
測定型量子計算の基礎

1 従来の量子計算モデル：回路モデル

量子計算機というのは結局、

1. あるN キュービットの量子状態を用意する。例えば |0⟩⊗N など。

2. あるN キュービットユニタリを作用させ、U |0⟩⊗N を作る。

3. その状態を測定し、その測定結果を得る。

という動作を行うマシンのことです。最後に行う測定の結果が、有益な情報（例
えば、素因数分解の素数等）を含んでいます。ですから、実験室で量子計算機を
実現する、というのは上記の１－３を全て実現する。ということになります。
１と３は比較的簡単な場合が多いですから、通常問題となるのは２です。こ

の U というのはものすごく複雑な 2N × 2N ユニタリ行列ですから、それを一回
の動作で作用させることは不可能です。そこで、通常は

U = UrUr−1...U2U1

と、小さくて簡単なユニタリの積に分けて、Uiをひとつづつ順番にかけていくと
いう方法をとります。各 Uiは通常、たかだか２キュービットにしか作用しないよ
うなユニタリです。例えば、１キュービット回転 eiZθ/2や２キュービット相互作
用 eiZ⊗Zϕ/2 等です。実験的には一度に多くのキュービットにアクセスするのは
難しいので、通常は高々２個のキュービットにしか一度にアクセスできない、と
考えるからです。Uiのような小さな簡単なユニタリを、古典計算回路とのアナロ
ジーで「ゲート」とよんだりします。上記の３つのステップを行い、2.のユニタ
リ U をゲートの組み合わせで記述するような量子計算の方法を、回路モデル、と
呼んでいます。
つまり、古典計算回路のように、キュービットが、回路にそって流れていき、

途中でゲート演算を何度も行われて、最終的に測定される、というものです。下
の図に例を示します。
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まず、実現したい大きなユニタリ U を、こまかいユニタリに分けます：

U = U6U5U4U3U2U1

そして、一番左に５個のキュービットが |0⟩の状態で用意されて、それぞれ右にど
んどん流れていきます。例えば、一番上のキュービットは U1をまず作用されて、
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次に U6を作用されます。一番下の二つのキュービットは、まず、２キュービット
ユニタリー演算 U4 を作用されます。そのあと、上のキュービットは、下から３
番目のキュービットとともに U5 が作用されます。このようにしていって、最後
に、全部のキュービットに全てのゲートが作用が作用され、全てのキュービット
が右はじにいったら、それらを測定（黄色い箱）して、所望の結果を得ます。
この回路モデルを用いて量子計算機の研究が長いこと行われてきました。たと

えば、Fault-tolerant量子計算が重要な結果です。回路モデルを考えて、各キュー
ビットを量子エラーコレクションコードでエンコードして量子計算した場合、各
ゲートにおこるエラーの大きさが、ある閾値（Threshold）よりも小さければ、量
子計算が可能である、というものです。
この回路モデルについては、有名なNielsen-Chuangの教科書に詳しく書いて

あります。
このように、小さくて簡単なユニタリに分ける方法はいろいろありますが、ス

タンダードなものとして、１個のキュービットを x軸の周りにまわすもの、z軸
の周りにまわすもの、そして CZ ゲートと呼ばれる、２つのキュービットに同時
に作用するゲートの組

{e−iXθ/2, e−iZθ/2, CZ = |0⟩⟨0| ⊗ I + |1⟩⟨1| ⊗ Z}

を考えることが良くあります。これらを組み合わせれば任意のN キュービットユ
ニタリを作ることができます。(より正確にいうと、良く近似できる、という意味
です。Solovay-Kitaev 定理というものがあり、それにより、もしあるゲートの組
が SU(2N )を張るならば、その張り方は “速い”ということが保障されています。
また、与えられたユニタリを細かいユニタリに分解することは古典計算機で効率
的にできるようです [C. M. Dawson and M. A. Nielsen, arXiv:0505030]。) 任意
の１キュービットーゲートと CZ があれば、任意の N キュービットゲートが作
れることが知られています。そして、任意の１キュービットゲートは、オイラー
の回転角の法則より、x軸回転と z軸回転だけあれば作れるのです。
任意の１キュービットユニタリーゲートは、他にも、下の演算子たち

S = |0⟩⟨0|+ i|1⟩⟨1|
H = |+⟩⟨0|+ |−⟩⟨1|
T = |0⟩⟨0|+ e−iπ/4|1⟩⟨1|

を組み合わせて実現することができます。SとH とCZから生成される群をクリ
フォード群と呼びます。クリフォード群は量子情報の様々な場面において重要な
働きをします。クリフォード群だけでは任意の１キュービットユニタリーゲート
が実現できないことが分かっています。任意の１キュービットゲートをつくるた
めには、クリフォード群に、クリフォード群でない演算子を一つ付け加えるだけ
で OKだということも知られています。
クリフォード演算子のみでは、ユニバーサル量子計算は実現できませんが、量

子誤り訂正符号を作ることができたり、エンタングルメントの大きな有用な状態
をつくることができます。特に、後で述べる、測定型量子計算のリソース状態で
あるグラフ状態もクリフォード演算のみで作ることができます。また、クリフォー
ド演算はエラーが伝播しないような誤り訂正ができることが知られています。さ
らに、イジングアニオンと呼ばれる素励起を交換することによりトポロジカルに
安定な量子計算を実現する方法がありますが、この場合、イジングアニオンの交
換で実現できるのはクリフォードゲートです。
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2 新たなモデル：測定型量子計算モデルの登場

2001年にドイツでRaussendorfとBriegelにより、まったく新しい量子計算機のモ
デルが提唱されました [R. Raussendorf and H. J. Briegel, PRL86, 5188 (2001)、
プレプリに最初に出たのは arXiv:0010033]。これは、Measurement-based model、
あるいは cluster model、あるいは one-way model と呼ばれるものであり、日本
語では測定型量子計算モデルと訳すことにします。次のような方法で量子計算を
行います。

1. N 個のキュービットからなる、ある状態を用意する。この状態をリソース
状態と呼びます。

2. 1番目の粒子をある角度で測定し、測定結果を得る。

3. その測定結果をもとに、２番目の粒子をどういう角度で測定すべきか古典
計算機で計算する。

4. ２番目の粒子をその角度で測定し、計算結果を得る。

5. その測定結果をもとに、３番目の粒子をどういう角度で測定すべきか古典
計算機で計算する。

6. ３番目の粒子をその角度で測定し、測定結果を得る。

7. 以下繰り返し。。。

8. 最後に、決められた個数の粒子を全て測定し終わったら、測定されずに残っ
た粒子たちの状態が U |0⟩⊗N になっている。ここで、U は実現したいユニ
タリ。

このようにして任意の量子計算ができるのです。（下の図でいうと、青い粒子たち
が量子多体系。赤の矢印が測定を表す。）

非常に重要な点は、最初に用意するリソース状態は、アルゴリズム（つまり
U）によらない固定された状態であり、アルゴリズムは測定角度を変えることに
より指定されます。つまり、いったんN キュービットからなる、ある固定された
状態を用意すれば、あとは測定と古典計算だけで、任意の量子計算ができてしま
います。このように、ある一つの状態で、測定角度を変えるだけで、任意の量子
計算ができてしまう場合、そのようなリソース状態を、ユニバーサルである、と
いいます。
なぜ測定だけで量子計算ができてしまうのでしょうか？測定は射影演算なの

に、それでユニタリ演算が実現できてしまうのはとても不思議です。直感的な理
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解としては次のようです：不確定性関係により、量子系は測定されると乱される
ので、測定するたびに、系がどんどん動いていきます。しかし、うまいこと測定
すると、その乱されかたが、U1, U2, ...というユニタリーになるので、実質的に量
子回路 U = U1U2U3...を走らせたのと同じ効果を得ることができるのです。（数
式を使った詳しい説明は２章で行います。）1

3 測定型量子計算のメリット

測定型量子計算の、もっとも大きな利点は、「量子計算に必要なリソースを生成す
るという量子的段階」と、「そのリソースを測定により消費して量子計算を実行す
るという古典的段階」が明確に分かれている点です。回路モデルだと、最初はエ
ンタングルメントのまったくない古典的な状態から出発し、どんどん量子ゲート
をかけていくことにより系を大きくエンタングルした状態にもっていきます。つ
まり、最初から最後までえんえんと量子的段階が続くのです。ところが、測定型
量子計算の場合、最初に量子的状態を作ったら、あとは測定と古典計算だけでい
いのです。この、測定型量子計算が持つ、「量子・古典分離」は、ここ 10年の間
さまざまな成功を可能にしてきました。以下では、それを簡単に紹介します。詳
しい内容は、各章で解説します。

3.1 物性物理への影響

リソース状態は多くの粒子が複雑に縺れ合った状態ですから、いわゆる量子多体
系です。そして、「量子多体系の物理的性質の研究」というのは、まさに物性物理
学がやっていることです。物性物理で研究されている物理的性質（相関、エネル
ギーギャップ、温度、相、トポロジカルオーダー等）が測定型量子計算にどうき
いてくるか、ということを考えはじめると、量子計算と物性物理をつなぐ橋が出
現するのです！つまり、測定型量子計算を介して、物性物理と量子情報がつなが
るのです。とりわけ、物性物理では通常、平均値しか考えず、「射影測定」は考え
ません。測定型量子計算は、そういう意味では、従来の物性物理に対し、「射影測
定」という新たな要素を提案している、とも考えることができます。

1測定の際は必ずしも望みの結果がでるわけではなくて、それと直行する結果になることもあるわけ
ですが、リソース状態がうまい構造をしていると、望まない結果が出たときも、次の測定角度を調節す
ることにより、その、望まない効果をキャンセルすることができるのです。例えば、G = eiXϕ/2eiZθ/2

というゲートをしたいと仮定します。まず、一つ目のキュービットを測定して、eiZθ/2 を実現しよう
としますが、望みの測定結果ではないほうの結果がでたときには、XeiZθ/2 になってしまうことが
あります。つまり、余計な X がついています。このような、望まない演算子を Byproductといいま
す。このときには、次のキュービットを測定するときに、測定角度を変えて、ϕ が −ϕ になるように
すれば、e−iϕX/2XeiθZ/2 = XeiϕX/2eiθZ/2 = XG となり、X を一番前に持ってくることができ、
望みの G ができます。こうやってやっていけば、X とか Z とかの Byproduct をすべて前にもって
くることができますから、量子計算の一番最後に古典結果を読み出すときに、得た情報を古典的に直
してやればよいだけになります。（例えば、X Byproductがいたら、測定結果のビットをフリップす
る、とか。）このように、Byproduct をキャンセルして正しい量子計算を行うためには、前の測定結
果を知っていなければなりません。その意味で、なんらかの Causalityがあるのではないか、と考え、
Measurement-based モデルを時空のトイモデルと考えたり [R. Raussendorf, P. Sarvepalli, T. C.
Wei, and P. Haghnegahdar, arXiv:1108.5774]、Closed-timelike-curve (CTC）との関連を指摘す
る研究もあります [Silva, Galvao, and Kashefi, PRA83, 012316(2011)]。また、最近、固定した時
空構造が無いような、量子論を一般化した理論においては、byproduct correctionをしなくとも測定
型量子計算が実現できることが示されました [T. Morimae, PRA90, 010101(R) (2014)]。また、ク
リフォードゲートは、以前の測定結果を知らなくてもできるので、いっぺんにかけることができます。
回路モデルだと、クリフォードは一度にかけれないので、回路モデルと、Measurement-basedモデル
で、”depth”が違う、という面白い話もあります [D. E. Browne and H. J. Briegel, arXiv:0603226]。
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例えば、エンタングルメントが、量子計算にとって重要なリソースである、と
いう考えがありますが、回路モデルだと、最初はエンタングルメントの無い状態
から出発し、ゲートをかけていくにしたがって、どんどんエンタングルメントが
増えていきます。そうすると、どの段階で生じたエンタングルメントが、量子計
算にとって重要なのか、ということがいまいち分かりにくいです。しかし、測定型
量子計算ですと、測定はエンタングルメントを壊すだけなので、最初に用意した
量子多体状態（リソース状態）のエンタングルメントのみが量子計算に使われる、
ということが明確です。このような利点を利用して、リソース状態のどのような
物理的性質が、量子計算にとって重要なのか、ということが研究されてきました。
例えば、[D. Gross, S. T. Flammia, and J. Eisert, PRL102, 190501 (2009); M. J.
Bremner, C. Mora, and A. Winter, PRL102, 190502 (2009); M. Van den Nest,
A. Miyake, W. Dur, and H. J. Briegel, PRL 97, 150504 (2006)] においては、エ
ンタングルメントが小さすぎたり大きすぎたりするリソース状態はユニバーサル
ではないということが示されました。また、[TM, PRA81, 060307(R) (2010)]に
おいては、リソース状態のエンタングルメントが大きすぎると量子計算の計算精度
がさがるということが示されました。そして、[K. Fujii and TM, PRA85, 032338
(2012)]においては、２地点相関が大きすぎるリソース状態はユニバーサルではな
い、ということが示されました。このように、リソース状態の物理的性質が、測
定型量子計算にどう影響するのか、ということがいろいろわかってきています。
ところで、エンタングルメントが小さいと量子計算できない、というのは直感的
に非常に自然ですが、エンタングルメントや二地点相関が大きすぎてもいけない、
というのは驚きです。どうやら、系がオーダーや相関を持ちすぎていると、一つ
のキュービットを測定したときの効果が系全体に一気に波及してしまい、計算が
うまくいかないようです。（適度に、周辺だけに波及するほうが都合が良いようで
す。）このあたりの話はまだこれからもどんどん研究が進んでいく、最先端の重要
なテーマであり、現在も次々に論文がでています。
また、測定型量子計算は、物性でよく使われるテンソルネットワーク表示とも

非常に相性がいいのです [D. Gross and J. Eisert, PRL 98, 220503(2007) ]。面白
いことに、測定型量子計算で最初に用意するリソース状態をテンソルネットワー
クで表すと、キュービットの情報が Edge状態（Haldane相にある整数スピン系
の端にあるスピン 1/2自由度）にエンコードされており、バルクを測定すると、
Edge状態のキュービットに量子ゲートをかけている、と解釈することができる
のです [A. Miyake, PRL105, 040501 (2010)]。下の絵を見てください。まず、２
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次元系があります (a)。端のところに Edge状態ができています。バルクの粒子た
ちを測定します (b)。すると、それにより、Edge状態の Spin-1/2を回転させる
ことができるのです (c)。この回転をうまく調節すれば、ユニバーサル量子計算
ができるのです。（くわしくは４章で説明します。）

2D system Measurement on the bulk

(a)

(b)

(c)

3.2 量子光学、光物質系への影響

また、測定型量子計算は実験で量子計算機をつくる上でも有望なモデルです。いっ
たん最初のリソース状態さえ用意できればあとは、１粒子測定だけで量子計算が
実現できますので、測定は比較的簡単にできるけど、２キュービットゲートをや
るのが難しいような実験系（例えば量子光学系とか、光物質系など。）の場合、測
定型量子計算が力を発揮します。例えば、量子光学系だと、２キュービットの間に
エンタングルメントをつくるのは難しく、確率的にしか成功しません。もし、回
路モデルで量子計算をやろうとすると、計算の途中で、２キュービットの間にエ
ンタングルメントをつくる操作が失敗してしまうと、量子計算全体が失敗してし
まい、また最初からやりなおしとなってしまいます。（後で述べるように、ゲート
をオフラインで準備して、テレポーテーションを使って回路に入れ込む、という
方法はあるのですが。[D. Gottesman and I. L. Chuang, Nature 402, 390 (1999);
E. Knill, R. La?amme and G. J. Milburn, Nature 409, 46 (2001)]）　
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2キュービットゲートの成功確率が 1/2だとすると、2キュービットゲートを
N 回かけるようなアルゴリズムなら、一回も失敗しない確率は 1/2N なので、こ
れは実質的に、量子計算機実現不可能ということを意味します。ところが、測定
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型量子計算ですと、リソース状態をつくるときはまだ量子計算がそもそも始まっ
ていないので、たとえ 2キュービットエンタングルメント操作に失敗しても、そ
の箇所だけもう一度やり直せばよく、何度も繰返して、できるまでやればいいの
です。（下の図のように、赤いところで、エンタングル操作をしたとして、成功し
たら大きなリソースができますし、失敗したら、そこだけ消えてしまいますが、
また再挑戦すればいいだけ。）で、望みの大きさのリソース状態ができたら、あ
とは測定だけしていけば、量子計算ができるのです。

success fail

このようにして確率的に大きなリソース状態を作る方法を Fusionとよんでい
ます。どういう作り方がベストなのか、（小さいのを何度も Fusionしたほうがい
いのか、まずはできるだけ大きいのをつくっておいてあとで Fusionしたほうが
いいのか、等）という問題は、量子論を離れて、純粋に数理的な問題としても面
白く（確率的にグラフをくっつけることができるときに、どうすれば大きなグラ
フがつくれるか、という数理的な問題なので）、多くの研究がなされてきていま
す。）Fusionゲートについては２章で詳しく説明します。
また、パーコレーションを使って大きなリソース状態をつくろう、という話も

あります [D. E. Browne, M. B. Elliott, S. T. Flammia, S. T. Merkel, A. Miyake,
and A. J. Short, NJP10,023010(2008)]。これは、例えば冷却原子格子などで、あ
るサイトには確率 pで欠損がありキュービットがロードされていないような場合
を考え、確率 pが閾値よりも高ければパーコレーションの議論により、十分につ
ながった sublatticeを考えることができ、そこから、望みの大きさのリソース状
態が抽出できる、という話です。

3.3 計算機科学への影響

測定型量子計算は回路モデルをシミレートできるし、その逆もしかりですから、
原理的には、測定型量子計算にしたからといって、計算パワーが向上するという
ことはありません。しかし、測定型量子計算を採用することにより、見通しが良
くなることが多く、実際、測定型量子計算を採用したために初めて可能になった
成功例というのがいくつかあります。一つ目は、トポロジカル量子計算です（７
章）。このトポロジカル量子計算は非常にエラーに強いことが分かっており、現
在、最もエラーに強い（専門用語で、Error thresholdが高い）ことが明確に計算
で示されたのは、回路モデルでもなく、断熱モデルでもなく、このトポロジカル
モデルなのです。
また、測定型量子計算は、セキュリティーの分野でも有用であることが分かり

ました。例えば、ブラインド量子計算（クラウド量子計算）というものがあります
（６章）。これは量子計算機を持たないアリスが、量子計算機を持つボブに、量子計
算を依頼するが、アリスの個人情報はボブに漏れないようにしたい、というもの
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です。古典計算機理論ではこれは非常に難しい問題でしたし、量子計算でも、回路
モデルを使う場合、満足のいく結果が得られませんでした。ところが、2009年に、
Measurement-basedモデルを使うことにより、このブラインド量子計算の理論が
初めて成功しました。（この理論は、2012年 1月に実験で確認され、BBCのニュー
スにもなりました：http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16636580
）このように、Measurement-basedモデルは、従来の回路モデルとは違った、し
かも見通しの良い視点を提供してくれるので、量子セキュリティーの問題にもこ
れからどんどん役に立っていくのではないかと期待できます。
また、測定型量子計算は計算量理論にも有用です。例えば、交換するゲート

のみからなる量子回路 (Instantaneous quantum polytime, IQP)は一見、古典計
算機で効率的にシミレートできそうに見えます。しかし、その出力確率分布をも
し古典計算機でサンプルできたら、多項式階層が第三レベルで崩壊する、という
結果が知られています [M. J. Bremner, R. Jozsa, and D. J. Shepherd, Proc. R.
Soc. A 467, 2126 (2011)]。多項式階層とは、P,NPを一般化したものであり、多
項式階層が崩壊することは無いだろうと強く信じられています。この IQP回路を
測定型量子計算で表してみると、あるイジングモデルの分配関数と一致します。そ
こで、可解イジングモデルの分配関数に対応する IQP回路は、古典で効率的にシ
ミレートできることが分かります。また逆に、難しい IQPに対応するイジング分
配関数は、古典計算が難しいということも分かります [K. Fujii and T. Morimae,
arXiv:1311.2128]。このようにして、測定型量子計算を使うことにより新たな視
点を得ることができ、そこから新しい結果を得ることができたのです。
計算量理論に関するもう一つの例としては、one-clean qubit model (DQC1)

[E. Knill and R. Laflamme, PRL81, 5672 (1998)]という量子計算モデルの計算複
雑性についてです。このモデルは、１キュービットのみ純粋状態で、あとは全て
完全混交状態、つまり |0⟩⟨0|⊗ I⊗n

2n 、を入力状態とし、任意の量子ゲートを作用さ
せ、最後に１キュービットのみ測定する、というものです。ほとんど全てのイン
プット状態が完全混合状態なので、このモデルも、一見すると古典計算機で効率
的にシミレートできそうに見えます。また、明らかにユニバーサル量子計算モデ
ルではなさそうです。しかし、このモデルは、古典計算機ではまだ効率的に解く
アルゴリズムが知られていない問題（たとえば結び目不変量である Jones多項式
の計算等 [P. W. Shor and S. P. Jordan, Quant. Inf. Comput. 8, 681 (2008)]）を
効率的に解くことができることが分かっています。つまり、DQC1は、ユニバー
サル量子計算と古典計算の間に位置すると予想されているのです。最近、DQC1
モデルの３つのアウトプットを測定するならば、それは古典ではシミレートでき
ないことが厳密に証明されました [T. Morimae, K. Fujii, and J. F. Fitzsimons,
PRL112,130502 (2014)]。もう少し正確に言うと、DQC1モデルの３つのアウト
プットの確率分布が古典で効率的にサンプルできるならば多項式階層が第三レベ
ルで崩壊することが示されました。この結果を導く際にも測定型量子計算のアイ
デアを用いています。

3.4 古典統計物理への影響

おもしろいことに、Measurement-based量子計算は、一見なんの関係もない、古典
統計物理学とも関係があるのです（９章）。格子上の古典スピンモデルの分配関数
が、その格子に対応する量子スピン系のリソース状態上でのMeasurement-based
量子計算の結果と一致するのです。したがって、その分配関数を、量子計算機で
計算することができたりします。また、もしその分配関数が、古典計算機で効率
的にシミレートできるということがすでに知られているなら、そのリソース状態
は量子計算に役立たないということが結論できます。さらに、もし、そのリソー
ス状態がユニバーサルであることが分かっているならば、それに対応する古典ス

8



ピンモデルは、古典計算機では効率的に解けないのだろうということが予想でき
たりするのです。
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