量子コンピューターが来た！
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れる。古典コンピューターは、情報
の基本単位に「ビット」を用いる。
ッ
１ トビは
常に「０」か「１」のどちらか
ッ
を表す。例えば、２ トビは
「００」
「０
ッ
１」
「１０」
「１１」の４通り、３ トビな

ューター」だ。現在のコンピュータ

して計算を行う装置が「量子コンピ

して、量子力学の原理を利用

量子を情報の基本単位と

を操作し、あらゆる情報を 進法に

号のオン・オフを切り替えてビット

する。古典コンピューターは電気信

１１」の８通りのどれか一つを表現

１」
「１００」
「１０１」
「１１０」
「１

ら「０００」
「００１」
「０１０」「０１

ーの計算能力をはるかにしのぐ次世

落とし込んで処理、計算する。ただ

ンでも計算を終えるまでに天文学的

る素数が増えると、最新鋭のスパコ

ーが苦手とする分野で、掛け合わせ

る。素因数分解は古典コンピュータ

度が飛躍的に向上すると見られてい

数を求める「素因数分解」の計算速

現すると、整数を構成する素

量子コンピューターが実

理論的な原型は１９８０年代に提

ップ方式」を採用している。

を量子ビットに用いる「イオントラ

は電気を帯びたイッテルビウム原子

ー企業のＩｏｎＱ（イオンキュー）

ビットにしている。米国のベンチャ

マイクロ波パルスを発生させて量子

近くまで冷やして超伝導状態にし、

ップを絶対零度（氷点下２７３度）

のは「超伝導方式」で、シリコンチ

ッ
ッ
２ トビな
ら総当たりで４回、３ トビな
ら

し、
その中から正解を取り出す場合、

な時間が必要になる。そのため、イ

いる。

代コンピューターとして期待されて

量子コンピューター
とは？

Q3

ビット 3 4 10 40 …
数

1
0

量子コンピューター
0 0 0 一度に処理
1 1 1 できる
量子

無力化してしまうと考えられ、新た
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ト型」と「アニーリング型」

しあう複数の量子ビットのエネルギ
ーが最も安定する状態を探し当てる
手法で、組み合わせ最適化問題に特
化したコンピューターだ。常温で稼
働できるのも利点に挙げられる。
汎用性の高い量子ゲート型が既存

ビットを操作する方式だ。プログラ
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とができ、汎用性がある。また、ゲ

の集積が関の山で、「実現には少なく

はんよう

ート型の中でも量子ビットに何を使
うかで複数のアプローチがある。
グーグルやＩＢＭが採用している

とも 年はかかる」というのが大方
の専門家の見方だ。
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阿部 周一（毎日新聞科学環境部編集委員）
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