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自己紹介

• 今井良輔 (いまいりょうすけ）

• 2020年2月QunaSys入社 量子情報エンジニア

• 博士（理学）学生時代の専門は物性物理（理論）

• プログラミング・Linux 好き

初めてインストールに成功した Linux は Ubuntu 8.04 （大学受験浪人時）

• @yoma_k 

• http://imaimaimai.net/
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http://imaimaimai.net/


会社紹介
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概要

会社名

設立

メンバー

事業

株式会社QunaSys
（キュナシス）

2018年

量子コンピュータ向け
アルゴリズム・
ソフトウェア開発

10名（内Ph.D. 7名）
他 インターン〜10名

パートナー

共同研究

Quantum Startup

Program
IBM Q Network 

Startups

Amazon Quantum 

Solutions Lab



QunaSysの事業
QunaSysは量子コンピュータ向けアルゴリズム及びソフト
ウェアの開発で、世界に先駆けた取り組みを行っています
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Expand the potential of QC

化学業界の先端プレイヤーとの共同研究を通じ
て、量子コンピュータ上で重要物性値を計算す
るための革新的なアルゴリズムを開発

Joint research Software tool: Qamuy

Expand the potential users

多くの化学メーカーが、量子コンピュータ上で
手軽に既存手法との比較ができる、（将来的に
は）欲しい物性値を計算するためのソフトウェ
アツール（Qamuy）を開発



アウトライン

5

• 量子計算とは何か？

• 量子計算シミュレーター Qulacs の紹介

• 弊社での活用例

• 1) 量子アルゴリズム開発

• 2) 量子化学計算クラウドサービス Qamuy



量子計算とは何か？
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量子計算とは何か？

の前に

古典計算とは何か？
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古典コンピューターの上での計算

データを保持するレジスタを持ち、そこから読みだした値を

演算してレジスタに戻す装置
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0 0 1 0

0 1 1 1

ADD 1 0 0 1

XOR

CMP
...

あらかじめ定められた一連の処理（＝プログラム）を実行する



Q: レジスタの状態はどうやって保持されている？

A: 論理回路で保持される電圧の高低 (高:1, 低:0)
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0 0 1 0

wikipediaより



量子計算とは何か？
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量子コンピューター上での計算

量子的なレジスタを持ち、その状態をその場で書き換えていく装置

量子的 = 量子力学（ミクロ世界の物理法則）に基づく振る舞いをする

状態の重ね合わせ・もつれ等、非日常的な性質

非日常的な性質で計算をする装置
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0 0 1 0

操作
操作

操作



Q: 量子的なレジスタの状態はどうやって保持されている？

A: いろいろな方法が提案・実現されている

超伝導量子ビット・イオントラップ・光 など
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0 0 1 0



量子計算を使うと…

非日常な量子の性質を使って古典計算を超える計算ができる！

• 探索問題 (Groverのアルゴリズム)

未整列の 𝑁 個のデータから 𝑂 𝑁 で指定したデータを見つける

• 素因数分解 (Shorのアルゴリズム)

多項式オーダーで素因数分解できる

（多項式オーダーの古典計算アルゴリズムは知られていない）
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量子計算をもっと知りたい方へ：
Quantum Native Dojo

量子計算を基礎から学べる教材を公開してます

量子情報の基礎・量子アルゴリズム入門等…
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https://dojo.qulacs.org/ja/latest/

https://dojo.qulacs.org/ja/latest/


量子計算、やってみたい！

だけど量子コンピューターって

お高いんでしょう…？
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是非お試しください（OSSで）
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量子計算シミュレーター：Qulacs

• 量子計算のシミュレーションを行う Python/C++ ライブラリ

• 藤井啓祐研究室（阪大）で開発・QunaSysが保守/継続開発

• 97k downloads

• GPU (CUDA) をサポート

• 詳細は https://arxiv.org/abs/2011.13524
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https://github.com/qulacs/qulacs

https://arxiv.org/abs/2011.13524
https://github.com/qulacs/qulacs


量子計算シミュレーションはとても大変！

量子レジスタの振る舞いを古典コンピューターで模倣する必要がある

𝑛 量子ビットレジスタの状態の保持には、 8 × 2𝑛 bytes のメモリが必要

保持するだけでなく全体的な（メモリ局所的ではない）更新が必要
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0 0 1 0

量子ビット数 必要な容量

2 32 B

8 2 KB

16 512 KB

24 128 MB

30 8 GB



Qulacs による最速シミュレーション

Qulacs は世界最速の量子計算シミュレーションが可能

機械語レベルでの最適化：

• ベクトル演算の利用

• メモリのアラインメント
の最適化

量子計算の性質を活用：

• 量子ゲート（操作の最小単位）
が疎な操作であることを
可能な限り活かす

• 量子回路の最適化
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計
算
時
間

量子ビット数

1 秒

10 秒



QunaSysではどのように

Qulacsを活用しているか？
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1) 量子アルゴリズム開発
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QC は化学計算が最も有望な実用先
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QCは現状qubit数がネックだが
小さくても複雑な問題はある。
→量子化学が最初の市場

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2018/next-decade-quantum-computing-how-play.aspx



化学シミュレーションの重要性

スーパーコンピュータの計算の40%は化学シミュレーション

• 古典コンピューターにとって
量子化学（化学シミュレーションの最も厳密な手法）は難しい問題

問題の大きさが N のとき、要求される空間計算量は指数的 O(e^N)

スパコンの性能が上昇してもまだまだ解けない問題が多い
京 （11PFLOPS, 2012年）→ 富岳（415PFLOPS, 2020年）

• 量子コンピュータにとって量子化学は扱いやすい問題

問題の大きさが N のとき、要求される空間計算量は O(N) 

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0023185
https://arxiv.org/abs/2009.12472
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（注）時間計算量はアルゴリズム選択に依る
ヒューリスティックな場合もある

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0023185
https://arxiv.org/abs/2009.12472


出典:Googlequbit数

NISQ 量子コンピュータ

数年以内の実用が期待されている量子コンピュータ

✓ 誤り訂正機能がない

✓ 数百qubit程度

古典コンピュータへの優位性は理論的に示されていないものの、
量子化学計算などいくつかの分野での応用が期待されている
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Noisy Intermidiate-Scale Quantum

NISQデバイス
(〜アナログ）

誤り訂正有デバイス
（〜デジタル）

エラー率



量子-古典ハイブリッドアルゴリズム
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古典コンピュータ量子コンピュータ

期待値

パラメータの更新

量子にしかできないタスク 古典でもできるタスク

✓ エネルギー固有状態探索：VQE (variational quantum eigensolver)

✓ 量子機械学習：QCL (quantum circuit learning)
A. Peruzzo et al., Nat. Comm. 5, 4213 (2014)

K. Mitarai et al., PRA 98, 032309 (2018) 

⟨𝜓(𝜃)|𝐻|𝜓(𝜃)⟩

𝜃
𝑈(𝜃)



量子化学アルゴリズム開発

Reaction Path Search

Exploration of chemical reactions

Vibrational Frequency Analysis

Identify molecule using 
IR, Raman spectroscopy

Molecular Dynamics

Prediction of dynamical 
information of molecules

Condensed Matter

Design of electrical 
conducting material

Photochemical Spectrum

Design of optical function device

Non-adiabatic Dynamics

Prediction of 
light-induced dynamics 

材料開発の現場で行われる様々な計算が、量子コンピュータ上で動くようになってきている
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アルゴリズム開発にシミュレータ？

アルゴリズム開発にシミュレータを使う理由：

• 量子コンピューター実機にアクセスするコストがかかる
（お金・時間）

• 量子コンピューター実機の量子ビット数が今は少ない

• 量子コンピューター実機はエラーが多く理想的なテスト環境ではな
い場合もある

将来の規模・性能を見据えたアルゴリズム開発には
シミュレーターの活用が不可欠
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2) クラウド計算サービス
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QunaSysで提供しているクラウド上で量子計算による量子化学計算を行うサービス

• 同一入力ファイルでシミュレータと量子コンピュータ（実機）の両方で計算を
実行可能

• シミュレータのバックエンドとして Qulacsを使用

クラウド量子化学計算 Qamuy

Quantum
Device

Simulator

Qamuy

Input data

Calculation results
Quantum circuit 

Measurement
results
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[宣伝] エコシステム形成に向けた取り組み

量子技術を学んでいただくための勉強教材等を提供
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Qmedia Quantum Native Dojo

プログラミングしながら
量子計算を学べる
量子コンピュータ勉強教材

http://dojo.qulacs.org/

イベントの実施・資料公開 Quantaggle

一般向け量子コンピュータ
イベントQuantum Summitの
講演資料を公開

https://speakerdeck.com/qunas
ys/quantum-summit-2019

多くあるNeartermアルゴリ
ズムの性能の
ベンチマークサイト

https://quantaggle.com/

量子技術に関するメディア
専門家による正確な解説

量子超越・ハードウェアなどに
関する解説多数
https://www.qmedia.jp/

http://dojo.qulacs.org/ja/latest/
https://speakerdeck.com/qunasys/quantum-summit-2019
https://quantaggle.com/
https://www.qmedia.jp/


まとめ
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• 量子計算シミュレータ Qulacs の紹介

• ヘビーな量子計算シミュレーションを可能な限り高速に

• アルゴリズム開発での活用

• 重要性：シミュレータによりアルゴリズム開発の効率化

• クラウド計算サービスとして提供

ありがとうございました！



We are Quantum Native.
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補助資料
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Googleのロードマップ（参考）

https://www.cnet.com/news/quantum-computer-makers-like-their-odds-
for-big-progress-soon/
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https://www.cnet.com/news/quantum-computer-makers-like-their-odds-for-big-progress-soon/


IBMのロードマップ（参考）
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引用：IBMブログ
https://www.ibm.com/blogs/research/2020/09/ibm-quantum-roadmap/

https://www.ibm.com/blogs/research/2020/09/ibm-quantum-roadmap/

