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Abstract：A quantum internet, which is a quantum version of the current world-wide internet, is the Holy Grail of information 
processing allowed by laws of physics. In this article, we explain what is the quantum internet, why quantum repeaters are 
needed to realize it, and what kind of progress towards the quantum internet has been made recently.
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子インターネットは，（量子コンピューターや量子中
継などの）量子情報処理ノードと（光ファイバーや自
由空間などの）量子通信路から構成され，結果として
地球上の任意のクライアントの様々な量子情報処理タ
スクの実行を可能にするはずである．実際，このよう
な量子インターネットは，現在のインターネットの粋
を超えた様々な応用を持つ 3,4）．例えば，それはネッ
トワーク上の任意のユーザーに，ネットワーク上で生
じ得る任意の（万能量子コンピューターに基づくよ
うな）盗聴行為に対しても安全な「量子」暗号通信 5）

を提供する．この極めて高い安全性を持つ暗号通信は，
国民投票や首脳会談，金融取引，遺伝情報や生体情報
のやり取りを可能にする．また，量子インターネット
は，量子テレポーテーション 6）によって，未知の量
子系の情報を遠く離れた人に光速で，忠実に転送する
ことも可能にする．これは，分散型量子計算 7），クラ
ウド量子計算 8,9），あるいは量子コンピューターネッ
トワーク構築の基礎となる．また量子インターネット
は，現存する最も高い精度の時計である原子時計を正
確かつ秘密裏に同期することにも利用でき，安定で正
確で安全な 1 つの世界時計の世界規模での共有を可能
にし，高精度のナビゲーションシステムへの応用も期
待できる 10）．ほかにも，望遠鏡アレイの長基線化を
可能にするため，天文学の発展にも貢献する 11）．
　このような多岐にわたる応用を持つ量子インターネ
ットの構築は世界的競争化にある研究で，欧州ではこ
の研究に特化したプロジェクトに 50 億円規模の研究
費が充てられ，中国は量子通信専用の衛星 12）までを
も打ち上げ，米国は「アメリカファースト」を掲げ，
国家量子イニシアティブと題して，量子情報技術全般
に対し，2021 年度 740 億円規模の予算計上をしており，
その内の約 26 億円がエネルギー省主管の量子インタ
ーネット研究プロジェクトへの予算のようだ．日本で
も量子暗号ネットワークの大規模化を目指し，総務省

はじめに

　情報は物理系の状態によって表現され処理される．
一方，物理系は物理法則に従う．したがって，情報処
理の限界は物理法則によって決まるはずだ．これは，
IBM フェローだったロルフ・ランダウアー（1927-99）
が提唱した「Information is physical」に集約された
概念だ 1,2）．最も精巧な自然界の記述が量子力学とさ
れる現代物理学において，この概念を意訳するなら「情
報処理の究極的な限界は量子力学によって決まる」と
いうことになる．事実，これまでに情報処理の究極形
として量子計算や量子通信が見出され，それらは，従
来のコンピューターや通信では達成が困難な情報処理
タスクを可能にすることがわかっている．このような
背景を踏まえ，現在のインターネットが地球規模の最
大のコンピューターネットワークであると捉えるなら
ば，その量子版である「量子インターネット 3,4）」は
究極の情報処理ネットワークとなるはずである．した
がって，やがて来る量子インターネットのポテンシャ
ルを理解し，拡大し，それを実現することは，「自然
界で許容される情報処理の限界は何か」という基本的
な問いに答える意味でも重要な取り組みである．
　本稿では，量子インターネットとは何か，実現には
何が必要か，また実現に向けた最近の分野での取り組
みについて解説する．

量子インターネットとは？

　現在のインターネットの物理レイヤーは（サーバー
や基地局，パソコン，スマートフォンなどの）情報処
理ノードと，（光ファイバーや自由空間などの）通信
路で構成され，結果として地球上の任意のクライアン
ト間の通信を可能にしている．だとすれば，未来の量
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が「グローバル量子暗号通信網構築のための研究開発」
に 2020 年度に約 14 億円の予算を準備している．また
2019 年，日本では研究開発推進団体「量子インター
ネットタスクフォース」が立ち上げられた．

量子インターネットを構築するには？

　では，どのように量子インターネットを構築すれば
良いのか？ 量子インターネットの役割は，クライア
ントに対し，「量子もつれ」を効率的に配布すること
である．量子もつれは，原子や光子などの量子系でし
か表現されず，古典力学や従来の情報理論の枠組みで
は説明ができない奇妙な相関のことである．この量子
もつれは元々，アインシュタイン，ポドルスキー，ロ
ーゼンによって，量子力学が局所実在論と相容れない
予想を含むことを指摘する際に利用された状態で，あ
る意味，量子力学の正当性を批判するために引き合い
に出された 13）．しかし，皮肉なことに，結果的には
量子もつれの存在は実験で再三確認され，現在では，
その量子もつれは，量子通信だけでなく，量子計算の
実行をも可能にする万能リソースとして知られてい
る．したがって，そのようなリソースとしての量子も
つれを効率的に配ることで，量子インターネットはク
ライアントに様々な機能を提供することを目指すこと
になる．
　では，量子もつれ分配を可能にする物理レイヤーは
どのように構成すべきだろうか．光子はコヒーレンス
を保ったまま光ファイバー中を伝搬する．そのため，
光ファイバーは，光子が持つ量子情報を遠距離に運ぶ
量子通信路の役を担うことができる．光ファイバーが
すでに世界中に施設されている現状を踏まえると，光
ファイバーネットワークは量子インターネットを支え
る物理レイヤーの候補に違いない．実際，光ファイバ
ーはこれまでにも，送受信者間での光子の直接伝送に
基づくポイント・ツー・ポイント量子通信に利用さ
れ，その通信距離の世界記録は既に 400 ㎞に達してい
る．しかしながら，この記録は，この方式の通信距離
の限界にほぼ達しているとされる．その原因には，光
ファイバーの透過率がファイバーの長さに対して指数
関数的に減少することが挙げられる．より具体的には，
送信者が発した量子情報が埋め込まれた単一光子レベ
ルの光が受信者に検出される確率は，標準的な光ファ
イバーの透過率を考慮するだけで，50 ㎞で約 10％，
100 ㎞で約 1％，150 ㎞で約 0.1％というように，50 ㎞
ごとに約 0.1 倍となっていく．したがって，たとえ 1 
GHz クロックで動作するシステムであったとしても，
1,000 km の光ファイバーを通じてポイント・ツー・
ポイントの量子通信を行う場合，送受信者が 1 単位
サイズの量子もつれを得るのに必要な時間の期待値は

100 年オーダーとなり，これはまったく現実的ではな
い．このことは，光ファイバーに基づくポイント・ツ
ー・ポイント量子通信の限界の存在を示唆し，その方
法だけでは，地球規模の量子インターネットは達成で
きないことを意味する．それでは，どのようにして光
ファイバーネットワークを利用して量子インターネッ
トを実現するのか．その答えは，従来の中継技術を量
子中継 14-16）に切り替えることにある．

量子中継の必然性

　従来の通信であっても，光ファイバーの損失に抗し
て長距離通信を行う際には，中継技術が必要である．
ここで，各々の中継器の役割は，光ファイバーで減衰
した信号を増幅することにある．しかしながら，この
原理は量子中継では使えない．なぜなら，ビットで表
せる情報と異なり，量子ビットでしか表せない量子情
報は原理的にすら増幅ができないからだ（ノークロー
ニング定理 17））．その代わりとして，量子中継は，送
受信者間に量子中継器を（必要に応じて複数）配置し，
光ファイバーで結ばれた最近接中継地点間で量子もつ
れを生成することから開始する．それらの最近接中継
器を結ぶ量子もつれは，量子中継器による量子もつれ
スワッピングという操作によって，送受信者間の量子
通信のリソースである量子もつれへと変換される．こ
の非直接的な量子もつれ供給は，ポイント・ツー・ポ
イントの量子通信方式に比べ，量子中継器の数に対し
て指数関数的な効率改善が得られる（原理は後述）．
なぜなら，量子中継方式では，量子情報を有する光子
のやり取りが，送受信者間ではなく，最近接中継器で
のみで行われ，使用する光ファイバーの長さは送受信
者間ではなく，最近接中継器間となるからだ．したが
って，量子中継器を開発することが重要である．
　量子中継の必要性は，損失光通信路ネットワークの
量子通信容量や秘匿通信容量に関する最近の理論的進
展からも，より根源的なレベルで明らかにされている．
ここで損失光通信路とは，光ファイバーの理論モデル
に相当する．量子（秘匿）通信容量は，量子力学が許
す任意の操作を用い，与えられた通信路の使用回数当
たりに得られる量子もつれ（秘密鍵）のサイズの最大
値，すなわち通信効率の量子力学的限界を指す．この
ような量子（秘匿）通信容量自体を導出することはお
ろか，それに対する意味ある上界を導くことすら一般
には容易でない．しかしながら，近年，実用上最も興
味ある損失光通信路（すなわち光ファイバー）のポイ
ント・ツー・ポイント量子通信に対する，量子（秘匿）
通信容量の上界が導出された 18, 19）．そしてその上界は，
損失光通信路の透過率が小さい場合には，その透過率
に比例する．もともと，ポイント・ツー・ポイント量
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に利用される操作で，基本的には複数の弱くなった量
子もつれから，少数の強さが回復した量子もつれを得
る操作である．一般に，ある量子中継器 X の立場か
らすれば，量子もつれ生成と量子もつれ蒸留を通じて，
ある時点で，ある確率で，左隣のある地点 L と右隣
のある地点 R（これらは最近接中継地点とは限らず，
遠く離れた中継地点や送受信者かもしれないと見立て
てほしい）の間で，非常に高い忠実度の（強い）量子
もつれ対が共有される（図１a：図中で量子もつれは
球を結ぶ線で表されている）．ここから量子中継器 X
は，量子もつれスワッピングを利用する．量子もつれ
スワッピングとは，自分が持つ，L と X を結ぶ１対
の量子もつれの片割れ（例えば図 1a の xL1）と，X と
R を結ぶ１対の量子もつれの片割れ（例えば図 1a の
xR2）に対してベル測定を施すことで，それらの 2 対
の量子もつれを，L と R を結ぶ１対の量子もつれ（図
1d）に変換する操作である．ただし，この量子もつ
れスワッピングは，L と X を結ぶ量子もつれと，X
と R を結ぶ量子もつれの両方が存在する時のみ成功
する．したがって，量子中継器 X は，量子もつれが
地点 L と地点 R との間で共有されたことを確認した

4 4 4 4

上で
4 4

ベル測定を施すことが肝心で，このようなベル測
定は特に「適応ベル測定」と呼ばれる．同様な操作を
すべての量子中継器が行うことで最終的には，送受信
者を結ぶ量子もつれが供給されるという筋書きである．
　ここで量子中継器 X が L と R を結ぶ量子もつれを
供給するまでに要するリソースを考える．左隣の地
点 L（右隣の地点 R）と量子中継器 X の間で，（量子
もつれ生成，蒸留，スワッピングから成る）ある操作
OLX（操作 OXR）を行い，この操作が成功して，地点
L（地点 R）と X を結ぶ量子もつれが供給される確
率を pLX（pXR）と仮定する．ここで，地点 L と量子
中継器 X の間で，独立に実行できる操作 OLX を，1/

子通信の既存方式の通信効率は，光ファイバーの透過
率に比例しており，これら達成可能な通信効率とその
上界の間には，スケーリングギャップが存在しないと
結論付けられた．これは，ポイント・ツー・ポイント
量子通信の枠組みである限り，いくら量子情報のエン
コーディングやデコーディングの方法を工夫しようと
も，既存方式の通信効率を大きく上回る方式は存在し
ないことを意味する．その後，それらのポイント・ツー・
ポイント量子通信に対する上界は，損失光通信路で構
成された任意のネットワーク上での 2 者間通信に対す
るものへと一般化された 20,21）．その後まもなく，ネッ
トワーク上の送受信者間で，並列に量子中継方式を走
らせる並列化量子中継方式が提案され，この方式の効
率がその上界とスケーリングギャップを持たないこと
が示された 22）．これは，任意のネットワーク上で量
子通信を行う場合においても，量子中継方式が基本で
あり，効率という観点では，並列化量子中継方式を走
らせることが理論的にベストな選択であることが示さ
れた．したがって，純粋に理論的な観点からしても，
量子インターネットの実現には，量子中継を利用する
ことが必然であることが明らかとなった．

量子中継の原理

　では，量子インターネット実現に必要とされる量子
中継の原理はどういったものだろうか．量子中継方式
は，一般に量子もつれ生成，量子もつれ蒸留，量子も
つれスワッピングの 3 つの操作からなる．量子もつれ
生成は，最近接中継地点間で，光ファイバーなどの通
信路を通じ，光パルスをやり取りすることで，最近接
中継地点を結ぶ量子もつれを供給する操作である．量
子もつれ蒸留は，現実的なデバイスの雑音の影響など
により，共有した量子もつれが弱くなってしまう場合

図 1　量子中継器の役割
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pLX オーダー多重化することで，その操作の完了後に
は，ほぼ常に，L と X を結ぶ量子もつれが少なくと
も 1 対は供給される．同様にして，地点 R と量子中
継器 X の間においても，操作 OXR を 1/pXR オーダー
多重化することで，ほぼ常に X と R を結ぶ量子もつ
れが少なくとも 1 対は供給されるはずだ．あとは，量
子中継器 X が適応ベル測定を行えば良いだけで，量
子中継器 X が地点 L と R を結ぶ量子もつれを供給す
るために要するリソースは，1/pLX+1/pXR=（pLX+pXR）

（pLXpXR ）-1 オーダーとなる．一方で，もし量子中継器
X が先述の量子中継の処方箋に従わず，上記の操作
を地点 L と地点 R で行い，操作 OLX と OXR の成功，
失敗にかかわらず自分が持つ系に対してベル測定を行
うと，L と R を結ぶ量子もつれが供給される確率は
pLXpXR であり，必要なリソースは（pLXpXR ）-1 オーダ
ーとなる．つまり，量子中継器 X が，量子中継の処
方箋に従ってきちんと適応ベル測定を行うことで，必
要なリソースは（pLX+pXR ）倍と削減される．より直
感的な場合として，対称性 pLX=pXR がある場合を考え
れば，この必要なリソース改善は約 1/2 乗にもなる．
これは，地点 L と R に量子もつれを配る際に，量子
中継器 X を真ん中に 1 つ置くだけで，その通信効率
は約 2 乗だけ改善されることを意味する．この考えを
進め，LX 間，XR 間各々の間に，さらに量子中継器
を配置すれば，通信効率はさらに約 2 乗改善する．ま
た，新たに生じた間隙に量子中継器を配置し……，と
いう具合に自己相似的に量子中継器を増やしていけ
ば，通信効率はその中継器の数に対して指数関数的に
改善していくことになる．

量子中継の要素

　量子中継器 X がもたらす効率改善を得るために，

必要な要素は何だろうか．先述した通り，量子中継方
式は，一般に量子もつれ生成，量子もつれ蒸留，量子
もつれスワッピングの 3 つの操作を必要とする．しか
しながら，上記の効率改善は，1）地点 L と X の間で
量子もつれを得るための操作 OLX と，地点 R と X の
間で量子もつれを得るための操作 OXR が独立かつ並
行に行われることと，2）適応ベル測定が実行される
という 2 つの仮定だけから導かれている．したがって，
この 2 点を満足することが，実装方法に依らず，量子
中継方式への最低限の要請となる．
　要請 1）と 2）を簡単に満足する方法の 1 つが，（原
子や量子ドット，ダイヤモンド中の NV 中心などの）
物質量子メモリの存在を仮定することである．もう少
し正確に言えば，量子中継器 X は，地点 L と X の間
で得られる量子もつれを格納する物質量子メモリ（図
1a において量子中継器 X が持つ系のうち左側のもの）
と，地点 X と R の間で得られる量子もつれを格納す
る物質量子メモリ（図 1a において量子中継器 X が持
つ系のうち右側のもの）を分けて準備する．この場合，
地点 L と X の間の操作 OLX と地点 R と X の間の操
作 OXR を同時に行い，所望の量子もつれが得られた
際には，それらを各々の物質量子メモリで保持するこ
とができるため，それらの操作は独立かつ並行に行え
る．加えて，量子中継器 X が持つ任意の物質量子メ
モリ間でのベル測定が可能であるならば，適応ベル測
定も実行できることになる．事実，量子中継は，そも
そもこのような物質量子メモリの存在を想定し導入さ
れ 14），その後提案された様々な量子中継方式も物質
量子メモリの存在の上に成立している 15,16）．
　しかしながら，近年になって，物質量子メモリを使
わずに，上記の要請 1）と 2）を満たすアイデアが導
入された 23）．それは，クラスター状態 24）と呼ばれる
特殊な量子もつれ状態が可能にする「時間反転」を利

図 2　全光量子中継
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用する方法だ．時間反転のアイデアを導入するために，
まず従来の量子中継におけるベル測定の役割を見直す

（図１a）．ベル測定は理論的には，測定対象（図１の
例の場合は xL1 と xR2）に量子もつれを与え（図 1b），
その後，測定対象の個々の系をある適切な基底σx で
測定する．言い換えれば，もし測定対象が最初から量
子もつれを共有していたなら，個々の系に対する 1 量
子ビット測定を行うだけで，ベル測定と同じ効果が得
られる．この論理の置き換えは単純だが大事である．
なぜなら，現実的にはベル測定のような 2 量子ビット
演算が確率的にしか成功しない系は多く，一方で個々
の系に対する 1 量子ビット測定は大抵の系において確
率１で成功するからだ．このような系の典型例が光子
系だ．そこで，時間反転方式では，量子中継器 X は，
自分が持つ系を，完全グラフに相当するクラスター状
態（Greenberger-Horne-Zeilinger［GHZ］状態と等価）
に準備するところから方式を始める（図 1c）．なぜな
ら，一般にクラスター状態を準備するだけなら，たと
え 2 量子ビット演算が確率的にしか機能しない系であ
っても，効率的な生成が可能だからだ 23）．そして状
態生成の後，量子中継器 X は，自分が持つ系の中から，
左隣の地点 L と量子もつれを共有した系と，右隣の
地点 R と量子もつれを共有した系を選り抜き，それ
らの系を基底σx で測定し，それ以外の系については
それと相補的な基底σz で測定する．すると，クラスタ
ー状態の性質により基底σz で測定された系は他の系か
ら完全に切り離され，結果的に適応ベル測定が適切に
施された場合とまったく同じ状況が得られる（図 1d）．

全光量子中継

　前項で従来方式に基づく量子中継器も，時間反転方
式に基づく量子中継器も等価な働きをすることを見
た．ここでは，時間反転方式によって初めて可能にな
った全光量子中継方式 23）を紹介しよう．この方式は
送信中継器と受信中継器を利用する．送信中継器は，
時間反転方式に倣い，クラスター状態にある光子を準
備する．ただし，ここでは完全グラフに相当する光子

（図 2 の緑色の球）には損失下でも 1 量子ビット測定
が確率１で成功するように符号化を施し，またそれら
の光子に量子もつれを供給用の光子（図 2 の水色の球）
を付加する．そして，送信中継器は準備した光子を両
隣の受信中継器に光ファイバーを通じて送信する．光
子を両隣から受け取った受信中継器は，まず量子もつ
れ供給用の光子に対してベル測定を行い，加えて，そ
の結果に応じた基底で，符号化された光子に対し 1 量
子ビット測定を行う．全光量子中継方式はこのように
して，距離に依らない高い確率で，両端にいる送受信
者に量子もつれを供給する．

　この方式は，時間反転方式の「2 量子ビット演算が
確率的でも動作する」という利点と，光子が飛行量子
ビットであるという点を利用しており，結果として，
この全光量子中継方式は，線形光学素子，単一光子源，
光子検出器，アクティブフィードフォワード技術だけ
で実装可能となっている．そして，物質量子メモリを
利用せずに済むことによる様々な利点が生じる．例え
ば，通信レートが通信距離に依存せず，高速な量子イ
ンターネットが実現できること，物質と光のインター
フェースが不要であること，要素技術である光デバイ
ス全てが原理検証済みなこと，原理的には常温動作す
ること，同種の全光量子コンピューター 25）より実現
が容易で，その実現への確実なマイルストーンである
ことなどが挙げられる．また，従来の通信分野におい
ても「通信の低消費電力化」と「通信速度の高速化」
に動機付けられ，光デバイスのみに基づく「全光ネッ
トワーク」の実現を目指す流れが存在する．全光量子
中継方式は，これらの流れに「量子インターネット」
という質的に新しい究極的な将来像を付与するという
点でも価値がある．

最後に

　本稿では，量子インターネットについて，その実現
の要素である量子中継，またその実装方法について解
説した．量子インターネットの通信容量については，
本稿で触れた以上に近年，著しく理解が進んできてい
る 26）．また，現状で実用化段階にあるポイント・ツー・
ポイント量子暗号通信と，量子インターネット実現に
不可欠な量子中継との，技術・概念的間隙を埋める方
式の探索と実装は，量子暗号分野の 1 つの大きなトレ
ンドとなっている 27-30）．また，従来の物質量子メモリ
に基づく量子中継に比べて歴史が浅い全光量子中継を
より実用的なものとするために，全光方式で必要とさ
れる光子のクラスター状態を，量子ドットから直接放
出する方法 31）や，あえて物質量子ビットをインター

図 3　全光量子中継の最初の原理検証実験
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フェースとして利用する方法 32）なども提案されてい
る．さらには昨年，全光量子中継方式における時間反
転型の適応ベル測定について，パラメトリック下方変
換と線形光学素子を通じて生成された GHZ 状態に基
づき，日本とカナダの研究チーム（図 3 は大阪大学の
実験セットアップ）と，中国の研究チームが独立に原
理検証実験の成功を報告している 33,34）．
　量子インターネット実現への旅路は，まだ序章に過
ぎない．ただ，今後も量子インターネットの潜在能力
への理解は進んでいくだろうし，その魅力的な応用も
拡がっていくことだろう．また，その実現に向けた取
り組みを通じ，技術的なブレークスルーやそれに伴う
副産物も生まれていくだろうし，まったく違う目的で
開発された技術が量子インターネット実現に資する可
能性さえある．そして私たちは，知らず知らずのうち
に量子インターネット実現に向けて貢献していく．な
ぜなら，量子インターネットは，物理法則が許容する
情報処理の究極形なのだから．
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