
1 ブラインド量子計算とは

1.1 イントロダクション

将来量子計算機ができたとしても、ものすごく大きくて、お金のかかるものにな
るでしょうから、大企業や国のような限られた組織しか持つことができないでしょ
う。そうすると、量子計算機を持っていないけれども、量子アルゴリズムを走ら
せたい一般の人は、彼らに依頼して、彼らの量子計算機を使わせてもらうような、
あるいみ「クラウド的」な方法で量子計算機を使うことになります。このときに
問題となるのが、利用者のプライバシーをどう守るか、ということです。
例えば、ある製薬会社、アスヒカリ製薬が、がんの特効薬を一瞬でみつけて

しまう量子分子動力学アルゴリズムを自社で開発したとしましょう。残念ながら、
その製薬会社は自前の量子計算機を持っていないので、量子計算機を持っている
電機メーカー、目立製作所、に依頼して、そこの量子計算機で分子動力学アルゴ
リズムを走らせてもらうことにします。しかし、計算のインプット値、アウトプッ
ト値、そしてアルゴリズムそのものは、大切な企業秘密ですから、電機メーカー
には秘密にしておきたいです。
また、Wikileaksのメンバーが、アフガン駐留中の米軍についてのある暗号を

解読するために、素因数分解アルゴリズムを、米国がロスアラモスに所有する量
子計算機で走らせたいと考えている場合、素因数分解アルゴリズムのインプット、
アウトプット、そして、素因数分解をしているという事実そのもの、を米国に秘
密にしておきたいです。（ロスアラモスの研究者は、量子進化論の研究もしたいの
で、お金を得るために量子計算機のレンタルサービスを始めたのです。）
ブラインド量子計算というのは、そのような、セキュアーな量子クラウドサー

ビスを可能にするプロトコルです。量子計算機は持っていないが、古典計算機と、
量子計算には不十分な小規模な量子デバイス（例えば偏光した光子を出すだけの
マシーン）だけを持つアリスが、完璧な量子計算機を持つボブに、量子計算を依
頼するが、アリスのインプット、アウトプット、アルゴリズムはボブに秘密にす
る、というものです。

1.2 古典計算機科学での結果

古典計算機科学の分野では、このような問題はRSA暗号の二人、RivestとAdle-
manが、RSA暗号提唱後すぐに考えていました [1]。したがって、ほぼ３５年前
から考えられていたということです。
古典の場合の有名な結果として、unconditional securityを要請したら、NP-

hard関数はブラインドに計算できない、というものがあります [2]。また、Com-
putationalな Securityに限定したとしても、暗号化したまま四則演算をする (fully
homomorphic encryption)というのは上記の Rivestと Adlemanの提唱後、長年
の問題であり、つい最近（2009年）IBMの研究者によりようやく解決されまし
たがその方法は非常に複雑であり、実用的ではありません [3]。
このように、古典の場合はブラインド計算というのはとても難しいものでし

た。ところが、以下でみるように、量子系では、Unconditionally secureなブライ
ンド計算が非常に簡単に行えてしまいます。量子鍵配送も、量子になってはじめ
て強力な安全性が得られました。また、素因数分解アルゴリズムも、量子になっ
てはじめて高速にできることが分かりました。ですから、多少大げさにいえば、
ブラインド量子計算というのは、量子鍵配送、量子計算に次ぐ、第三の、「量子が
役に立つ」プロトコルといえるでしょう。(ただ、厳密に言うと、古典の場合と量
子の場合ではブラインド計算の状況設定が多少異なるので、単純に比較すること
はできません。たとえば、古典の場合通常、アリスとボブで計算中に通信をする

1



ことを仮定していません。しかし、量子の場合は、計算中も古典通信等を許して
います。量子の場合は量子計算と古典計算、量子通信と古典通信の間に線引きが
でき、量子のほうが古典よりもはるかに難しい、という事実があるのでこのよう
な設定を考えても十分意味があるのです。) 古典ブラインド計算と、量子ブライ
ンド計算がどう関係するのか、というのは非常に重要な問題であり、現在世界中
の研究者がとりくんでいます。

1.3 最初のブラインド量子計算のアイデア

ブラインド量子計算をはじめて考えたのは Childsです [4]。彼は、回路モデルを
使いました。まず、アリスは自分のキュービット ρに対し、PauliのX, Z をラン
ダムにかけます。それをボブに送ります。ボブは、X,Z がどのようにかかってい
るのか分からないので、

1∑
p=0

1∑
q=0

XpZqρZqXp = I

という状態を受け取ったことになります。つまり、ボブは自分の持っている状態
が Completely-mixed stateであり、そこからはまったく何の情報も得ることがで
きません。（このようにして、パウリ演算子をランダムにかけることにより、量
子状態を暗号化することを、量子 One-time padといいます [5]。古典 One-time
padの話は、サイモンシンの暗号解読という本に分かりやすく書いてあります。）
ボブはアリスに指定された量子ゲート Gを、アリスから受け取った状態に作

用させます。そして、それをアリスに返します。ボブのかけた量子ゲート Gが、
クリフォードの場合、X,Z と交換するので、

GXpZqρZqXpG† = Xp′
Zq′GρG†Zq′Xp′

となります。アリスが、自分でXp′
,Zq′ をかければ、パウリをキャンセルするこ

とができますので、GρG† を得ることができます。このようにして、ボブに、状
態を知られることなく、量子計算をさせることができます。
残念ながら、クリフォード演算子だけでは任意の SU(2)がつくれないので、

クリフォードでないものも必要です。クリフォード演算子で無い場合は、パウリ
と交換しないので、少々めんどくさいですが、アリスとボブで何度かやりとりす
ればなんとか同じようにしてやることができることが示されました [4]。
しかし、この Childsの方法の大きな問題点は、アリスが、多キュービットの

量子状態を保持しておくための量子メモリーを持っていなければならず、しかも
パウリゲートをかけることのできる技術を持っていないといけないので、アリス
にとってあまり現実的ではない、ということです。

1.4 Measurement-based量子計算を用いたブラインド量子計算

2009年に、グラフ状態上でのMeasurement-based 量子計算をつかったブライン
ド量子計算が、Broadbent (カナダ、ウォータールー大), Fitzsimons（シンガポー
ル国立大）, Kashefi（エジンバラ大）によって提唱されました [6]。彼らのプロト
コルは BFKプロトコルとよばれます。まず下の図を見てください。
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Alice Bob
(b)

アリスとボブは、古典通信路（Classical channel, CC）と量子通信路（Quantum
channel, QC）を１つづつシェアーしています。そして、アリスは古典計算機（C
Comp）と、ランダムに回転したキュービット（例えば偏光した光子）を吐き出
すマシーン（Quantum instrument, QI）を持っているとします。アリスがランダ
ムに回転したキュービットをボブに送り（図 a）、ボブがそれらのキュービットで
グラフ状態をつくります（図 b）。アリスが測定角度をボブに古典通信路を通じて
教え、ボブが測定をして、測定結果を古典通信路を通じてアリスに返します。ア
リスは、ボブから得た測定結果を元に、次の測定角度を決定して、ボブに伝えま
す（図 c）。このように、アリスとボブの間で、古典通信を何度も繰返すことによ
り、所望の量子計算を行うことができます。
もし、ボブが正直者であり、アリスの指示に正しく従った場合、アリスの望む

正しい量子計算ができるということが示されました。これを、correctnessといい
ます。
また、邪悪なボブが、アリスの指示から外れたどんなことをしても、アリス

のインプット、アウトプット、アルゴリズムは、ボブに漏れないということも証
明されました。これを blindnessといいます。
このプロトコルが Childsのプロトコルより優れている点は、アリスは量子メ

モリーを持つ必要がなく、単にランダムに回転した１キュービットを吐き出すマ
シーンさえあればいい、という点です。
さらに、このプロトコルは、安全性が、Computationalではなくて、Uncon-

ditionalということです。つまり、RSA暗号のように、計算の大変さを仮定して
いるわけではなく、量子論が正しくさえあれば、安全である、というものです。
このプロトコルの直感的なアイデアとしては、以下のようです。アリスはラ

ンダムに回転したキュービットたち

{eiZθj/2|+⟩}Nj=1

をボブに送ります。ボブはこれらに CZ をかけます。CZ は Z 回転と交換するの
で、ボブが持っている状態は

N⊗
j=1

eiZjθj/2|G⟩

となります。ここで、|G⟩はグラフ状態です。アリスが、|G⟩のあるキュービット
を、基底

{eiϕZ/2|+⟩, eiϕZ/2|−⟩}

で測定したいとします。アリスはボブに

δ = ϕ+ θ
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を送ります。（正確には技術的な理由により δ = ϕ + θ + rπを送ります。ただし
rはランダムなバイナリ。ここでは詳細は述べません。）ボブは基底

{eiδZ/2|+⟩, eiδZ/2|−⟩}

で測定します。すると、θはキャンセルするので、実質的にはボブは基底

{eiϕZ/2|+⟩, eiϕZ/2|−⟩}

で測定したことになります。しかも、ボブは θを知らないので、δから ϕを知る
ことができないのです。

1.5 実験的実現

この、ブラインド量子計算プロトコルは、2011年 10月に、ウィーンの Zeilinger
のグループで、量子光学系で実験的に実現されました [7]。また、この実験結果
はBBCでも紹介されました。http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-
16636580

1.6 背後にあるアイデア

ブラインド量子計算は、Childs 等のように、当初は回路モデルで考えられてい
ました。しかし、上で説明したように、アリスの負担が大きいなど、いろいろ
問題点がありました。ところが、Measurement-basedモデルでやってみたら、す
んなりとうまくいき、アリスは１キュービットを吐き出すマシーンさえあれば
いい、という、ほとんど古典的なパワーのみで良い、ということがわかったので
す。なぜ、Measurement-basedモデルだとうまくいったのか、というのは、再び、
Measurement-basedモデルの持つ、「量子・古典分離」がきいています。つまり、
量子的段階であるリソースの準備と、古典的段階である測定が明確に分かれてい
るという点です。
例えば、次のようなストーリーを考えましょう [8]。アリスとボブが同じ実験

室にいて、Measurement-based量子計算をするとします。研究室のボスであるア
リスは学生であるボブの背後にたち、「このキュービットをこの角度で測定しろ。」
と指示します。ボブは、「分かりやした。」といって、リソース状態を測定します。
アリスは、ボブが測定したら、ボブをハンマーで殴り、ボブの記憶を飛ばします。
ボブが目を覚まして起き上がると、アリスは次の測定角度を指定し、ボブが測定
します。そしてまたアリスはボブを殴ります。これを繰返していくと、最後にアリ
スは望みの計算結果を得ますが、実際に測定したボブは、毎回記憶を飛ばされる
ので、何も情報を得ないまま終わります。このように、まず、Measurement-based
量子計算を一人でやっていると考えて、あとで、一人でやる作業を二人の人間に
分配して、片方には情報がいかないようにすれば、ブラインドプロトコルとなる
のです。

1.7 ブラインド量子計算の応用

この、ブラインド量子計算というのは、このようなクラウド量子計算でのセキュ
リティーという問題だけでなく、他にもいろいろ関連します。たとえば、ある会
社（仮に Q-waveとしましょう）が「量子計算機ができたぜ！」と宣伝したとし
ます。そのときに、それは本当に量子計算機なのでしょうか？ロッ○ード・マー
チ○からお金をもらうためのはったりではないでしょうか？（注：この話はフィク
ションです）量子計算機を持たない人々が、それが本当に量子計算機であることを
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チェックするにはどうすればいいのでしょうか？ブラインド量子計算のセットアッ
プはそのような問題にも関連します。
また、量子論が本当に正しいのか、という問題にも関連します [9]。少数粒子

系では量子論の正しさは実験的に検証されていますが、多粒子系では、実験の難
しさや、古典計算機によるシミレーションの難しさなどから、検証がなかなか難
しいです。なので、弱い量子パワーしか無い人（つまり人間）が、多粒子多自由
度の真に量子的な系を前にし、本当にその系が量子論にもとづいて動いているの
か、あるいは異なる物理理論に従っているのか、ということを検証するにはどう
したらいいのか、という問題が出てきます。(上の Vaziraniのトークにもあるように、
BECとか超伝導などのいわゆる「マクロ量子系」は、数学としては少数自由度の量子論で
記述できているため、こういう意味では、そのような例に該当しません。）ブラインド
量子計算はまさにこのようなセットアップになっています。つまり、実験家は弱
い量子パワーしかないアリスで、万能の量子計算機をもつボブは自然界を表して
います。実験家（アリス）が自然（ボブ）と相互作用することにより、自然が自
分のアルゴリズムに従って動いているかどうかを確認するのです。ブラインド量
子計算はこのような基礎的な問題にもかかわってくるのです。
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