です．
量子力学的な重ね合せ原理を用いる
と，これまでとは桁違いに高い感度の
センシング技術が実現できると考えら
れています．これは量子ビットどうし
が持つある種の強い相互作用（いわゆ
る量子相関）を用いることにより，外
部環境の変化に対してとても敏感な状
態をつくり出すことができる点を活用
した技術です．

一方，量子コンピュータの技術が進
展することにより，量子状態を操作し
たり正確に読み出したりする技術も大
きく進展していますが，これを用いた
物理学の原理実証実験についても新し
い展開がみられています．その一例が
冒頭で紹介した，非実在性を確認する
実験です．従来は量子状態の操作 ・ 検

出技術が不十分だったため，とても実
験的検証は不可能でした．しかし最近
では実験的検証が可能となるまで技術
が進展してきています．本特集では，
これらの量子センシングや原理実証実
験に関連した超伝導量子回路の研究に
ついても紹介します．

量子暗号と単一光子操作技術

量子計算とともに常に話題となる
量子情報処理技術として，量子暗号技
術があります．この技術は，正しくは
量子鍵配送技術と呼ぶものであり，暗
号化自体を行う技術というよりは，通
常の暗号化技術における秘密鍵をど
のように安全にユーザに配送するか，
という課題に対する答えを与えるも
のです．純粋な量子状態は観測行為に
よる状態への擾乱が本質的に避けら
れないため，鍵の配送段階において盗
聴を行うことの影響を本質的に消す
ことができないという特殊性を用い，
安全に秘密鍵の配送を実現するとい
うものです．

量子計算に比較して，量子暗号は実
用技術としての見通しがずっと進んで
おり，実際に光ファイバによるネット
ワークを活用した実証実験が世界各国
で行われています．しかし，それでは
もうすぐに実用化されるのかという
と，安全性保証や量子中継技術の開発
など，まだまだ解決しなければいけな
い課題も多く存在します．本特集では，
実用化に向けた量子暗号技術の現状と
今後の課題について，その概要を紹介
します．

また，量子暗号だけでなく量子計測，
量子計算などにおいても重要な役割を
果たす技術の １ つとして，単一光子生

図 1 　従来のゲート型計算とイジング型計算のイメージ

ゲート型はスプーンリレーに似ており，量子ビットにおける重ね合わせ状態（図中|ψ>）
を順に操作していく．高いエネルギー状態を用いるため，ボールをうっかり下に落とす
エラー（エネルギー緩和）が起きると計算ができない．イジング型は起伏のあるグラン
ドの谷間をぬって行うドリブルに相当し，常にエネルギー分布の底を通りながら計算が
行われる．

（a） ゲート型計算

（b） イジング型計算
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成技術があります．量子コンピュータ
では「多重化が必要」といっておきな
がら，ここでは １ 個の量子（光子）を
操作するというと，何か矛盾のように
思われるかもしれません．しかし １ 個
１ 個の量子をどれだけ制御性良く操作
できるか，という点は，当然将来多重
化を行ううえでも重要になる点である
だけでなく，量子鍵配送や量子中継技
術においては，少数の量子系が重要な
役割を果たすため，単一の量子（光子）
の状態を高度に制御する技術は極めて
重要です．本特集では，光通信の分野
で広く行われている「相互位相変調」
という技術を単一光子に対して初めて
適用し，量子情報処理技術で必要な役
割を果たす単一光子の波長を高度に制
御することに成功した結果について紹
介します．

量子情報処理に向けたトポロジカ
ル材料技術の発展

最後にトポロジカル量子計算に向け
た材料研究について触れることにしま
す．２0１6年のノーベル物理学賞は「物
質のトポロジカル相とトポロジカル相
転移の理論的発見」というもので，米
国の大学に所属する 3 名の理論研究者
に与えられました．トポロジーとは日
本語で位相幾何学と呼ばれるもので，
物体の状態を「もののつながり」から
理解する学問です．例えばボールと
コーヒーカップ，ドーナツとワイング
ラス，といった ４ つの形状を考えます．
トポロジーにおいては，形状の大小や
曲がり方は重要ではありません．重要
なのはそのつながり方です．コーヒー
カップとドーナツ，ワイングラスと
ボールは，それぞれ連続的な変形によ

り変換することができますが，ドーナ
ツ（あるいはコーヒーカップ）からワ
イングラス（あるいはボール）に変形
するためには，必ず「穴を埋める」と
いう変形をどこかで行わねばならず，
その段階でもののつながり方が変わる
ことになります（図 ３ ）．このように，
つながり方，すなわちトポロジーが異
なる状態は，物体だけではなくさまざ
まな物理系において現れることが知ら
れています．その代表例が電子であり，
上記のノーベル賞はそのようなトポロ
ジーの異なる電子の状態が，固体物性
において極めて重要な役割を持つこと
を示したものでした．もしそのような
状態を用いて量子計算を行うことがで
きれば，トポロジーの異なる状態間の
変化は簡単には起きないため，安定で
精度の高い演算を行うことができるの
ではないかと考えられています．

最近，このような視点からトポロジ
カル絶縁体の研究がさかんに行われて

います．トポロジカル絶縁体とは材料
が持つ特殊な性質により，自然にトポ
ロジーの異なる電子状態が出現する材
料です．このような材料の一例として，
インジウムヒ素（InAs）とガリウム
アンチモン（GaSb）という ２ つの材
料の接合構造が注目されていますが，
NTT研究所では最近この材料の特性
を格段に向上する結晶成長の手法を開
拓しました．本特集では，その詳細に
ついて紹介し，今後の展望について解
説します．

今後の展開

以上，駆け足でしたが，最近の量子
情報処理技術の進展について，NTT
研究所で行われている研究成果を例と
し概説しました．前述のとおり，この
数年間における量子情報処理研究の進
展には目を見張るものがあります．イ
ジング型計算や量子計測，トポロジカ
ル状態など，これまでとは異なる概念

図 2 　量子情報技術の新しい広がりを示す概念図

従来は量子コンピュータの実現を最終目標とする直線的なロードマップであったが，現
在は量子センシングや検査機器への応用など，さまざまな異なる技術への展開が期待さ
れている．

（a） 従来のロードマップ （b） 現在のロードマップ
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が導入され，従来のゲート型量子計算
とは違った視点による応用可能性が広
がっています．特にイジング型の計算
手法は，量子性が実際のハードウェア
においてどの程度活用できるかという
点についてさまざまな議論があるもの
の，これまでのゲート型とは異なる
アーキテクチャで問題を解くもので，
今後の発展が大いに注目されます．

従来のデジタルコンピュータのもっ
とも重要な特長は符号化による「正確
性」と，ソフトウェアによる「汎用性」
でした．もともと連続的なアナログ量
をデジタル情報として符号化し，その
際に生じる「不正確さ」には目をつぶ
るものの，符号化後の演算は一切間違
いなしに実行する．また，演算の仕様
もハードウェア固定ではなくソフト
ウェアにより自在に変えることができ
る．現在の情報処理技術は，このよう
な計算の完璧さと汎用性をベースに大
きく発展したわけです．しかし，今，
インターネットが普及し，ビッグデー

タ時代の到来とともに，その状況が少
しずつ変わっているように思われま
す．例えば検索技術において，唯一無
二の厳密な答えを得ることが果たして
どれだけ重要なのでしょうか．また，
そこで用いるコンピュータに高い汎用
性が本当に必要なのでしょうか．むし
ろ重要なのは，そこそこの確からしさ
で良い代わりに，極めて多くの選択肢
の中から，できるだけ早く答えを得る
ことではないかと思われます．このよ
うに，ある種のファジーで特定の命題
に対し，組合せ最適化問題を解くイジ
ング型計算はまさに最強の計算ツール
になる可能性を秘めているように思い
ます．そういった意味において，ここ
で紹介した新しい技術は単に量子性の
活用による高速性という側面だけでは
なく，情報処理技術の基本的な使い方
自体をも変える可能性を含んでいるの
かもしれません．

最後に，ここでは紹介しませんでし
たが，従来型のゲート型量子計算のハー

ドウェア研究も，実は大きく進んでい
ることにも言及しておきたいと思いま
す．どのような方式の量子情報処理技
術が将来世の中を変えているか，私た
ちのような非才な研究者には全く予言
できませんが，ぜひそのような「想定外」
の世界を経験してみたいものです．
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量子力学に基づいた知見は，レーザや半
導体デバイスの実現にこれまで大きく貢献
してきています．ただし，非常に難解な学
問領域ですから，誰でも簡単に使いこなせ
るわけではないですし，何に応用するのが
良いのかもすぐには思いつきません．我々
の組織はさまざまなバックグラウンドを持
つ優秀な研究者が集まって「量子」を何か
に役立てようと知恵を絞っていますので，
期待してじっくり見守っていただきたいと
思います．
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図 3 　トポロジーの考え方を示す概念図

ボールとワイングラスは全く異なる形状をしているが，連続的な変形でつながっている
ため，同じトポロジーを持つ．カップとドーナツの関係も同じだが，例えばドーナツか
らボールに変形するためには貫通した穴を埋めて「つながり方」を変えなければいけな
いので，異なるトポロジーを持つ．
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