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第 1 章 本書について 
 

1.1 対象となる読者 

本書は、量子処理ユニット(QPU)アーキテクチャの物理的な実装をよく理解し、活用したいと考えてい

る D-Wave 量子コンピュータシステムのユーザーに向けたものです。読者は量子アニーリングのバッ

クグラウンドを持ち、イジング問題の定式化に精通していることを前提としています。 

 

1.2 扱う範囲 

本書は、以下の内容について扱います。 

• 離散最適化、量子アニーリング、D-Wave QPUの動作、QPUアーキテクチャの背景。 

• 統合制御エラー(ICE): ℎ と 𝐽 の値のダイナミックレンジと、それらが結果にどのように影

響するか。 

• 温度、光量子束、読み出し忠実度、プログラミングの問題など、パフォーマンスに影響を与

えるその他の要因。 

• QPUのパフォーマンスを最大化するためのいくつかのアプローチ。 

• 量子アニーリングプロセスにおける磁束（フラックス）ノイズの影響についての説明、およ

びドリフトを補正するためにD-Wave ユーザーが実施する処理。 

 

本書に記載されている値は、D-Wave QPUの代表的なプロパティです。 

製品の仕様ではありません。 

本書には、プログラミング手順は記載されておりません。D-Wave のオープンソース Ocean ツールを

使用してシステムをプログラミングする方法については、”Ocean documentation”（https://docs.dwave

sys.com/docs/latest/index.html）を参照してください。 

 

1.3 技術用語 

以下の表は、本書で使用されるいくつかの技術用語を定義しています。 

 

表 1.1: 技術用語 

 

用語 文脈 定義 

𝑞𝑖 QPU 量子ビット 𝑖  (𝑖 ∈ {0, . . . , 𝑁 − 1}) 

𝑁 QPU QPU中の量子ビットの数 

𝑠𝑖 イジング問題 グラフ頂点 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁})のスピン状態 (𝑠𝑖 ∈ {+1, −1}) 

𝒔 イジング問題 スピン状態のベクトル (𝑠1, . . . , 𝑠𝑁) 

𝐸(𝒔) イジング問題 スピン構成 𝒔 におけるエネルギー 
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ℎ𝑖 イジング問題 量子ビット 𝑖 の線形係数(バイアス) 

𝐽𝑖,𝑗 イジング問題 スピン 𝑠𝑖 と 𝑠𝑗 間の結合 

𝐽𝑖,𝑗 < 0 イジング問題 スピン 𝑠𝑖 と 𝑠𝑗 間の強磁性結合 

𝐽𝑖,𝑗 > 0 イジング問題 スピン 𝑠𝑖 と 𝑠𝑗 間の反強磁性結合 

𝐽𝑖,𝑗 = 0 イジング問題 スピン 𝑠𝑖 と 𝑠𝑗 間に結合がない 

𝑥𝑖 QUBO問題 グラフ頂点 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁})のバイナリ状態 (𝑥𝑖 ∈ {0,1}) 

𝒙 QUBO問題 バイナリ状態のベクトル (𝑥1, . . . , 𝑥𝑁) 

𝑸 QUBO問題 変数間の相互作用の行列 

𝑸𝑖,𝑗 QUBO問題 変数 𝑥𝑖 と 𝑥𝑗 の結合 

𝑡 アニールスケジュール アニーリング中の現在時刻 

𝑡𝑓 アニールスケジュール アニーリングの合計時間 

𝑠 アニールスケジュール アニール率; 0から 1までの範囲をとる抽象的なパラメー

タ。線形アニールでは 𝑠 = 𝑡/𝑡𝑓 と設定します。 

𝐴(𝑠) アニールスケジュール アニール率 𝑠 におけるトンネルエネルギー 

𝐵(𝑠) アニールスケジュール アニール率 𝑠 における問題ハミルトニアンのエネルギー 
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第 2 章 背景 
 

この章では、目的関数の離散最適化に関する一般的な背景情報を提供し、D-Wave QPUの動作とアー

キテクチャを紹介して、本書の残りの部分にコンテキストを提供します。 

 

2.1 離散最適化 

離散最適化は、組合せ最適化とも呼ばれ、有限のオブジェクトの集合からなる探索空間上に定義され

た目的関数の最適化です。本セクションでは、2つのクラスの最適化目的関数に着目します。 

• −1/+1 のシンボル列で定義されたイジング問題 

• 0 1⁄  のシンボル列で定義された制約なし二値形式二次変数最適化(QUBO)問題 

 

注: これは着目であって制約ではありません。NP複雑性クラスに属する任意の問題はこの形式に変換

できる可能性があります。 

 

 

2.1.1 イジングモデル 

D-Wave QPUは、物理的に実現した量子アニーリングを用いて、イジング目的関数を最小化するヒュ

ーリスティックな手法と見ることができます。𝑁 個の変数 𝒔 = [𝑠1, . . . , 𝑠𝑁] (𝑠𝑖 ∈ {+1, −1})のイジング目

的関数は次のように与えられます。 

 

E𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔(𝒔) = ℎ𝑖𝑠𝑖

𝑁

𝑖=1

+  𝐽𝑖,𝑗𝑠𝑖𝑠𝑗

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁

𝑖=1

                                                 (2.1) 

 

各変数 𝑠𝑖 は +1 または −1 状態を取りうる物理的なイジングスピンに対応しており、+1 または−1 

の状態を取りやすいように、各スピンに局所場が印加されています。この符号と大きさ、すなわち局所

場の値は ℎ𝑖 と呼ばれます。またスピン 𝑖 と 𝑗 の間には、系においてスピンのペアが 𝑠𝑖 = 𝑠𝑗 (強磁性

結合)または𝑠𝑖 = −𝑠𝑗 (反強磁性結合) で定義される 2 つの組のいずれかを取りやすくなるような結合

が存在することがあります。この符号と大きさは 𝐽𝑖,𝑗 と呼ばれます。 

例えば、ℎ1 が大きな正の値を持つような単一スピン系では、𝑠1 が −1 の時に最も低いエネルギーと

なります。同様に、 ℎ1 = ℎ2 = 0、𝐽1,2 = −1 である 2つのスピン 𝑠1, 𝑠2 に対して、系は 2つの縮退し

た最低エネルギー状態を持ちます。1 つは 𝑠1 = −1、𝑠2 = −1 で、もう 1 つは 𝑠1 = +1、𝑠2 = +1 で

す。 

D-Wave QPUは、キメラアーキテクチャ、またはペガサスアーキテクチャと呼ばれる量子ビットとカ

プラーの物理格子をベースにしています。セクション”D-Wave QPU アーキテクチャ” を参照してくだ

さい。スピン数は QPU内の量子ビット数に依存します。例えば、D-Wave 2000 QPUには 2000以上

のスピン 𝑠𝑖 が含まれています。それぞれのスピンは最大 6個の他のスピンと結合されています。与え

られたシステムに対して ℎ と 𝐽 の選択可能な領域は、ソルバーのプロパティを照会することで確認

できます。 
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2.1.2 イジング問題の QUBO 定式化 

コンピュータサイエンスにおいて、−1/1 値をとるイジング変数よりも 0 1⁄  値の変数でモデル化し

た方が便利なことが多いです。例として最大独立集合(MIS)問題を考えてみましょう．この問題のゴー

ルは、グラフにおいて選択された頂点のペアが辺（エッジ）で接続されていないような頂点の最大部分

集合 (独立集合) を選択することです。このような問題では、0 1⁄  値を持つ変数を使って制約を表現

するためのペナルティを定義する方がより直感的で簡潔です。 

QUBO は通常、行列表記を用いて表されます。QUBO を表現するためのさらなる情報とイジング-

QUBO形式間での変換のガイドラインについては、”Getting Started with the D-Wave System” を参照

してください。 

イジングおよび QUBO問題は NP困難 [Bar1982]です。NP困難性は、問題がキメラアーキテクチャに

制限され、ℎ𝑖 と 𝐽𝑖,𝑗 の値がQPU固有の範囲に制限されている場合でも保持されます。イジング/QUBO

問題にはいくつかの扱いやすいサブクラス [Ber1996]があります。詳細は [Kol2004], [Sch2009], 

[Cou2009]を参照してください。NP 問題のキメラアーキテクチャへのマッピングについては、セクシ

ョン ”接続性” を参照してください。 

 

2.2 横磁場中のイジングスピンによる量子アニーリング 

D-Waveシステムの心臓部分の超伝導 QPUは約 12mKの温度で動作し、制御可能であり、横磁場中の

量子イジングスピン系を物理的に実現しています。QPU 上の各量子ビットとカプラーは、QPU 上の

個々のデジタル・アナログ変換器(DAC)によって操作されるいくつかの制御を持っています; [Bun2014]

と[Joh2010]を参照してください。DACとともに少数のアナログ制御ラインが、量子ハミルトニアンの

必要とする時間依存制御を提供します。 

 

ℋ𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔 = −
𝐴(𝑠)

2
(�̂�𝑥

(𝑖)

𝑖

) +
𝐵(𝑠)

2
(ℎ𝑖�̂�𝑧

(𝑖) +

𝑖

𝐽𝑖,𝑗�̂�𝑧
(𝑖)�̂�𝑧

(𝑗)

𝑖>𝑗

)                       (2.2) 

 

ただし 𝜎
̂

𝑥,𝑧
(𝑖)

 は量子ビット 𝑞
𝑖
 (量子 1次元イジングスピン)に作用するパウリ行列、非ゼロの ℎ𝑖 と 𝐽𝑖,𝑗  

は QPUグラフで利用可能なものに限られます。セクション”D-Wave QPUアーキテクチャ”を参照して

ください。 

D-Wave QPU は量子アニーリング(QA)と呼ばれる手法を用いて、与えられた入力 𝒉 と 𝑱 に対する 

E𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔 の低エネルギースピン状態を返します。量子アニーリングのプロセスは時刻 𝑡 = 0 において

𝐴(0) ≫ 𝐵(0) から始まり、これは各スピン 𝑠𝑖 がその古典的状態 𝑠𝑖 = ±1 の非局在化された組み合わ

せにあるような系の、自明かつ簡単な初期化された量子基底状態に導きます。その後、ユーザーが 

“annealing_time” パラメータで指定した時間 𝑡𝑓 まで𝐴  を減少、𝐵 を増加させることで、システムは

ゆっくりとアニーリングされます。図 2.1 は 𝐴 と 𝐵 が時間の経過とともにどのように変化するかを

示しています。(簡単にするために、ここでは、 0 から 1 の範囲をとるパラメータとして正規化され

たアニール率 𝑠 を導入しています)。 

計算の最後で、𝑠 = 1 かつ 𝐴(1) ≪ 𝐵(1) のとき、量子ビットは古典系にディフェーズ（dephase）し

ており 𝜎
̂

𝑧
(𝑖)

 は古典スピン変数 𝑠 = ±1 に置き換えることができます。この時、系は古典イジングスピ

ン系として描写され、古典的なスピン状態はエネルギーの低い解を表します。 

 

E𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔(𝒔) =ℎ𝑖𝑠𝑖
𝑖

+𝐽𝑖,𝑗𝑠𝑖𝑠𝑗
𝑖>𝑗

                                                      (2.3) 
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注: D-Waveの Leap™ 量子クラウドサービスを利用している場合、クラウド内の QPU の𝐴(𝑠) と 𝐵(

𝑠) の値はこちらで確認することができます: https://support.dwavesys.com/hc/en-us/articles/3600052

67253-QPU-Specific-Anneal-Schedules。インストールされたシステムを利用している場合、ご利用の

システムにおけるこれらの値を取得するには D-Waveにお問い合わせください。 

 

 

 

図 2.1: アニーリング関数 𝐴(𝑠), 𝐵(𝑠)。アニーリングは 𝐴(0) ≫ 𝐵(0) である 𝑠 = 0 から始まり、 

𝐴(1) ≪ 𝐵(1) である 𝑠 = 1 に終わります。データは D-Wave 2X システムの代表的なものです。 

 

2.3 結合した rf-SQUIDE 量子ビット 

D-Wave QPU は、調整可能に結合された rf 超伝導量子干渉計(rf-SQUID)量子ビットのネットワークを

用いて構築されています; [Har2010_2]を参照してください。この結合された rf-SQUID の組の物理的な

ハミルトニアンは量子ビット近似のもとで次式のとおりです。 

 

𝐻 =
1

2
[∆𝑞 (ΦCCJJ(𝑠)) �̂�𝑥

(𝑖) − 2ℎ𝑖 |𝐼𝑝 (ΦCCJJ(𝑠))|Φ𝑖
𝑥(𝑠)�̂�𝑧

(𝑖)]

𝑖

+𝐽𝑖,𝑗𝑀AFM𝐼𝑝 (ΦCCJJ(𝑠))
2
�̂�𝑧
(𝑖)�̂�𝑧

(𝑗)

𝑖>𝑗

 

(2.4) 
 

ただし 𝛥𝑞 は外部印加磁束が存在しない(縮退点) rf-SQUID 量子ビットの 2 つの固有状態(固有値 

(|0⟩ ± |1⟩)/√2 )間のエネルギー差です。このエネルギー差は、2つの井戸間のコヒーレントトンネル現

象の寄与を捉えています。𝐼𝑝 は、rf-SQUID ループの本体に流れる電流の大きさを表します; 図 2.2を

参照してください。𝑀𝐴𝐹𝑀 は量子ビット間のカプラーによって生成される最大相互インダクタンス(典

型的には 2𝑝𝐻)であり、𝛷𝑖
𝑥(𝑠) は量子ビットに印加される外部磁束、𝛷CCJJ(𝑠) は rf-SQUID 量子ビット

のポテンシャルエネルギー形状を変化させるために、全ての量子ビット合成ジョセフソン接合構造に

印加される外部磁束です。 
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図 2.2: 典型的な 𝐼𝑝 vs 𝛥𝑞。この関係は、rf-SQUID 量子ビットの物理的なパラメータによって決まり

ます。示されたデータは D-Wave 2X システムの代表的なものです。 

 

セクション ”横磁場中のイジングスピンによる量子アニーリング” で議論されている横磁場ハミルト

ニアンにおけるイジングスピンへこの系をマッピングするため、𝛷𝑖
𝑥(𝑠) = 𝑀𝐴𝐹𝑀|𝐼𝑝(𝑠)| とします。よっ

て、𝛷CCJJ(𝑠) がアニーリング中に変化するにしたがって、 ℎ 項と 𝐽 項の相対エネルギー比を一定に

保つため 𝛷𝑖
𝑥(𝑠) も変化します。具体的には、一定の ℎ 値を実装するために印加されている物理的な

磁束が、アニーリングが進むにつれて増加します。よってイジングハミルトニアンへのマッピングは

以下のようになります。 

 
𝐴(𝑠) = ∆𝑞(ΦCCJJ(𝑠)) 

𝐵(𝑠) = 2𝑀AFM |𝐼𝑝 (ΦCCJJ(𝑠))|
2
                                                         (2.5) 

 

𝛥𝑞(𝛷CCJJ) と 𝐼𝑝(𝛷CCJJ) の関係は rf-SQUID 量子ビットの物理パラメータによって固定されます。印加

される 𝛷CCJJ の変化は rf-SQUID 量子ビットを図 2.2のカーブに沿って動かします。 

単純化のため、以下の正規化アニーリングバイアスを導入します。 

 

𝑐(𝑠) =
ΦCCJJ(s) − ΦCCJJ

initial

ΦCCJJ
final −ΦCCJJ

initial
                                                              (2.6) 

 

Φ
CCJJ

initial
 と Φ

CCJJ

final
 はそれぞれ ΦCCJJ の 𝑠 = 0 と 𝑠 = 1 時の値です( 𝑐(0) = 0, 𝑐(1) = 1 )。 

信号 𝑐(𝑠) は外部の室温電流源から供給されます。このバイアス信号の時間依存性は、rf-SQUID 磁束

量子ビットに流れる永久電流 𝐼𝑝(𝑠) が時間に対して線形的に増加するよう選択されます。𝐵(𝑠) =

2𝑀𝐴𝐹𝑀𝐼𝑝(𝑠)
2 のため、問題のエネルギースケールは時間経過とともに二次関数的に大きくなります(図

2.1に示されています)。 
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2.4 アニーリングエネルギー関数 

このセクションでは、D-Wave QPU における量子アニーリングエネルギー関数とフリーズアウト点に

ついて説明し、rf-SQUID量子ビットの結合に伴ってトンネルエネルギーがどのように変化するかを説

明します。 

 

2.4.1 エネルギースケール 

量子アニーリングでは、𝐴(𝑠)と𝐵(𝑠)の 2つのエネルギースケールが関係しています。 

• 𝐴(𝑠)は横方向のエネルギー、またはトンネルエネルギーを表します。これは、セクション” 

結合したrf-SQUIDE 量子ビット”で定義されているように 𝛥𝑞 に等しくなります。 

• 𝐵(𝑠)は問題のハミルトニアンに適用されるエネルギーです。これは 2𝑀𝐴𝐹𝑀𝐼𝑝(𝑠)
2 に等し

く、ここで 𝑀𝐴𝐹𝑀 は磁束量子ビット体のペア間で達成可能な最大の相互インダクタンスを

表します。 

量子アニーリングの過程でエネルギースケール 𝐴(𝑠) と 𝐵(𝑠) は変化します。特に、𝐴 と 𝐵 のトラジ

ェクトリ（trajectory：軌跡）は単一の大域的な時間依存バイアスによって制御されています。任意の中

間的な 𝑠 の値において、比 𝐴(𝑠)/𝐵(𝑠) は固定されています。我々は、𝐴 と 𝐵のどちらか一方の時間

に対するトラジェクトリ（trajectory：軌跡）を選択することができます。標準的なアニーリングスケジ

ュール 𝑠 = 𝑡/𝑡𝑓 により時間とともに 𝐼𝑝(𝑠) が線形に増加し、𝐵(𝑠) が二次関数的に増加する結果とな

ります。𝐴(𝑠) と 𝐵(𝑠)の典型的な値は図 2.1に示されています。 

 

2.4.2 フリーズアウト点 

𝐴(𝑠) は量子ビットのダイナミクスの時間スケールを設定します。アニーリングが進むにつれて、𝐴(𝑠) 

は減少し、それによりこの時間スケールは減少します。複雑なイジングスピン系のダイナミクスが 𝑡𝑓 

に比べて遅くなると、ネットワークはフリーズ、すなわちイジングスピンハミルトニアンの発展にお

いてスピン状態が検知可能なレベルで変化しなくなります。一般に、イジングスピン問題はそれぞれ

異なるダイナミクスを持っていますが、一様に結合した量子ビットのクラスターからなる単純な系を

解析することは有益です。このような結合した量子ビットのクラスターを論理量子ビット1と呼びます。 

論理量子ビットのネットワークは、以下を含むいくつかの要因によって、アニーリングプロセスにお

ける異なる点でフリーズアウトします。 

• ネットワーク内の量子ビット数 

• 量子ビット間の結合強度 

• アニーリング全体の時間スケール 𝑡𝑓 

一般に、論理量子ビットサイズが大きい、論理量子ビットの結合が強い、アニーリング時間 𝑡𝑓 が小さ

いほど、フリーズアウト点は 𝑠 の早期へと移動します。図 2.3と図 2.4 はいくつかの量子ビットネッ

トワークサイズにおける代表的なフリーズアウト点を示しています。 論理量子ビットのネットワーク

は、𝐽 = +1 を用いて、複数の量子ビットを単一の中央量子ビットに結合することで作成されます。詳

細は、セクション “ICE測定のための 2スピン系の使用" を参照してください。 

様々なサイズの論理量子ビットのフリーズアウト点での 𝐼𝑝 の測定2結果は図 2.5 のようになります。

図に示されるように、アニーリング時間が短くクラスターが大きいほど、フリーズアウト点が 𝐼𝑝 の小

さいアニーリングの早期の方へ移動します。 

 
1 例えば 3つの量子ビットからなる論理量子ビットの場合、適切な複数量子ビットの状態は、|↑↑↑⟩と|↓↓↓⟩となります。 
2 SAPIインタフェースでは絶対的なキャリブレーションは困難ですが、温度が絶対的なキャリブレーション因子として使用される

場合、シンプルな論理量子ビット遷移の占有率統計はフリーズアウト時の 𝐼𝑝 の相対値を近似的に決定することができます。 
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図 2.3: いくつかの論理量子ビットサイズおよび 𝑡𝑓 = 5 𝜇𝑠 におけるフリーズアウト点を伴う代表的な

アニーリングスケジュール。破線は 𝑁 = 1 から 𝑁 = 5 の論理量子ビットクラスタの局所化点を右か

ら左にそれぞれ示しています。示されているデータは D-Wave 2Xシステムの代表的なものです。 

 

 

図 2.4: いくつかの論理量子ビットサイズおよび 𝑡𝑓 = 100𝜇𝑠 におけるフリーズアウト点を伴う代表的

なアニーリングスケジュール。破線は 𝑁 = 1 から 𝑁 = 5 の論理量子ビットクラスタの局所化点を右

から左にそれぞれ示しています。示されているデータは D-Wave 2Xシステムの代表的なものです。 
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図 2.5: 論理量子ビットサイズとアニーリング時間の関数としてのフリーズアウト点における 𝐼𝑝 (永

久電流)。アニーリング時間 5𝜇𝑠 から 1000𝜇𝑠 まで、論理スピンクラスターサイズ 1から 5までのフ

リーズアウト時の 𝐼𝑝 の変化を示しています。アニーリング時間が短くクラスターが大きいほど、フリ

ーズアウト点が 𝐼𝑝 の小さいアニーリングの早期の方へ移動します。示されているデータは、D-Wave 

2Xシステムの代表的なものです。 

 

 

固定された ℎ 値に対応する信号は 𝐼𝑝 についてスケールします。より大きな論理量子ビットは、アニ

ーリングプロセスの早い段階、すなわち𝐼𝑝 の小さい段階でフリーズアウトします。したがって、誤っ

た固定の磁束オフセットが物理体に存在する場合(𝛷𝑖
𝑥 への静的な付加)に、フリーズアウト点において

対応する 𝛿ℎ は論理量子ビットサイズに応じて大きくなります。なぜなら論理量子ビットサイズ増加

に伴いフリーズアウト点における永久電流がより小さくなるためです。この誤りは、サイズ 1 の論理

量子ビットからサイズ 5の論理量子ビットになるとおよそ 2倍となるはずです。 図 3.1の論理量子ビ

ットサイズに対する 𝛿ℎ の標準偏差のプロットは、これがほぼ真であることを示しています。 

 

2.5 アニーリング制御 

このセクションでは、アニーリングプロセス3を制御できる機能である、量子ビットごとのアニールオ

フセットとグローバルアニーリングスケジュール変更について説明します。後者はアニーリング中の

クエンチ（quench：急冷）とポーズ（pause：一時停止）、およびリバース（反転）アニーリングをサ

ポートしています。 

 

2.5.1 アニールオフセット 

標準的なアニーリングのトラジェクトリ（trajectory：軌跡）は、QPU内のすべての量子ビットについ

 
3 アニーリングプロセスの制御を可能とするもう 1つの機能である線形係数(バイアス) ℎ𝑖 に適用される時間依存ゲインは、” Solver 

Properties and Parameters Reference” ガイドに記載されており、現在は実験的にのみ使用されておりここでは解説しません。 
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て同じように 𝐴(𝑠) を下げ、𝐵(𝑠) を上げます。しかしこのような単一のアニーリング経路は量子アニ

ーリングのいくつかのアプリケーションにおいては理想的ではありません。本セクションでは、量子

ビットごとの標準アニーリング経路の調整を可能とするアニールオフセットについて説明します。 

 

注: D-Wave 2Xおよびそれ以前のシステムでは、アニールオフセットはサポートされていません。

この機能を使用する前に SAPI コールを使用してソルバーのプロパティをクエリしサポートされ

ているかどうかを確認してください。もしサポートされている場合は量子ビットごとに利用可能

な調整範囲が取得できます。 

 

上述したように、アニーリングプロセスは 𝐴(𝑠) と 𝐵(𝑠) の両方を同時に変更するグローバルな時間

依存バイアス信号 𝑐(𝑠) を介して制御されます。図 2.1はアニーリングアルゴリズムにわたる典型的な 

𝐴(𝑠) と 𝐵(𝑠) を示しています。図 2.6はアニーリングバイアス 𝑐(𝑠) の 𝑠 に対するプロットを示して

います。rf-SQUID 磁束量子ビットのエネルギーポテンシャルの形状のため、𝑐(𝑠) は 𝑠 に対して線形

ではなく、しかし 𝐼𝑝(𝑠) が 𝑠 に対して線形に増加するように選択されています。 

QPU上の DACにより量子ビットごとに静的なアニーリングオフセット 𝛿𝑐𝑖 を調整することができ、

それにより量子ビットごとに局所的にアニーリング信号を進めたり遅らせたりすることができます。

図 2.7は、 𝛿𝑐𝑖 = 0.05、𝛿𝑐𝑖 = −0.05 の場合のアニーリング制御バイアスの例を示しています。アニー

リングオフセットはアニーリング制御バイアスの上下方向のシフトであり、𝑠 のシフトではないこと

に注意してください。 

𝛿𝑐𝑖 ≠ 0 とすることでアニーリングバイアスを進めるまたは遅らせると、横磁場 𝐴𝑖(𝑠) が元のグロー

バルな 𝐴(𝑠) に対して変化します。これにより 𝐴𝑖(𝑠) を増減させることができます。𝛿𝑐𝑖 > 0 はアニー

リングプロセスを進め( 𝐴𝑖(𝑠) < 𝐴(𝑠) )、𝛿𝑐𝑖 < 0 はアニーリングプロセスを遅らせる( 𝐴𝑖(𝑠) > 𝐴(𝑠) )

ことに注意してください。図 2.8 は 2 つの 𝛿𝑐𝑖 の値について典型的な 𝐴𝑖(𝑠) と 𝑠 の関係を示してい

ます。 𝐴(𝑠) と 𝐵(𝑠) は制御バイアス 𝑐 と共に同時に変化します。したがって、アニールオフセット 

𝛿𝑐𝑖 でアニーリングプロセスを前進させたり遅延させたりした結果、𝐵(𝑠) → 𝐵𝑖(𝑠) となります。図 2.8

はいくつかの 𝛿𝑐𝑖 の組について典型的な 𝐵𝑖(𝑠) と 𝑠 の関係も示しています。 

𝐵(𝑠) → 𝐵𝑖(𝑠) の変化は目的のイジングスピンハミルトニアンのパラメータ ℎ𝑖 と 𝐽𝑖,𝑗 に影響を与えま

す。𝑖 番目の量子ビットのアニールオフセットは偏向 ℎ𝑖 → ℎ𝑖(𝛿𝑐𝑖 , 𝑠) を、𝑖 番目と𝑗  番目の量子ビッ

トのアニーリングオフセットは偏向 𝐽𝑖,𝑗 → 𝐽𝑖,𝑗(𝛿𝑐𝑖 , 𝛿𝑐𝑗 , 𝑠) を与えます。図 2.9は、いくつかの 𝛿𝑐𝑖 の値

に対する ℎ𝑖(𝛿𝑐𝑖 , 𝑠) と 𝐽𝑖,𝑗(𝛿𝑐𝑖 ,0, 𝑠)のプロットを示しています。図 2.10 はいくつかの 𝛿𝑐𝑖 , 𝛿𝑐𝑗 に対す

る 𝐽𝑖,𝑗(𝛿𝑐𝑖 , 𝛿𝑐𝑗 , 𝑠) のプロットを示しています。 
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図 2.6: アニーリング制御バイアス 𝑐 とアニール率 𝑠 の関係。𝑐 = 0, 𝑠 = 0 において 𝐴(𝑠) ≫ 𝐵(𝑠) 、

𝑐 = 1, 𝑠 = 1 において 𝐴(𝑠) ≪ 𝐵(𝑠)。 示されているデータは D-Wave 2000Qシステムの代表的なもの

です。 

 

 

 

図 2.7: いくつかのアニールオフセット値における、アニーリング制御バイアス 𝑐 と アニール率 𝑠 の

関係。示されているデータは D-Wave 2000Qシステムの代表的なものです。 
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図 2.8: 𝐴(𝑠), 𝐵(𝑠) とアニール率 𝑠 の関係。𝑐(𝑠 = 0) = 0 において 𝐴(𝑠) ≫ 𝐵(𝑠)、𝑐(𝑠 = 1) = 1 におい

て 𝐴(𝑠) ≪ 𝐵(𝑠)。ベースライン曲線 (𝛿𝑐𝑖 = 0) がアニーリングオフセット 𝛿𝑐𝑖 = 0.05 (量子ビットのア

ニーリングプロセスを進める)の場合の 𝐴(𝑠), 𝐵(𝑠) と、アニーリングオフセット 𝛿𝑐𝑖 = −0.05 (量子ビ

ットのアニーリングプロセスを遅らせる)の場合の 𝐴(𝑠), 𝐵(𝑠) と共に示されています。示されているデ

ータは D-Wave 2000Qシステムの代表的なものです。 

 

 

図 2.9 と図 2.10 に示す変化は 𝑠 に依存しています。最も大きな変化はアニーリングプロセスの初期

段階に生じます。要求された目標パラメータをリスケーリングすることで、目標パラメータにおける

これらの変化を正確に補正するような特定の 𝑠∗ 値を選択することができます。しかし、 𝑠∗ の前後の 

𝑠 では目標パラメータの変化が残ります。 

 

アニールオフセットは、簡単に原因が特定可能な何かしらの理由で量子ビットが変則的なダイナミク

スを持つ問題の結果を、改善する可能性があります。例えば、量子ビットの最終値が古典状態のエネル

ギーに影響を与えない場合、システムの量子バイアスを減らすために(正のオフセットにより)その量子

ビットのアニーリングを前進させることができます。[Kin2016]を参照してください。アニールオフセ

ットは、さまざまな長さのチェーンを持つ埋め込み問題にも有用な場合があります。長いチェーンは、

短いチェーンより早くフリーズアウトする可能性があり、アニーリングの中間点では、ある変数は固

定された定数として振る舞い、ある変数は未決定のままとなります。しかし、もし短いチェーンに含ま

れる量子ビットのアニーリングを前進させると、そうしなかった場合よりも早くフリーズアウトしま

す。適切なオフセットは短いチェーンのアニーリングトラジェクトリ（trajectory：軌跡）と長いチェー

ンのアニーリングトラジェクトリを同期させます。一般的なルールとして、量子ビットが他の量子ビ

ットに比べて強い実効場を受けることが予想される場合、そのアニーリングを負のオフセットで遅延

させます。 

異なる問題タイプに対して最適なオフセットを決定することは、D-Waveにおける研究分野です。同じ

問題内の 2 つの異なる量子ビットの適切なオフセットが、正規化されたオフセット単位で互いに 0.2

以内の間に収まることを期待してください。 
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図 2.9: いくつかの 𝛿𝑐𝑖 の値に対する、ℎ(𝛿𝑐𝑖 , 𝑠)/ℎ および 𝐽𝑖,𝑗(𝛿𝑐𝑖 , 0, 𝑠)/𝐽 と𝑠 の関係。これらの量の偏

差は 𝑠 に依存します。ℎ𝑖(𝛿𝑐𝑖 , 𝑠) → ℎ′, 𝐽𝑖,𝑗(𝛿𝑐𝑖 , 0, 𝑠) → 𝐽𝑖,𝑗
′

 を調整することで、目標パラメータの変化を

正確に補正するような特定の 𝑠 の値を選択することができます。この点の前後の 𝑠 の値については、

目標パラメータの変化が残ります。示されているデータは D-Wave 2000Qシステムの代表的なもので

す。 

 

 

図 2.10: いくつかの 𝛿𝑐𝑖 と 𝛿𝑐𝑗 の値に対する、𝐽𝑖,𝑗(𝛿𝑐𝑖 ,0, 𝑠)/𝐽 と𝑠 の関係。これらの値の 1 からの偏
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差は 𝑠 に依存します。𝐽𝑖,𝑗(𝛿𝑐𝑖 , 𝛿𝑐𝑗 , 𝑠) → 𝐽𝑖,𝑗
′

 を調整することで、目標パラメータの変化を正確に補正す

るような特定の 𝑠 の値を選択することができます。この点の前後の 𝑠 の値については、目標パラメ

ータの変化が残ります。示されているデータは D-Wave 2000Qシステムの代表的なものです。 

 

2.5.2 グローバルアニールスケジュールの変化 

アニーリングパターンのピースワイズリニア(PWL)波形を定義するポイントの組を投入することで、

グローバルアニーリングスケジュールを変更することができます。ポーズ（pause：一時停止）やクエ

ンチ（quench：急冷）を導入することで標準的な(前方方向の)スケジュールを変更することができ、量

子ビットを特定の古典状態に初期化しそこから逆方向にアニーリングを行うこともできます。本セク

ションでは、これらの特徴について述べます。 

 

注: D-Wave 2X 以前のシステムでは、グローバルアニーリングスケジュールの変更はサポートされて

いません。D-Wave 2000Q システムの場合、スケジュールの最大のポイント数はシステムに依存しま

す。 

 

 

注: アニーリングスケジュールで許容される最大のポイント数は、システムやリリースによって異なり

ます。この値を得るには、”max_anneal_schedule_points” ソルバープロパティを確認してください。

リバース（反転）アニーリングの場合、許容されるポイントの最大数はこのプロパティで与えられた数

よりも 1多くなります。 

 

 

ポーズとクエンチ 

D-Wave 2000Qシステムは、大域的なアニールトラジェクトリ（trajectory：軌跡）について従来の製

品よりも多くの制御を可能にしました。従来どおり、永久電流の二次関数的増加、すなわち、𝐵(𝑡)の
二次関数的増加を”annealing_time”パラメータによりスケールさせることができます。しかし、D-Wave 

2000Qでは、新しく”anneal_schedule”パラメータによって、アニーリングプロセスの途中でポーズ（一

時停止）やクエンチ（急冷）が可能です4。一時停止は特定のアニール率に一定時間とどまります。ク

エンチは指定されたポイントから数百ナノ秒以内にアニールを急峻に終了させます。個々の量子ビッ

トのアニーリング経路を個別に制御できるアニーリングオフセット機能とは異なり、アニーリングス

ケジュールの変更はワーキンググラフ内のすべての量子ビットに適用されます。 

スケジュールの変更は、𝑛 対のポイントからなる PWL波形で制御されます。1つ目の要素はマイクロ

秒単位の時間 𝑡 で、2つ目の要素は 0 から 1 の間の値としてのアニール率 𝑠 です。この入力により、

システムは 𝑠𝑖 と 𝑠𝑖+1 の間で 𝑠 の線形変化を生じさせます。PWL波形の各セグメントの最大の傾き

は、パラメータ Annealing Slope Range5で指定された上限値となります。 

与えられるアニールスケジュールポイントの組には、以下のルールが適用されます。 

• 時間 𝑡 は、スケジュール中のすべてのポイントにおいて増加しなければなりません。 

• 前方アニーリングでは、最初のポイントは(0,0)でなければなりません。 

• リバース（反転）アニーリングでは、アニール率 𝑠 は 𝑠 = 1 で開始、また終了しなければ

なりません。 

 
4 ”annealing_time”と”anneal_schedule”パラメータは同時に使えません。 
5 システムのこのプロパティおよびその他のプロパティは、ドキュメント”QPU Properties”に記載されています。 
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• 最後のポイントでは、アニール率 𝑠 は 1 に等しく、また時間 𝑡 は “annealing_time_range” 

プロパティの最大値を超えない値でなければなりません。 

• ポイントの数は、2以上でなければなりません。 

上限はシステムに依存します。”max_anneal_schedule_points” プロパティを確認してくださ

い。リバース（反転）アニーリングでは、許容される最大のポイント数はプロパティで与え

られる数より1大きくなります。 

• 最大の傾きを規定する追加ルールは、製品によって異なります。ご使用のシステムのQPUプ

ロパティ文書を確認してください。 

 

以下の表は、図 2.11 に示される 𝐵(𝑡) の変化のパターンを生成する、3 つの有効なアニールスケジュ

ールポイントの例を示しています。 

 

表 2.1: アニールスケジュールのタプル（Tuple）例 

 

ポイント 結果 

(0.0,0.0)(20.0,1.0) 20-𝜇𝑠アニーリングの標準的なトラジェクトリ

（trajectory：軌跡）。ここで 𝐵(𝑠) は時間に対し

二次関数的に増加します。 

(0.0,0.0)(10.0,0.5)(110.0,0.5)(120.0,1.0) 𝑠 = 0.5 においてアニールの中間で一時停止され

ます。𝐵(𝑠) の二次関数的増加は100-𝜇𝑠のポーズ

によって途中で中断されます。 

(0.0,0.0)(10.0,0.5)(12.0,1.0) 𝑠 = 0.5 においてアニールの中間でクエンチされ

ます。𝐵(𝑠) の二次関数的増加は2-𝜇𝑠の急速なク

エンチによって途中で中断されます。 

 

このようにグローバルアニーリングスケジュールを制御することで、量子アニーリングアルゴリズム

をより詳細に研究することができます。例えば、ポーズは小さな摂動的なアンチクロッシングを持つ

インスタンスのための有用な診断ツールとなる可能性があります。図 2.12 は[Dickson2013]で報告さ

れている、ポーズが挿入された 16量子ビットのインスタンスの典型的な測定を示したものです。アニ

ーリングの初期または後期に一時停止しても効果はないですが、予想される摂動的アンチクロッシン

グの近くで一時停止することで、基底状態を得られる成功率が大きく上昇します。 

もう 1つの例は 𝑠 < 1 にクエンチが挿入されます。クエンチが問題のダイナミクスと比べて速い場合、

クエンチによって返される状態の分布は標準的なアニーリングスケジュールによって返される状態の

分布とは大きく異なる可能性があります。図 2.13 は、同じ 16 量子ビットのインスタンスにクエン

チが加えられた場合の典型的な測定結果を示しています。基底状態のサンプルが得られる確率はアニ

ーリングの中でいつクエンチが行われたかに依存し、クエンチが後期に行われるほど基底状態のサン

プルが得られる可能性が高くなります。 
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図 2.11: アニーリングスケジュールの変化。上: 𝑡𝑓 = 20𝜇𝑠 における標準的な 𝐵 の二次関数的増加。

中央: 𝑡𝑓 = 20 𝜇𝑠 においてアニールの途中で 100 𝜇𝑠 のポーズ。下: 𝑡𝑓 = 20 𝜇𝑠 においてアニールの途

中で 2 𝜇𝑠 のクエンチ。 

 

 

 

図 2.12: アニーリングスケジュールの異なるポイントに挿入された異なる長さのポーズを示す 16 量

子ビット参照インスタンスからの典型的な測定。予想されるアンチクロッシングの近くに挿入された

ポーズは、基底状態の測定結果を得る可能性を高めます。示されているデータは D-Wave 2000Qシス

テムの代表的なものです。 
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図 2.13: アニーリングスケジュールの異なるポイントでの問題のダイナミクスと比較した異なる速度

のクエンチを示す 16量子ビット参照インスタンスからの典型的な測定。クエンチが後期に行われるほ

ど、基底状態から結果を得られる可能性が高くなります。示されているデータは D-Wave 2000Qシス

テムの代表的なものです。 

 

リバース（反転）アニーリング 

上述したように、アニーリング関数 𝐴(𝑠),𝐵(𝑠) は、𝑠 = 0 のとき 𝐴(𝑠) ≫ 𝐵(𝑠)、𝑠 = 1 のとき𝐴(𝑠) ≪

𝐵(𝑠) となるように定義されます。ここで 𝑠 は正規化されたアニール率です。標準的な量子アニーリ

ングプロトコルでは、𝑠  は時間とともに線形に増加し、𝑡𝑓  を総アニーリング時間として𝑠(0) =

0, 𝑠(𝑡𝑓) = 1 となります。量子ビットのネットワークは、とりうるすべての古典的な状態の大域的な重

ね合わせからスタートし、𝑠 → 1 において系は単一の古典的な状態に局在化します。図 2.1を参照して

ください。 

リバース（反転）アニーリングでは量子ビットを特定の古典的な状態に初期化し、𝑠 = 1 から進展を開

始し 𝑠 = 0 に向かう経路に沿ってアニーリングを行い、また 𝑠 = 1 に戻ることができます。図 2.14

は、系が 𝑠 = 0.5 に向かって反転し、𝑠 = 0.5 で 25𝜇𝑠 ポーズし、𝑠 = 1 で終了する典型的な反転アニ

ーリングプロセスを示しています。 

 

注：スピン反転変換はリバース（反転）アニーリングと両立しません。 
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図 2.14: 𝑠 = 1 から 𝑠 = 0.5 まで 5𝜇𝑠 相当の傾斜を持ち、その後 𝑠 = 0.5 で 25𝜇𝑠 ポーズし、同じ傾

斜で 𝑠 = 1 に戻る典型的なリバース（反転）アニーリングプロトコル。 

 

 

リバース（反転）アニーリングは、D-Wave QPUにおける量子アニーリング処理について、さらなる

制御と知見をもたらします6。リバース（反転）アニーリングは例として以下のような用途を持ちます。 

• 量子ボルツマンサンプリング ‐ 古典状態を用意し、𝑠 によって異なる確率分布からサンプ

ルの組を引き出します。 

• ハイブリッドアルゴリズム ‐ 古典的なヒューリスティックによって与えられる古典的な状

態を準備し、有限の 𝐴(𝑠) を立ち上げて系を発展させます。 

• トンネル率測定 ‐ 特定の古典的な状態を準備し、系がこの状態から別の状態にトンネル効

果によって移る割合を 𝑠 の範囲にわたって測定します。 

• 緩和率測定 ‐ 問題のハミルトニアンの励起状態である古典状態を準備し、系がより低いエ

ネルギー状態に緩和する割合を 𝑠 の範囲にわたって測定します。 

 

リバース（反転）アニーリングは 3つのパラメータを使用します。“anneal_schedule” は波形 𝑠(𝑡) を

定義し、 “initial_state” と “reinitialize_state” はアニーリング開始時の系の状態を制御します。 

ポーズやクエンチと同様に、𝑛 組のポイントからなる PWL波形で反転アニーリングスケジュールを制

御します。組の 1つ目の要素はマイクロ秒単位の時間 𝑡 で、2つ目の要素は 0から 1の間の値のアニ

ール率 𝑠 です。前方アニーリングと同様に、時間 𝑡 はスケジュール内のすべてのポイントで増加しな

ければなりません。しかしリバース（反転）アニーリングの場合は、アニーリング率は 𝑠 = 1 で始ま

り、 𝑠 = 1 で終わる必要があります。 

 
6 さらなる詳細については、D-Wave White Paper シリーズの 14-1018A-A、”Reverse Annealing for Local Refinement of 

Solutions”（2017年）を参照してください。 
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図 2.14のパターンを取得するために投入するタプル（tuple）を以下の表に示します。 

 

表 2.2: リバース（反転）アニーリングスケジュールのタプル例 

 

ポイント 結果 

(0.0,0.1)(2.5,0.5)(27.5,0.5)(30.0,1.0) リバース（反転）アニーリングのため、𝑠 = 1 

から始まります。途中に 𝑠 = 0.5 で25𝜇𝑠 のポ

ーズを伴う30.0𝜇𝑠 のアニーリングです。 

 

“anneal_schedule”でリバース（反転）アニーリング波形を与える場合は、系が設定される初期状態も

与える必要があります。SAPIへの 1回の呼び出しで複数の読み出しが要求された場合、システムの開

始状態には 2 つのオプションがあります。これらはブールパラメータ”reinitialize_state"で制御されま

す。 

• reinitialize_state=true (デフォルト) ‐ 全てのアニーリング読み出しサイクルごとに初期状態

を再初期化します。各アニーリングは “initial_state" パラメータで指定された状態から始ま

ります。アニーリング-読み出しの各サイクルの前に初期化時間が必要です。再初期化に要

する時間はシステムによって異なります。 

• reinitialize_state=false ‐ 初期化は最初だけ、最初のアニーリングサイクルの前に行います。

各アニーリング(2回目以降)において、前サイクルの最終状態から量子ビットが初期化されま

す。初期化時間は1回のみ必要です。 

“reinitialize_state" パラメータはタイミングに影響を与えます。詳細については ”ソルバーの計算時間” 

を参照してください。 

 

2.6 D-Wave QPU オペレーション 

本セクションでは、D-Wave QPU のプログラミングサイクルとアニール-読み出しサイクルについて説

明します。システムのタイミングについては、”ソルバーの計算時間” を参照してください。 

 

2.6.1 プログラミングサイクル 

イジング問題が ℎ と 𝐽 の値の組として与えられると7、D-Wave システムはこれらの値を QPU 上の

DAC に伝達します。室温下にある電子回路が DAC をプログラムするための生の信号を生成し、それ

が冷凍機内へワイヤを介して送信されます。次に DACは量子ビットとカプラーに対し局所的に、静的

な磁気制御信号を印加します。これが QPU のプログラミングサイクルです8。プログラミングサイク

ル後、QPUはプログラミング後の熱を冷却するのに必要な時間(postprogramming thermalization time: 

通常 1𝑚𝑠)だけ冷却されます。この冷却時間の詳細についてはセクション”温度”を参照してください。 

QPUのプログラミングに要した時間の合計は、プログラミング後の冷却時間を含めて”qpu_programm

ing_time” として報告されます。 

 

 
7 ユーザーよりシステムへ他のいくつかの指示が与えられます。例えば、量子アニーリングプロセスが生じるアニーリング時間など
です。詳細については、”ソルバーのプロパティとパラメータの解説” を参照してください。 
8 いくつかの記述では、プログラミングサイクルは DACに記録された以前のデータを消去するリセットステップとそれに次ぐプロ

グラミングステップに細分化されます。 
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2.6.2 アニール-読み出しサイクル 

プログラミングサイクル後、システムはアニーリングフェーズに切り替わり、この間に QPUはアニー

リングと読み出しを繰り返します。アニーリングは、ユーザーが”annealing_time” としてユーザーが指

定した時間にわたってアナログラインを利用して実施され、”qpu_anneal_time_per_sample” として

QPUから報告されます。その後、QPUのデジタル読み出しシステムは、量子ビットのスピン状態を読

み出して返します。そして、システムは、QPUから ”qpu_delay_time_per_sample” として返された時

間だけ冷却されます。この時間は、一定の値に対しユーザーが ”readout_thermalization” パラメータで

任意に指定した時間を加えたインターバルです。 

アニール-読み出しサイクルは ”サンプル” とも呼ばれます。このサイクルは ”num_reads” パラメータ

によってユーザーに指定されたサンプル数の分だけ繰り返され、サンプルごとに 1 つの解が返されま

す。要求されたサンプル数を完了するのに要した総時間は “qpu-sampling-time“ として QPUより返さ

れます。 

タイミングの詳細については、”ソルバーの計算時間” を参照してください。 

 

2.7 D-Wave QPU アーキテクチャ 

D-Wave QPUは相互に接続された量子ビットの格子です。量子ビットはカプラーを介して他の量子ビ

ットと接続していますが、D-Wave QPUは全結合ではありません。代わりに、D-Wave 2000Q QPUと

それ以前の世代の量子ビットはキメラとして知られるトポロジーで相互接続されており、Advantage 

QPUはペガサストポロジーを組み込んでいます。 

D-Wave QPUでは、計算に利用可能な量子ビットとカプラーの集合をワーキンググラフと呼びます。

ワーキンググラフの収量は、通常、QPU内に作製され物理的に存在する量子ビットおよびカプラーの

総数よりも少ないです。 

一般のグラフ上に定義して与えられた論理問題は、チェーンを利用してワーキンググラフ上に定義さ

れた物理問題にマッピングすることができます。チェーンは、1つの論理ノードを表すために結合され

た量子ビットの集合です。（訳注：複数の物理量子ビットをつないで（チェーン）、ひとつの論理ノード

にします。）論理問題と物理問題の関連付けは、マイナー埋め込みによって行われます。マイナー埋め

込みの詳細については、”D-Wave Problem-Solving Handbook”を参照してください。 

量子ビットは 𝑞
𝑖
 と表され、イジングスピンを実装しています。これらの物理的な接続性が、どのカッ

プリング 𝐽𝑖,𝑗 を非ゼロ値に設定できるかを決定します。許容される接続性はキメラグラフまたはペガ

サスグラフで描写されます。図 2.15と図 2.17を参照してください。 

以下のサブセクションでは、これらのトポロジーの簡単な概要を提供します。より詳しくは、”D-Wave

システム入門” を参照してください。 

 

2.7.1 キメラ 

キメラアーキテクチャは接続されたユニットセルのセットで構成され、各ユニットセルは 4 つの垂直

量子ビットにカプラーを介して接続された 4 つの水平量子ビットを持ちます。ユニットセルは隣接す

る量子ビットが接続された状態で縦横にタイル状に配置され、疎に接続された量子ビットの格子を生

成します。表記 𝐶𝑁 は、 𝑁 ×𝑁 グリッドのユニットセルからなるキメラグラフを指します。D-Wave 

2000Q QPU は 𝐶16 キメラグラフをサポートしており、これは 2000以上の量子ビットが 8量子ビッ

トからなるユニットセルの16× 16行列へロジカルにマッピングされています。 

𝑀 ×𝑁 × 𝐿 キメラグラフは 𝑀 ×𝑁 の 2 次元格子のブロックで構成されます。各ブロックは 2𝐿 の変

数で構成され、合計 2𝑀𝑁𝐿 の変数で構成されます。 

図 2.16が示すように、キメラの量子ビットには、以下の特徴があります。 
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• 名目長 4 – 各量子ビットは内部カプラーを通して4つの直交した量子ビットと接続されてい

ます。 

• 次数 6 – 各量子ビットは6つの異なる量子ビットと結合されています。 

 

 

図 2.15: 3 × 3× 4 キメラグラフ。𝑀 ×𝑁 × 𝐿 キメラグラフのノードは 2𝑀𝑁𝐿 個の各量子ビット 𝑞
𝑖
 

を表します。グラフ中のエッジ(ノード間の結合) 𝐽𝑖,𝑗 は、非ゼロ値となりうる結合を指します。例とし

て、量子ビット 3と量子ビット 4はエッジで結合されているため 𝐽3,4 は非ゼロになる可能性がありま

すが、量子ビット 2と量子ビット 3の間はエッジで結合されていないため 𝐽2,3 は常にゼロでなければ

なりません。キメラの基本的な繰り返しブロック(完全二分結合を持つ 2𝐿 変数のブロック)は、𝑀 ×𝑁 

格子としてタイル状に配置されます。各ブロック内の左側の変数は垂直方向に、右側の変数は水平方

向に結合しています。 
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図 2.16: 各量子ビットは 6つのカプラーを持ち、4つはユニットセル内、2つは異なるユニットセル間

です。 

 

 

2.7.2 ペガサス 

ペガサスのトポロジーにおいて、量子ビットはキメラのように垂直または水平に ”方向付け” されてい

ますが、同じように整列した量子ビットは図 2.17で示されるようにシフトもしています。 

ペガサストポロジーを持つ QPU では、カプラーを内部カプラー、外部カプラー、オッド（odd）カプ

ラーに分類することが概念的に有用です。図 2.17は、このトポロジーにおける量子ビットの結合を示

しています。 

ペガサスは次数 15の量子ビットとネイティブな 𝐾4 と 𝐾6,6 のサブグラフを特徴としています。ペガ

サス量子ビットは名目長 12(各量子ビットが内部カプラーを通して 12個の直交した量子ビットと接続

されます)と、次数 15(各量子ビットが 15個の異なる量子ビットと接続されます) を持つとみなされま

す。 

サイズのパラメータ 𝑁 をもつキメラグラフの呼称に表記 𝐶𝑛 を使用しているように、ペガサストポ

ロジーのインスタンスを 𝑃𝑛 と呼びます。例として、𝑃3 は 144ノードを持つグラフです。 
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図 2.17: 結合された量子ビット(水平ループと垂直ループで表されます) : 赤で番号 1 で示されている

中央の水平量子ビットは、そのオッドカプラーによってペアとなっている量子ビットも同じく赤で示

されていますが、垂直量子ビットのペア 3 から 8 と内部カプラーで結合しています。それぞれのペア

とそのオッドカプラーはそれぞれ異なる色で示されています。また水平量子ビットに外部カプラーで

結合された 2と 9も異なる色で示されています。 

 

2.7.3 バーチャルグラフ 

D-Wave のバーチャルグラフ機能は、特定のワーキンググラフへの埋め込みをより簡単に作成、最適

化、使用、再利用できるようにすることで、マイナー埋め込みのプロセスを簡素化する、ツールとイン

タラクティブな例を提供します。これらのツールを使用して埋め込みを投入し、チェーン強度を指定

すると、強い結合の結果として生じる可能性のあるバイアスの影響を補正するために、チェーン内の

量子ビットが自動的にキャリブレート（較正）されます。バーチャルグラフの詳細については、”Virtua

l Graphs for High-Performance Embedded Topologies, D-Wave White Paper Series, no.14-1020

A, 2017” を参照してください。こちらやその他のホワイトペーパーは https://www.dwavesys.com/re

sources/publications から入手可能です。 

このセクションでは、バーチャルグラフをサポートし、また直接利用することも可能な基本的な制御

である、拡張 𝐽 範囲と磁束-バイアスオフセットについて説明します。これらの制御によりチェーンが

ワーキンググラフ上でより物理的な量子ビットのように振る舞うことができ、それによって埋め込ま

れたサンプリングや最適化問題の性能を向上させることができます。 

 

注意: 名前は似ていますが、バーチャルグラフ機能は D-Wave の仮想フルイールドチップ(VFYC)ソル

バーとは無関係です。 

 

 

拡張 𝐽 範囲 

上記で説明されたように、D-Waveシステムが解くイジング最小化問題では、問題を表すモデルがワー

キンググラフ上にマイナー埋め込み (論理変数を表す量子ビットのチェーンの作成を含むプロセス) 
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されている必要がある場合があります。埋め込みにおいて、入力されたチェーン間の結合と比べてチ

ェーン内の量子ビット間の結合は強くなければなりません。 

チェーン強度についての議論のほとんどは、2つの絶対値の比率に関係しています。 

• チェーン結合強度（Chain coupling strength）‐ チェーン内の量子ビット間の結合の強さ 

• 問題スケール（Problem scale）‐ 問題中の(物理または論理)量子ビット間の結合の最大強度 

として、 

 
𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛_𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔_𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚_𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒
                                                                (2.7) 

 

例えば、すべてのチェーンの 𝐽 値が −1 で、リスケールされた論理問題の 𝐽 値が −
1

4
 から +

1

4
 の場

合、チェーン強度は 4 です。同様に、チェーンの 𝐽 値が −2 でリスケールされた論理問題の 𝐽 値が 

−
1

2
 から +

1

2
 の場合もまたチェーン強度は 4です。 

利用可能な結合強度の範囲は有限のため、通常は結合強度を許容される最小の負の値に設定し、それ

に対し入力される結合を相対的にスケールダウンすることでチェーン作成が行われます。しかし、入

力結合のエネルギースケールが小さくなると、QPUは問題の大域的な最適値を見つけることが難しく

なる可能性があります。 

この問題に対処するため、いくつかのソルバーは拡張 𝐽 範囲によってより強力なチェーン結合をサポ

ートしています。埋め込まれた問題は通常他の結合の少なくとも 2 倍の強度を持つチェーン結合を持

ち、また標準的なチェーン結合はすべて負であるため、この機能は埋め込まれた問題で利用可能なエ

ネルギースケールを実効的に 2倍にします。図 2.18を参照してください。 

 

 

図 2.18: D-Wave QPUに直接フィットしない入力の埋め込み。元の問題(A)が持つ緑の頂点は、反強磁

性結合によって接続された 2つの頂点のチェーンで置き換えられます(B)。標準の結合範囲を用いると、

埋め込まれた問題は QPUに対してスケールダウンされなければならず、これはパフォーマンスの低下

につながります(C)。しかし拡張 𝐽 範囲を用いると、リスケーリングは必要ありません(D)。 
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𝐽 の利用可能なより大きい負の値を使用すると、𝐽 のダイナミックレンジが増加します。根底にあるグ

ラフを構築するために量子ビットの強いチェーンを用いて埋め込まれた問題において、このような範

囲の拡張は問題の結合が、ICEやその他の影響を受けにくいことを意味します。しかし、強い負のカッ

プリングは、チェーンにバイアスをかける可能性があるため、この影響を補正するために、磁束-バイ

アスオフセットを適用して、チェーンを再調整する必要があります。詳細は次のセクションを参照し

てください。 

 

磁束-バイアスオフセット 

最適にキャリブレート（較正）された QPUでは、バイアスのかかっていないチェーンをアニーリング

すると、スピンアップとスピンダウンの間で均等に分割されるスピン状態の統計が生成されます。ℎ の

値に対してプロットすると、この均等な分布は、原点 (0,0) を通るシグモイド（sigmoid）曲線になり

ます。図 2.19を参照してください。しかし、強い負値の 𝐽 を持つチェーン内の量子ビットは、𝐽 誘起

バイアス(潜在的には 𝑠 に依存するオフセット磁場9)を受けます。この磁場はプロットされた ℎ の値

によるシグモイド曲線を理想的な値からシフトさせます。これを補正するには、強い負値の 𝐽 結合を

使用するチェーンを再較正して、チェーンからバイアスを取り除き、マイナー埋め込みに関連するア

ナログエラーの発生率を減らす必要があります。 

再較正は、プロットされた ℎ シグモイドをその理想的な位置に動かすために、量子ビットごとに磁束

-バイアスオフセットを適用する10ことを含みます。チェーンに対する最適なオフセット値は、それに

含まれる量子ビットやカプラーと、チェーン結合強度に依存します。  

 

注: 印加される磁束バイアスは、時間(および 𝑠)について一定ですが、式 2.7 に示すハミルトニアン中

に項 𝐼𝑝𝜙𝑓𝑙𝑢𝑥𝑏𝑖𝑎𝑠𝜎𝑧 として現れ、印加されるエネルギーは√𝐴(𝑠) に伴って増加します。印加される磁束

バイアスは印加される ℎ とは異なります。一方の誤差を補正するためにもう一方を使用しないでくだ

さい。 

 

上記のように D-Waveは、強く結合したチェーンを持つ埋め込みを投入する際に適切な磁束-バイアス

オフセットを自動的に計算して適用するツールを提供しています。しかし高い水準においては、磁束-

バイアスオフセットの値を決定するプロセスには以下が含まれます。 

1. 埋め込みで使用しようとしている強いチェーンを定義します。どんな問題からも独立に定義

してください。 

2. 量子ビットごとの磁束-バイアスオフセットを、最小許容値から最大許容値までスイープ

し、チェーンを何度もアニーリング（例えば1000回）して、チェーンの平均スピン状態 (磁

化) を計算します。 

3. x軸を1量子ビットあたりの磁束-バイアスオフセット、y軸をチェーンの磁化として、結果を

プロットします。データにシグモイドモデル(この場合、𝑡𝑎𝑛ℎ 関数)をフィッティングしま

す。 

4. シグモイドモデルのx-切片 (すなわち、磁化が完全に釣り合った値 0 になる1量子ビットあ

たりの磁束-バイアスオフセット値) を測定します。 

5. スピンアップまたはスピンダウンの読み取り確率を等しくするため、チェーン内の量子ビッ

ト全体に磁束-バイアスオフセットを加えます。 

 
9 このオフセットは、チューナブルカプラの高い感受性により生じます[Har2009]。 
10 チェーン内のすべての量子ビットに同じ磁束-バイアスオフセット値が使用されます。 
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この操作は ”balancing the chain” として知られています。11 

 

 

 

図 2.19: 印加された 1量子ビットあたりの磁束-バイアスオフセットの関数としての、単一チェーンの

磁化(平均スピン値)。シグモイド関数(破線)はデータ点に対しフィッティングされており、この関数の

x切片によって最適な量子ビットあたりの磁束-バイアスオフセットが与えられます。 

 

バーチャルグラフ機能の利用ガイドライン 

バーチャルグラフ機能が利用できるかどうかはソルバーによって異なります。 “extended_j_range” プ

ロパティをチェックし、それが存在するか、またその範囲を確認してください(“j_range” プロパティは

変更されません)。拡張 𝐽 範囲を使用する際、1量子ビットあたりの結合の合計に追加の制限があるこ

とに注意してください。各量子ビットの 𝐽 値の合計は、”per_qubit_coupling_range” ソルバープロパ

ティで指定された範囲内になければなりません。 

磁束-バイアスは “flux_biases” パラメータで設定します。このパラメータは、使用可能な量子ビット

の数と等しい長さの double(浮動小数点数)のリストを受け取ります。磁束-バイアスの単位は 𝛷0 で、

必要とされる典型的な値は < 10−4𝛷0、最大許容値は典型的に> 10−2𝛷0 です。最小ステップサイズ

は、内在する典型的な 1 𝑓⁄  ノイズのレベルよりも小さいです。付録 ”磁束ノイズと量子アニーリング” 

を参照してください。 

 

注: デフォルトでは、D-Waveシステムは 付録 ”磁束ノイズと量子アニーリング” で説明されているよ

うに、磁束ドリフトを自動的に補正します。この動作を無効にする場合は、“flux_biases” パラメータ

を使用して、マニュアルで磁束-バイアスオフセットを適用することを推奨します。 

 

 

11 チェーン結合された各量子ビットの ℎ 値を調整することでチェーンのバランスをとることもできますが、これはパフォーマンス

を向上させる手段としてはあまり効果的ではありません。 
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バーチャルグラフ機能を利用する際には、以下の点に注意してください。 

• スピン反転変換(SRT)もオートスケーリングも、拡張 𝐽 範囲や磁束-バイアスオフセットと同

時に使用することは不可能です。問題の投入において1つ以上のSRTを指定した場合、問題

は代わりに ”j_range” プロパティ内に収まる 𝐽 値を使用するようにスケールダウンされま

す。 

• これらの機能を使用すると、通常のシステムの動作とは異なり、デフォルトでオートスケー

リングが自動的に無効となります。 

• すべてのカプラーの 𝐽 値は”extended_j_range”プロパティ内に収まる必要があります。 

• 量子ビットに接続されたカプラーのすべての 𝐽 値の和は、”per_qubit_coupling_range” プロパ

ティの範囲内に収まらなければなりません。例としてこのプロパティが[-9.0 6.0]の場合、以

下の6カプラー量子ビットの 𝐽 値が許容されます。 

 

1,1,1,1,1,1 
 

合計は 6 です。また、 

 

1,1,1,−2,−2,−2 

 

この合計は −3 です。しかし以下の値は合計すると前述の範囲を超えるため許容さ

れません。 

 

−2,−2,−2,−2,−2,−2 

 

• 拡張 𝐽 範囲により原理的にはほぼ任意の長さのチェーンを破損なく作成することができま

すが、埋め込まれた問題がうまく機能すると予想されるチェーンの長さは、5～7量子ビット

の範囲になります。 

• 拡張 𝐽 範囲を用いて論理量子ビットを埋め込む際、論理量子ビットの木の各ノードにおけ

る次数 𝐷 を以下で制限してください。 

 

D = floor [
min(𝑝𝑒𝑟_𝑞𝑢𝑏𝑖𝑡_𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔_𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒) − 𝑛𝑢𝑚_𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒𝑟𝑠_𝑝𝑒𝑟_𝑞𝑢𝑏𝑖𝑡 × min (𝑗_𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒)

min(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑_𝑗_𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒) − min (𝑗_𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒)
] 

(2.8) 

 

D-Wave 2000Q QPUにおいて 𝑛𝑢𝑚_𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒𝑟𝑠_𝑝𝑒𝑟_𝑞𝑢𝑏𝑖𝑡 = 6 です。図2.16を参照してくださ

い。 
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第 3 章 ICE: 𝒉 と 𝑱 の値のダイナミックレンジ 
 

ℎ と 𝐽 の値のダイナミックレンジは、統合制御エラー(ICE) によって制限されることがあります。ICE

という用語は、問題表現の忠実度を下げる原因を総称します。この章では、ICEの概要を提供し、それ

に寄与する主な発生源を説明し、その影響を測定するガイドラインを提供します。 

 

注: このチャプターで与えられるデータは、D-Waveシステムの代表的なものです。 

 

 

3.1 ICE の概要 

ℎ と 𝐽 は倍精度の浮動小数点値として指定することができますが、D-Wave QPU にこれらの値を実

装する際に忠実度が失われます。この忠実度の損失はいくつかの種類の問題に影響を与えます。 

具体的には、式 2.1 のようにℎ と 𝐽 で定義された最適化問題に対して低いエネルギー状態を求める代

わりに、QPUは次のようにモデル化できるわずかに変更された問題を解きます。 

 

𝑬𝒊𝒔𝒊𝒏𝒈
𝜹 (𝒔) = ( 𝒉𝒊 + 𝜹𝒉𝒊)𝒔𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

+ (  𝑱𝒊,𝒋 + 𝜹𝑱𝒊,𝒋)𝒔𝒊𝒔𝒋

𝑵

𝒋=𝒊+𝟏

𝑵

𝒊=𝟏

                                            (3.1) 

 

ただし𝛿ℎ𝑖 と 𝛿𝐽𝑖,𝑗 は、それぞれ ℎ𝑖 と 𝐽𝑖,𝑗 の誤差を示します。
12 

誤差 𝛿ℎ𝑖 は、ℎ𝑖 とすべての付随するカプラー 𝐽𝑖,𝑗 とその隣の ℎ𝑗、およびそれらに付随するカプラー 

𝐽𝑗,𝑘 とその隣の ℎ𝑘 の値に依存します。すなわち、トポロジカルグラフ上スピン 𝑖 がスピン 𝑗 に接続

されスピン 𝑗 がスピン 𝑘 に接続されている場合、𝛿ℎ𝑖 は程度が異なりながらℎ𝑖, ℎ𝑗, ℎ𝑘, 𝐽𝑖,𝑗, 𝐽𝑗,𝑘 に

依存します。この依存関係は関係する量子ビットと結合がグラフ内に存在する場合、それらが非ゼロ

値に設定されているかどうかに関わらず保持されます。同様に、𝛿𝐽𝑖,𝑗 は 𝐽𝑖,𝑗 の局所近傍にあるスピン

と結合に依存します。例えば、与えられた問題が(ℎ1 = 1, ℎ2 = 1, 𝐽1,2 = −1)で指定されている場合、

QPU は実際には(ℎ1 = 1.01, ℎ2 = 0.99, 𝐽1,2 = −1.01)の問題を解くかもしれません。問題パラメータ 1

つの変更だけで 3 つの誤差項がすべて変更される可能性があり、それにより問題の変更のされ方も異

なります。 

𝛿ℎ と𝛿𝐽 の確率分布は、問題設定 ℎ と 𝐽 のセット全体、およびすべての 𝑖 と 𝑖, 𝑗 のペア全体のアン

サンブルです。𝛿ℎ と𝛿𝐽 の値は、アニーリング中のアニーリング率 𝑠 で変化する平均 𝜇 と標準偏差 

𝜎 によるガウス分布に従います13。QPU 制御システムは、 𝜇 がゼロとなる 𝑠 の値が一般に存在する

よう較正（キャリブレート）されています。この点は、セクション ”フリーズアウト点” で説明した単

一量子ビットのフリーズアウト点(アニーリングの後期)と、一次元イジングチェーンの量子臨界点(ア

ニーリングの初期)の間のどこかにあるよう選ばれています。𝑠 のいくつかの値における非ゼロの 𝜇 

を持つ分布は、この章で後述する系統誤差によるものと考えられています。したがって、動作中の ℎ 

と 𝐽 の期待される偏差は系統的寄与 𝜇 と、標準偏差 𝜎 を持つランダム成分の合計です。 

図 3.1 と図 3.2 は、分数で表した異なる時間 𝑠 における 𝛿ℎ と 𝛿𝐽 の分布の測定例を示しています。

測定方法の説明については、セクション “2 スピン系を使用した ICE の測定” を参照してください。 

 
12 𝛿ℎ と𝛿𝐽 は 𝑁 にわたって合計されるため、ℎ と 𝐽 の与えられたダイナミックレンジと分布において、忠実度の制限はフル QPU

サイズの問題の性能に大きく影響する傾向があります。 
13 単純化のための仮定です。実際の結果にみられる分布はこれに近いものとなります。 
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図 3.1: 熱モデルに最もフィットするパラメータから推定された 𝛿ℎ 分布。左のプロットは分布の標準

偏差を示し、右のプロットは平均を示しています。𝑠 の範囲にわたって 𝛿ℎ の推定値を求めるため、

データはサイズ 1(𝑠 が大きい)からサイズ 5(𝑠 が小さい)の間の論理量子ビットについて取得されてい

ます。示されているデータは D-Waveシステムの代表的なものです。 

 

 

 

図 3.2: 熱モデルに最もフィットするパラメータから推定された 𝛿𝐽 分布。左のプロットは分布の標準

偏差を示し、右のプロットは平均を示しています。𝑠 の範囲にわたって 𝛿𝐽 の推定値を求めるため、デ

ータはサイズ 1(𝑠 が大きい)からサイズ 5(𝑠 が小さい)の間の論理量子ビットについて取得されていま

す。示されているデータは D-Waveシステムの代表的なものです。 

 

 

3.2 ICE の発生源 

D-Wave QPU上のイジングスピンは本質的にアナログで、空間的に局所的な磁場によって制御されま

す。制御は QPU 上の DAC の出力と、スピンのグループ間で共有されるその他のアナログ信号の組み

合わせです。キャリブレーション（較正）手続きは QPU が初めてオンラインになったときに行われ、

イジング問題の指定 ℎ, 𝐽 と、アニーリング時に使用する制御値との間のマッピングを決定します。 

QPU のキャリブレーションは、D-Wave システムをサイトに設置するために必要な時間の重要な部分
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です。これには、所望のイジングスピンハミルトニアンを実現するモデルを構築するために使用され

るデータを得るための、QPUと冷凍器の一連の測定を含みます。 

これらのモデルは、ICEによる ℎ と 𝐽 の歪みに寄与するいくつかの要因を特定します。これらの要因

とそれらをどのように補正するかを理解することは、問題を指定する際の ℎ と 𝐽 の選択の指針とな

ります。以下のリストは、ICE の主要な発生源です。続くサブセクションで詳細を説明します。 

• ICE 1 ‐ QPU上のrf-SQUID量子ビットはカプラーとして弱く振る舞い、実効的なNext-

nearest-neighbor (NNN) 𝐽 相互作用と、印加された ℎ バイアスの隣り合う量子ビットへのリ

ークを招きます。セクション”背景磁化率 (ICE 1)”を参照してください。 

• ICE 2 ‐ 量子ビットは1 𝑓⁄  ノイズのような低周波の磁束ノイズを受けます。このノイズは

時間(QPU上での実行間の時間)的に変化する誤差に寄与し、また 𝑠 によっても変化します。

セクション”量子ビットの磁束ノイズ(ICE 2)”を参照してください。 

• ICE 3 ‐ 指定された ℎ, 𝐽 値を与えるQPU上のDACは、有限の量子化ステップサイズを持ち

ます。セクション”DACの量子化 (ICE 3)”を参照してください。 

• ICE 4 ‐ ℎ 𝐽⁄  の比は、𝑡𝑓 のようなアニーリングパラメータの変化によって若干異なる場合

があります。 

• ICE 5 ‐ 完全に同一な量子ビットを作成することはできません。その結果、個々のスピン

はわずかに異なる強度 (持続電流) やトンネルエネルギーを持つ場合があります。これらの

差異はアニール率 𝑠 によっても異なります。セクション”量子ビット間のスケール分布 

(ICE 5)”を参照してください。 

 

3.2.1 背景磁化率 (ICE 1) 

アニーリングプロセスにおいてすべてのイジングスピンは、問題のハミルトニアンに捉えられていな

い、隣り合うスピン (つまり、結合によって接続されているスピン) に対するカプラーのような効果を

持っています。この効果は主に 2つの形態をとります。 

• スピン 𝑖 は、隣り合うスピンのペア間にNext-nearest neighbor (NNN)結合を誘起します。 

• スピン 𝑖 に印加されたバイアス ℎ が隣り合うスピンにリークします14。 

この背景磁化率効果の強度は、パラメータ 𝜒 によって特徴づけられます15。 

例として、図 3.3 に示される 3 スピン問題について考えます。この系は次のイジングエネルギー関数

で描写されます。 

 

𝐸3(𝒔) = +ℎ1𝑠1 + ℎ2𝑠2 + ℎ3𝑠3 + 𝐽1,2𝑠1𝑠2 + 𝐽2,3𝑠2𝑠3                                         (3.2) 

 

しかし、QPUで解かれるエネルギー関数は、いくつかの追加項を持ちます。 

 

E𝜒
𝛿(𝒔) = +ℎ2𝜒𝐽1,2𝑠1 + ℎ1𝜒𝐽1,2𝑠2 + ℎ3𝜒𝐽2,3𝑠3 + ℎ2𝜒𝐽2,3𝑠3⏟                              

ℎ leakege

+ 𝐽1,2𝜒𝐽2,3𝑠1𝑠3 ⏟        
NNN coupling

                   (3.3) 

 

NNN結合は、スピン 1が強度 𝐽1,2𝜒𝐽2,3 のスピン 1と 3の間の相互作用を引き起こすことで生じます。

 
14 これがどのように rf-SQUID 量子ビットから発生するかについては、[Har2010]に詳細な記述があります。 
15 記号 𝜒 の使用は、物理学で磁気系の磁化率を特徴付けるために 𝜒 が使用されていることと一貫しています。ここでは正規化さ

れた 𝜒 = 𝑀𝐴𝐹𝑀𝜒𝑞 を用います。ここで 𝑀𝐴𝐹𝑀 は最大の利用可能な反強磁性相互インダクタンスであり、𝜒𝑞 =
𝑑𝐼𝑝

𝑑𝛷𝑞
 は物理量子ビット

の磁化率です。 
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同様に ℎ2 はスピン 1に強度 ℎ2𝜒𝐽1,2 でリークし、他の項も同様です。 

図 3.4 は、𝜒 が 𝑠 によって典型的にどのように変化するかをアニーリング初期の-0.04 付近からアニ

ーリング後期の-0.015 付近、単一スピンのダイナミクスがフリーズアウトする点まで示しています。

より正確な値は、D-Waveから入手可能な個々の QPUのプロパティにあります。 

 

 

 

図 3.3: a) 𝜒 の影響を見るための 3 スピン系。3 つのスピンは 1, 2, 3 でラベル付けされた赤い丸で、

それぞれ局所ℎ -バイアスℎ1, ℎ2, ℎ3 と共に表されます。隣り合うスピン間の結合はスピン 1とスピン 2

間の線 𝐽1,2 と、スピン 2とスピン 3間の線 𝐽2,3 で表されます。b) 量子ビットの磁化率 𝜒 により誘起

された結合とℎ -バイアスを示す系のモデル。 
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図 3.4: アニーリング中の 𝜒 の変化。示されたデータは D-Wave 2X システムの代表的なものです。 

 

3.2.2 量子ビットの磁束ノイズ(ICE 2) 

ICE のもう一つの構成要素として、各 ℎ𝑖 は量子ビットの 1 𝑓⁄  磁束ノイズからくる独立な(ただし時

間依存する)エラー項に影響されます16。これらは典型的なリバース（反転）アニーリング時間よりも

低い周波数の磁束ノイズの摂動のため、早く連続して解かれた問題は、磁束ノイズの相関寄与を持ち

ます。デフォルトでは、磁束ドリフトは時間平均をとった時に限られた範囲で近似的にガウス分布と

なるように、D-Wave システムによって毎時自動的に補正されます。手順については、セクション”ド

リフト補正”を参照してください。”flux_drift_compensation”ソルバーパラメータを”false”に設定するこ

とで、この自動補正を無効にすることができます。もしそのようにした場合、磁束バイアスオフセット

をマニュアルで印加してください。セクション”磁束バイアスオフセット”を参照してください。 

ノイズの物理的な発生源は、量子ビット上の磁束揺らぎであるため、量子ビットの持続電流が小さい

アニーリングの早い段階では、ノイズの実効レベルが大きくなり、物理的な磁束単位において ℎ が相

対的に小さくなります。詳細は、セクション”結合した rf-SQUIDE 量子ビット”と付録”磁束ノイズと量

子アニーリング”を参照してください。 

𝛿ℎ2 のゆらぎのフーリエスペクトルは、近似的に 𝐴2 𝑓𝛼⁄  のように変化します。ここで、𝑓 は 1 𝑚𝐻𝑧 

から分解可能な最高周波数までの周波数、A は 𝑓 = 1 𝐻𝑧 でのゆらぎの振幅、𝛼 はゆらぎのスペクト

ルの傾き (もしくは周波数依存性) です。磁束ドリフト補正により、1 𝑚𝐻𝑧 以下では、スペクトルがフ

ラットになりゼロに近くなります。1 𝑚𝐻𝑧 から 1 𝑀𝐻𝑧 (直接観測可能な関心のある帯域) までのノイ

ズを積分すると、𝛿ℎ へのガウシアンの寄与はアニーリングの初期には約 0.009、アニーリングの後期

にはより小さくなります。図 3.5に 64量子ビットシステムの典型的なデータを示します。 

 

 
16 カプラーも 1 𝑓⁄  磁束ノイズを持ちますが、𝛿ℎ や 𝛿𝐽 に比べると僅かな影響です。 
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図 3.5: 64量子ビットクラスターの ℎ 揺らぎのパワースペクトル密度。64量子ビットを強く結合させ、

システムの磁化揺らぎを経時的に測定することでデータを取得しています。この信号のパワースペク

トル密度は、有効 ℎ 単位で周波数の関数としてプロットされています。実線はモデル 𝐴2/𝑓𝛼 +𝑤𝑛 へ

の最適なフィッティングを示しており、ここで 𝑤𝑛 は測定手法の統計的ノイズフロアであり、量子ビ

ット環境の本質的な広帯域ゆらぎの測定ではありません。詳細については付録”磁束ノイズと量子アニ

ーリング”を参照してください。示されたデータは D-Wave 2X システムの代表的なものです。 

 

3.2.3 DAC の量子化 (ICE 3) 

ユーザーが指定した ℎ, 𝐽 値を与える QPU上の DACは、有限の量子化ステップサイズを持ちます。そ

のステップサイズは適用される ℎ または 𝐽 の値に依存します。DAC 出力への応答が非線形であるた

めです。 

このランダム誤差の寄与は、0を中心とした一様分布で記述され、誤差 ±𝑏 を持ちます。ℎ と 𝐽 の典

型的な誤差を図 3.6に示します。これらの誤差は他の ICE要因より小さいこと、これらの値は ℎ と 𝐽 

の負の値でより顕著であることに注意してください。 
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図 3.6: ℎ パラメータ(左)と 𝐽 パラメータ(右) の制御における DAC の典型的な量子化ステップ。例え

ば、ℎ = −0.000 が QPUで実現された場合、±0.0038 の誤差が生じます。すべての量子ビットに渡っ

て、ℎ = 0.0038 に偏った最悪のケースの量子ビットと、ℎ = −0.0038 に偏った別の最悪のケースの量

子ビットが見つかるかもしれません。示されたデータは D-Wave 2X システムの代表的なものです。 

 

3.2.4: I/O システムの影響 (ICE 4) 

アニーリングプロセスの間には、複数の時間依存アナログ信号が QPUに印加されます。これらの信号

を届ける I/O システムは有限の帯域幅を持つため、アニーリングプロセス全体で信号の潜在的な歪み

を最小限に抑えるために、各アニーリングに対して波形を調整する必要があります。その結果、ℎ 𝐽⁄  の

比は 𝑡𝑓 とスケーリングされたアニール率 𝑠 によってわずかに変化する可能性があります。 

 

3.2.5 量子ビット間の 𝒉 スケール分布 (ICE 5) 

システムの温度を固定し 𝐽 = 0 と仮定すると、ユーザー指定の ℎ と QPU により実現される ℎ の関

係について、𝛿ℎ の分布における一定の平均オフセット 𝜇 を反映した傾き 1のグラフが期待されます。

しかし、測定される傾きは各スピンによって異なり、ガウス分布です。 

このばらつきは、各量子ビットの物理的なサイズの小さなばらつきと、巨視的パラメータである物理

インダクタンス 𝐿, キャパシタンス 𝐶 , ジョセフソン接合臨界電流 𝐼𝑐 を QPU 内のすべての物理量

子ビットに渡って均質化しようとしたときに生じる不完全さに起因しています。 

系の温度が固定されていると仮定すると、量子ビットの分布と印加された ℎ の間の理想的な関係 (傾

き) は、デバイスのアンサンブル全体で同一です。しかし、測定された傾きの分布は標準偏差が約 1%

のガウス分布をとり、これが 𝛿ℎ と 𝛿𝐽 に寄与します。この分布は各スピン 𝑠𝑖 の強度の違いによる結

果です。セクション”2スピン系を用いた ICE測定”を参照してください。 

 

3.3 ICE の測定 

本セクションでは、1 𝑓⁄  ノイズの影響を測定する方法と、ICE の効果を測定するための効果的な 2 ス

ピン系の活用方法について説明します。 

 



Technical Description of the D-Wave Quantum Processing Unit 

36 
09-1109A-S 

Copyright © D-Wave Systems Inc. 

3.3.1 1/ 𝒇 ノイズの測定 

ℎ パラメータの 1 𝑓⁄  ノイズを調べる簡単な方法は、すべての ℎ と 𝐽 の値を QPU上で 0に等しく設

定し、繰り返し試験で得られた量子ビットの分布が、時間の経過とともにどのようにドリフトするか

を観察することです。このアプローチでは、単一量子ビットのフリーズアウト点 𝑠𝑞
∗ に対する ℎ の実

効的な 1 𝑓⁄  ノイズエラーを特定します。より早いアニーリング時間における 1 𝑓⁄  ノイズを測定する

ため（および、エラー信号を増幅するため）には、強く結合した量子ビットのクラスターを作成し、次

のセクションで説明するように、システムの巨視的磁化の挙動の時間依存性を測定します。 

 

3.3.2 2 スピン系を用いた ICE 測定 

トポロジカルグラフ上に散在するイジングスピンのペアで定義された問題の結果を、ICE 効果の特徴

付けに利用することができます。 

 

シンプルな 2スピン系 

このような問題の最も単純なバージョンはバイアス ℎ1 と ℎ2 を持つ 2 つのイジングスピンと、それ

らの間の重み 𝐽 の結合を持ちます。この系のエネルギーは次式のとおりです。 

 

𝐸2𝑠𝑝𝑖𝑛(𝒔) = +ℎ1𝑠1 + ℎ2𝑠2 + 𝐽𝑠1𝑠2                                                         (3.4) 

 

シンプルな 2 スピン系を用いて ICE を測定するために、まず利用可能なグラフのすべての独立したエ

ッジの組を見つけます。これはすなわち、独立に操作可能な 2 スピン系の組です。同時にそれぞれの

組について、図 3.7に示した位相境界付近で ℎ1 と ℎ2 の設定を変えて、独立した 2スピン問題を QPU

に解かせます。次に得られたデータを熱モデルに適合させ、式 3.5 を用いて式 3.4 からの偏差 𝛿ℎ と 

𝛿𝐽 を推定します。 

図 3.7 の 2 スピン位相ダイアグラムは、系の最低エネルギー状態を与えられた 𝐽 について ℎ1 と ℎ2 

の関数として特徴づけています。ここでは、𝐽 = −0.5 としています。破線は、 ℎ1 空間と ℎ2 空間の

領域を示しており、結果として得られるイジングスピンは上向き(𝑠 = 1)と下向き(𝑠 = −1)の矢印で示さ

れています。より強度の大きい(より負の方向に大きい) 𝐽 値を適用すると強磁性相互作用が増加し、

↓↓と↑↑の領域は増大、↓↑と↑↓の領域は縮小します。 

理想的なダイアグラムは、背景磁化率誤差が存在すると仮定して得られたダイアグラムと比較するこ

とができます。この問題における 𝜒 補正項は次式のとおりです。 

 

𝐸
2𝑠𝑝𝑖𝑛
𝛿 (𝒔) = +ℎ2𝜒𝐽𝑠1 + ℎ1𝜒𝐽𝑠2                                                     (3.5) 

 

ℎ リーク効果を図 3.7に示します。青線は 𝜒 = −0.05 の場合の異なるスピン順領域の境界を示し、対

して、理想的な場合を破線で示しています。(2スピン系は NNN効果を持ちません。) 

与えられた ℎ リーク項の形より、元の問題の ℎ バイアスに小さな調整を適用することでこの誤差を

ある程度補正することができます。しかし 𝜒 は、アニーリング中に変化し(図 3.4 参照)、かつ、この

補正はアニーリング中の特定の 1 点に対応しています。典型的なアニーリング時間において、単一量

子ビットのフリーズアウト点は𝑠 ≈ 0.8および𝐴(𝑠) が100 MHz 程度で発生します(図 2.1参照)。これが

有意なスピン反転ダイナミクスが生じる最後の点です。この時点で 𝜒 は約 −0.015 であり、この値は

原理的には ℎ リークを補償することができます。しかし、より良いアプローチは、アニーリングの初

期の点、つまり 𝐴(𝑠) と 𝐵(𝑠) の交差点の前の点に対応するように 𝜒 を選択することです。これは 1
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次元スピン鎖の局所化点です。 

 

 

図 3.7: 𝐽 = −0.5 における 2 量子ビット(2 イジングスピン)位相ダイアグラム。破線は理想的なイジン

グスピンの振る舞いを仮定した場合の、系の 4 つの状態間の期待される位相境界の位置を示していま

す。実線は、𝜒 = −0.05 の場合の位相境界の位置を示しています。系統バイアス無しにイジングスピン

パラメータを推定するために、𝜒 はどのような物理系のモデルにも含まれている必要があります。示

されたデータは D-Wave 2X システムの代表的なものです。 

 

より大きな問題のための実効的な 2スピン系 

同様の測定は、強いクラスター内結合の重み 𝐽𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 で強く結合したスピンのグループで形成された

論理スピンによって構成された、より大きな問題に対して繰り返すことができます。クラスターのペ

アはクラスター間結合の重み 𝐽 で結合されており、各クラスター内の全てのスピンに重み ℎ1, ℎ2 が

割り当てられます。これらのクラスターは、図 2.3 と図 2.4 に示すように、スピンの数と結合強度 

𝐽, 𝐽𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 に依存して、異なるアニーリング時間でフリーズアウトします。これらの実効的な 2 スピン

インスタンスにより、アニーリング中の異なる時間における ℎ と 𝐽 に対する ICE 効果を調べること

が可能となります。 

𝐽𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1 によって保持されたサイズ 6 までの各論理量子ビット(6+6 個のスピンに対応)について、

𝐽, ℎ1, ℎ2 を変化させてフルサイズグラフ上で独立した問題を QPU に解かせます。次に測定結果を、論

理量子ビット構成要素からの適切な 𝜒 の寄与を含む、より大きな量子ビット数に適切に調整された、

理想問題の位相ダイアグラムの温度固定モデルに適合させます。 

位相ダイアグラムモデルのフィッティングにおいて考慮される主要な効果は以下のとおりです。 

• 実際の 𝐽 は、要求された 𝐽 と異なる場合があります。𝛿𝐽 で特徴づけられるカップリングに

対するICE効果を図3.2に示します。 

• 論理2スピン問題の十分に大きなサンプルでは、ランダムな 𝛿ℎ エラーは相殺され、残るの

は各スピンのオフセット場です。このオフセット ℎ𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 は、ℎ に依存しない論理量子ビッ

トの本質的な磁束オフセットを特徴づけます。 

• 指定された ℎ と実現された ℎ の差は、セクション ”量子ビット間の ℎ スケール分布 (ICE 

5)” で述べたように、変化する可能性があります。図3.8は、この種の誤差が位相ダイアグラ

ムに与える影響を示しています。 
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• アニーリング時間 𝑠 を経て 𝜒 が −0.04 から −0.015 に変化すると、位相ダイアグラムに

追加の歪みが発生します。 

 

 

図 3.8: 𝐽 = −0.5 におけるサンプル 𝜒 に対する、強度の異なる 2つのスピン(異なる 𝐼𝑝 を持つ 2つの

量子ビット)の 2 量子ビット(2 イジングスピン)位相ダイアグラム。破線は、スピン強度が同じと仮定

した場合の系の 4 つの状態間の期待される位相境界の位置を示しています。実線は、スピンの大きさ

が 0.05 異なる場合の位相境界の位置を示しています。示されたデータは D-Wave 2X システムの代表

的なものです。 

 

3.4 解の質に対する ICE 効果の影響 

セクション “ICEの発生源” で議論したように、分布 𝛿ℎ と 𝛿𝐽 はアニーリング中においてアニール時

間 𝑡𝑓 に依存しアニール率 𝑠 によって変化します。𝛿ℎ と 𝛿𝐽 は(ℎ 𝐽⁄  比の誤差と同様に) 𝑠 と共に変

化するため、ICE は量子相転移であろうと古典相転移であろうと、位相境界を越えて系をドライブす

ることができます。 

バイアス ℎ1 = ℎ2 = 0.01、𝐽 = −0.5 の単純な 2スピン問題を考えます。問題の解として、スピン↓↓(つ

まり、𝑠1, 𝑠2 = −1)が期待されます。アニーリングの初期段階で QPU にとって ℎ1 = ℎ2 = −0.01 と見

えるような 𝛿ℎ の場合は、系は状態↑↑に局所化します。おそらく後に実効的な ICE信号が小さくなり、

系は位相境界を越えて↓↓をとりやすくなります。これがフリーズアウト時間との関係においていつ発

生するかによって、系が対応できない場合もあります。 

• 𝛿ℎ がアニーリングの十分早い段階で変化すれば、系はそれに対応して正しい解を出すこと

ができます。 

• 𝛿ℎ の発生が遅すぎると、初期ICEが実質的に固定されてしまい、両方のスピンがup (↑)のま

まとなります。 

この例は、ICE には 2 つの要素があることを示しています。式 2.1 で定義された古典的なイジングス

ピン系の最終的な誤差と、最終的な古典ハミルトニアンに至るまでのアニーリング経路の変動に寄与

する残りの誤差です。問題の詳細に応じて、これらの効果のいずれかが、アニーリングの初期、後期ま

たは複数回に渡って役割を交換しながら支配的になり得ます。 
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第 4 章 パフォーマンスに影響するその他の要因 
 

“ICE: ℎ と𝐽 の値のダイナミックレンジ" の章で詳しく議論した ICE の効果に加えて、温度、高エネ

ルギー光量子束、読み出し忠実度、プログラミングエラー、スピン浴偏極を含む多くの要因もシステム

の性能に影響を与える可能性があります。この章では、これらの要素を順番に見ていきます。これらの

要因のいくつかを回避してパフォーマンスを向上させる方法については、”使用ガイドライン”の章を参

照してください。 

 

4.1 温度 

形式的には、温度は熱力学的平衡状態にある系について定義されます。しかし実用的には、与えられた

部分系の平衡時間が部分系間の緩和時間と比べて非常に短い場合は、その部分系は他の部分系とエネ

ルギーを交換可能で熱平衡状態とはなりません。 

例えば超伝導体の QPUと、分離された低温温度計と、それら両方に取り付けられた金属ブロックはそ

れぞれ温度が異なります。温度計は希釈冷凍器のミキシングチャンバーの温度を測定しますが、それ

は QPU よりも数ミリケルビン低い場合があります。さらに、QPU の超伝導配線層の準粒子とフォノ

ンとの間や、配線層のフォノンとシリコン基板のフォノンとの間には温度の違いがあります。 

アニーリングアルゴリズムが動作する時間スケールにおいて、量子ビットは、たとえば、固定の縦横磁

場中に保持された単一の非結合量子ビットの平衡分布を見ることによって、測定可能な実効温度を持

つ熱浴と平衡状態にあると見なされます。(図 2.1と[Joh2011]、補足情報のセクション II.D 8ページを

参照してください。) 

QPU がミリケルビンスケールの温度で動作するためには、QPU に蓄積されるエネルギーを最小限に

抑え、また QPUから効率的にエネルギーが除去される必要があります。しかし通常の動作中、特にプ

ログラミングサイクル中は QPU上に放熱されることがあります。これは、プログラミングの周波数に

依存して量子ビットの実効温度を上昇させ、その結果解の品質に影響を与える可能性があります。 

温度の影響は QPU間で異なり、製造に関連する多くの細かい事柄に依存します。実用においては、プ

ログラミングが実行されていない時と最大の周波数で実効されている時に前述の平衡分布試験を実行

し値を比較することで、その影響を定量化することができます17。 

 

注: ご使用のシステムの詳細なプロパティを得るためには、D-Waveサポート（dwsupport@dwavesys.

com）まで、ご連絡ください。 

 

熱平衡化の影響を簡単に説明するために、単一量子ビットの問題を考えてみましょう。図 2.3 に示す

ように、単一量子ビットは 𝑠 値が約 0.7 でフリーズアウトすることがわかります。この時点で 𝐵(𝑠) 

は、示された特定の QPU の場合、約7 GHz になります。このフリーズアウト点の前にはある温度 𝑇 

で単一量子ビットが熱平衡状態にあり、その後はそれ以上のダイナミクスは存在しないと仮定してい

ます。𝑠 = 0.7のとき単一量子ビットに 1.0 の ℎ を印加すると、アップ状態とダウン状態の間に7 GHz 

のエネルギー差が生じます。スピンアップ集団の期待される分布は: 𝑃↑/1− 𝑃↑ = 𝑒
−𝛿𝐸/𝑘𝑏𝑇。 

𝛿𝐸 = 𝐵(𝑠)ℎ のため、小さな範囲で ℎ を掃引（sweep）し、その結果をハイパボリックタンジェント関

数にフィットさせ、結果として QPU の 𝑇 を得ることができます。図 4.1 は、量子ビットの実効温度

を得るために、QPU 上のすべての量子ビットの ℎ 値を掃引し、曲線の中心が一致するようにシフト

させ、その平均値をハイパボリックタンジェント関数にフィットさせた測定結果を示しています。 

結果として、ミキシングチャンバーの温度が一定であっても、量子ビットの実効温度は使用方法によ

 
17 これは、それぞれが少数の読み取り回数のみを要求する問題が多くキューに入り、QPU上で実行される場合に対応しています。 
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って数ミリケルビンの差が生じることがあります。 

 

 

図 4.1: 単一量子ビット温度の抽出。QPUで、量子ビット 𝑖 について、自明な 1量子ビット問題 𝐻 =

−ℎ𝑖𝑠𝑖 を 𝑥 軸上のいくつかの ℎ
𝑖
 の値に対してサンプリング(各データセットを中心合わせした後に

全量子ビットの平均をとる)すると、このプロットに示される青い点が得られます。データをボルツマ

ン分布に当てはめると赤い曲線が得られ、このサンプルデータの実効温度14.2 mK を得ることができ

ます。ℎ
𝑖
 からエネルギーバイアスへの変換は、図 2.3 の単一量子ビットのフリーズアウト点における

アニールスケジュール𝐵(𝑠)を見て行われます。 

 

4.2 高エネルギー光量子束 

比較的高エネルギーの光子の存在もまた一役買っています。この文脈における高エネルギーとは、光

子のエネルギーと分布が、測定された実効量子ビット温度における平衡状態で期待される値を超える

ことを意味します。 

これらの光子は、より高温のステージから極低温フィルタリングを通り、QPUに入射します。アニー

リングアルゴリズムが実行されると、前のセクションで議論された平衡状態の描像から予想されるよ

りもはるかに高いエネルギーの問題状態への遷移を引き起こす可能性があります。一定の高エネルギ

ー光量子束が与えられた時、このような遷移の確率はアニーリングアルゴリズムにかかる時間が長く

なるほど高くなるはずです。この現象は、予想される熱分布よりもはるかに高いエネルギーを持つ解

の出現として現れる可能性があります。この効果はアニーリング時間が長くなるにつれて大きくなり

ます。 

 

注: セクション ”グローバルアニールスケジュールの変化” で説明したアニールスケジュール機能で

は、𝑠 の中間値でポーズを挿入することができます。量子アニーリングプロセスの中間点で一時停止

すると、より高いエネルギー状態への遷移確率が高くなる可能性があるので注意してください。標準

的なアニーリングスケジュールと同様に、この現象は予想されるエネルギーの熱分布よりもはるかに

高いエネルギーを持つ解の出現として現れることがあり、その効果は一時停止する時間とともに増大
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します。 

 

 

4.3 読み出し忠実度 

読み出しの忠実度は、通常、D-Wave量子コンピュータでは重要な要素ではありません。ランダム化さ

れたビット列のアンサンブルで平均すると、システムの通常の読み出し忠実度は 99%以上です。すな

わち、与えられた問題の 100回の読み出しのうち 1回は、QPUが見つけた解と 1つ以上のビット反転

の分だけ異なる解が報告される可能性があります。 

複数の読み出しを利用して読み取りエラーを特定し QPU 時間を最大限に活用する方法のガイドライ

ンについては、”使用ガイドライン” の章のセクション ”I/O エラーの回避” を参照してください。 

 

4.4 プログラミングエラー 

利用可能なすべての量子ビットとカプラーを使用する問題は、エラーなしでプログラムされる確率が

90%以上になります。しかし、QPU のプログラミングサイクル中にプログラミング(またはリセット)

の問題が発生し、QPU で計算された解が意図した問題の低エネルギー部分空間と重ならないほどに、

QPU 上への問題実装が意図した問題から離れてしまうことがあります。1 つの問題の低エネルギー解

が重要な場合は、最低でも 2回は問題を投入してください。 

 

注: スピン反転変換はシステムを再プログラムし、それによってこれらのエラーの影響を軽減する別の

方法を提供します。このテクニックの詳細については、”使用ガイドライン” の章のセクション ”スピ

ン反転変換の使用” を参照してください。 

 

 

4.5 スピン浴偏極効果 

量子ビットに影響を与える環境ノイズの主な発生源の一つとして、量子ビット配線において局所的な

スピンのアンサンブルからの磁気揺らぎがあります。これにより、本書で "ICE 1”と呼ばれるエラーを

引き起こす低周波磁束ノイズが発生します。加えて、量子アニーリングアルゴリズムの間に量子ビッ

ト体に流れる持続電流は、このスピンのアンサンブルを部分的に整列、または偏極させる可能性があ

る磁場を発生させます。 

この部分的に偏極された環境は、量子ビット体にバイアスを与える可能性があります。この現象は、例

えば、単一量子ビット遷移幅 (量子ビット分布幅対 ℎ バイアス) の測定で現れることがあります。非

常に長いアニーリング時間では、偏極された環境は熱分布から予想される幅よりも狭い遷移幅を生成

し、外部 ℎ バイアスを加える可能性があります。部分的に偏極した環境はまた、QPU を過去に達成

されたスピン配置に偏らせるような、サンプル間の相関を生じさせる可能性もあります。 

これらのサンプル間の相関を減らすためには、 “reduce_intersample_correlation” ソルバーパラメータ

を有効にします。この設定は、スピン浴に偏極が失われる時間を与えることにより、前の読み出しの影

響が無くなるように、各アニーリングの前に最適な遅延時間を追加します。(およそ)200マイクロ秒か

ら 10ミリ秒の間で変化する遅延を追加し、スケジュールが長くなるにつれて線形に増加します。 

 

𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 = 500+
𝑇(10000− 500)

2000
                                                            (4.1) 

 

𝑇 はアニーリングスケジュールの総時間です。 
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重要: このパラメータを有効にすると、問題の実行時間が大幅に増加します。お使いのシステムに設定

された最大問題実行時間を超えないように、この機能を使用する際は読み出し回数を制限してくださ

い。詳細については、”Solver Computation Time” を参照してください。 

 

“背景” の章で説明したアニールスケジュール機能は、𝑠 の中間値でポーズを挿入することができます。
量子アニーリングプロセスの中間点で ポーズ するとスピン環境の偏極の度合いが大きくなり、その

結果、量子ビット体に戻るバイアスの大きさが大きくなる可能性があることに注意してください。 
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第 5 章 使用ガイドライン 
 

本章では、D-Wave QPUのパフォーマンスを最大化するためのアプローチを紹介します。ここで紹介

した手法の詳細については、マニュアル“D-Wave問題解決ハンドブック”を参照してください。 

 

注: D-Waveのオープンソース Oceanツールを使用したシステムのプログラミングについての説明は、

Oceanドキュメント（https://docs.dwavesys.com/docs/latest/index.html）を参照してください。 

 

 

5.1 QPU に合わせて大きな問題を分解する 

利用可能な量子ビット数よりも多くの変数を持つ問題を解くには、問題をサブ問題に分割し、サブ問

題を解き、サブ問題の解から元の問題の解を再構築します。分割統治法と動的計画法アルゴリズムは

この種の問題に対して、コンピュータサイエンスにおける豊富な歴史を持ち、問題の D-Wave QPUへ

のマッピングに適用できます。 

カットセット条件付け、branch and bound法、大規模近傍探索法など、問題分解に対するいくつかの

アプローチについては、https://docs.dwavesys.com/docs/latest/index.htmlまたは、マニュアル“D-Wave

問題解決ハンドブック”で議論されています。 

 

5.2 一般のグラフの QPU グラフへのマッピング 

D-Wave QPUは、ペア相互作用が(それぞれ D-Wave 2000Q、Advantageにおいて)キメラグラフまた

はペガサスグラフのエッジ（辺）にあるイジングスピン構成のエネルギーを最小化します。任意のペア

相互作用構造を持つイジングスピン問題を解くためには、対応するグラフを QPUのグラフにマイナー

埋め込みしなければなりません。詳細は、https://docs.dwavesys.com/docs/latest/index.htmlまたは、マ

ニュアル“D-Wave問題解決ハンドブック”を参照してください。 

 

5.3 𝒉𝒊 と 𝑱𝒊,𝒋 の精度限界の回避 

高精度パラメータ(ℎ; 𝐽)を持つイジング問題は、量子アニーラにとって特に課題となります。”ICE: ℎ と

𝐽 の値のダイナミックレンジ” の章で説明したように、QPU に伝えられる問題ハミルトニアンはユー

ザーが指定したものとは若干異なります。QPUが返す解の質は、解空間の低エネルギー領域における

この差の大きさに依存します。この差は、アプリケーションが最適解を要求する場合に最も顕著に現

れます。 

QPUで利用可能な範囲内に収まるようにスケーリングされた問題については、埋め込みを通じて、も

しくは問題の単純化によって、パラメータの範囲を制限することができます。詳細は、マニュアル“D-

Wave問題解決ハンドブック”を参照してください。 

 

5.4 I/O エラーの回避 

読み出し忠実度 99% なので、生じうる外れ値をあぶり出すために、問題ごとに少なくとも 2 回の読

み出し-アニールサイクルを行うことをお勧めします。QPU 時間の最も費用対効果の高い(つまり、総

コストに対して QPUプログラミングの固定コストを最適に償却する) 使用方法、それは、少なくとも

プログラミング時間と同じだけの十分な読み出しを行うことでわかります。 
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時折発生するプログラミングエラーを防ぐために、与えられた問題を 2つの QPUリクエストに分割し

て再プログラミングサイクルを起動し、エラーの確率を 1% 未満に抑えることを推奨します。 

読み出し忠実度を含む特定の QPUプロパティについては、D-Waveにお問い合わせください。 

 

5.5 スピン反転変換の使用 

スピン反転変換を適用することで、”ICE: ℎ と 𝐽 の値のダイナミックレンジ” の章で説明した QPUに

存在する可能性のあるアナログエラーの影響を軽減し、結果を改善することができます。スピン反転

変換は、元の問題の解と変換された問題の解の間にそれらのエネルギーを保存する直接の一対一マッ

ピングが存在するという意味で、イジング問題を変化させません。元の問題と変換された問題は同一

のエネルギーを持ちます。むしろ、この変換は次のように個々のスピン 𝑠𝑝 の集合の意味を反転させま

す。 

𝑠𝑝⟶ 𝑠𝑝
′
= −𝑠𝑝 

ℎ𝑝⟶ ℎ𝑝
′
= −ℎ𝑝 

𝐽𝑖,𝑗 ⟶ 𝐽𝑖,𝑗
′
= −𝐽𝑖,𝑗 

for either 𝑖 = 𝑝 or 𝑗 = 𝑝                                                           (5.1) 

 

このマッピングは、セクション”イジングモデル”の式 2.1で与えられた古典的なイジングスピンのエネ

ルギーが変化しないことを保証しています。この変換は単純に個々のスピンについてスピンアップを

スピンダウン、またその逆として再解釈するのみです。どのようなスピン数もこのように変換されま

すが、イジング問題は不変のため同じ解が期待されます。スピン反転変換はこの変換が適用されるス

ピンの部分集合に応じて定義されます。 

”ICE: ℎ と𝐽 の値のダイナミックレンジ” の章で議論されたように、ICE 3や ICE 5のような ICEのい

くつかの発生源は、(ℎ, 𝐽) 問題パラメータの大きさに依存します。ランダムなスピン変換は、これらの

依存関係を”解体”することで同じ問題の複数のリクエストにおいて生じる系統誤差を回避するために

使用することができます。 

パラメータの組 {ℎ𝑖 , 𝐽𝑖,𝑗} で定義された単一の問題から，それぞれがスピンのランダムな部分集合に適

用される一連のスピン反転変換 𝑇′, 𝑇′′. . ., は、一連の等価な問題 (ℎ′, 𝐽′), (ℎ′′, 𝐽′′). .. を定義します。すべ

て同じエネルギースペクトルを持っていますが、これらの QPU への実装は異なる ICE 効果を発生さ

せる可能性があります(オリジナルより良いものもあれば悪いものもあります)。 

問題を解く際の QPUの振る舞いを調べる時は、問題のいくつかのスピン反転変換を解析に含めてくだ

さい。変換は、生じうる系統誤差の集合をランダムにサンプリングします。これらの誤差集合間の相関

関係は、少なくとも特定の誤差源に関連している場合は、以下の考慮事項により低減することができ

ます。 

• 変更するスピンの数があまりにも少ないと、ほとんどのエラーが変更されずに残ってしまう

ため、ほぼ効果がありません。 

• あまりに多くの数のスピンを変更することは、ほとんどのカプラーが共に変換されたスピン

同士を接続することを意味し、よって 𝐽𝑖,𝑗 の符号が変化しません。その結果、カプラーに関

連するいくつかの系統誤差は影響を受けません。 

広範囲の系統誤差をサンプリングするためには、個々の変換に関与するカプラーとスピンの数を考慮

してください。 

 

注: スピン反転変換は必ずしも ICEによる誤差を除去するものではありません。それよりは、(ℎ, 𝐽) に

依存する特定の誤差の影響をランダム化しています。これにより誤差の大きさのスペクトルが作成さ
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れ、その中から最良の結果を選択することができます。例えば ICE1のようないくつかのタイプの系統

誤差は、スピン反転変換の影響を受けません。 

 

問題投入時に ”num_spin_reversal_transforms” パラメータを使用してスピン反転変換の数を指定し

てください。 

 

5.6 問題スケールの調整 

問題を提出する際には、一般的に、QPUで利用可能な ℎ と 𝐽 の値の全範囲を使用してください。こ

れらの範囲を明示的に扱う必要をなくすためには、ℎ と 𝐽 の設定を任意の浮動小数点数としてエンコ

ードし、”auto_scale”パラメータを true (1、デフォルト値)に設定してください。この設定は、利用可

能な範囲を最大限に活用するために、問題を自動的にスケーリングします。 

とはいっても、𝐽 < −0.8を使用することは、問題の種類によっては、量子アニーリングの利点を減らす

可能性があります。この効果を捉えた決定的なモデルはありませんが、問題全体のエネルギーを 0.8の

プリファクタでスケールダウンするのは有用かもしれません。その場合は、問題を投入する際

に”auto_scale”パラメータを無効にしてください。 
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付録 A 磁束ノイズと量子アニーリング 
 

本セクションでは、量子アニーリングプロセスにおける磁束ノイズの影響を特徴付け、D-Waveがドリ

フトを補正するために使用する手順を説明します。 

 

A.1 磁束ノイズの影響 

トンネルエネルギー 𝛥𝑞  を持つ、縮退 ℎ = 0  にバイアスされた磁束量子ビットが存在するとします。

量子ビットにノイズスペクトル密度 𝑆𝛷(𝑓) の磁束ノイズがかかっているとします。もしこの量子ビッ

トが時間間隔 𝑡exp で実験された場合、その量子ビットはランダムな磁束バイアスを受け、その磁束-磁

束相関関数は次のように表すことができます。 

 

⟨𝛷𝑛(𝑡)𝛷𝑛(0)⟩ = ∫ 𝑑𝑓𝑆𝛷(𝑓)
𝑠𝑖𝑛22𝜋𝑓𝑡

(𝜋𝑓)2

𝑓max

𝑓min

                                                   (A.1) 

 

ただし、𝑓min = 1/𝑡exp , 𝑓max = 𝛥𝑞/ℎ です。18 

 

量子アニーリングの曖昧さは、𝛥𝑞  の適切な選択を定義することにあります。この量が実験中に掃引

（sweep）されるためです。𝛥𝑞 の値は、アニーリングにおいて与えられた量子ビットが局所化する点

であるべきです。単一の孤立した量子ビットの場合、𝛥𝑞 の適切な値はデコヒーレンス時間の逆数 1 𝑇
2
∗⁄  

(𝑇
2
∗ は 𝛥𝑞 の関数) のオーダーです。よって、𝛥𝑞 はコヒーレントとインコヒーレントがクロスオーバ

ーする値となります。結合量子ビット系では、局所化はよりずっと大きな 𝛥𝑞  値で生じる可能性があ

ります。この場合に結合量子ビット系は、量子ビットがコヒーレントであるアニーリングの早い段階

で相転移します。D-Wave QPUはこれらの相転移を 𝛥𝑞/ℎ ∼ 2 GHz で実現します。 

たとえば、無次元の 1-ローカルバイアス ℎ𝑖 の分数誤差の計算は以下のように行います。量子ビット

は通常、次式のノイズスペクトル密度で特徴付けられる低周波数磁束ノイズを受けます。 

 

𝑆𝛷(𝑓) =
𝐴

𝑓𝛼
                                                                                  (A.2) 

 

これは振幅 √𝑆Φ(1𝐻𝑧) ∼ 2𝜇𝛷0 / √𝐻𝑧 、指数 0.75 ≤ 𝛼 < 1 を持ちます。𝛼 の不確かさが大きいことと、

上記の形式が 𝛥𝑞/ℎ ∼ 2 GHz  オーダーの周波数まで有効であるという実験的証拠がないことを考慮し、

我々の計算では 𝛼 = 1 を使用しています。この式を 𝑓min = 1 𝑚𝐻𝑧 から 𝑓max = 2 𝐺𝐻𝑧 まで積分する

と、積分された磁束ノイズが得られます。 

 

𝛿𝛷𝑛 = √∫𝑓min

𝑓max𝑑𝑓𝑆𝛷(𝑓) ≈ 10 𝜇𝛷0                                                          (A.3) 

 
18 この式の導出は、適切な低周波数カットオフはありますが、 Phys. Rev. B 67, 094510 (2003) の Eq. 10cで与えられる位相-位相

相関関数の導出と同様のロジックに従います。 
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𝛥𝑞/ℎ ∼ 2 GHz である量子ビットはまた持続電流 |𝐼𝑝| ≈ 0.8 μA を持ちます。1対の量子ビット間の達成

可能な最大の反強磁性結合は、𝑀AFM ≈ 2 𝑝𝐻 です。 

よって、ℎ のスケールは次式で設定されます。 

 

𝛷ℎ ≡ 𝑀𝐴𝐹𝑀|𝐼𝑝| ≈ 0.8𝑚𝛷0                                                            (A.4) 

 

無次元パラメータ ℎ𝑖 の相対誤差は次のとおりです。 

 

𝛿ℎ𝑖 ≡
𝛿𝛷𝑛
𝛷ℎ

≈ 0.01                                                                        (A.5) 

 

A.2 ドリフト補正 

デフォルトでは、D-Wave システムは以下の手順によって 1 時間に 1 回、最長のドリフトを測定し補

正しています。”flux_drift_compensation” パラメータを falseに設定することで、すべての補正の適用

を無効にすることができます。その場合は、磁束バイアスオフセットをマニュアルで適用することを

お勧めします。セクション”磁束バイアスオフセット”を参照してください。 

1. 与えられた測定の読み出し数 𝑁𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠 が、2000に設定されます。 

2. すべての ℎ𝑖 = 𝐽𝑖,𝑗 = 0 であるゼロ問題の測定が実行され、⟨𝑠𝑖⟩ = ∑
𝑗
𝑠𝑖
(𝑗)
/𝑁𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠 (ただし 𝑠𝑖

(𝑗)
∈

{+1,−1}、総和は独立した 𝑁𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠 回のアニール-読み出しサイクルについて行う)に従って 𝑖 

番目の量子ビットについて平均スピンが計算されます。 

3. 𝑖 番目の量子ビットの磁束オフセットドリフトは 𝛿𝛷𝑖 = 𝑤𝑖⟨𝑠𝑖⟩ と推定されます。𝑤𝑖 は 𝑖 番

目の量子ビットの熱遷移幅(後に定義します)です。 

4. 測定された 𝛿𝛷𝑖 は、反対方向のQPU上量子ビット磁束バイアスのシフトにより補正されま

す。任意の繰り返しに適用されるシフトの大きさは、(低頻度の)大きな 𝛿𝛷𝑖 測定誤差による

問題を最小化するために上限が設定されています。 

5. 上限を20000として、𝑁𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠 を2倍にします。 

6. ステップ2から、この手順を最低でも6回繰り返します。最後の繰り返しの後のいずれかの 

𝛿𝛷𝑖 の大きさが 1 𝑓⁄  磁束ノイズから予期される変動よりも有意に大きい場合には、6回を超

えて繰り返します。 

量子ビット 𝑖 の熱遷移幅 𝑤𝑖 は各量子ビットについて、適用された磁束バイアス 𝛷𝑖
(𝑥)

 の関数として

孤立量子ビット(全ての 𝐽𝑖,𝑗 = 0 )の平均スピン ⟨𝑠𝑖(𝛷𝑖
(𝑥)
)⟩  を測定し、また表式 𝑡𝑎𝑛ℎ[(𝛷𝑖

(𝑥)
−𝛷𝑖

(0)
)/𝑤𝑖] 

(𝛷𝑖
(0)

 と 𝑤𝑖 はフィットさせるパラメータ)に対してフィッティングすることで、QPUキャリブレーシ

ョンの間に決定されます。 

100 𝜇𝛷0 オーダーである典型的な 𝑤𝑖 について、統計的誤差は 100 𝜇𝛷0/√20000 ≃ 1  𝜇𝛷0 と測定され

ます。これは、関連する時間スケールにおいて 10 𝜇𝛷0  のオーダーである二乗平均平方根(RMS-root 

mean square)磁束ノイズよりもはるかに小さいです。 
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