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Amazon Braket とは?
AmazonBraket は、研究者、科学者、AWS のサービスデベロッパーが量子コンピューティングを始めるの
に役立つフルマネージドです。量子コンピューティングは、量子力学の法則を利用して、新しい方法で情
報を処理するため、古典的なコンピュータの手の届かない計算問題を解決する可能性を秘めています。

量子コンピューティングハードウェアへのアクセスを得ることは、費用がかかり不便になる場合があり
ます。アクセスが制限されているため、アルゴリズムの実行、設計の最適化、テクノロジーの現在の状
態の評価、および最大限の利益を得るためにリソースをいつ投資するかについての計画が困難になりま
す。Braket は、これらの課題を克服するのに役立ちます。

Braket は、さまざまな量子コンピューティングテクノロジーへの単一のアクセスポイントを提供しま
す。Braketを使用すると、次のことができます。

• 量子アルゴリズムとハイブリッドアルゴリズムの探索と設計。
• さまざまな量子回路シミュレーターでアルゴリズムをテストする。
• さまざまなタイプの量子コンピュータでアルゴリズムを実行する。
• 概念実証アプリケーションを作成する。

量子問題を定義し、それを解決するための量子コンピュータのプログラミングには、新しいスキルのセッ
トが必要です。これらのスキルを習得するために、Braket は、量子アルゴリズムをシミュレートして実
行するためのさまざまな環境を提供しています。要件に最適なアプローチを見つけることができ、ノート
ブックと呼ばれる一連のサンプル環境を使用してすぐに開始できます。

ブラケットの開発には、ビルド、テスト、実行の 3 つの段階があります。

構築- Braket は、簡単に開始できるフルマネージド Jupyter ノートブック環境を提供します。Braket ノー
トブックには、サンプルアルゴリズム、リソース、およびAmazon Braket SDK を含むデベロッパーツール
がプリインストールされています。AmazonBraket SDK を使用すると、量子アルゴリズムを構築し、単一
のコード行を変更することで、さまざまな量子コンピュータやシミュレーターで量子アルゴリズムをテス
トして実行できます。

テスト- Braket は、フルマネージドで高性能な量子回路シミュレーターへのアクセスを提供します。回
路をテストして検証できます。Braket は、基礎となるすべてのソフトウェアコンポーネントと Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) クラスターを処理し、古典的なハイパフォーマンスコンピューティ
ング (HPC) インフラストラクチャで量子回路をシミュレートする負担を取り除きます。

実行- Braket は、さまざまな種類の量子コンピュータへの安全なオンデマンドアクセスを提供しま
す。、、、、Xanaduのゲートベースの量子コンピュータにアクセスできるほかIonQOQCRigetti、からア
ナログハミルトニアンシミュレーターにアクセスできます QuEra。また、前払いの義務はなく、個々のプ
ロバイダーを通じてアクセスを確保する必要もありません。

量子コンピューティングと Braket について

量子コンピューティングは初期の発達段階にあります。現在、普遍的でフォールトトレラントな量子コン
ピュータは存在しないことを理解することが重要です。したがって、特定のタイプの量子ハードウェア
は、それぞれのユースケースに適しているため、さまざまなコンピューティングハードウェアにアクセス
できることが重要です。Braket は、サードパーティープロバイダーを通じて、さまざまなハードウェアを
提供しています。

既存の量子ハードウェアはノイズによって制限され、エラーが生じます。業界はノイズの多い中間規模量
子 (NISQ) の時代です。NISQ 時代には、量子コンピューティングデバイスがノイズが多すぎてショアのア
ルゴリズムやグローバーのアルゴリズムなどの純粋な量子アルゴリズムを維持できません。より優れた量
子エラー訂正が利用可能になるまで、最も実用的な量子コンピューティングでは、ハイブリッドアルゴリ
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ズムを作成するために、古典的な (従来の) コンピューティングリソースと量子コンピュータを組み合わせ
る必要があります。Braket は、ハイブリッド量子アルゴリズムの操作を支援します。

ハイブリッド量子アルゴリズムでは、量子処理装置 (QPU) が CPU のコプロセッサとして使用されるた
め、古典的なアルゴリズムにおける特定の計算が高速化されます。これらのアルゴリズムは、計算が古典
コンピュータと量子コンピュータ間で移動する反復処理を利用します。例えば、化学、最適化、機械学習
における量子コンピューティングの現在の応用は、ハイブリッド量子アルゴリズムの一種である変分量子
アルゴリズムに基づいています。変分量子アルゴリズムでは、古典的な最適化ルーチンは、機械学習のト
レーニングセットの誤差に基づいて、ニューラルネットワークの重みが反復的に調整されるのと同じ方法
で、パラメータ化された量子回路のパラメータを反復的に調整します。Braket は、変分量子アルゴリズム
を支援する PennyLane オープンソースソフトウェアライブラリへのアクセスを提供します。

量子コンピューティングは、次の 4 つの主要な領域での計算で牽引しています。

• 数論 — 因数論と暗号を含む (例えば、ショアのアルゴリズムは数論計算の主要な量子法です)
• 最適化 — 制約充足、線形システムの解法、機械学習を含む
• オラキュラー・コンピューティング — 検索、隠れサブグループ、順序検索を含みます (たとえ

ば、Groverのアルゴリズムはオラキュラー計算の主要な量子手法です)
• シミュレーション — 直接シミュレーション、ノット不変量、量子近似最適化アルゴリズム (QAOA) ア

プリケーションを含む

これらの計算カテゴリの用途は、金融サービス、バイオテクノロジー、製造、医薬品などが挙げられま
す。Braket は、特定の実用的な問題に加えて、多くの概念実証問題にすでに適用できる機能とサンプル
ノートブックのを提供します。

Amazon Braket の用語と概念
Braket では、次の条件と概念を使用します。

アナログハミルトニアンシミュレーション

アナログハミルトニアンシミュレーション（AHS）は、多体系の時間依存量子ダイナミクスを直接シ
ミュレーションするための独自の量子計算パラダイムです。AHSでは、ユーザーが時間依存のハミル
トニアンを直接指定し、量子コンピューターはこのハミルトニアンで連続的な時間進化を直接エミュ
レートするように調整されます。AHSデバイスは通常、特殊用途のデバイスであり、ゲートベースの
デバイスのような汎用量子コンピューターではありません。シミュレートできるハミルトニアンのク
ラスに限られています。ただし、これらのハミルトニアンは当然デバイス上に実装されるため、AHS
はアルゴリズムを回路として定式化し、ゲート操作を実装するために必要なオーバーヘッドに悩まさ
れることはありません。

ブラケット

Braket サービスには、量子力学における標準的な記法である braket 記法にちなんで名付けました。量
子系の状態を記述するために 1939 年に Paul Dirac によって導入され、ディラック記法とも呼ばれま
す。

ブラケットジョブ

AmazonBraket には、ハイブリッドアルゴリズムのフルマネージド実行を提供する Braket Hybrid Jobs 
(略して Braket ジョブ)Amazon と呼ばれる機能があります。Braket ジョブは、3 つのコンポーネント
で構成されています。
1. スクリプト、Python モジュール、または Docker コンテナとして提供できるアルゴリズムの定義。
2. アルゴリズムを実行する Amazon EC2 に基づくジョブインスタンス。デフォルトは ml.m5.xlarge 

インスタンスです。
3. アルゴリズムの一部である量子タスクを実行する量子デバイス。1 つのジョブには、通常、多数の

タスクのコレクションが含まれます。
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デバイス

AmazonBraket では、デバイスは量子タスクを実行できるバックエンドです。デバイスは QPU また
は量子回路シミュレーターである可能性があります。詳細については、「Amazon Braket がサポート
しているデバイス (p. 8)」を参照してください。

ゲートベースの量子コンピューティング

回路ベースの QC とも呼ばれるゲートベースの量子コンピューティング (QC) では、計算は基本演算 
(ゲート) に分割されます。ある種のゲートの集合は普遍的であるため、すべての計算がそれらのゲー
トの有限列として表現できます。ゲートは、量子回路の構成要素であり、古典的なデジタル回路の論
理ゲートに似ています。

ハミルトニアン

物理システムの量子力学は、そのハミルトニアンによって決定されます。ハミルトニアンは、システ
ムの構成要素間の相互作用と外生的な駆動力の影響に関するすべての情報をエンコードします。N 量子
ビットシステムのハミルトニアンは、古典機械では 2 N x 2 N の複素数の行列として表されるのが一般的です。量子デバイス上で
アナログハミルトニアンシミュレーションを実行することで、このような指数関数的なリソース要件
を回避できます。

パルス

パルスは、量子ビットに送信される一時的な物理信号です。これは、キャリア信号をサポートし、
ハードウェアチャンネルまたはポートにバインドされたフレームで再生される波形で表現されます。
お客様は、高周波の正弦波キャリア信号を変調するアナログエンベロープを提供することにより、独
自のパルスを設計できます。このフレームは、量子ビットの |0# と |1# のエネルギーレベル間のエネ
ルギー分離と共鳴するように選択されることの多い周波数と位相によって独自に記述されます。した
がって、ゲートはあらかじめ決められた形状と、振幅、周波数、持続時間などのキャリブレーション
されたパラメータを持つパルスとして動作します。テンプレート波形では扱えないユースケースは、
固定の物理サイクルタイムで区切られた値のリストを提供することで単一サンプル解像度で指定され
るカスタム波形によって可能になります。

量子回路

量子回路は、ゲートベースの量子コンピュータ上の計算を定義する命令セットです。量子回路は、測
定命令を伴う一連の量子ゲートです。qubitレジスタ上の可逆変換です。

量子回路シミュレータ

量子回路シミュレーターは、古典的なコンピュータ上で動作し、量子サーキットの測定結果を計
算するコンピュータプログラムです。一般的な回路では、量子シミュレーションのリソース要件
は、qubitsシミュレーションの数とともに指数関数的に増加します。Braket は、マネージド (Braket を
介してアクセスAPI) とローカル (AmazonBraket SDK の一部) 量子回路シミュレーターの両方へのアク
セスを提供します。

量子コンピュータ

量子コンピュータは、重ね合わせやもつれなどの量子力学現象を用いて計算を行う物理デバイスで
す。量子コンピューティング (QC) には、ゲートベースの QC など、さまざまなパラダイムがありま
す。

量子処理ユニット (QPU)

QPU は、量子タスクで実行できる物理量子コンピューティングデバイスです。QPU は、ゲートベー
スの QC など、さまざまな QC パラダイムに基づくことができます。詳細については、「Amazon 
Braket がサポートしているデバイス (p. 8)」を参照してください。

QPU ネイティブゲート

QPU ネイティブゲートは、QPU 制御システムによって制御パルスに直接マッピングできます。ネイ
ティブゲートは、さらにコンパイルしなくても QPU デバイス上で実行できます。QPU がサポートす
るゲートのサブセット。デバイスのネイティブゲートは、Amazon Braket コンソールのデバイスペー
ジと Braket SDK から確認できます。
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QPU がサポートするゲート

QPU がサポートするゲートは、QPU デバイスで受け入れられるゲートです。これらのゲートは QPU 
で直接実行できない場合があります。つまり、ネイティブゲートに分解する必要がある可能性があ
ります。サポートされているデバイスのゲートは、Amazon Braket コンソールのデバイスページ
とAmazon Braket SDK で確認できます。

量子タスク

Braket では、量子タスクはデバイスへのアトミック要求です。ゲートベースの QC デバイスの場合、
これには、量子回路 (測定命令と数を含むshots) およびその他の要求メタデータが含まれます。量子タ
スクを作成するには、Amazon Braket SDK を介するか、CreateQuantumTaskAPIオペレーションを直
接使用します。タスクを作成した後、要求されたデバイスが使用可能になるまで、タスクはキューに
入れられます。量子タスクは、Amazon Braket コンソールの「タスク」ページに表示するか、または
「GetQuantumTask」SearchQuantumTasksAPI 操作を使用して表示できます。

Qubit

量子コンピュータにおける情報の基本単位は、古典的なコンピューティングのビットと同様に、qubit 
(量子ビット) と呼ばれます。Aqubit は、超伝導回路、または個々のイオンや原子など、さまざまな物
理的実装によって実現できる 2 つのレベルの量子システムです。qubit他のタイプは、光子、電子スピ
ンまたは核スピン、またはよりエキゾチックな量子システムに基づいています。

Shots

量子コンピューティングは本質的に確率論的であるため、正確な結果を得るためには、回路を複数回
評価する必要があります。単一の回路の実行と測定は、ショットと呼ばれます。回路のショットの数 
(繰り返し実行) は、結果の望ましい精度に基づいて選択されます。

AWSAmazon Braket の用語とヒント
IAM ポリシー

IAM ポリシーは、AWS のサービスリソースに対する権限を許可または拒否するドキュメントで
す。IAM ポリシーを使用すると、リソースへのユーザーのアクセスレベルをカスタマイズできます。
例えば、ユーザーに、自分内のすべての Amazon S3 バケットへのアクセスを許可したりAWS アカウ
ント、特定のバケットのみにアクセスしたりできます。
• ベストプラクティス:セキュリティ原則に従う最小特権アクセス許可を付与する場合。この原則に

従うことで、ユーザーまたはロールがタスクの実行に必要な数より大きい権限を持つことを防ぐこ
とができます。例えば、従業員が特定のバケットにのみアクセスする必要がある場合は、IAM ポリ
シーでバケットを指定しますAWS アカウント。

IAM ロール

IAM ロールは、アクセス許可に一時的にアクセスするために引き受けることができるアイデンティ
ティです。ユーザー、アプリケーション、またはサービスが IAM ロールを引き受ける前に、ロールを
切り替えるためのアクセス許可を付与する必要があります。IAM ロールを引き受けると、以前のロー
ルで持っていた以前のすべてのアクセス許可を放棄し、新しいロールのアクセス許可を引き受けま
す。
• ベストプラクティス:IAM ロールは、長期的にではなく、サービスまたはリソースへのアクセスを一

時的に付与する必要がある状況に最適です。
Amazon S3 バケット

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、AWS のサービスデータをオブジェクトとしてバ
ケットに保存できるサービスです。Amazon S3 バケットは、無制限のストレージスペースを提供
します。Amazon S3 バケット内のオブジェクトの最大サイズは 5 TB です。画像、動画、テキスト
ファイル、バックアップファイル、ウェブサイトのメディアファイル、アーカイブされたドキュメ
ント、Braket タスクの結果など、あらゆるタイプのファイルデータを Amazon S3 バケットにアップ
ロードできます。
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• ベストプラクティス:S3 バケットへのアクセスを制御するためのアクセス許可を設定できます。詳
細については、「バケットポリシーとユーザーポリシー」を参照してください。Amazon S3 ドキュ
メントのを参照してください。
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Amazon Braket タスクフロー

Amazon Braket の仕組み
Amazon Braket は、オンデマンド回路シミュレーターやさまざまなタイプの QPU を含む量子コンピュー
ティングデバイスへのオンデマンドアクセスを提供します。Amazon Braket では、デバイスへのアトミッ
クリクエストはタスクです。ゲートベースの QC デバイスの場合、この要求には、量子回路 (測定命令と
ショット数を含む)、およびその他の要求メタデータが含まれます。アナログハミルトニアンシミュレータ
の場合、タスクには量子レジスタの物理的レイアウトと操作フィールドの時間依存性と空間依存性が含ま
れます。

このセクションでは、Amazon Braket でタスクを実行するハイレベルなフローについて学習します。

Amazon Braket タスクフロー

Jupyterノートブックでは、Amazon Braket コンソールまたは Amazon Braket SDK を使用して、タスクを
簡単に定義、送信、モニタリングできます。SDK で量子回路を直接構築できます。ただし、アナログハミ
ルトニアンシミュレータでは、レジスタのレイアウトと制御フィールドを定義します。タスクを定義した
ら、実行するデバイスを選択し、Amazon Braket API (2) に送信できます。選択したデバイスに応じて、
デバイスが利用可能になるまでタスクがキューに入れられ、タスクが実行のために QPU またはシミュ
レータに送信されます (3)。Amazon Braket では、5 種類の QPU (IonQ、、、Oxford Quantum Circuits 
(OQC)Xanadu)QuEra、Rigetti 3 つのオンデマンドシミュレーター (SV1、、TN1)DM1、2 つのローカルシ
ミュレーター、1 つの組み込みシミュレーターにアクセスできます。詳細については、「Amazon Braket 
がサポートされるデバイス (p. 8)」を参照してください。

タスクを処理すると、Amazon Braket は Amazon S3 バケットに結果を返します。このバケットでは、
データはAWS アカウント (4) バケットに保存されます。同時に、SDK はバックグラウンドで結果をポー
リングし、タスク完了時に Jupyter ノートブックにロードします。AmazonBraket コンソールのタスク
ページで、または BraketGetQuantumTask の操作を使用してタスクを表示および管理することもできま
すAPI。Amazon
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サードパーティーのデータ処理

AmazonBraket は、ユーザーアクセス管理、モニタリング CloudWatch、AWS CloudTrailロギングおよび
イベントベースの処理 (5) のために、Amazon EventBridge 、Amazon、Amazon、Amazon と統合されて
います。AWS Identity and Access Management

サードパーティーのデータ処理
QPU デバイスに送信されたタスクは、サードパーティープロバイダーが運営する施設にある量子コン
ピュータで処理されます。AmazonBraket のセキュリティとサードパーティー処理の詳細については、
「Amazon Braket ハードウェアプロバイダーのセキュリティ (p. 173)」を参照してください。

Braket のコアリポジトリとプラグイン
コアリポジトリ
以下は、Braket に使用されるキーパッケージを含むコアリポジトリのリストを表示します。

• Braket Python SDK-Braket Python SDK を使用して、PythonJupyter プログラミング言語でノートブッ
クにコードを設定してください。Jupyterノートブックをセットアップしたら、Braket デバイスとシミュ
レータでコードを実行できます。

• ブラケットスキーマ-ブラケットSDKとブラケットサービス間の契約。
• Braket デフォルトシミュレータ-Braket (状態ベクトルと密度行列) 用のすべてのローカル量子シミュレー

タ。

プラグイン
次に、さまざまなデバイスやプログラミングツールとともに使用されるさまざまなプラグインがありま
す。これらには、以下に示すように、Braketがサポートするプラグインだけでなく、サードパーティに
よってサポートされているプラグインも含まれます。

サポートされている Amazon Braket:

• Amazon Braket アルゴリズムライブラリ-Python で記述されたビルド済みの量子アルゴリズムのカタロ
グ。そのまま実行することも、より複雑なアルゴリズムを構築するための出発点として使用することも
できます。

• Braket-PennyLane プラグイン-Braket の QMLPennyLane フレームワークとして使用します。
• Braket-ストロベリーフィールドプラグイン-Xanadu’s Borealis デバイスと対話します。

サードパーティ（Braketチームが監視および貢献）：

• Qiskit-Braket プロバイダー-Qiskit SDK を使用してブラケットのリソースにアクセスします。
• ブラケットジュリア SDK-(実験的) ブラケット SDK のジュリアネイティブバージョン
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Amazon Braket がサポートされるデ
バイス

Amazon Braket では、デバイスは量子タスクを実行するために呼び出すことができる QPU またはシ
ミュレーターを表します。Amazon Braket では、、、、および 3 つのオンデマンドシミュレーター
QuEra、Rigetti 3 つのローカルシミュレーターXanadu、1 つの組み込みシミュレーターからIonQ 5 つの 
QPU デバイスにアクセスできます。Oxford Quantum Circuitsすべてのデバイスについて、Amazon Braket 
コンソールの [Devices] タブまたはGetDevice API を使用して、デバイストポロジ、キャリブレーション
データ、ネイティブゲートセットなどの詳細なデバイスプロパティを確認できます。シミュレーターを使
用して回路を構築する場合、Amazon Braket では現在、連続する量子ビットまたはインデックスを使用す
る必要があります。Amazon Braket SDK を使用している場合は、次のコード例に示すように、デバイスプ
ロパティにアクセスできます。

from braket.aws import AwsDevice
from braket.devices import LocalSimulator

device = AwsDevice('arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1')              
 #SV1
# device = LocalSimulator()                                                             
 #Local State Vector Simulator
# device = LocalSimulator("default")                                                    
 #Local State Vector Simulator
# device = LocalSimulator(backend="default")                                            
 #Local State Vector Simulator
# device = LocalSimulator(backend="braket_sv")                                          
 #Local State Vector Simulator
# device = LocalSimulator(backend="braket_dm")                                          
 #Local Density Matrix Simulator
# device = LocalSimulator(backend="braket_ahs")                                         
 #Local Analog Hamiltonian Simulation
# device = AwsDevice('arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/tn1')            
 #TN1
# device = AwsDevice('arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/dm1')            
 #DM1
# device = AwsDevice('arn:aws:braket:::device/qpu/ionq/ionQdevice')                     
 #IonQ
# device = AwsDevice('arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-2')          
 #Rigetti Aspen-M-2
# device = AwsDevice('arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3')          
 #Rigetti Aspen-M-3
# device = AwsDevice('arn:aws:braket:eu-west-2::device/qpu/oqc/Lucy')                   
 #OQC Lucy
# device = AwsDevice('arn:aws:braket:us-east-1::device/qpu/xanadu/Borealis')            
 #Xanadu Borealis
# device = AwsDevice('arn:aws:braket:us-east-1::device/qpu/quera/Aquila')               
 #QuEra Aquila

# get device properties
device.properties

サポートされている QPU

• IonQ (p. 10)
• OQC Lucy (p. 11)
• QuEra Aquila (p. 11)
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• Rigetti Aspen-M-2 (p. 10)
• Rigetti Aspen-M-3 (p. 10)
• Xanadu Borealis (p. 12)

対応シミュレーター

• ローカル状態ベクトルシミュレーター (braket_sv) ('デフォルトシミュレータ') (p. 12)
• 局所密度行列シミュレータ (braket_dm) (p. 12)
• ローカル AHS シミュレーター (p. 13)
• 状態ベクトルシミュレータ (SV1) (p. 13)
• 密度行列シミュレータ (DM1) (p. 14)
• Tensor ネットワークシミュレータ (TN1) (p. 15)
• PennyLaneのライトニングシミュレーター (p. 15)

タスクに最適なシミュレータを選択してください

• シミュレーターを比較 (p. 16)

Note

AWS リージョン各デバイスで使用可能なものを確認するには、次の表を右にスクロールしてくだ
さい。

Amazon Braket デバイス

プロバイ
ダー

デバイス名 パラダイム タイプ デバイス ARN リージョン

IonQ ionQdevice ゲートベー
ス

QPU arn:aws:braket:::device/
qpu/ionq/ionQdevice

us-east-1

Oxford 
Quantum 
Circuits

Lucy ゲートベー
ス

QPU arn: aws: Braket: eu-1: 
ブラket: eu-1: ブラket: 
eu-ルーシー

eu-west-2

QuEra Aquila アナログ
ハミルトニ
アンシミュ
レータ

QPU arn: aws: ブレーket: us-
east-1: us-east-1: use/
qpu/アクイラ

us-east-1

Rigetti Aspen M-2 ゲートベー
ス

QPU arn: aws: ブレーket: 
us-1: us-1: us-1: us-M-2

us-west-1

Rigetti Aspen M-3 ゲートベー
ス

QPU arn: aws: ブレーket: 
us-1: us-1: us-1: us-M3: 
ブレーキ:us-M3

us-west-1

Xanadu Borealis 連続変数 QPU arn: aws: ブレーket: us-
east-1: us-east-1: us-
east-1: Be/qpu/ボレアリ
ス

us-east-1

AWS braket_sv ゲートベー
ス

ローカルシ
ミュレータ

該当なし (Braket SDK 
のローカルシミュレー
ター)

該当なし
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IonQ

プロバイ
ダー

デバイス名 パラダイム タイプ デバイス ARN リージョン

AWS braket_dm ゲートベー
ス

ローカルシ
ミュレータ

該当なし (Braket SDK 
のローカルシミュレー
ター)

該当なし

AWS SV1 ゲートベー
ス

オンデマ
ンドシミュ
レーター

arn:aws:braket:::device/
quantum-simulator/
amazon/sv1

AmazonBraket 
が利用でき
るすべて
のリージョ
ン。

AWS DM1 ゲートベー
ス

オンデマ
ンドシミュ
レーター

arn:aws:braket:::device/
quantum-simulator/
amazon/dm1

AmazonBraket 
が利用でき
るすべて
のリージョ
ン。

AWS TN1 ゲートベー
ス

オンデマ
ンドシミュ
レーター

arn:aws:braket:::device/
quantum-simulator/
amazon/tn1

us-1、us-
east-1、us-1、us-1、us-
east-1、us-
east-1、us-
east-1、us-
east-2

Braket で使用できる QPU に関するその他の詳細を表示するには、「AmazonAmazon Braket ハードウェ
アプロバイダー」を参照してください。

IonQ
IonQイオントラップ技術に基づくゲートベースの QPU を提供しています。 IonQ’sトラップされたイオン 
QPU は、真空チャンバ内の微細加工表面電極トラップによって空間的に閉じ込められた 171Yb+ イオンの
チェーン上に構築されています。

IonQこのデバイスは以下の量子ゲートをサポートしています。

'x', 'y', 'z', 'rx', 'ry', 'rz', 'h', 'cnot', 's', 'si', 't', 'ti', 'v', 'vi', 'xx', 'yy', 
 'zz', 'swap'

逐語的にコンパイルすると、IonQデバイスは次のネイティブゲートをサポートします。

'gpi', 'gpi2', 'ms'

これらのネイティブゲートは、逐語的にコンパイルした場合にのみ使用できます。逐語的コンパイルの詳
細については、「逐語的コンパイル」を参照してください。

Rigetti
Rigetti量子プロセッサは、qubits全調整可能な超伝導に基づく汎用ゲートモデルマシンです。Aspen-M-379
量子ビットのデバイスは、独自のマルチチップ技術を活用し、2つの40量子ビットプロセッサで組み立て
られています。Aspen-M-2同じことが80量子ビットのデバイスにも当てはまります。

Rigettiデバイスは以下の量子ゲートをサポートしています。
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'cz', 'xy', 'ccnot', 'cnot', 'cphaseshift', 'cphaseshift00', 'cphaseshift01', 
 'cphaseshift10', 'cswap', 'h', 'i', 'iswap', 'phaseshift', 'pswap', 'rx', 'ry', 'rz', 's', 
 'si', 'swap', 't', 'ti', 'x', 'y', 'z'

逐語的にコンパイルすると、Rigetti デバイスは次のネイティブゲートをサポートします。

'rx', 'rz', 'cz', 'cphaseshift', 'xy'

Rigetti超伝導量子プロセッサは、±π/2または±πの角度だけで「rx」ゲートを動かすことができます。

Rigettiこれらのデバイスではパルスレベルの制御が可能で、以下のタイプの定義済みフレームセットをサ
ポートしています。

'rf', 'rf_f12', 'ro_rx', 'ro_rx', 'cz', 'cphase', 'xy'

これらのフレームの詳細については、「フレームとポートの役割 (p. 114)」を参照してください。

Oxford Quantum Circuits (OQC)
OQC量子プロセッサは、スケーラブルな Coaxmon テクノロジーを使用して構築された、汎用ゲートモデ
ルマシンです。OQC Lucyこのシステムは、8-qubitqubitそれぞれが2つの最も近い隣接デバイスに接続され
たリング状のトポロジーを備えたデバイスです。

Lucyこのデバイスは以下の量子ゲートをサポートしています。

'ccnot', 'cnot', 'cphaseshift', 'cswap', 'cy', 'cz', 'h', 'i', 'phaseshift', 'rx', 'ry', 
 'rz', 's', 'si', 'swap', 't', 'ti', 'v', 'vi', 'x', 'y', 'z', 'ecr'

逐語的にコンパイルすると、OQC デバイスは次のネイティブゲートをサポートします。

'i', 'rz', 'v', 'x', 'ecr'

OQCデバイスではパルスレベルの制御が可能です。OQCデバイスは、次のタイプの定義済みフレームの
セットをサポートします。

'drive', 'second_state', 'measure', 'acquire', 'cross_resonance', 
 'cross_resonance_cancellation'

OQC有効なポート ID を指定すれば、デバイスはフレームの動的宣言をサポートします。これらのフレー
ムとポートの詳細については、「フレームとポートの役割 (p. 114)」を参照してください。

Note

OQCでパルスコントロールを使用する場合、プログラムの長さは最大90マイクロ秒を超えること
はできません。最大持続時間は、単一量子ビットゲートの場合は約50ナノ秒、2量子ビットゲート
の場合は1マイクロ秒です。これらの数値は、使用する量子ビット、デバイスの電流キャリブレー
ション、および回路のコンパイルによって異なる場合があります。

QuEra
QuEraには、アナログハミルトニアンシミュレーション (AHS) タスクを実行できる中性原子ベースのデバ
イスが用意されています。これらの特殊用途デバイスは、同時に相互作用する何百もの量子ビットの時間
依存量子ダイナミクスを忠実に再現します。
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量子ビットレジスタのレイアウトと操作フィールドの時間的および空間的依存性を規定することによ
り、これらのデバイスをアナログハミルトニアンシミュレーションのパラダイムでプログラムできま
す。Amazon Braket には、python SDK の AHS モジュールを介してこのようなプログラムを構築するため
のユーティリティが用意されていますbraket.ahs。

詳細については、アナログハミルトニアンシミュレーションのサンプルノートブック、 QuEraまたはの 
Aquila を使用してアナログプログラムを送信するページを参照してください (p. 89)。

Xanadu
Xanaduqubits従来の2レベルシステムやキューモードと呼ばれる量子コンピューティング用の連続変数を
使用するフォトニック量子コンピューターを構築します。Borealis QPUの場合、各qumodeはデバイスを
通過するレーザーパルスの量子化された電磁場を表します。2つの量子モード間のゲートは、プログラム可
能なビームスプリッターと遅延線を介して時間的に分離された2つの量子モードに干渉することによって実
装されます。連続可変量子コンピューティングでは、アダマールやCNOTなどの通常の1量子ビットまたは
2量子ビットのゲートの代わりに、回転、変位、ビーム分割、スクイーズなどのゲートを使用します。

Xanadu’sBorealisフォトニック量子コンピューターは、任意の量子計算が可能な万能マシンではなく、
代わりにガウスボゾンサンプリング（GBS）と呼ばれる特定のプロトコルを実装しています。GBS
は、Hamiltonらによって最初に導入されたフォトニック量子計算のモデルです。 これは、マルチモードの
線形光学演算とそれに続くフォトンカウント測定で構成されます。Borealisこのデバイスには、216個の時
間間隔で配置されたキューモードを備えたGBSが実装されています。Amazon Braket では、オープンソー
スの Strawberry FieldsBorealis ライブラリを介してフォトニック量子計算にアクセスできます。

詳細については、Borealis サンプルノートを参照してください。

ローカル状態ベクトルシミュレータ (braket_sv)
ローカル状態ベクトルシミュレーター (braket_sv) は、お客様の環境でローカルで実行されるAmazon 
Braket SDK の一部です。Braket ノートブックインスタンスまたはローカル環境のハードウェア仕様に応
じて、小さな回路 (最大 25qubits) でのラピッドプロトタイピングに適しています。

ローカルシミュレーターはAmazon Braket SDK のすべてのゲートをサポートしていますが、QPU デバイ
スではより小さなサブセットがサポートされています。デバイスのサポートされているゲートは、デバイ
スのプロパティで確認できます。

Note

ローカルシミュレーターは、QPU デバイスや他のシミュレーターではサポートされていない可能
性のある高度な OpenQASM 機能をサポートしています。サポートされている機能の詳細につい
ては、OpenQASM ローカルシミュレーターノートブックで提供されている例を参照してくださ
い。

シミュレーターを使用する方法については、「Amazon Braket の例」を参照してください。

局所密度行列シミュレータ (braket_dm)
局所密度行列シミュレーター (braket_dm) は、お客様の環境でローカルで実行されるAmazon Braket 
SDK の一部です。Braket ノートブックインスタンスまたはローカル環境のハードウェア仕様に応じて、ノ
イズ (最大 12qubits) の小さな回路でのラピッドプロトタイピングに適しています。

ビットフリップや脱分極誤差などのゲートノイズ演算を使用して、一般的なノイズの多い回路をゼロから
構築できます。また、qubitsノイズの有無にかかわらず動作することを意図した特定の回路および既存の
回路のゲートにノイズ演算を適用することもできます。
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braket_dmローカルシミュレーターでは、指定した数を指定すると、次の結果が得られますshots。

• 低密度マトリックス:Shots= 0

Note

ローカルシミュレーターは高度な OpenQASM 機能をサポートしていますが、QPU デバイスや他
のシミュレーターではサポートされていない場合があります。サポートされている機能の詳細に
ついては、OpenQASM Local Simulator ノートブックで提供されている例を参照してください。

局所密度行列シミュレーターの詳細については、「Braket 入門ノイズシミュレーターの例」を参照してく
ださい。

ローカル AHS シミュレーター (braket_ahs)
ローカル AHS (アナログハミルトニアンシミュレーションbraket_ahs) シミュレーター () は、お客様の
環境でローカルで実行される Amazon Braket SDK の一部です。AHS プログラムの結果をシミュレートす
るために使用できます。Braket ノートブックインスタンスまたはローカル環境のハードウェア仕様に応じ
て、小さなレジススタ (最大 10～12 アトム) でのプロトタイピングに適しています。

ローカルシミュレータは、1つの均一な駆動場、1つの（不均一な）シフト場、および任意の原子配列を持
つAHSプログラムをサポートします。詳細については、Braket AHSクラスとBraket AHSプログラムスキー
マを参照してください。

ローカル AHS シミュレータの詳細については、「Hello AHS: はじめてのアナログハミルトニアンシミュ
レーションの実行 (p. 40)」ページと「アナログハミルトニアンシミュレーションのサンプル」ノート
ブックを参照してください。

状態ベクトルシミュレータ (SV1)
SV1は、オンデマンドで高性能なユニバーサル状態ベクトルシミュレーターです。最大 34 の回路をシミュ
レートできますqubits。使用するゲートのタイプやその他の要因に応じて34-qubit、高密度、正方形の回路 
(回路の深さ = 34) の完了までに約 1～2 時間かかることが予想されます。 all-to-all ゲート付きの回路はこ
れに適していますSV1。完全な状態ベクトルや振幅の配列などの形式で結果を返します。

SV1最大ランタイムは 6 時間です。デフォルトは 35 個の同時タスクで、最大 100 個の同時タスクがあり
ます (us-----------------1 では 50)。

SV1結果

SV1指定した数を指定すると、次の結果が得られますshots。

• サンプル:Shots> 0
• 期待:Shots>= 0
• 分散:Shots>= 0
• 確率:Shots> 0
• 振幅:Shots= 0
• アジョイントグラデーション:Shots= 0

結果の詳細については、「結果タイプ」を参照してください。
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SV1は常に利用可能で、オンデマンドで回路を実行し、複数の回路をparallel に実行できます。ランタイ
ムは、操作の数に応じて直線的にスケーリングされ、qubits数とともに指数関数的にスケーリングされま
す。shotsの数は、ランタイムへの影響がわずかです。詳細については、「シミュレーターを比較する」を
参照してください。

シミュレーターは Braket SDK のすべてのゲートをサポートしますが、QPU デバイスは小さなサブセット
をサポートします。デバイスのサポートされているゲートは、デバイスのプロパティで確認できます。

密度行列シミュレータ (DM1)
DM1は、オンデマンドで高性能な密度行列シミュレーターです。最大 17 の回路をシミュレートできます
qubits。

DM1の最大ランタイムは 6 時間、デフォルトは 35 個の同時タスクで、最大 50 個の同時タスクがありま
す。

DM1結果

DM1指定した数を指定すると、次の結果が得られますshots。

• サンプル:Shots> 0
• 期待:Shots>= 0
• 分散:Shots>= 0
• 確率:Shots> 0
• 低密度マトリックス:Shots= 0、最大8qubits

結果の詳細については、「結果タイプ」を参照してください。

DM1は常に利用可能で、オンデマンドで回路を実行し、複数の回路をparallel に実行できます。ランタイ
ムは、操作の数に応じて直線的にスケーリングされ、qubits数とともに指数関数的にスケーリングされま
す。shotsの数は、ランタイムへの影響がわずかです。詳細については、「シミュレーターを比較する」を
参照してください。

ノイズゲートと制限事項

AmplitudeDamping 
    Probability has to be within [0,1]
BitFlip 
    Probability has to be within [0,0.5]
Depolarizing 
    Probability has to be within [0,0.75]
GeneralizedAmplitudeDamping 
    Probability has to be within [0,1]
PauliChannel 
    The sum of the probabilities has to be within [0,1]
Kraus 
    At most 2 qubits 
    At most 4 (16) Kraus matrices for 1 (2) qubit
PhaseDamping 
    Probability has to be within [0,1]
PhaseFlip 
    Probability has to be within [0,0.5]
TwoQubitDephasing 
    Probability has to be within [0,0.75]
TwoQubitDepolarizing 
    Probability has to be within [0,0.9375]
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Tensor ネットワークシミュレータ (TN1)
TN1は、オンデマンドで高性能なテンソルネットワークシミュレーターです。 TN1最大 50qubits 個の回
路タイプをシミュレートでき、回路深度 1,000 以下の特定の回路タイプをシミュレートできます。 TN1
スパース回路、ローカルゲートを持つ回路、および量子フーリエ変換 (QFT) 回路などの特殊な構造を持つ
回路にとって特に強力です。 TN12 つのフェーズで動作します。まず、リハーサルフェーズは回路の効率
的な計算経路を特定しようとします。したがって、収縮フェーズTN1と呼ばれる次の段階のランタイムを
推定できます。TN1推定収縮時間がシミュレーションランタイム制限を超える場合、TN1収縮を試みませ
ん。

TN1ランタイム制限は 6 時間です。同時実行タスクは最大 10 (eu-1) (eu-1) (eu-1) に制限されます。

TN1結果

収縮段階は、一連の行列乗算で構成されます。一連の乗算は、結果に達するまで、または結果に到達でき
ないと判断されるまで継続されます。

注:0Shots より大きい必要があります。

結果タイプは次のとおりです。

• サンプル
• 期待
• 分散

結果の詳細については、「結果タイプ」を参照してください。

TN1は常に利用可能で、オンデマンドで回路を実行し、複数の回路をparallel に実行できます。詳細につい
ては、「シミュレーターを比較する」を参照してください。

シミュレーターは Braket SDK のすべてのゲートをサポートしますが、QPU デバイスは小さなサブセット
をサポートします。デバイスのサポートされているゲートは、デバイスのプロパティで確認できます。

AmazonBraket GitHub リポジトリにアクセスして、TN1 ノートブックの例 TN1TN1 ノートブックの作成
を開始できます。

を使用するためのベストプラクティスTN1

• all-to-all 回路は避けてください。
• 回路の「難易度」を学ぶためにshots、TN1新しい回路または回路クラスをテストします。
• shot大規模なシミュレーションを複数のタスクに分割します。

埋め込みシミュレータ
組み込みシミュレータは、シミュレーションとアルゴリズムコードを同じコンテナに埋め込み、シミュ
レーションをジョブインスタンスで直接実行することで機能します。これは、シミュレーションをリモー
トデバイスと通信させることに伴うボトルネックを取り除くのに役立ちます。これにより、メモリ使用量
が大幅に削減され、目的の結果を得るための回路実行回数が減り、パフォーマンスが10倍以上向上する可
能性があります。組み込みシミュレータの詳細については、「Amazon Braket ハイブリッドジョブによる
ジョブの実行」ページを参照してください。

PennyLaneのライトニングシミュレーター
PennyLaneのライトニングシミュレータをBraketの組み込みシミュレータとして使用できます。 
PennyLaneのライトニングシミュレータを使用すると、随伴微分などの高度な勾配計算方法を活用し
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て、勾配をより迅速に評価できます。lightning.qubit シミュレーターは Braket NBI を介してデバイスとし
て、また組み込みシミュレーターとして利用できますが、lightning.gpu シミュレーターは GPU インスタ
ンスを備えた組み込みシミュレーターとして実行する必要があります。lightning.gpu の使用例について
は、Braket Jobs ノートブックの組み込みシミュレータを参照してください。

シミュレーターを比較する
このセクションでは、いくつかの概念、制限、ユースケースを説明して、タスクに最も適したAmazon 
Braket シミュレーターを選択するのに役立ちます。

ローカルシミュレータとオンデマンドシミュレータの選択 (SV1、TN1、DM1)

ローカルシミュレータのパフォーマンスは、シミュレータの実行に使用される Braket ノートブックインス
タンスなど、ローカル環境をホストするハードウェアによって異なります。AWSオンデマンドシミュレー
タはクラウドで実行され、一般的なローカル環境を超えて拡張できるように設計されています。オンデマ
ンドシミュレータは、大規模な回路向けに最適化されていますが、タスクごとまたはタスクのバッチごと
にレイテンシのオーバーヘッドが発生します。多くのタスクが関係している場合、これはトレードオフを
意味する可能性があります。これらの一般的なパフォーマンス特性を考慮すると、次のガイダンスは、ノ
イズを含むシミュレーションの実行方法を選択する際に役立ちます。

シミュレーション用:

• 18人未満を採用する場合はqubits、ローカルシミュレーターを使用してください。
• 18～24人を採用する場合はqubits、作業負荷に基づいてシミュレータを選択してください。
• 24人以上を雇用する場合はqubits、オンデマンドシミュレータを使用してください。

ノイズシミュレーションの場合:

• 9人未満を使用する場合はqubits、ローカルシミュレータを使用してください。
• 9 ～ 12qubits 名の採用では、作業負荷に応じてシミュレータを選択してください。
• qubits12人以上雇用する場合はを使用してくださいDM1。

状態ベクトルシミュレーターとは何ですか?

SV1ユニバーサル状態ベクトルシミュレーターです。量子状態の全波動関数を格納し、ゲート演算を状態
に順次適用します。それは、非常にありそうもないものであっても、すべての可能性を格納します。SV1
シミュレーターのタスクのランタイムは、回路内のゲート数に応じて直線的に増加します。

密度行列シミュレーターとは何ですか?

DM1ノイズのある量子回路をシミュレートします。システムの全密度行列を保存し、回路のゲートとノ
イズ演算を順次適用します。最終的な密度行列には、回路が動作した後の量子状態に関する完全な情報が
含まれています。通常、ランタイムは操作数に応じて直線的にスケーリングされ、qubits指数関数的にス
ケーリングされます。

テンソルネットワークシミュレーターとは何ですか?

TN1量子回路を構造化グラフにエンコードします。

• グラフのノードは、量子ゲート、またはで構成されますqubits。
• グラフのエッジは、ゲート間の接続を表します。

この構造の結果、TN1比較的大規模で複雑な量子回路のシミュレーション解を見つけることができます。

TN12 つのフェーズが必要
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通常、TN1量子計算をシミュレートするには二相アプローチで動作します。

• リハーサルフェーズ:このフェーズでは、TN1効率的な方法でグラフをトラバースする方法を考え出しま
す。これには、すべてのノードにアクセスして、目的の測定値を取得できます。ユーザーには、TN1両
方のフェーズが一緒に実行されるため、このフェーズが表示されません。第 1 フェーズを完了し、実用
的な制約に基づいて、第 2 フェーズを単独で実行するかどうかを決定します。シミュレーションの開始
後、その決定への入力はありません。

• 収縮フェーズ:このフェーズは、古典的なコンピュータにおける計算の実行フェーズに似ています。
フェーズは、一連の行列乗算で構成されます。これらの乗算の順序は、計算の難しさに大きな影響を与
えます。したがって、グラフ全体で最も効果的な計算パスを見つけるために、最初にリハーサルフェー
ズを実行します。リハーサルフェーズ中に収縮経路が検出されると、TN1回路のゲートを集約してシ
ミュレーションの結果を生成します。

TN1グラフはマップに似ています

比喩的に、TN1基礎となるグラフを都市の道路と比較できます。計画されたグリッドがある都市では、地
図を使用して目的地までのルートを簡単に見つけることができます。計画外の道路や道路名が重複してい
る都市では、地図を見て目的地までのルートを見つけるのが難しい場合があります。

TN1リハーサルフェーズを行わなかった場合、最初に地図を見る代わりに、街の通りを歩いて目的地を見
つけるようなものになります。地図を見るのにより多くの時間を費やすことは、歩く時間という点で本当
に報われるでしょう。同様に、リハーサルフェーズは貴重な情報を提供します。

は、通過する基礎回路の構造について特定の「認識」TN1 を持っていると言えるかもしれません。この意
識はリハーサルフェーズ中に高まります。

これらのタイプのシミュレーターに最も適した問題の種類

SV1は、qubits主に特定の数のとを持つことに依存する問題のクラスに適しています。一般に、必要な時間
はゲート数に応じて直線的に増加しますが、ゲート数には依存しませんshots。 SV1通常 28TN1qubits 未
満の回路よりも高速です。

SV1非常にありそうもないものであっても、実際にはすべての可能性をシミュレートするため、qubit数
値が大きいほど遅くなる可能性があります。どの結果が出そうなのかを判断する方法はありません。した
がって、30-qubit評価するには2SV1 ^30の構成を計算する必要があります。AmazonBraketqubitsSV1 シ
ミュレーターの 34 という制限は、メモリとストレージの制約による実際的な制約です。このように考え
ることができます。に aqubit を追加するたびにSV1、問題は 2 倍難しくなります。

多くのクラスの問題について、TN1グラフの構造を利用するためよりもはるかに大きな回路を現実的な時
間で評価できます。SV1TN1基本的に、解の開始位置からの進化を追跡し、効率的なトラバーサルに寄与
する構成のみを保持します。別の言い方をすると、構成を保存して行列の乗算の順序付けを作成し、評価
プロセスを簡素化します。

なぜならTN1、qubitsとゲートの数は重要ですが、グラフの構造はもっと重要です。例えば、TN1は、ゲー
トが短距離である回路 (グラフ) を評価するのに非常に優れており (つまり、qubit各ゲートはその近傍ゲー
トにのみゲートによって接続されるqubits)、接続 (またはゲート) が類似の範囲を持つ回路 (グラフ) を評価
します。TN1の典型的な範囲は、qubitqubitsqubitsそれぞれが5人離れている他の人とだけ話すことです。
構造の大部分がこれらのようなより単純な関係に分解できれば、これはより大きく、より小さい、また
はより均一の行列で表すことができ、TN1評価を簡単に実行します。

の制限事項TN1

TN1SV1グラフの構造の複雑さによっては、処理速度が遅くなる場合があります。特定のグラフでは、次
のいずれかの理由により、TN1リハーサルステージの後にシミュレーションを終了しFAILED、の状態を示
します。

• パスが見つかりません — グラフが複雑すぎると、良好なトラバーサルパスを見つけるのは難しすぎま
す。シミュレーターは計算をあきらめます。 TN1収縮を実行できません。以下のようなエラーメッセー
ジが表示されることがあります。 No viable contraction path found.
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• 収縮段階が難しすぎる — 一部のグラフでは、TN1トラバーサル経路を見つけることができますが、非常
に長く、評価に非常に時間がかかります。この場合、収縮は非常に高価であるため、コストは法外にな
り、TN1代わりにリハーサルフェーズの後に終了します。以下のようなエラーメッセージが表示される
ことがあります。 Predicted runtime based on best contraction path found exceeds 
TN1 limit.

Note

TN1収縮を行わなくても、のリハーサルステージの料金が請求され、FAILEDステータスが表示さ
れます。

予測されるランタイムは、shotカウントにも依存します。最悪のシナリオでは、TN1shot収縮時間はカウ
ントに線形に依存します。回路は、少ない数で回路が収縮する可能性がありますshots。例えば、100 個
のタスクを送信するとshots、TN1収縮できない判断しますが、10 だけで再送信すると、収縮が進行しま
す。この状況では、100 個のサンプルを取得するために、shots同じ回路に対して10 個のタスクを送信
し、最終的に結果を組み合わせることができます。

ベストプラクティスとして、より多くの回路に進む前に、回路または回路クラスを数人shots (例えば 10) 
でテストしTN1、回路の難易度を調べることをお勧めしますshots。

Note

収縮フェーズを形成する一連の乗算は、小さな NxN 行列で始まります。たとえば、2-qubitゲート
には 4x4 行列が必要です。難しすぎると判断される収縮中に必要な中間行列は巨大です。このよ
うな計算には、完了までに数日かかるでしょう。だからこそ、Amazon Braket は極端に複雑な収
縮を試みないのです。

同時実行

Braket シミュレーターはすべて、複数の回路を同時に稼働できます。同時実行数の制限は、シミュレータ
と地域によって異なります。同時実行制限の詳細については、「クォータ」ページを参照してください。
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Amazon Braket のリージョンとエン
ドポイント

Amazon Braket は、AWS リージョン次の AWS リージョンで利用できます。

Amazon Braket のリージョンの可用性

リージョン名 リージョン Braket エンドポイント QPU

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1 braket.us-
east-1.amazonaws.com

ionQ

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1 braket.us-
east-1.amazonaws.com

ザナドゥ

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1 braket.us-
east-1.amazonaws.com

QuEra

米国西部 (北カリフォル
ニア)

us-west-1 braket.us-
west-1.amazonaws.com

Rigetti

欧州西部 2 (ロンドン) eu-west-2 braket.eu-
west-2.amazonaws.com

OQC

Amazon Braket は利用可能なリージョンから実行できますが、各 QPU は単一のリージョンでのみ使用
できます。QPU デバイスで実行されるタスクは、そのデバイスのリージョンにある Amazon Braket コ
ンソールで表示できます。Amazon Braket SDK を使用している場合は、作業しているリージョンに関係
なく、任意の QPU デバイスにタスクを送信できます。SDK は、指定された QPU のリージョンへのセッ
ションを自動的に作成します。

AWSリージョンとエンドポイントの操作方法に関する一般的な情報については、『AWS一般リファレン
ス』の「AWS のサービスエンドポイント」を参照してください。
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Amazon Braket の料金
Amazon Braket を使用すると、前払いの義務なしで、オンデマンドで量子コンピューティングリソース
にアクセスできます。お支払いいただくのは、使用分の料金だけです。料金の詳細については、料金ペー
ジをご覧ください。。

ほぼリアルタイムのコストトラッキング
Braket SDKには、量子ワークロードにほぼリアルタイムのコスト追跡を追加するオプションがあります。
サンプルノートブックのそれぞれには、Braketの量子処理ユニット（QPU）とオンデマンドシミュレー
ターの最大コスト見積もりを提供するコスト追跡コードが含まれています。最大費用の見積もりは米ドル
で表示され、クレジットや割引は含まれていません。

Note

表示されている料金は、Amazon Braket シミュレーターと量子処理装置 (QPU) のタスク使用量
に基づく概算です。表示される推定請求額は、実際の請求額と異なる場合があります。推定され
る料金には、割引やクレジットは含まれていません。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) などのサービスに対して発生しうる料金が発生する可能性のあるものです。

SV1 のコストトラッキング

コストトラッキング機能の使い方を実証するために、ベルステート回路を構築し、それをSV1シ
ミュレータで実行します。まず、Braket SDK モジュールをインポートし、ベルステートを定義し
て、Tracker()回路に関数を追加します。

#import any required modules
from braket.aws import AwsDevice
from braket.circuits import Circuit
from braket.tracking import Tracker

#create our bell circuit
circ = Circuit().h(0).cnot(0,1)
device = AwsDevice("arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1")
with Tracker() as tracker:
task = device.run(circ, shots=1000).result()

#Your results
print(task.measurement_counts)

ノートブックを実行すると、Bell State シミュレーションで次のような出力が期待できます。トラッカー
機能には、送信されたショット数、完了したタスク、実行時間、請求された実行時間、および最大コスト
（USD）が表示されます。実行時間はシミュレーションごとに異なる場合があります。

tracker.quantum_tasks_statistics() 
 {'arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1': 
  {'shots': 1000, 
  'tasks': {'COMPLETED': 1}, 
  'execution_duration': datetime.timedelta(microseconds=4000), 
  'billed_execution_duration': datetime.timedelta(seconds=3)}}

tracker.simulator_tasks_cost()
$0.00375

コストトラッカーを使用して最大コストを設定する
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コストトラッカーを使用して、プログラムの最大コストを設定できます。特定のプログラムに対して発生
しうる金額の上限がある場合があります。このようにして、コストトラッカーを使用して実行コードにコ
スト管理ロジックを構築できます。次の例では、Rigetti QPU で同じ回路を使用し、コストを 1 USD に制
限しています。このコードでは、この回路を 1 回繰り返して実行するコストは 0.37 USD です。合計コス
トが 1 USD を超えるまで反復を繰り返すようにロジックを設定しました。そのため、次の反復が 1 USD 
を超えるまで、コードスニペットは 3 回実行されます。通常、プログラムは希望する最大コスト (この場
合は 3 回繰り返し) に達するまで繰り返し処理を続けます。

device = AwsDevice("arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3")
with Tracker() as tracker:
while tracker.qpu_tasks_cost() < 1:
result = device.run(circ, shots=200).result()
print(tracker.quantum_tasks_statistics())
print(tracker.qpu_tasks_cost(), "USD")

{'arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3': {'shots': 600, 'tasks': 
 {'COMPLETED': 3}}}
1.11 USD

Note

コストトラッカーは、TN1失敗したタスクの所要時間を追跡しません。TN1シミュレーション中
に、リハーサルが完了しても縮小ステップが失敗した場合、リハーサル料金はコストトラッカー
に表示されません。

コスト削減のベストプラクティス
Amazon Braket を使用する際に次のベストプラクティスを考慮してください。時間を節約し、コストを最
小限に抑え、一般的なエラーを回避します。

シミュレーターで検証する

• QPU で実行する前に、シミュレーターを使用して回路を検証します。これにより、QPU の使用料金が
発生することなく回路を微調整できます。

• シミュレーターで回路を実行した結果は、QPU で回路を実行した結果と同じではない可能性があります
が、シミュレーターを使用してコーディングエラーや構成の問題を特定できます。

特定のデバイスへのユーザーアクセスを制限する

• 権限のないユーザーが特定のデバイスでタスクを送信できないように制限を設定できます。アクセスを
制限するための推奨される方法として、AWS IAM を使用することです。これを行う方法についての詳細
は、アクセスの制限を参照してください。

• Amazon Braket デバイスへのユーザーアクセスを許可または制限する方法として、管理者アカウント
を使用しないことをお勧めします。

請求アラームの設定

• 請求アラームを設定して、請求が事前設定された限度に達したときに通知を受けることもできます。ア
ラームを設定するための推奨される推奨される方法としては、を使用することですAWS Budgets。カス
タム予算を設定し、コストまたは使用量が予算額を超える可能性がある場合にアラートを受け取ること
ができます。情報は、で入手できますAWS Budgets。

ショット数が少ない、TN1テストタスク
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• シミュレーターのコストは QHP より少なくなりますが、特定のシミュレーターは、高いショット数で
タスクを実行するとコストが高くなる可能性があります。TN1shotタスクは少ない数でテストすること
をお勧めします。 ShotcountSV1 はローカルシミュレータスクのコストには影響しません。

すべてのリージョンでタスクをチェックする

• コンソールには、現在のタスクのみが表示されますAWS リージョン。提出された請求可能なタスクを探
すときは、必ずすべてのリージョンをチェックしてください。

• サポートされるデバイス (p. 8)ドキュメントページで、デバイスおよび関連するリージョンの一覧を表示
できます。
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Amazon Braket のクォータ
次の表にAmazon Braket のサービスクォータの一覧を示します。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) 
は、AWS アカウント のサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。

一部のクォータは増やすことができます。詳細については、AWS のサービス クォータを参照してくださ
い。

• バーストレートクォータを増やすことはできません。
• 調整可能なクォータの最大レート増加 (調整できないバーストレートを除く) は、指定されたデフォルト

のレート制限の2倍です。例えば、デフォルトのクォータの 60 個は最大 120 個に調整できます。
• 同時実行のSV1 (DM1) タスクのための調整可能なクォータでは、1 個ごとに最大 60 個を使用できます

AWS リージョン。

リソース 説明 制限 調整可能

API リクエストのレート 現在のリージョンのこ
のアカウントで送信で
きる 1 秒あたりのリク
エストの最大数。

140 はい

API リクエストのバース
トレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回の
バーストで送信できる 
1 秒あたりの追加リクエ
ストの最大数 (RPS) 。

600 いいえ

CreateQuantumTask
リクエストのレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで送信
できる 1 秒あたりの
CreateQuantumTask
リクエストの最大数。

20 はい

CreateQuantumTask
リクエストのバースト
レート

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回
のバーストで送信でき
る 1 秒あたりの追加の
CreateQuantumTask
リクエストの最大数 
(RPS)。

40 いいえ

SearchQuantumTasks
リクエストのレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで送信
できる 1 秒あたりの
SearchQuantumTasks
リクエストの最大数。

5 はい

SearchQuantumTasks
リクエストのバースト
レート

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回
のバーストで送信でき
る 1 秒あたりの追加の
SearchQuantumTasks
リクエストの最大数 
(RPS)。

50 いいえ
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リソース 説明 制限 調整可能

GetQuantumTask リク
エストのレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで送信
できる 1 秒あたりの
GetQuantumTask リク
エストの最大数。

100 はい

GetQuantumTask リク
エストのバーストレー
ト

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回
のバーストで送信でき
る 1 秒あたりの追加
の GetQuantumTask
リクエストの最大数 
(RPS)。

500 いいえ

CancelQuantumTask
リクエストのレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで送信
できる 1 秒あたりの
CancelQuantumTask
リクエストの最大数。

2 はい

CancelQuantumTask
リクエストのバースト
レート

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回
のバーストで送信でき
る 1 秒あたりの追加の
CancelQuantumTask
リクエストの最大数 
(RPS)。

20 いいえ

GetDevice リクエスト
のレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで送信
できる 1 秒あたりの
GetDevice リクエスト
の最大数。

5 はい

GetDevice リクエスト
のバーストレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回
のバーストで送信でき
る 1 秒あたりの追加の
GetDevice リクエスト
の最大数 (RPS)。

50 いいえ

SearchDevices リク
エストのレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで送信
できる 1 秒あたりの
SearchDevices リク
エストの最大数。

5 はい

SearchDevices リク
エストのバーストレー
ト

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回
のバーストで送信でき
る 1 秒あたりの追加
の SearchDevices
リクエストの最大数 
(RPS)。

50 いいえ
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リソース 説明 制限 調整可能

CreateJob リクエスト
のレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで送信
できる 1 秒あたりの
CreateJob リクエスト
の最大数。

1 はい

CreateJob リクエスト
のバーストレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回
のバーストで送信でき
る 1 秒あたりの追加の
CreateJob リクエスト
の最大数 (RPS)。

5 いいえ

SearchJob リクエスト
のレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで送信
できる 1 秒あたりの
SearchJob リクエスト
の最大数。

5 はい

SearchJob リクエスト
のバーストレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回
のバーストで送信でき
る 1 秒あたりの追加の
SearchJob リクエスト
の最大数 (RPS)。

50 いいえ

GetJob リクエストの
レート

現在のリージョンのこ
のアカウントで送信
できる 1 秒あたりの
GetJob リクエストの最
大数。

5 はい

GetJob リクエストの
バーストレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回
のバーストで送信でき
る 1 秒あたりの追加の
GetJob リクエストの最
大数 (RPS)。

25 いいえ

CancelJob リクエスト
のレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで送信
できる 1 秒あたりの
CancelJob リクエスト
の最大数。

2 はい

CancelJob リクエスト
のバーストレート

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回
のバーストで送信でき
る 1 秒あたりの追加の
CancelJob リクエスト
の最大数 (RPS)。

5 いいえ
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リソース 説明 制限 調整可能

SV1同時実行タスク数 現在のリージョンの状
態ベクトルシミュレー
ター (SV1) で実行さ
れる同時タスクの最大
数。

100 (米国西部 1 および 
eu-west-2 では 50)

いいえ

DM1同時実行タスク数 現在のリージョンの密
度行列シミュレーター 
(DM1) で実行される同
時タスクの最大数。

100 (米国西部 1 および 
eu-west-2 では 50)

いいえ

TN1同時実行タスク数 現在のリージョンのテ
ンソルネットワークシ
ミュレーター (TN1) で
実行される同時タスク
の最大数。

10 (eu-west-2 では 5) はい

同時ジョブの数 現在のリージョンで作
成できる同時ジョブの
最大数。

5 はい

ハイブリッドジョブのデフォルトのクラシックコンピューティングインスタンスのクォータを次に示しま
す。これらのクォータの引き上げをご希望の場合は、お問い合わせくださいAWS Support。

リソース 説明 Limits 調整可能

ジョブの ml.c4.xlarge イ
ンスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c4.xlarge タイプのイ
ンスタンスの最大数。

5 はい

ジョブの ml.c4.2xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c4.2xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

5 はい

ジョブの ml.c4.4xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c4.4xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

5 はい

ジョブの ml.c4.8xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c4.8xlarge タイプ

5 はい
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リソース 説明 Limits 調整可能
のインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.c5.xlarge イ
ンスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c5.xlarge タイプのイ
ンスタンスの最大数。

5 はい

ジョブの ml.c5.2xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c5.2xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

5 はい

ジョブの ml.c5.4xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c5.4xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

1 はい

ジョブの ml.c5.9xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c5.9xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

1 はい

ジョブの ml.c5.18xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c5.18xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの ml.c5n.xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c5n.xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい
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リソース 説明 Limits 調整可能

ジョブの ml.c5n.2xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c5n.2xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの ml.c5n.4xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c5n.4xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの ml.c5n.9xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c5n.9xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの 
ml.c5n.18xlarge インス
タンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.c5n.18xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの ml.g4dn.xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.g4dn.xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの 
ml.g4dn.2xlarge インス
タンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.g4dn.2xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの 
ml.g4dn.4xlarge インス
タンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.g4dn.4xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい
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リソース 説明 Limits 調整可能

ジョブの 
ml.g4dn.8xlarge インス
タンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.g4dn.8xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの 
ml.g4dn.12xlarge インス
タンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.g4dn.12xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの 
ml.g4dn.16xlarge インス
タンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.g4dn.16xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの ml.m4.xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.m4.xlarge タイプの
インスタンスの最大
数。

5 はい

ジョブの ml.m4.2xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.m4.2xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

5 はい

ジョブの ml.m4.4xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.m4.4xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

2 はい

ジョブの 
ml.m4.10xlarge インス
タンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.m4.10xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい
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リソース 説明 Limits 調整可能

ジョブの 
ml.m4.16xlarge インス
タンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.m4.16xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの ml.m5.large イ
ンスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.m5.large タイプのイ
ンスタンスの最大数。

5 はい

ジョブの ml.m5.xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.m5.xlarge タイプの
インスタンスの最大
数。

5 はい

ジョブの ml.m5.2xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.m5.2xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

5 はい

ジョブの ml.m5.4xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.m5.4xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

5 はい

ジョブの 
ml.m5.12xlarge インス
タンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.m5.12xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの 
ml.m5.24xlarge インス
タンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.m5.24xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい
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リソース 説明 Limits 調整可能

ジョブの ml.p2.xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.p2.xlarge タイプのイ
ンスタンスの最大数。

0 はい

ジョブの ml.p2.8xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.p2.8xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの ml.p2.16xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.p2.16xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの ml.p3.2xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.p3.2xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの ml.p3.8xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.p3.8xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブの ml.p3.16xlarge 
インスタンスの最大数

このアカウントとリー
ジョンのすべての 
Amazon Braket Hybrid 
Jobs で許可される 
ml.p3.16xlarge タイプ
のインスタンスの最大
数。

0 はい

ジョブに許容される最
大コンピューティング
インスタンス

ジョブに許容される最
大コンピューティング
インスタンス数。

5 はい

制限の更新をリクエストする
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追加のクォータと制限

ServiceQuotaExceeded インスタンスタイプで例外が発生し、そのインスタンスに十分なインスタンスが
ない場合は、AWSコンソールの [Service Quotas] ページから制限の引き上げをリクエストし、[AWSサー
ビス] で Amazon Braket を検索してください。

Note

p3 インスタンスは us-west-1 では使用できません。ジョブで要求された ML コンピューティング
キャパシティをプロビジョニングできない場合は、別のリージョンを使用してください。また、
テーブルにインスタンスが表示されない場合、そのインスタンスはハイブリッドジョブには使用
できません。

追加のクォータと制限
• Amazon Braket の量子タスクアクションのサイズは 3MB に制限されています。
• 、、Xanaduおよびデバイスで許可されるタスクごとの最大ショット数は 100,000 です。SV1DM1Rigetti
• タスクごとに許可される最大ショット数は 1000TN1 です。
• IonQOQCおよびデバイスの場合、タスクごとに最大 10,000 ショットを使用できます。
• なぜならQuEra、タスクごとに許可される最大ショット数は1000です。
• TN1QPUおよびデバイスの場合、タスクごとのショット数は 0 より大きくなければなりません。
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E メールまたは SMS でのステータス変更通知

タスクはいつ実行されますか
回路を送信すると、Amazon Braket は指定したデバイスに送信します。QPU およびシミュレータータス
クは、受信された順序でキューに入れられ、処理されます。送信後にタスクを処理するために必要な時間
は、他の Amazon Braket のお客様から送信されたタスクの数と複雑さ、および選択した QPU の可用性に
よって異なります。

E メールまたは SMS でのステータス変更通知
Amazon Braket は、QPU EventBridge の可用性が変更されたとき、またはタスクの状態が変化したときに 
Amazon にイベントを送信します。次の手順に従って、デバイスおよびタスクのステータス変更通知をE
メールまたは SMS メッセージで受信します。

1. Amazon SNS トピックとサブスクリプションを E メールまたは SMS に作成します。メールまたは 
SMS の可用性は、リージョンによって異なります。詳細については、「Amazon SNS 入門」と「SMS 
メッセージの送信」を参照してください。

2. SNS EventBridge トピックへの通知をトリガーするルールを作成します。詳細については、「Amazon 
Braket のモニタリング」を参照してください」を参照してください。Amazon Braket のモニタリン
グ (p. 189)」を参照してください EventBridge。

タスク完了アラート

Amazon Simple Notification Service (SNS) を通じて通知を設定し、Amazon Braket タスクが完了したとき
にアラートを受け取ることができます。アクティブな通知は、大きなタスクを送信する場合や、デバイス
の可用性ウィンドウの外でタスクを送信する場合など、長い待ち時間が予想される場合に便利です。タス
クが完了するのを待ちたくない場合は、SNS 通知を設定してください。

Amazon Braket ノートブックでは、セットアップ手順を順を追って説明します。詳細については、「通知
を設定するための Amazon Braket のサンプルノートブック」を参照してください。

QPU の可用性ウィンドウとステータス
QPU の可用性は Quantum ハードウェアプロバイダー (QHP) によって異なります。

Amazon Braket コンソールの[Devices] (デバイス) ページでは、各デバイスの現在および今後の可用性ウィ
ンドウが表示されます。また、各デバイスのステータスを表示できます。

可用性ウィンドウに関係なく、お客様が利用できない場合、デバイスはオフラインと見なされます。例え
ば、スケジュールされたメンテナンス、アップグレード、または運用上の問題により、オフラインになる
可能性があります。

Amazon Braket コンソールの「お知らせ」ページには、Amazon Braket のすべてのお客様に事前に予定さ
れているダウンタイムが表示されます。
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前提条件

Amazon Braket を有効にする
AWSコンソールを介してアカウントで Amazon Braket を有効にできます。

前提条件
Amazon Braket を有効にして実行するには、Amazon Braket アクションを開始するアクセス許可を持つ
ユーザーまたはロールが必要です。これらの権限は AmazonBraketFullAccess IAM ポリシー (ARN: ARN: 
aws: IAM:: aws: policy/AmazonBraketFullAccess) に含まれています。

Note

管理者の場合:
他のユーザーに Amazon Braket へのアクセス許可を付与するには、AmazonBraketFullAccessポ
リシーまたは作成したカスタムポリシーを添付します。Amazon Braket の使用に必要なアクセス
許可の詳細については、「Amazon Braket へのアクセスを管理する (p. 161)」を参照してくださ
い。

Amazon Braket を有効にする手順
1. を使用して Amazon Braket コンソールにサインインしますAWS アカウント。
2. Amazon Braket コンソールを開きます。
3. Braket のランディングページから「はじめに」をクリックすると、サービスダッシュボードページに移

動します。サービスダッシュボードの上部にあるアラートには、次の 3 つのステップが示されます。
a. サービスにリンクされたロール (SLR) の作成 (SLR) (p. 171) の作成
b. 第三者の量子コンピューターへのアクセスの許可
c. 新しい Juypter ノートブックインスタンスの許可

サードパーティの量子デバイスを使用するには、お客様ご自身とそれらのデバイス間のデータ転送に関す
る特定の条件に同意する必要があります。AWS本契約の条件は、Amazon Braket コンソールの [権限と設
定] ページの [一般] タブに記載されています。

Note

Braketのローカルシミュレーターやオンデマンドシミュレーターなど、サードパーティが関与し
ないQuantumデバイスは、サードパーティデバイスを有効にする契約に同意しなくても使用でき
ます。
サードパーティのハードウェアにアクセスする場合、これらの条件に同意してサードパーティの
デバイスを使用できるようにする必要があるのは、アカウントごとに 1 回だけです。
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Amazon Braket の使用を開始する
「Amazon Braket を有効にする (p. 34)」の指示に従えば、Amazonブラケットを使い始めることができま
す。

開始する手順は次のとおりです。
• Amazon Braket ノートブックインスタンスを作成する (p. 35)
• Amazon Braket Python SDK を使用して最初のサーキットを実行します。 (p. 37)
• アルゴリズムライブラリを見る (p. 40)
• Hello AHS: 初めてのアナログハミルトニアンシミュレーションを実行 (p. 40)

Amazon Braket ノートブックインスタンスを作成す
る

AmazonBraket は、フルマネージドの Jupyter ノートブックを提供し、作業を始めることができま
す。AmazonBraket ノートブックインスタンスは、Amazon SageMaker ノートブックインスタンスに基づ
いています。ノートブックインスタンスを詳しく知ることができます。Braket の使用を開始するには、次
の手順に従ってAmazon Braket ノートブックインスタンスを作成します。

1. Amazon Braket コンソールを開きます。
2. 左側のペインで[Notebooks] (ノートブック) を選択し、[Create notebook] (ノートブックを作成する) を

選びます。
3. [Notebook instance settings] (ノートブックインスタンスの設定) で、英数字とハイフンのみを使用し

て[Notebook instance] (ノートブックインスタンス名) を入力します。
4. [Notebook instance type] (ノートブックインスタンスタイプ) を選択します。必要な最小のタイプを選

択してください。開始するには、ml.t3.medium などの費用対効果の高いインスタンスタイプを選択
します。インスタンスタイプは Amazon SageMaker ノートブックインスタンスです。詳細について
は、Amazon Amazon SageMaker の料金表を参照してください。

5. [権限と暗号化] で、[新しいロールを作成する] を選択します (名前が 
`AmazonBraketServiceSageMakerNotebook` で始まる新しいロールが作成されます)。

6. パブリック Github リポジトリをノートブックインスタンスに関連付ける場合は、Git リポジトリドロッ
プダウンをクリックし、リポジトリドロップダウンメニューから「URL からパブリック Git リポジトリ
をクローニング」を選択します。Git リポジトリの URL テキストバーにリポジトリの URL を入力しま
す。
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して最初のサーキットを実行します。

7. [Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。

ノートブックが作成されるまでに数分かかります。ノートブックは、[Notebooks] (ノートブック) に
[Pending] (保留中) のステータスで表示されます。ノートブックインスタンスが使用可能になると、ス
テータスがに変わりますInService。ノートブックの更新ステータスを表示するには、ページを更新する
必要がある場合があります。

Note

AmazonBraket ノートブックインスタンスは、Amazon Braket および Amazon SageMaker コン
ソールで表示および管理できます。AmazonBraket ノートブックの追加設定は、SageMaker コン
ソールから利用できます。

内のAmazon Braket コンソールで作業している場合AWS、前述のように、Amazon Braket SDK とプラ
グインは先ほど作成したノートブックにプリロードされます。独自のマシンで実行する場合は、コマン
ドpip install amazon-braket-sdkpip install amazon-braket-pennylane-plugin (後者は 
PennyLane プラグインで使用します)。

Amazon Braket Python SDK を使用して最初のサー
キットを実行します。

ノートブックインスタンスが起動したら、作成したノートブックを選択して、標準の Jupyter インター
フェイスでインスタンスを開きます。

AmazonBraket ノートブックインスタンスは、Amazon Braket SDK とそのすべての依存関係があらかじめ
インストールされています。conda_braket カーネルを使用して新しいノートブックを作成することから
始めます。
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して最初のサーキットを実行します。

シンプルな「こんにちは、世界！」という 例から始めることができます。まず、ベル状態を準備する回路
を構築し、その回路を異なるデバイスで実行して結果を取得します。

まず、Amazon Braket SDK モジュールをインポートし、単純なベル状態回路を定義します。

import boto3
from braket.aws import AwsDevice
from braket.devices import LocalSimulator
from braket.circuits import Circuit

# create the circuit
bell = Circuit().h(0).cnot(0, 1)

次のコマンドで回路を視覚化できます。

print(bell)

[Run your circuit on the local simulator] (ローカルシミュレーターで回路を実行する)

次に、回路を実行する量子デバイスを選択します。AmazonBraket SDK には、ラピッドプロトタイピング
とテスト用のローカルシミュレーターが付属しています。小さい回路には、ローカルシミュレーターを使
用することをお勧めしますqubits (ローカルハードウェアによって異なります)。

ローカルシミュレーターをインスタンス化する方法は次のとおりです。

# instantiate the local simulator
local_sim = LocalSimulator()

そして、回路を実行します。

# run the circuit
result = local_sim.run(bell, shots=1000).result()
counts = result.measurement_counts
print(counts)

次のような結果が表示されます。

Counter({'11': 503, '00': 497})

準備した特定のベル状態は |00> と |11> > の等しい重ね合わせであり、予想どおり、測定結果として 00 と 
11 (shotノイズまで) のほぼ等しい分布が見つかります。

オンデマンドシミュレータでサーキットを走らせる

AmazonBraket は、大規模な回路を実行するための、オンデマンドの高性能シミュレーターへのアクセス
を提供します。SV1 SV1は、最大 34qubits 個の量子回路のシミュレーションを可能にするオンデマンド
の状態ベクトルシミュレーターです。詳細については、サポートされるデバイス (p. 8)AWSセクションお
よびコンソールでご覧になれます。SV1SV1(および QPU)TN1 でタスクを実行する場合、タスクの結果は
アカウントの S3 バケットに保存されます。バケットを指定しない場合、Braket SDKamazon-braket-
{region}-{accountID} はデフォルトのバケットを作成します。詳細については、「Amazon Braket へ
のアクセスの管理 (p. 161)」を参照してください。

Note

実際の既存のバケット名を入力します。次の例では、バケット名として example-bucket が表
示されます。AmazonBraket のバケット名は常に、amazon-braket-追加した他の識別文字が続

38



Amazon Braket デベロッパーガイド
Amazon Braket Python SDK を使用

して最初のサーキットを実行します。

きます。S3 バケットの設定方法に関する情報が必要な場合は、「Amazon S3 入門」を参照して
ください。

# get the account ID
aws_account_id = boto3.client("sts").get_caller_identity()["Account"]
# the name of the bucket
my_bucket = "example-bucket"
# the name of the folder in the bucket
my_prefix = "simulation-output"
s3_folder = (my_bucket, my_prefix)

回路を実行するにはSV1、.run()コールの位置引数として前に選択した S3 バケットの場所を指定する必
要があります。

# choose the cloud-based on-demand simulator to run your circuit
device = AwsDevice("arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1")

# execute the circuit
task = device.run(bell, s3_folder, shots=100)
# display the results
print(task.result().measurement_counts)

AmazonBraket コンソールには、タスクに関する詳細情報が表示されます。コンソールの [タスク] タブに
移動すると、タスクがリストの一番上に表示されるはずです。または、一意のタスク ID またはその他の条
件を使用してタスクを検索することもできます。

Note

90 日後、Amazon Braket は、タスクに関連付けられているすべてのタスク ID およびその他のメ
タデータを自動的に削除します。詳細については、データ保持期間を参照してください。

QPU で実行する

Amazon Braket を使用すると、1 行のコードを変更するだけで、物理量子コンピュータで前の量子回路
の例を実行できます。Amazon Braket ではIonQ、、、Oxford Quantum CircuitsQuEraRigetti、QPUおよ
びからデバイスにアクセスできますXanadu。さまざまなデバイスと可用性ウィンドウに関する情報は、
「サポート対象デバイス (p. 8)」セクションと、AWSコンソールの「デバイス」タブにあります。次の例
は、Rigettiデバイスのインスタンス化方法を解説しています。

# choose the Rigetti hardware to run your circuit
device = AwsDevice("arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3")

IonQ次のコードのデバイスを選択してください:

# choose the Ionq device to run your circuit
device = AwsDevice("arn:aws:braket:::device/qpu/ionq/ionQdevice")

タスクを実行すると、Amazon Braket SDK が結果をポーリングします (デフォルトのタイムアウトは 5 日
です)。以下の例に示すように、poll_timeout_seconds.run()コマンド内のパラメータを変更するこ
とで、このデフォルトを変更できます。ポーリングタイムアウトが短すぎると、QPU が利用できない場合
など、ローカルタイムアウトエラーが返される場合など、ポーリング時間内に結果が返されない場合があ
ることに注意してください。task.result() 関数を呼び出して、ポーリングを再開できます。

# define task with 1 day polling timeout
task = device.run(bell, s3_folder, poll_timeout_seconds=24*60*60)
print(task.result().measurement_counts)
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アルゴリズムライブラリを見る
Amazon Braket アルゴリズムライブラリは、Python で記述された事前構築済みの量子アルゴリズムのカタ
ログです。これらのアルゴリズムをそのまま実行することも、より複雑なアルゴリズムを構築するための
出発点として使用することもできます。アルゴリズムライブラリには Braket コンソールからアクセスでき
ます。

Braket コンソールには、アルゴリズムライブラリで使用可能な各アルゴリズムの説明が表示されます。 
GitHub リンクを選択して各アルゴリズムの詳細を表示するか、[ノートブックを開く] を選択して、使用可
能なすべてのアルゴリズムを含むノートブックを開くか作成します。ノートブックオプションを選択する
と、ノートブックのルートフォルダーに Braket アルゴリズムライブラリが表示されます。

Hello AHS: 初めてのアナログハミルトニアンシ
ミュレーションを実行

アッシュ
アナログハミルトニアンシミュレーション（AHS）は、量子回路とは異なる量子コンピューティングのパ
ラダイムです。AHSプログラムは、それぞれが一度に数個の量子ビットにのみ作用する一連のゲートの代
わりに、問題のハミルトニアンの時間と空間に依存するパラメータによって定義されます。システムのハ
ミルトニアンは、そのエネルギーレベルと外力の影響をエンコードし、これらが一緒になってその状態の
時間変化を支配します。N 量子ビットのシステムでは、ハミルトニアンは 2 N X 2 N の複素数の正方行列で
表すことができます。

AHSを実行できる量子デバイスは、カスタムハミルトニアンに基づく量子システムの時間変化にほぼ近づ
くように、パラメーター（コヒーレント駆動場の振幅や離調など）を調整します。AHSパラダイムは、
相互作用する多くの粒子の量子システムの静的および動的特性をシミュレートするのに適しています。の
Aquilaデバイスなどの専用QPUは、QuEra従来のハードウェアでは不可能なサイズのシステムの時間変化
をシミュレートできます。
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相互作用するスピンチェーン
相互作用する多数の粒子からなるシステムの標準的な例として、8つのスピンのリングを考えてみましょう
（それぞれが「アップ」↑# と「ダウン」↓# の状態になることがあります）。このモデル系は小さいもの
の、自然界に存在する磁性材料の興味深い現象をすでにいくつか示している。この例では、連続するスピ
ンが反対方向を指す、いわゆる反強磁性秩序を作る方法を示します。

アレンジメント
各スピンを表すための中性原子を1つ使い、「アップ」と「ダウン」のスピン状態はそれぞれ原子の励起さ
れたリドバーグ状態と基底状態にエンコードされます。まず、2 次元配置を作成します。上記のスピンリ
ングを次のコードでプログラムできます。

前提条件:Braket SDK を pip でインストールする必要があります。(Braket がホストするノートブックイ
ンスタンスを使用している場合、この SDK はノートブックにあらかじめインストールされています。) 
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プロットを再現するには、シェルコマンドで matplotlib を別途インストールする必要もありますpip 
install matplotlib。

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt  # required for plotting

from braket.ahs.atom_arrangement import AtomArrangement

a = 5.7e-6  # nearest-neighbor separation (in meters)

register = AtomArrangement()
register.add(np.array([0.5, 0.5 + 1/np.sqrt(2)]) * a)
register.add(np.array([0.5 + 1/np.sqrt(2), 0.5]) * a)
register.add(np.array([0.5 + 1/np.sqrt(2), - 0.5]) * a)
register.add(np.array([0.5, - 0.5 - 1/np.sqrt(2)]) * a)
register.add(np.array([-0.5, - 0.5 - 1/np.sqrt(2)]) * a)
register.add(np.array([-0.5 - 1/np.sqrt(2), - 0.5]) * a)
register.add(np.array([-0.5 - 1/np.sqrt(2), 0.5]) * a)
register.add(np.array([-0.5, 0.5 + 1/np.sqrt(2)]) * a)

これを使ってプロットすることもできます

fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(7,7))
xs, ys = [register.coordinate_list(dim) for dim in (0, 1)]
ax.plot(xs, ys, 'r.', ms=15)
for idx, (x, y) in enumerate(zip(xs, ys)): 
    ax.text(x, y, f" {idx}", fontsize=12)
plt.show()  # this will show the plot below in an ipython or jupyter session
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インタラクション
反強磁性相を作るには、隣接するスピン同士の相互作用を誘発する必要があります。これには中性原子デ
バイス（AquilaのデバイスなどQuEra）によってネイティブに実装されているファンデルワールス相互作
用を使用します。スピン表現を使うと、この相互作用のハミルトニアン項はすべてのスピンペア (j, k) の和
として表すことができます。

ここで、nj=↑j # #↑j は、スピン j が「アップ」状態の場合にのみ値を 1、それ以外の場合は 0 の値を取る
演算子です。強度は Vj,k =C6/(dj,k) 

6 です。ここで C6 は固定係数、dj,k はスピン j と k の間のユークリッド
距離です。この相互作用項の直接的な影響は、スピンjとスピンkの両方が「アップ」している状態では、
エネルギーが（Vの量でj,k）上昇することです。AHSプログラムの残りの部分を注意深く設計することで、
この相互作用により、隣接するスピンが両方とも「アップ」状態になるのを防ぐことができます。これ
は、一般に「Rydbergブロッケード」として知られている効果です。
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ドライビングフィールド
AHSプログラムの開始時には、すべてのスピンが（デフォルトで）「ダウン」状態で始まり、いわゆる強
磁性相になります。反強磁性相を作製するという目標を見据えて、この状態から「アップ」状態が好まし
い多体状態にスピンをスムーズに移行させる時間依存コヒーレント駆動場を指定します。対応するハミル
トニアンは次のように書くことができます

ここで、Ω (t)、(t)、Δ( t) は、すべてのスピンに均一に影響する駆動フィールドの時間依存のグローバル振
幅 (別名ラビ周波数)、位相、およびデチューンです。ここで、S−,k =↓ #k #↑k と S+,k =( S−,k) 

† =↑ #k #↓k
はそれぞれスピン k の下降演算子と上昇演算子で、nk =↑ #k #↑ ↑k は以前と同じ演算子です。駆動場の
Ω部分は、すべてのスピンの「ダウン」状態と「アップ」状態をコヒーレントに同時に結合し、Δ部分は
「アップ」状態のエネルギー報酬を制御します。

強磁性相から反強磁性相へのスムーズな遷移をプログラムするために、以下のコードで駆動フィールドを
指定します。

from braket.timings.time_series import TimeSeries
from braket.ahs.driving_field import DrivingField

# smooth transition from "down" to "up" state
time_max = 4e-6  # seconds
time_ramp = 1e-7  # seconds
omega_max = 6300000.0  # rad / sec
delta_start = -5 * omega_max
delta_end = 5 * omega_max

omega = TimeSeries()
omega.put(0.0, 0.0)
omega.put(time_ramp, omega_max)
omega.put(time_max - time_ramp, omega_max)
omega.put(time_max, 0.0)

delta = TimeSeries()
delta.put(0.0, delta_start)
delta.put(time_ramp, delta_start)
delta.put(time_max - time_ramp, delta_end)
delta.put(time_max, delta_end)

phi = TimeSeries().put(0.0, 0.0).put(time_max, 0.0)

drive = DrivingField( 
    amplitude=omega, 
    phase=phi, 
    detuning=delta
)

運転場の時系列を次のスクリプトで視覚化できます。

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 7), sharex=True)

ax = axes[0]
time_series = drive.amplitude.time_series
ax.plot(time_series.times(), time_series.values(), '.-');
ax.grid()
ax.set_ylabel('Omega [rad/s]')

ax = axes[1]
time_series = drive.detuning.time_series
ax.plot(time_series.times(), time_series.values(), '.-');
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ax.grid()
ax.set_ylabel('Delta [rad/s]')

ax = axes[2]
time_series = drive.phase.time_series
# Note: time series of phase is understood as a piecewise constant function
ax.step(time_series.times(), time_series.values(), '.-', where='post');
ax.set_ylabel('phi [rad]')
ax.grid()
ax.set_xlabel('time [s]')

plt.show()  # this will show the plot below in an ipython or jupyter session

AHS プログラム
レジスタ、駆動場、(および暗黙のファンデルワールス相互作用)ahs_program がアナログハミルトニアン
シミュレーションプログラムを構成します。

from braket.ahs.analog_hamiltonian_simulation import AnalogHamiltonianSimulation

ahs_program = AnalogHamiltonianSimulation( 
    register=register, 
    hamiltonian=drive
)

ローカルシミュレータでの実行
この例は小さいので (15 スピン未満)、AHS 互換の QPU で実行する前に、Braket SDK に付属するローカ
ル AHS シミュレーターで実行できます。ローカルシミュレーターは Braket SDK で無料で利用できるた
め、これがコードを正しく実行できるようにするためのベストプラクティスです。

ここでは、ローカルシミュレータが量子状態の時間変化を追跡し、最終状態からサンプルを抽出するた
め、ショット数を高い値（たとえば100万回）に設定できます。したがって、ショット数は増えますが、
合計実行時間はわずかに増加します。
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from braket.devices import LocalSimulator
device = LocalSimulator("braket_ahs")

result_simulator = device.run( 
    ahs_program, 
    shots=1_000_000
).result()  # takes about 5 seconds

シミュレーターの結果の分析
ショットの結果を次の関数で集計できます。この関数は、各スピンの状態 (「ダウン」の場合は「d」、
「アップ」の場合は「u」、空のサイトの場合は「e」) を推測し、ショット全体で各構成が発生した回数
をカウントします。

from collections import Counter

def get_counts(result): 
    """Aggregate state counts from AHS shot results 

    A count of strings (of length = # of spins) are returned, where 
    each character denotes the state of a spin (site): 
       e: empty site 
       u: up state spin 
       d: down state spin 

    Args: 
       result 
 (braket.tasks.analog_hamiltonian_simulation_quantum_task_result.AnalogHamiltonianSimulationQuantumTaskResult) 

    Returns 
        dict: number of times each state configuration is measured 

    """ 
    state_counts = Counter() 
    states = ['e', 'u', 'd'] 
    for shot in result.measurements: 
        pre = shot.pre_sequence 
        post = shot.post_sequence 
        state_idx = np.array(pre) * (1 + np.array(post)) 
        state = "".join(map(lambda s_idx: states[s_idx], state_idx)) 
        state_counts.update((state,)) 
    return dict(state_counts)

counts_simulator = get_counts(result_simulator)  # takes about 5 seconds
print(counts_simulator)

{'udududud': 330944, 'dudududu': 329576, 'dududdud': 38033, ...}

countsこれは、ショット全体で各ステート構成が確認された回数をカウントするディクショナリです。次
のコードでそれらを視覚化することもできます。

from collections import Counter

def has_neighboring_up_states(state): 
    if 'uu' in state: 
        return True 
    if state[0] == 'u' and state[-1] == 'u': 
        return True 
    return False
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def number_of_up_states(state): 
    return Counter(state)['u']

def plot_counts(counts): 
    non_blockaded = [] 
    blockaded = [] 
    for state, count in counts.items(): 
        if not has_neighboring_up_states(state): 
            collection = non_blockaded 
        else: 
            collection = blockaded 
        collection.append((state, count, number_of_up_states(state))) 

    blockaded.sort(key=lambda _: _[1], reverse=True) 
    non_blockaded.sort(key=lambda _: _[1], reverse=True) 

    for configurations, name in zip((non_blockaded, 
                                    blockaded), 
                                    ('no neighboring "up" states', 
                                    'some neighboring "up" states')): 
        plt.figure(figsize=(14, 3)) 
        plt.bar(range(len(configurations)), [item[1] for item in configurations]) 
        plt.xticks(range(len(configurations))) 
        plt.gca().set_xticklabels([item[0] for item in configurations], rotation=90) 
        plt.ylabel('shots') 
        plt.grid(axis='y') 
        plt.title(f'{name} configurations') 
        plt.show()

plot_counts(counts_simulator)

プロットから以下の観察結果を読むことができ、反強磁性相の調製に成功したことを確認できます。

1. 一般に、ブロックされていない状態（隣接する2つのスピンが「アップ」状態になっていない状態）
は、少なくとも1組の隣接するスピンが両方とも「アップ」状態にある状態よりも一般的です。
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2. 一般に、構成が制限されていない限り、「アップ」励起の多い状態が優先されます。
3. "dudududu"最も一般的な状態は確かに完全な反強磁性状態であり、"udududud"

4. 2番目に多い状態は、1、2、2の間隔が連続して「アップ」励起が3回しかない状態です。このことか
ら、ファンデルワールス交互作用が (はるかに小さいとはいえ) 次に近い近傍にも影響を及ぼしているこ
とがわかります。

QuEraランニング・オンの Aquila QPU
前提条件:Braket SDKのpipインストールとは別に、Amazon Braketを初めて使用する場合は、必要な開始
手順を完了していることを確認してください。

Note

Braket がホストするノートブックインスタンスを使用している場合は、Braket SDK がインスタン
スにあらかじめインストールされています。

すべての依存関係がインストールされたら、Aquila QPU に接続できます。

from braket.aws import AwsDevice

aquila_qpu = AwsDevice("arn:aws:braket:us-east-1::device/qpu/quera/Aquila")

QuEraAHSプログラムをマシンに適したものにするには、Aquila QPUで許容される精度レベルに合わせ
てすべての値を四捨五入する必要があります。（これらの要件は、名前に「Resolution」が含まれるデバ
イスパラメータによって決まります。 aquila_qpu.properties.dict()ノートブックで実行すると
確認できます。 Aquilaの機能と要件の詳細については、「Aquilaノートブックの紹介」を参照してくださ
い。） これは、discretizeメソッドを呼び出すことで実行できます。

discretized_ahs_program = ahs_program.discretize(aquila_qpu)

これで、プログラムをAquila QPU で実行できます (今のところ 100 ショットしか実行できません)。

Note

Aquilaこのプログラムをプロセッサで実行するとコストがかかります。Amazon Braket SDK に
は、顧客がコスト制限を設定できるだけでなく、ほぼリアルタイムでコストを追跡できるコスト
トラッカーが含まれています。

task = aquila_qpu.run(discretized_ahs_program, shots=100)

metadata = task.metadata()
task_arn = metadata['quantumTaskArn']
task_status = metadata['status']

print(f"ARN: {task_arn}")
print(f"status: {task_status}")

task ARN: arn:aws:braket:us-east-1:123456789012:quantum-task/12345678-90ab-
cdef-1234-567890abcdef
task status: CREATED

タスクの実行にかかる時間は (アベイラビリティウィンドウと QPU 使用率によって) 大きく異なるため、
タスクの ARN を書き留めておくとよいでしょう。そうすれば、後で次のコードスニペットでステータス
を確認できます。
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# Optionally, in a new python session

from braket.aws import AwsQuantumTask

SAVED_TASK_ARN = "arn:aws:braket:us-east-1:123456789012:quantum-task/12345678-90ab-
cdef-1234-567890abcdef"

task = AwsQuantumTask(arn=SAVED_TASK_ARN)
metadata = task.metadata()
task_arn = metadata['quantumTaskArn']
task_status = metadata['status']

print(f"ARN: {task_arn}")
print(f"status: {task_status}")

*[Output]*
task ARN: arn:aws:braket:us-east-1:123456789012:quantum-task/12345678-90ab-
cdef-1234-567890abcdef
task status: COMPLETED

ステータスが COMPLETED になったら (Amazon Braket コンソールのタスクページからも確認できま
す)、次のように結果をクエリできます。

result_aquila = task.result()

QPU の結果の分析
get_counts以前と同じ関数を使用して、カウントを計算できます。

counts_aquila = get_counts(result_aquila)
print(counts_aquila)

*[Output]*
{'udududud': 24, 'dudududu': 17, 'dududdud': 3, ...}

plot_countsそしてそれらを次のようにプロットします。

plot_counts(counts_aquila)
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[Next] (次へ)

ショットのごく一部には空のサイト（「e」のマークが付いている）があることに注意してください。これ
は、Aquila QPUの原子調製における1～2％の不完全性が原因です。これとは別に、ショット数が少ないた
めに予想される統計的変動の範囲内で、結果はシミュレーションと一致します。

[Next] (次へ)
おめでとうございます。これで、ローカル AHS シミュレーターとAquila QPU を使用して Amazon Braket 
で最初の AHS ワークロードを実行できました。

Rydbergの物理学、アナログハミルトニアンシミュレーション、Aquilaおよびデバイスの詳細について
は、サンプルノートを参照してください。
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Amazon Braket を使用する
このセクションでは、量子回路を設計し、これらの問題をタスクとしてデバイスに送信し、Amazon 
Braket SDK でタスクをモニタリングする方法について説明します。

AmazonBraketのリソースとやり取りする主な手段は次のとおりです。

• Amazon Braket Console は、リソースとタスクの作成、管理、モニタリングに役立つデバイス情報とス
テータスを提供します。

• Amazon Braket Python SDK およびコンソールを通じて、量子タスクを送信および実行します。SDK 
は、事前設定されたAmazon Braket ノートブックからアクセスできます。

• Amazon Braket API は、Amazon Braket Python SDK およびノートブックからアクセスできます。APIプ
ログラムにより量子コンピューティングで動作するアプリケーションを構築している場合は、に直接呼
び出すことができます。

このセクションの例では、AmazonブラケットPython SDK と Python SDK forAmazon Braket (Boto3)AWS 
を合わせて使用して BraketAPI を直接操作する方法を説明します。

Amazonブラケット・パイソン SDK の詳細

AmazonBraket Python SDK を使用するには、まず、Braket のAWS Python SDK for Braket (Boto3) をイン
ストールして、と通信できるようにしますAWSAPI。AmazonBraket Python SDK は、量子を取り扱うお客
様にとって Boto3 の便利なラッパーと考えることができます。

• Boto3 には、利用する必要があるインターフェイスが含まれていますAWSAPI。(boto3 は、と通信する
大規模な Python SDK であることに注意してくださいAWSAPI。 ほとんどが Boto3AWS のサービス イ
ンターフェイスをサポートしています。)

• AmazonBraket Python SDK には、回路、ゲート、デバイス、結果タイプ、および量子タスクの他部分
用のソフトウェアモジュールが含まれています。プログラムを作成するたびに、そのタスクに必要なモ
ジュールをインポートします。

• AmazonBraket Python SDK は、量子タスクの実行に必要なすべてのモジュールと依存関係が事前にロー
ドされているノートブックからアクセスできます。

• ノートブックで作業したくない場合は、Amazon Braket Python SDK から任意の Python スクリプトにモ
ジュールをインポートできます。

Boto 3 をインストールした後の、Amazon Braket Python SDK を使用してタスクを作成する手順の概要
は、次のようになります。

1. (オプション) ノートブックを開きます。
2. 回路に必要な SDK モジュールをインポートする。
3. QPU またはシミュレータを指定する。
4. 回路をインスタンス化する。
5. 回路を実行する。
6. 結果を収集する。

このセクションの例では、各ステップについて詳しく説明します。

その他の例については、の Amazon Braket サンプルリポジトリを参照してください GitHub。

このセクションの内容:
• SDK で回路を構築する (p. 52)
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• オープンQASM 3.0でサーキットを走らせましょう (p. 62)
• QPU とシミュレーターにタスクを送信する (p. 80)
• QuEraのAquilaを使ってアナログ番組を送信 (p. 89)
• タスクのモニタリングと追跡 (p. 102)
• Boto3 を使用する (p. 107)

SDK で回路を構築する
このセクションでは、回路の定義、使用可能なゲートの表示、回路の拡張、および各デバイスがサポート
するゲートの表示の例を示します。また、手動で割り当てる方法qubits、定義されたとおりに正確に回路
を実行するようにコンパイラーに指示する方法、ノイズシミュレーターを使用してノイズの多い回路を構
築する方法についても説明します。

また、特定のQPUを備えたさまざまなゲートのBraketのパルスレベルで作業することもできます。詳細に
ついては、「Amazon Braket のパルスコントロール (p. 112)」を参照してください。

このセクションの内容:
• ゲートと回路 (p. 52)
• qubit手動割り当て (p. 56)
• 逐語的なコンパイル (p. 56)
• ノイズシミュレーション (p. 57)
• 回路の検査 (p. 58)
• 結果タイプ (p. 59)

ゲートと回路
量子ゲートと回路はAmazon Braket Python SDK braket.circuitsのクラスで定義されています。SDK 
から、Circuit() を呼び出して、新しい回路オブジェクトをインスタンス化できます。

例: 回路を定義する

この例では、q0標準の単一量子ビットアダマールゲートとqubits 2 量子ビットCNOTゲートから成
るq2、q3標準的な単一量子ビットアダマールゲートと2量子ビットCNOTゲートから成る、4つのサンプル
回路を定義することから始めます。q1次の例が示すように、print関数を呼び出すこの回路を可視化でき
ます。

# import the circuit module
from braket.circuits import Circuit

# define circuit with 4 qubits
my_circuit = Circuit().h(range(4)).cnot(control=0, target=2).cnot(control=1, target=3)
print(my_circuit)

T  : |0| 1 |

q0 : -H-C--- 
        |
q1 : -H-|-C- 
        | |
q2 : -H-X-|- 
          |
q3 : -H---X-
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T  : |0| 1 |

例:パラメータ化された回路を定義する

この例では、自由パラメータに依存するゲートを持つ回路を定義します。これらのパラメータの値を指定
して新しい回路を作成したり、回路を送信するときに特定のデバイスでタスクとして実行したりできま
す。

from braket.circuits import Circuit, FreeParameter

#define a FreeParameter to represent the angle of a gate
alpha = FreeParameter("alpha")

#define a circuit with three qubits
my_circuit = Circuit().h(range(3)).cnot(control=0, target=2).rx(0, alpha).rx(1, alpha)
print(my_circuit)

次のように各パラメータの値を指定する単一の引数float (すべての自由パラメータが取る値) またはキー
ワード引数のいずれかを指定することで、パラメータ化された回路からパラメータ化されていない新しい
回路を作成できます。

my_fixed_circuit = my_circuit(1.2)
my_fixed_circuit = my_circuit(alpha=1.2)

my_circuitこれは変更されていないので、これを使用してパラメータ値が固定された多くの新しい回路
をインスタンス化できることに注意してください。

例: 使用可能なすべてのゲートを見る

次の例は、Amazon Braket で利用可能なすべてのゲートを確認する方法を示しています。

import string
from braket.circuits import Gate
# print all available gates in Amazon Braket
gate_set = [attr for attr in dir(Gate) if attr[0] in string.ascii_uppercase]
print(gate_set)

このコードの出力には、すべてのゲートが一覧表示されます。

['CCNot', 'CNot', 'CPhaseShift', 'CPhaseShift00', 'CPhaseShift01', 'CPhaseShift10', 
 'CSwap', 'CV', 'CY', 'CZ', 'ECR', 'H', 'I', 'ISwap', 'PSwap', 'PhaseShift', 'Rx', 'Ry', 
 'Rz', 'S', 'Si', 'Swap', 'T', 'Ti', 'Unitary', 'V', 'Vi', 'X', 'XX', 'XY', 'Y', 'YY', 'Z', 
 'ZZ']

これらのゲートは、そのタイプの回路のメソッドを呼び出して、回路に追加できます。例えば、を呼び出
しcirc.h(0)、最初のゲートにアダマールゲートを加えますqubit。

Note

ゲートが所定の位置に追加され、以下の例では、前の例に挙げたすべてのゲートを同じ回路に追
加しています。

circ = Circuit()
# toffoli gate with q0, q1 the control qubits and q2 the target.
circ.ccnot(0, 1, 2)
# cnot gate
circ.cnot(0, 1)
# controlled-phase gate that phases the |11> state, cphaseshift(phi) = 
 diag((1,1,1,exp(1j*phi))), where phi=0.15 in the examples below
circ.cphaseshift(0, 1, 0.15)
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# controlled-phase gate that phases the |00> state, cphaseshift00(phi) = 
 diag([exp(1j*phi),1,1,1])
circ.cphaseshift00(0, 1, 0.15)
# controlled-phase gate that phases the |01> state, cphaseshift01(phi) = 
 diag([1,exp(1j*phi),1,1])
circ.cphaseshift01(0, 1, 0.15)
# controlled-phase gate that phases the |10> state, cphaseshift10(phi) = 
 diag([1,1,exp(1j*phi),1])
circ.cphaseshift10(0, 1, 0.15)
# controlled swap gate
circ.cswap(0, 1, 2)
# swap gate
circ.swap(0,1)
# phaseshift(phi)= diag([1,exp(1j*phi)])
circ.phaseshift(0,0.15)
# controlled Y gate
circ.cy(0, 1)
# controlled phase gate
circ.cz(0, 1)
# Echoed cross-resonance gate applied to q0, q1
circ = Circuit().ecr(0,1)
# X rotation with angle 0.15
circ.rx(0, 0.15)
# Y rotation with angle 0.15
circ.ry(0, 0.15)
# Z rotation with angle 0.15
circ.rz(0, 0.15)
# Hadamard gates applied to q0, q1, q2
circ.h(range(3))
# identity gates applied to q0, q1, q2
circ.i([0, 1, 2])
# iswap gate, iswap = [[1,0,0,0],[0,0,1j,0],[0,1j,0,0],[0,0,0,1]]
circ.iswap(0, 1)
# pswap gate, PSWAP(phi) = [[1,0,0,0],[0,0,exp(1j*phi),0],[0,exp(1j*phi),0,0],[0,0,0,1]]
circ.pswap(0, 1, 0.15)
# X gate applied to q1, q2
circ.x([1, 2])
# Y gate applied to q1, q2
circ.y([1, 2])
# Z gate applied to q1, q2
circ.z([1, 2])
# S gate applied to q0, q1, q2
circ.s([0, 1, 2])
# conjugate transpose of S gate applied to q0, q1
circ.si([0, 1])
# T gate applied to q0, q1
circ.t([0, 1])
# conjugate transpose of T gate applied to q0, q1
circ.ti([0, 1])
# square root of not gate applied to q0, q1, q2
circ.v([0, 1, 2])
# conjugate transpose of square root of not gate applied to q0, q1, q2
circ.vi([0, 1, 2])
# exp(i(XX+YY) theta/4), where theta=0.15 in the examples below
circ.xx(0, 1, 0.15)
# exp(-iXX theta/2)
circ.xy(0, 1, 0.15)
# exp(-iYY theta/2)
circ.yy(0, 1, 0.15)
# exp(-iZZ theta/2)
circ.zz(0, 1, 0.15)

定義済みのゲートセットとは別に、自己定義のユニタリゲートを回路に適用することもできます。これら
は、単一量子ビットゲート (次のソースコードに示すとおり) か、qubitstargetsパラメータにより定義さ
れるゲートに適用されるマルチ量子ビットゲートとすることができます。
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import numpy as np
# apply a general unitary
my_unitary = np.array([[0, 1],[1, 0]])
circ.unitary(matrix=my_unitary, targets=[0])

例: 既存の回路を拡張する

命令を追加することで、既存の回路を拡張できます。Instruction は、量子デバイス上で実行するタス
クを記述する量子指令です。Instruction 演算子には、Gate のみのタイプのオブジェクトが含まれま
す。

# import the Gate and Instruction modules
from braket.circuits import Gate, Instruction

# add instructions directly.
circ = Circuit([Instruction(Gate.H(), 4), Instruction(Gate.CNot(), [4, 5])])

# or with add_instruction/add functions
instr = Instruction(Gate.CNot(), [0, 1])
circ.add_instruction(instr)
circ.add(instr)

# specify where the circuit is appended
circ.add_instruction(instr, target=[3, 4])
circ.add_instruction(instr, target_mapping={0: 3, 1: 4})

# print the instructions
print(circ.instructions)
# if there are multiple instructions, you can print them in a for loop
for instr in circ.instructions: 
     print(instr)

# instructions can be copied
new_instr = instr.copy()
# appoint the instruction to target
new_instr = instr.copy(target=[5])
new_instr = instr.copy(target_mapping={0: 5})

例: 各デバイスがサポートするゲートの表示

シミュレーターは Braket SDK のすべてのゲートをサポートしますが、QPU デバイスは小さなサブセット
をサポートします。デバイスのサポートされているゲートは、デバイスのプロパティで確認できます。

# import the device module
from braket.aws import AwsDevice

device = AwsDevice("arn:aws:braket:::device/qpu/ionq/ionQdevice")

# get device name
device_name = device.name
# show supportedQuantumOperations (supported gates for a device)
device_operations = device.properties.dict()['action']['braket.ir.openqasm.program']
['supportedOperations']
print('Quantum Gates supported by {}:\n {}'.format(device_name, device_operations))

Quantum Gates supported by IonQ Device: 
 ['x', 'y', 'z', 'rx', 'ry', 'rz', 'h', 'cnot', 's', 'si', 't', 'ti', 'v', 'vi', 'xx', 
 'yy', 'zz', 'swap', 'i']

device = AwsDevice("arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3")
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# get device name
device_name = device.name
# show supportedQuantumOperations (supported gates for a device)
device_operations = device.properties.dict()['action']['braket.ir.openqasm.program']
['supportedOperations']
print('Quantum Gates supported by {}:\n {}'.format(device.name, device_operations))

Quantum Gates supported by Aspen-M-3: 
 ['cz', 'xy', 'ccnot', 'cnot', 'cphaseshift', 'cphaseshift00', 'cphaseshift01', 
 'cphaseshift10', 'cswap', 'h', 'i', 'iswap', 'phaseshift', 'pswap', 'rx', 'ry', 'rz', 's', 
 'si', 'swap', 't', 'ti', 'x', 'y', 'z']

サポートされているゲートは、量子ハードウェアで実行する前に、ネイティブゲートにコンパイルする必
要があります。サーキットを送信すると、Amazon Braket はこのコンパイルを自動的に実行します。

qubit手動割り当て
から量子コンピュータで量子回路を実行する場合Rigetti、qubit任意で手動割り当てを使用して、qubits
アルゴリズムに使用される量子回路を制御できます。Amazon Braket コンソールと Amazon Braket SDK
は、選択した量子処理装置 (QPU) デバイスの最新のキャリブレーションデータを検査するのに役立
ち、qubits実験に最適なものを選択できます。

qubit手動割り当てを使用すると、回路をより正確に実行し、qubit個々のプロパティを調べることができま
す。研究者および上級ユーザーは、最新のデバイス校正データに基づいて回路設計を最適化し、より正確
な結果を得ることができます。

次の例は、qubits明示的に割り当てる方法を示しています。

circ = Circuit().h(0).cnot(0, 7)  # Indices of actual qubits in the QPU
my_task = device.run(circ, s3_location, shots=100, disable_qubit_rewiring=True)

詳細については、ノートブックの Amazon Braket の例、より具体的には GitHub、ノートブックの
Amazon Braket の例、ノートブック:QPU デバイスでの量子ビットの割り当てを参照してください。

Note

OQCコンパイラーは設定をサポートしていませんdisable_qubit_rewiring=True。Trueこ
のフラグをに設定すると、An error occurred (ValidationException) when 
calling the CreateQuantumTask operation: Device arn:aws:braket:eu-
west-2::device/qpu/oqc/Lucy does not support disabled qubit rewiring次の
エラーが発生します:.

逐語的なコンパイル
、またはOxford Quantum Circuits (OQC) から量子コンピュータで量子回路を実行する場合RigettiIonQ、変
更を加えることなく、定義したとおりに正確に回路を実行するようにコンパイラーに指示することができ
ます。逐語的なコンパイルを使用して、回路全体を指定どおりに正確に保持するかRigettiIonQ、OQCまた
は回路の特定の部分のみを保持するように指定できます。Rigettiハードウェアベンチマークまたはエラー
軽減プロトコルのアルゴリズムを開発する場合、ハードウェアで実行しているゲートと回路レイアウトを
正確に指定するオプションが必要です。逐語的なコンパイルでは、特定の最適化ステップをオフにするこ
とで、コンパイルプロセスを直接制御できます。これにより、回路が設計どおりに正確に実行されるよう
になります。

逐語的なコンパイルは現在Rigetti、IonQ、およびOxford Quantum Circuits (OQC) デバイスでサポートさ
れており、ネイティブゲートを使用する必要があります。逐語的なコンパイルを使用する場合は、デバイ
スのトポロジをチェックして、qubitsデバイスのトポロジをチェックして、回路がハードウェアでサポー
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トされているネイティブゲートを使用していることを確認することをお勧めします。次に、デバイスでサ
ポートされるネイティブゲートのリストにプログラムでアクセスする例を示します。

device.properties.paradigm.nativeGateSet

なぜならRigetti、disableQubitRewiring=True逐語的なコンパイルでの使用のためには、qubit再配線
がオフになっている必要があります。disableQubitRewiring=Falseがコンパイルで逐語的ボックスを
使用するときに設定されると、量子回路は検証に失敗し、実行されません。

回路に対して逐語的なコンパイルが有効で、それをサポートしていない QPU で実行すると、サポートさ
れていないオペレーションによってタスクが失敗したことを示すエラーが生成されます。コンパイラー関
数をネイティブにサポートする量子ハードウェアが増えるにつれて、この機能は拡張され、これらのデバ
イスを含めるようになります。逐語的なコンパイルをサポートするデバイスは、次のコードで照会された
ときに、サポートされているオペレーションとしてそれを含めます。

from braket.aws import AwsDevice
from braket.device_schema.device_action_properties import DeviceActionType
device = AwsDevice("arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3")
device.properties.action[DeviceActionType.OPENQASM].supportedPragmas

逐語的なコンパイルを使用しても追加コストは発生しません。引き続き、Amazon Braket の料金ページで
指定されている現在の料金に基づいて、Braket QPU デバイス、ノートブックインスタンス、オンデマンド
シミュレーターで実行されたタスクに対して引き続き課金されます。詳細については、逐語的なコンパイ
ルサンプルノートブックを参照してください。

Note

OQCIonQOpenQASMを使ってやデバイス用の回路を書いていて、その回路を物理量子ビットに
直接マッピングしたいのであれば、#pragma braket verbatimdisableQubitRewiringフ
ラグがOpenQASMによって完全に無視されるので、を使う必要があります。

ノイズシミュレーション
ローカルノイズシミュレーターをインスタンス化するために、バックエンドを次のように変更できます。

device = LocalSimulator(backend="braket_dm")

ノイズの多い回路は次の 2 つの方法のいずれかで構築できます。

1. ノイズの多い回路を下から上に構築します。
2. 既存のノイズのない回路を使って、全体にノイズを注入してください。

次に、脱分極ノイズとカスタム Kraus チャネルを備えた単純な回路を使用したアプローチを示していま
す。

# Bottom up approach
# apply depolarizing noise to qubit 0 with probability of 0.1
circ = Circuit().x(0).x(1).depolarizing(0, probability=0.1)

# create an arbitrary 2-qubit Kraus channel
E0 = scipy.stats.unitary_group.rvs(4) * np.sqrt(0.8)
E1 = scipy.stats.unitary_group.rvs(4) * np.sqrt(0.2)
K = [E0, E1]

# apply a two-qubit Kraus channel to qubits 0 and 2
circ = circ.kraus([0,2], K)
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# Inject noise approach
# define phase damping noise
noise = Noise.PhaseDamping(gamma=0.1)
# the noise channel is applied to all the X gates in the circuit
circ = Circuit().x(0).y(1).cnot(0,2).x(1).z(2)
circ_noise = circ.copy()
circ_noise.apply_gate_noise(noise, target_gates = Gate.X)

次の 2 つの例に示すように、回路の実行は、以前と同じユーザーエクスペリエンスです。

例 1

task = device.run(circ, s3_location)

または

例 2

task = device.run(circ_noise, s3_location)

その他の例については、「Braket 入門ノイズシミュレーターの例」を参照してください。

回路の検査
AmazonBraket の量子回路には、Momentsという擬似時間の概念があります。qubitそれぞれが1つのゲー
トで体験できますMoment. Momentsの目的は、回路とそのゲートに対処しやすくし、時間的な構造を提供
することです。

Note

モーメントは通常、QPU でゲートが実行されるリアルタイムに対応していません。

回路の深さは、その回路内のモーメントの総数によって与えられます。circuit.depth次の例に示すよ
うに、メソッドを呼び出す回路の深さを表示できます。

# define a circuit with parametrized gates
circ = Circuit().rx(0, 0.15).ry(1, 0.2).cnot(0,2).zz(1, 3, 0.15).x(0)
print(circ)
print('Total circuit depth:', circ.depth)

T  : |   0    |    1     |2|

q0 : -Rx(0.15)-C----------X- 
               |
q1 : -Ry(0.2)--|-ZZ(0.15)--- 
               | |
q2 : ----------X-|---------- 
                 |
q3 : ------------ZZ(0.15)---

T  : |   0    |    1     |2|
Total circuit depth: 3

上記の回路の全回路深度は 3 です (モーメント0、1、およびで表示2)。各モーメントのゲート動作を確認
することができます。

Momentsキーと値のペアの辞書として機能します。
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• 重要なのはMomentsKey()、qubitこれには擬似時間と情報が含まれす。
• この値は、Instructions() のタイプで割り当てられます。

moments = circ.moments
for key, value in moments.items(): 
    print(key) 
    print(value, "\n")

MomentsKey(time=0, qubits=QubitSet([Qubit(0)]))
Instruction('operator': Rx('angle': 0.15, 'qubit_count': 1), 'target': 
 QubitSet([Qubit(0)]))

MomentsKey(time=0, qubits=QubitSet([Qubit(1)]))
Instruction('operator': Ry('angle': 0.2, 'qubit_count': 1), 'target': QubitSet([Qubit(1)]))

MomentsKey(time=1, qubits=QubitSet([Qubit(0), Qubit(2)]))
Instruction('operator': CNot('qubit_count': 2), 'target': QubitSet([Qubit(0), Qubit(2)]))

MomentsKey(time=1, qubits=QubitSet([Qubit(1), Qubit(3)]))
Instruction('operator': ZZ('angle': 0.15, 'qubit_count': 2), 'target': QubitSet([Qubit(1), 
 Qubit(3)]))

MomentsKey(time=2, qubits=QubitSet([Qubit(0)]))
Instruction('operator': X('qubit_count': 1), 'target': QubitSet([Qubit(0)]))

また、Moments を介して回路にゲートを追加することもできます。

new_circ = Circuit()
instructions = [Instruction(Gate.S(), 0), 
                Instruction(Gate.CZ(), [1,0]), 
                Instruction(Gate.H(), 1)
]
new_circ.moments.add(instructions)
print(new_circ)

T  : |0|1|2|

q0 : -S-Z--- 
        |
q1 : ---C-H-

T  : |0|1|2|

結果タイプ
AmazonBraket は、を使用して回路を測定すると、異なるタイプの結果を返すことができま
すResultType。回路は次のタイプの結果を返すことができます。

• AdjointGradient指定されたオブザーバブルの期待値の勾配 (ベクトル微分) を返します。このオブ
ザーバブルは、随伴微分法を使用して、指定されたパラメーターに関して指定されたターゲットに作用
しています。このメソッドは shots=0 の場合にのみ使用できます。

• Amplitude出力波動関数の指定された量子状態の振幅を返します。これは、SV1およびローカルシミュ
レーターでのみ使用できます。

• Expectation指定されたオブザーバブルの期待値を返します。Observableこの値はこの章の後半で
紹介するクラスで指定できます。qubitsオブザーバブルの測定に使用されるターゲットを指定する必要
があります。また、指定されたターゲットの数は、オブザーバブルが作用するターゲットの数と等しく
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なければなりません。qubitsターゲットが指定されていない場合、オブザーバブルは 1qubit でのみ動作
し、qubitsすべてにparallel に適用されます。

• Probability計算基底状態を測定する確率を返します。ターゲットが指定されていない場
合、Probability はすべての基底状態を測定する確率を返します。ターゲットが指定されている場
合、qubits指定された基底ベクトルの周辺確率のみが返されます。

• Reduced density matrixqubitsシステムから指定されたターゲットのサブシステムの密度マトリッ
クスを返しますqubits。この結果タイプのサイズを制限するために、qubits Braketはターゲットの数を最
大8に制限します。

• StateVector完全な状態ベクトルを返します。ローカルシミュレーターで利用できます。
• Samplequbit指定されたターゲットセットおよびオブザーバブルの測定カウントを返します。ターゲッ

トが指定されていない場合、オブザーバブルは 1qubit でのみ動作し、qubitsすべてにparallel に適用さ
れます。ターゲットが指定されている場合、指定されたターゲットの数は、オブザーバブルが作用する
ターゲットの数と等しくなければなりません。qubits

• Variancequbit指定されたターゲットセットおよび要求された結果タイプとしてのオブザーバブルの 
variance (mean([x-mean(x)]2)))))))) を返します。ターゲットが指定されていない場合、オブザーバ
ブルは 1qubit でのみ動作し、qubitsすべてにparallel に適用されます。それ以外の場合、指定するター
ゲットの数は、オブザーバブルを適用できるターゲットの数と等しくなければなりません。qubits

さまざまなデバイスでサポートされる結果タイプ:

  ローカルシ
ム

SV1 DM1 TN1 Rigetti IonQ OQC

随伴グラ
デーション

N Y N N N N N

振幅 Y Y N N N N N

期待 Y Y Y Y Y Y Y

見込み Y Y Y N Y* Y Y

低密度マト
リックス

Y N Y N N N N

状態ベクト
ル

Y N N N N N N

サンプル Y Y Y Y Y Y Y

分散 Y Y Y Y Y Y Y

Note

*Rigetti 最大40の確率結果タイプのみをサポートしますqubits。

サポートされている結果タイプを確認するには、次の例に示すように、デバイスのプロパティを調べま
す。

device = AwsDevice("arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3")

# print the result types supported by this device
for iter in device.properties.action['braket.ir.jaqcd.program'].supportedResultTypes: 
    print(iter)
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name='Sample' observables=['x', 'y', 'z', 'h', 'i'] minShots=10 maxShots=100000
name='Expectation' observables=['x', 'y', 'z', 'h', 'i'] minShots=10 maxShots=100000
name='Variance' observables=['x', 'y', 'z', 'h', 'i'] minShots=10 maxShots=100000
name='Probability' observables=None minShots=10 maxShots=100000

を呼び出すにはResultType、次の例に示すように、それを回路に追加します。

from braket.circuits import Observable

circ = Circuit().h(0).cnot(0, 1).amplitude(state=["01", "10"])
circ.probability(target=[0, 1])
circ.probability(target=0)
circ.expectation(observable=Observable.Z(), target=0)
circ.sample(observable=Observable.X(), target=0)
circ.state_vector()
circ.variance(observable=Observable.Z(), target=0)

# print one of the result types assigned to the circuit
print(circ.result_types[0])

Note

測定値 (たとえばRigetti) を結果として提供するデバイスもあれば、結果として確率を提供す
るデバイスもあります (たとえばIonQ、とOQC)。SDKは結果に関する測定プロパティを提供
しますが、確率を返すデバイスの場合は事後計算されます。したがって、IonQOQCやが提供
しているようなデバイスでは、ショットごとの測定値が返されないため、確率によって測定
結果が決定されます。このファイルに示されているように、結果オブジェクトのを表示する
と、measurements_copied_from_device結果が事後計算されたかどうかを確認できます。

オブザーバブル

AmazonBraket には、Observable測定するオブザーバブルを指定するために使用できるクラスが含まれ
ています。

それぞれに 1 つの一意のアイデンティティでないオブザーバブルを最大で 1 つ適用できますqubit。同じオ
ブジェクトに 2 つ以上の異なる非同一性オブザーバブルを指定するとqubit、エラーが表示されます。この
目的のために、テンソル積の各因子は個々のオブザーバブルとしてカウントされるため、それに作用する
因子が同じであれば、qubitqubit同じものに作用する複数のテンソル積を持つことは許容されます。

また、オブザーバブルをスケーリングしたり、オブザーバブルを追加したりできます（スケーリングされ
ているかどうかに関係なく）。Sumこれにより、AdjointGradient結果タイプで使用できるが作成され
ます。

Observableクラスには次のオブザーバブルが含まれています。

Observable.I()
Observable.H()
Observable.X()
Observable.Y()
Observable.Z()

# get the eigenvalues of the observable
print("Eigenvalue:", Observable.H().eigenvalues)
# or whether to rotate the basis to be computational basis
print("Basis rotation gates:",Observable.H().basis_rotation_gates)

# get the tensor product of observable for the multi-qubit case
tensor_product = Observable.Y() @ Observable.Z()
# view the matrix form of an observable by using
print("The matrix form of the observable:\n",Observable.Z().to_matrix())
print("The matrix form of the tensor product:\n",tensor_product.to_matrix())
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# also factorize an observable in the tensor form
print("Factorize an observable:",tensor_product.factors)

# self-define observables given it is a Hermitian
print("Self-defined Hermitian:",Observable.Hermitian(matrix=np.array([[0, 1],[1, 0]])))

print("Sum of other (scaled) observables:", 2.0 * Observable.X() @ Observable.X() + 4.0 * 
 Observable.Z() @ Observable.Z())

Eigenvalue: [ 1 -1]
Basis rotation gates: (Ry('angle': -0.7853981633974483, 'qubit_count': 1),)
The matrix form of the observable: 
 [[ 1.+0.j  0.+0.j] 
 [ 0.+0.j -1.+0.j]]
The matrix form of the tensor product: 
 [[ 0.+0.j  0.+0.j  0.-1.j  0.-0.j] 
 [ 0.+0.j -0.+0.j  0.-0.j  0.+1.j] 
 [ 0.+1.j  0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j] 
 [ 0.+0.j -0.-1.j  0.+0.j -0.+0.j]]
Factorize an observable: (Y('qubit_count': 1), Z('qubit_count': 1))
Self-defined Hermitian: Hermitian('qubit_count': 1, 'matrix': [[0.+0.j 1.+0.j], [1.+0.j 0.
+0.j]])
Sum of other (scaled) observables: Sum(TensorProduct(X('qubit_count': 1), X('qubit_count': 
 1)), TensorProduct(Z('qubit_count': 1), Z('qubit_count': 1)))

[Parameters] (パラメータ)

回路には自由パラメータが含まれている場合があり、これを「一度構築したら何度も実行する」方法で使
用したり、勾配を計算したりできます。フリーパラメータには文字列でエンコードされた名前が付いてお
り、これを使用して値を指定したり、パラメータを区別するかどうかを判断したりできます。

from braket.circuits import Circuit, FreeParameter, Observable
theta = FreeParameter("theta")
phi = FreeParameter("phi")
circ = Circuit().h(0).rx(0, phi).ry(0, phi).cnot(0, 1).xx(0, 1, theta)
circ.adjoint_gradient(observable=Observable.Z() @ Observable.Z(), target=[0, 1], parameters 
 = ["phi", theta]

区別したいパラメータには、名前 (文字列) を使用するか、直接参照して指定しま
す。AdjointGradient結果型を使用して勾配を計算するのは、観測値の期待値を基準にして行われるこ
とに注意してください。

注:自由パラメータの値を引数としてパラメータ化された回路に渡して固定した場合、結果タイプとパラ
メータを指定して回路を実行するとエラーが発生します。AdjointGradientこれは、差別化に使用して
いるパラメーターがもう存在しないためです。次の例を参照してください。

device.run(circ(0.2), shots=0) # will error, as no free parameters will be present
device.run(circ, shots=0, inputs={'phi'=0.2, 'theta'=0.2) # will succeed

オープンQASM 3.0でサーキットを走らせましょう
AmazonBraketは、ゲートベースの量子デバイスおよびシミュレータ用のOpenQASM 3.0をサポートする
ようになりました。このユーザーガイドには、Braket がサポートする OpenQASM 3.0 のサブセットに関
する情報が記載されています。Braket のお客様は、Braket 回路を SDK (p. 52) で送信するか、Amazon 
Braket API と Amazon Braket Python SDK を使用してすべてのゲートベースのデバイスに OpenQASM 3.0 
文字列を直接提供するかを選択できるようになりました。
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このガイドのトピックでは、次のタスクを完了する方法のさまざまな例を紹介します。

• さまざまな Braket デバイスで OpenQASM タスクを作成して送信する (p. 68)
• サポートされている操作と結果タイプにアクセスする (p. 76)
• OpenQASM によるノイズのシミュレーション (p. 78)
• OpenQASM による逐語的コンパイルを使用する (p. 79)
• OpenQASM に関する問題のトラブルシューティング

このガイドでは、Braket の OpenQASM 3.0 で実装できる特定のハードウェア固有の機能の紹介と、その
他のリソースへのリンクも記載されています。

このセクションの内容:
• OpenQASM 3.0 とは何ですか? (p. 63)
• OpenQASM 3.0 をいつ使うべきか (p. 63)
• OpenQASM 3.0 のしくみ (p. 64)
• 前提条件 (p. 64)
• ブラケットはどのようなOpenQASM機能をサポートしていますか? (p. 64)
• OpenQASM 3.0 タスクの例を作成して送信してください (p. 68)
• さまざまなブラケットデバイスでのOpenQASMのSupport (p. 70)
• OpenQASM 3.0 によるノイズのシミュレーション (p. 78)
• QubitOpenQASM 3.0 による再配線 (p. 79)
• OpenQASM 3.0 による逐語的コンパイル (p. 79)
• Braket コンソール (p. 80)
• その他の リソース (p. 80)
• OpenQASM 3.0 によるグラデーションの計算 (p. 80)

OpenQASM 3.0 とは何ですか?
オープン量子アセンブリ言語 (OpenQASM) は、量子命令の中間表現です。OpenQASMはオープンソー
スのフレームワークであり、ゲートベースのデバイス用の量子プログラムの仕様に広く使用されていま
す。OpenQASMを使用すると、ユーザーは量子計算の構成要素を形成する量子ゲートと測定操作をプログ
ラムできます。OpenQASM (2.0) の以前のバージョンは、簡単なプログラムを記述するために多くの量子
プログラミングライブラリで使用されていました。

OpenQASM（3.0）の新バージョンは、以前のバージョンを拡張して、パルスレベル制御、ゲートタイミ
ング、従来の制御フローなどの機能を追加して、エンドユーザーインターフェイスとハードウェア記述言
語の間のギャップを埋めます。現在のバージョン3.0の詳細と仕様は、 GitHub OpenQASM 3.xライブ仕様
でご覧いただけます。OpenQASMのfuture 開発は、IBM、マイクロソフト、AWSインスブルック大学と並
んでメンバーとなっているOpenQASM 3.0技術運営委員会によって管理されています。

OpenQASM 3.0 をいつ使うべきか
OpenQASMは、アーキテクチャ固有ではない低レベルの制御を通じて量子プログラムを指定するための表
現力豊かなフレームワークを提供しているため、複数のゲートベースのデバイスにわたる表現として非常
に適しています。BraketがOpenQASMをサポートしたことで、ゲートベースの量子アルゴリズムを開発す
るための一貫したアプローチとしての採用が促進され、ユーザーが複数のフレームワークでライブラリを
学んだり管理したりする必要が減ります。

OpenQASM 3.0 の既存のプログラムライブラリがある場合は、これらの回路を完全に書き直すのではな
く、それらを Braket で使用できるように調整できます。研究者や開発者は、OpenQASMでのアルゴリズ
ム開発をサポートするサードパーティライブラリが増えていることからも恩恵を受けるはずです。
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OpenQASM 3.0 のしくみ
Braket の OpenQASM 3.0 Support により、現在の中間表現と同等の機能が提供されます。つまり、ハード
ウェアデバイスやオンデマンドシミュレータで現在Braketを使ってできることはすべて、Braketを使って
OpenQASMで実行できるということですAPI。現在Braket上のデバイスに回路が供給されているのと同様
の方法で、OpenQASM文字列をすべてのゲートベースのデバイスに直接供給することで、OpenQASM 3.0
プログラムを実行できます。Braketユーザーは、OpenQASM 3.0をサポートするサードパーティのライブ
ラリを統合することもできます。このガイドの残りの部分では、Braket で使用する OpenQASM 表現を開
発する方法について詳しく説明します。

前提条件
AmazonBraket で OpenQASM 3.0 を使用するには、Amazon Braket Python スキーマのバージョン v1.8.0 
と Amazon Braket Python SDK の v1.17.0 以降が必要です。

AmazonBraket を初めて使用する場合は、Amazon Braket を有効にする必要があります。手順について
は、「Amazon Braket を有効にする」を参照してください。

ブラケットはどのようなOpenQASM機能をサポート
していますか?
次のセクションでは、Braket がサポートする OpenQASM 3.0 のデータ型、ステートメント、プラグマ命
令の一覧を示します。

このセクションの内容:
• サポートされているOpenQASM データ型 (p. 64)
• サポートされている OpenQASM ステートメント (p. 65)
• Braket OpenQASM プラグマ (p. 65)
• ローカルシミュレータでの OpenQASM の高度な機能サポート (p. 66)
• 対応している操作と文法 OpenPulse (p. 66)

サポートされているOpenQASM データ型
AmazonBraket では次の OpenQASM データ型がサポートされています。

• 非負の整数は (仮想および物理の) 量子ビットインデックスに使用されます。
• cnot q[0], q[1];
• h $0;

• ゲートの回転角度には、浮動小数点数または定数を使用できます。
• rx(-0.314) $0;
• rx(pi/4) $0;

Note

pi は OpenQASM の組み込み定数であり、パラメータ名として使用することはできません。

• 複素数の配列 (虚数部には openQASMim 表記を使用) は、一般的なエルミート観測値を定義するための
結果型プラグマやユニタリプラグマで使用できます。
• #pragma braket unitary [[0, -1im], [1im, 0]] q[0]
• #pragma braket result expectation hermitian([[0, -1im], [1im, 0]]) q[0]
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機能をサポートしていますか?

サポートされている OpenQASM ステートメント
以下の OpenQASM ステートメントはAmazon Braket でサポートされています。

• Header: OPENQASM 3;
• クラシックビット宣言:

• bit b1;(同等に、creg b1;)
• bit[10] b2;(同等に、creg b2[10];)

• 量子ビット宣言:
• qubit b1;(同等に、qreg b1;)
• qubit[10] b2;(同等に、qreg b2[10];)

• 配列内のインデックス作成:q[0]
• 入力:input float alpha;
• 物理仕様qubits：$0
• デバイス上でサポートされているゲートと操作:

• h $0;
• iswap q[0], q[1];

Note

デバイスがサポートするゲートは OpenQASM アクションのデバイスプロパティにあります。こ
れらのゲートを使用するのにゲート定義は必要ありません。

• 逐語的なボックスステートメント。現在、ボックスデュレーション表記はサポートされていませ
ん。qubitsネイティブゲートとフィジカルは逐語的なボックスで入力する必要があります。

#pragma braket verbatim
box{ 
    rx(0.314) $0;
}

• qubitsqubitレジスタまたはレジスタ全体の測定と測定の割り当て
• measure $0;
• measure q;
• measure q[0];
• b = measure q;
• measure q # b;

Note

pi は OpenQASM の組み込み定数であり、パラメータ名として使用することはできません。

Braket OpenQASM プラグマ
以下の OpenQASM プラグマ命令はAmazon Braket でサポートされています。

• ノイズ Pragma
• #pragma braket noise bit_flip(0.2) q[0]
• #pragma braket noise phase_flip(0.1) q[0]
• #pragma braket noise pauli_channel

65



Amazon Braket デベロッパーガイド
ブラケットはどのようなOpenQASM

機能をサポートしていますか?

• 逐語プラグマ
• #pragma braket verbatim

• 結果型プラグマ
• 基底不変の結果タイプ:

• 状態ベクトル:#pragma braket result state_vector
• 密度マトリックス:#pragma braket result density_matrix

• 勾配計算プラグマ:
• アジョイントグラデーション:#pragma braket result adjoint_gradient 
expectation(2.2 * x[0] @ x[1]) all

• Z 基準結果タイプ:
• 振幅:#pragma braket result amplitude "01"
• 確率:#pragma braket result probability q[0], q[1]

• ベースローテーション結果タイプ
• 期待:#pragma braket result expectation x(q[0]) @ y([q1])
• 分散:#pragma braket result variance hermitian([[0, -1im], [1im, 0]]) $0
• サンプル:#pragma braket result sample h($1)

Note

OpenQASM 3.0 は OpenQASM 2.0 と後方互換性があるため、2.0 を使用して作成されたプロ
グラムは Braket で実行できます。ただし、BraketがサポートしているOpenQASM 3.0の機能に
は、qregcregqubit vsやvsなど、いくつかの小さな構文上の違いがありますbit。測定構文に
も違いがあり、これらを正しい構文でサポートする必要があります。

ローカルシミュレータでの OpenQASM の高度な機能サポート
は、LocalSimulator BraketのQPUやオンデマンドシミュレータの一部としては提供されてい
ない高度なOpenQASM機能をサポートしています。次の機能のリストは、でのみサポートされま
すLocalSimulator。

• ゲートモディファイア
• OpenQASM 組み込みゲート
• クラシック変数
• クラシックオペレーション
• カスタムゲート
• クラシックコントロール
• QASM ファイル
• サブルーチン

各拡張機能の例については、このサンプルノートブックを参照してください。OpenQASM の完全な仕様
については、OpenQASM のウェブサイトを参照してください。

対応している操作と文法 OpenPulse
OpenPulse サポートされるデータタイプ

Cal Braket

cal { 
    ...
}
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デカールブロック:

// 1 qubit
defcal x $0 {
...
}

// 1 qubit w. input parameters as constants
defcal my_rx(pi) $0 {
...
}

// 1 qubit w. input parameters as free parameters
defcal my_rz(angle theta) $0 {
...
}

// 2 qubit (above gate args are also valid)
defcal cz $1, $0 {
...
}

フレーム:

frame my_frame = newframe(port_0, 4.5e9, 0.0);

波形:

// prebuilt
waveform my_waveform_1 = constant(1e-6, 1.0);

//arbitrary
waveform my_waveform_2 = {0.1 + 0.1im, 0.1 + 0.1im, 0.1, 0.1};

カスタム・ゲート・キャリブレーションの例:

cal { 
    waveform wf1 = constant(1e-6, 0.25);
}

defcal my_x $0 { 
   play(wf1, q0_rf_frame);
}

defcal my_cz $1, $0 { 
    barrier q0_q1_cz_frame, q0_rf_frame; 
    play(q0_q1_cz_frame, wf1); 
    delay[300ns] q0_rf_frame 
    shift_phase(q0_rf_frame, 4.366186381749424); 
    delay[300ns] q0_rf_frame; 
    shift_phase(q0_rf_frame.phase, 5.916747563126659); 
    barrier q0_q1_cz_frame, q0_rf_frame; 
    shift_phase(q0_q1_cz_frame, 2.183093190874712);
}

bit[2] ro;
my_x $0;
my_cz $1,$0;
c[0] = measure $0;

任意のパルスの例:
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bit[2] ro;
cal { 
    waveform wf1 = {0.1 + 0.1im, 0.1 + 0.1im, 0.1, 0.1}; 
    barrier q0_drive, q0_q1_cross_resonance; 
    play(q0_q1_cross_resonance, wf1); 
    delay[300ns] q0_drive; 
    shift_phase(q0_drive, 4.366186381749424); 
    delay[300dt] q0_drive; 
   barrier q0_drive, q0_q1_cross_resonance; 
   play(q0_q1_cross_resonance, wf1); 
    ro[0] = capture_v0(r0_measure); 
    ro[1] = capture_v0(r1_measure);
}

OpenQASM 3.0 タスクの例を作成して送信してくださ
い
AmazonBraket Python SDK、Boto3、またはを使用して OpenQASM 3.0 タスクをAmazon Braket デバイス
に送信できます。AWS CLI

このセクションの内容:
• オープンQASM 3.0プログラムの例 (p. 68)
• Python SDK を使用して OpenQASM 3.0 タスクを作成してください (p. 68)
• Boto3 を使用して OpenQASM 3.0 タスクを作成してください (p. 69)
• を使用して OpenQASM 3.0 タスクを作成してくださいAWS CLI (p. 69)

オープンQASM 3.0プログラムの例
OpenQASM 3.0 タスクを作成するには、次の例に示すように GHZ ステートを準備するシンプルな
OpenQASM 3.0 プログラム (ghz.qasm) から始めることができます。

// ghz.qasm
// Prepare a GHZ state
OPENQASM 3;

qubit[3] q;
bit[3] c;

h q[0];
cnot q[0], q[1];
cnot q[1], q[2];

c = measure q;

Python SDK を使用して OpenQASM 3.0 タスクを作成してくだ
さい
Amazon Braket Python SDK を使用して、次のコードを使用してこのプログラムをAmazon Braket デバイ
スに送信できます。

with open("ghz.qasm", "r") as ghz: 
    ghz_qasm_string = ghz.read()

# import the device module
from braket.aws import AwsDevice

68

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenberger%E2%80%93Horne%E2%80%93Zeilinger_state
https://github.com/aws/amazon-braket-sdk-python


Amazon Braket デベロッパーガイド
OpenQASM 3.0 タスクの例を作成して送信してください

# choose the Rigetti device
device = AwsDevice("arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3")
from braket.ir.openqasm import Program

program = Program(source=ghz_qasm_string)
my_task = device.run(program)

# You can also specify an optional s3 bucket location and number of shots, 
 # if you so choose, when running the program
s3_location = ("amazon-braket-my-bucket", "openqasm-tasks")
my_task = device.run( 
    program, 
    s3_location, 
    shots=100,
)

Boto3 を使用して OpenQASM 3.0 タスクを作成してください
次の例に示すように、AWSPython SDK for Braket (Boto3) を使用して OpenQASM 3.0 文字列を使用し
て量子タスクを作成することもできます。次のコードスニペットは、上記のように GHZ 状態を準備する
ghz.qasm を参照しています。

import boto3
import json

my_bucket = "amazon-braket-my-bucket"
s3_prefix = "openqasm-tasks"

with open("ghz.qasm") as f: 
    source = f.read()

action = { 
    "braketSchemaHeader": { 
        "name": "braket.ir.openqasm.program", 
        "version": "1" 
    }, 
    "source": source
}
device_parameters = {}
device_arn = "arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3"
shots = 100

braket_client = boto3.client('braket', region_name='us-west-1')
rsp = braket_client.create_quantum_task( 
    action=json.dumps( 
        action 
    ), 
    deviceParameters=json.dumps( 
        device_parameters 
    ), 
    deviceArn=device_arn, 
    shots=shots, 
    outputS3Bucket=my_bucket, 
    outputS3KeyPrefix=s3_prefix,
)

を使用して OpenQASM 3.0 タスクを作成してくださいAWS CLI
次の例に示すように、AWS Command Line Interface(CLI) を使用して OpenQASM 3.0 プログラムを送信す
ることもできます。

aws braket create-quantum-task \ 
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    --region "us-west-1" \ 
    --device-arn "arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3" \ 
    --shots 100 \ 
    --output-s3-bucket "amazon-braket-my-bucket" \ 
    --output-s3-key-prefix "openqasm-tasks" \ 
    --action '{ 
        "braketSchemaHeader": { 
            "name": "braket.ir.openqasm.program", 
            "version": "1" 
        }, 
        "source": $(cat ghz.qasm) 
    }'

さまざまなブラケットデバイスでのOpenQASMの
Support
OpenQASM 3.0 をサポートするデバイスの場合、RigettiIonQ次のおよびデバイスの例に示すよう
に、actionGetDeviceフィールドは応答を通じて新しいアクションをサポートします。

//OpenQASM as available with the Rigetti device capabilities
{ 
    "braketSchemaHeader": { 
        "name": "braket.device_schema.rigetti.rigetti_device_capabilities", 
        "version": "1" 
    }, 
    "service": {...}, 
    "action": { 
        "braket.ir.jaqcd.program": {...}, 
         "braket.ir.openqasm.program": {
            "actionType": "braket.ir.openqasm.program",
            "version": [ 
                "1" 
            ], 
            …. 
        } 
    }
}

//OpenQASM as available with the IonQ device capabilities
{ 
    "braketSchemaHeader": { 
        "name": "braket.device_schema.ionq.ionq_device_capabilities", 
        "version": "1" 
    }, 
    "service": {...}, 
    "action": { 
        "braket.ir.jaqcd.program": {...}, 
         "braket.ir.openqasm.program": { 
             "actionType": "braket.ir.openqasm.program",
            "version": [ 
                "1" 
            ], 
            …. 
        } 
    }
}

パルスコントロールをサポートするデバイスの場合、pulseGetDeviceフィールドは応答に表示されま
す。次の例は、pulseRigettiOQCとデバイスのこのフィールドを示しています。

// Rigetti
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{ 
  "pulse": { 
    "braketSchemaHeader": { 
      "name": "braket.device_schema.pulse.pulse_device_action_properties", 
      "version": "1" 
    }, 
    "supportedQhpTemplateWaveforms": { 
      "constant": { 
        "functionName": "constant", 
        "arguments": [ 
          { 
            "name": "length", 
            "type": "float", 
            "optional": false 
          }, 
          { 
            "name": "iq", 
            "type": "complex", 
            "optional": false 
          } 
        ] 
      }, 
      ... 
    }, 
    "ports": { 
      "q0_ff": { 
        "portId": "q0_ff", 
        "direction": "tx", 
        "portType": "ff", 
        "dt": 1e-9, 
        "centerFrequencies": [ 
          375000000 
        ] 
      }, 
      ... 
    }, 
    "supportedFunctions": { 
      "shift_phase": { 
        "functionName": "shift_phase", 
        "arguments": [ 
          { 
            "name": "frame", 
            "type": "frame", 
            "optional": false 
          }, 
          { 
            "name": "phase", 
            "type": "float", 
            "optional": false 
          } 
        ] 
      }, 
     ... 
    }, 
    "frames": { 
      "q0_q1_cphase_frame": { 
        "frameId": "q0_q1_cphase_frame", 
        "portId": "q0_ff", 
        "frequency": 462475694.24460185, 
        "centerFrequency": 375000000, 
        "phase": 0, 
        "associatedGate": "cphase", 
        "qubitMappings": [ 
          0, 
          1 
        ] 
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      }, 
      ... 
    }, 
    "supportsLocalPulseElements": false, 
    "supportsDynamicFrames": false, 
    "supportsNonNativeGatesWithPulses": false, 
    "validationParameters": { 
      "MAX_SCALE": 4, 
      "MAX_AMPLITUDE": 1, 
      "PERMITTED_FREQUENCY_DIFFERENCE": 400000000 
    } 
  }
}

// OQC

{ 
  "pulse": { 
    "braketSchemaHeader": { 
      "name": "braket.device_schema.pulse.pulse_device_action_properties", 
      "version": "1" 
    }, 
    "supportedQhpTemplateWaveforms": { 
      "gaussian": { 
        "functionName": "gaussian", 
        "arguments": [ 
          { 
            "name": "length", 
            "type": "float", 
            "optional": false 
          }, 
          { 
            "name": "sigma", 
            "type": "float", 
            "optional": false 
          }, 
          { 
            "name": "amplitude", 
            "type": "float", 
            "optional": true 
          }, 
          { 
            "name": "zero_at_edges", 
            "type": "bool", 
            "optional": true 
          } 
        ] 
      }, 
      ... 
    }, 
    "ports": { 
      "channel_1": { 
        "portId": "channel_1", 
        "direction": "tx", 
        "portType": "port_type_1", 
        "dt": 5e-10, 
        "qubitMappings": [ 
          0 
        ] 
      }, 
      ... 
    }, 
    "supportedFunctions": { 
      "new_frame": { 
        "functionName": "new_frame", 
        "arguments": [ 
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          { 
            "name": "port", 
            "type": "port", 
            "optional": false 
          }, 
          { 
            "name": "frequency", 
            "type": "float", 
            "optional": false 
          }, 
          { 
            "name": "phase", 
            "type": "float", 
            "optional": true 
          } 
        ] 
      }, 
      ... 
    }, 
    "frames": { 
      "q0_drive": { 
        "frameId": "q0_drive", 
        "portId": "channel_1", 
        "frequency": 5500000000, 
        "centerFrequency": 5500000000, 
        "phase": 0, 
        "qubitMappings": [ 
          0 
        ] 
      }, 
     ... 
    }, 
    "supportsLocalPulseElements": false, 
    "supportsDynamicFrames": true, 
    "supportsNonNativeGatesWithPulses": true, 
    "validationParameters": { 
      "MAX_SCALE": 1, 
      "MAX_AMPLITUDE": 1, 
      "PERMITTED_FREQUENCY_DIFFERENCE": 1, 
      "MIN_PULSE_LENGTH": 8e-9, 
      "MAX_PULSE_LENGTH": 0.00012 
    } 
  }
}

前述のフィールドには、以下の詳細が記載されています。

ポート:

QPU で宣言されている既製の外部 (extern) デバイスポートと、指定されたポートの関連プロパティにつ
いて説明します。この構造にリストされているすべてのポートは、OpenQASM 3.0ユーザーが送信したプ
ログラム内で有効な識別子として事前に宣言されています。ポートの追加プロパティには次のものがあり
ます。

• ポート ID (ポート ID)
• OpenQASM 3.0 で識別子として宣言されたポート名。

• 方向 (方向)
• ポートの方向。ドライブポートはパルス (方向「tx」) を送信し、測定ポートはパルス (方向「rx」) を

受信します。
• ポートタイプ (ポートタイプ)

• このポートが担当するアクションのタイプ (ドライブ、キャプチャ、ff-fast-flux など)。
• ドット (ドット)
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• 特定のポートでの 1 つのサンプルタイムステップを表す秒単位の時間。
• 量子ビットマッピング (量子ビットマッピング)

• 指定されたポートに関連付けられた量子ビット。
• 中心周波数 (中心周波数)

• ポート上のすべての事前宣言済みフレームまたはユーザー定義フレームに関連する中心周波数のリス
ト。詳細については、フレームを参照してください。

• QHP 固有のプロパティ (qhpSpecificProperties)
• QHP 固有のポートに関する既存のプロパティの詳細を示すオプションのマップ。

フレーム:

QPU で宣言されている既製の外部フレームと、フレームに関する関連プロパティについて説明します。こ
の構造にリストされているすべてのフレームは、OpenQASM 3.0ユーザーが送信したプログラム内で有効
な識別子として事前に宣言されています。フレームのその他のプロパティには、次のものがあります。

• フレーム ID (フレーム ID)
• OpenQASM 3.0 で識別子として宣言されたフレーム名。

• ポート ID (ポート ID)
• フレームに関連するハードウェアポート。

• 周波数 (周波数)
• フレームのデフォルトの初期周波数。

• 中心周波数 (中心周波数)
• フレームの周波数帯域幅の中心。通常、フレームは中心周波数付近の特定の帯域幅にのみ調整できま

す。そのため、周波数調整は中心周波数の所定のデルタ内にとどまるはずです。帯域幅の値は検証パ
ラメータで確認できます。

• フェーズ (フェーズ)
• フレームのデフォルトの初期フェーズ。

• 関連ゲート (関連ゲート)
• 指定されたフレームに関連付けられたゲート。

• 量子ビットマッピング (量子ビットマッピング)
• 指定されたフレームに関連付けられた量子ビット。

• QHP 固有のプロパティ (qhpSpecificProperties)
• QHP 固有のフレームに関する既存のプロパティを詳述するオプションのマップ。

SupportsDynamicFrames:

calOpenPulsenewframe関数でフレームを宣言できるか、defcalブロックできるかを記述します。これ
が false の場合、フレーム構造にリストされているフレームのみがプログラム内で使用できます。

SupportedFunctions:

OpenPulseデバイスでサポートされている関数と、特定の関数に関連する引数、引数の型、戻り値の型に
ついて説明します。OpenPulse関数の使用例については、OpenPulse 仕様を参照してください。現時点で
は、Braketは以下をサポートしています。

• Shift
• フレームのフェーズを指定された値だけシフトします

• フェーズ
• フレームのフェーズを指定された値に設定します

• シフト周波数
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• フレームの周波数を指定した値だけシフトします
• 頻度を設定

• フレームの頻度を指定された値に設定します
• 遊ぶ

• 波形をスケジュールする
• capture_v0

• キャプチャフレームの値をビットレジスタに返します。

SupportedQhpTemplateWaveforms:

デバイスで使用できる組み込みの波形関数と、関連する引数とタイプについて説明します。デフォルトで
は、Braket Pulseはすべてのデバイスに以下の波形ルーチンがあらかじめ組み込まれています。

定数

τiqは波形の長さで複素数です。

def constant(length, iq)

ガウス

τは波形の長さ、σはガウシアンの幅、Aは振幅です。ZaEに設定するとTrue、ガウシアンがオフセットさ
れ、波形の最初と最後でゼロに等しくなるように再スケーリングされ、最大になります。A

def gaussian(length, sigma, amplitude=1, zero_at_edges=False)

ドラッグガウシアン

τは波形の長さ、σはガウスの幅、βは自由パラメータ、Aは振幅です。ZaEに設定するとTrue、断熱ゲー
トによる微分除去 (DRAG) ガウス分布がオフセットされ、波形の最初と最後でゼロに等しくなるように再
スケーリングされ、実数部分が最大になります。ADRAG波形の詳細については、paper「弱い非線形量子
ビットの漏れをなくすためのシンプルなパルス」を参照してください。

def drag_gaussian(length, sigma, beta, amplitude=1, zero_at_edges=False)

SupportsLocalPulseElements:

ポート、フレーム、波形などのパルス要素を、defcalブロック単位でローカルに定義できるかどうかを説
明します。値がの場合false、cal要素はブロックで定義する必要があります。

SupportsNonNativeGatesWithPulses:
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非ネイティブゲートをパルスプログラムと組み合わせて使用できるかできないかを説明します。たとえ
ば、defcal使用する量子ビットのゲートスルーを最初に定義しない限り、プログラム内のゲートのように
非ネイティブゲートを使用することはできません。HnativeGateSetネイティブゲートキーのリストは、
デバイスの機能の下にあります。

ValidationParameters:

以下を含むパルス素子の検証境界について説明します。

• 波形の最大スケール/最大振幅値（任意および事前作成）
• 供給された中心周波数からの最大周波数帯域幅 (Hz)
• 最小パルス長/持続時間 (秒)
• 最大パルス長/持続時間 (秒)

OpenQASMでサポートされる操作、結果、結果タイプ
各デバイスがサポートするOpenQASM 3.0機能を確認するに
は、braket.ir.openqasm.programactionデバイス機能出力のフィールド内のキーを参照してくだ
さい。たとえば、Braket State Vector シミュレーターで使用できる操作と結果タイプは次のとおりです
SV1。

... 
  "action": { 
    "braket.ir.jaqcd.program": { 
      ... 
    },
 "braket.ir.openqasm.program": {
      "version": [ 
        "1.0" 
      ], 
      "actionType": "braket.ir.openqasm.program", 
      "supportedOperations": [ 
        "ccnot", 
        "cnot", 
        "cphaseshift", 
        "cphaseshift00", 
        "cphaseshift01", 
        "cphaseshift10", 
        "cswap", 
        "cy", 
        "cz", 
        "h", 
        "i", 
        "iswap", 
        "pswap", 
        "phaseshift", 
        "rx", 
        "ry", 
        "rz", 
        "s", 
        "si", 
        "swap", 
        "t", 
        "ti", 
        "v", 
        "vi", 
        "x", 
        "xx", 
        "xy", 
        "y", 
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        "yy", 
        "z", 
        "zz" 
      ], 
      "supportedPragmas": [ 
        "braket_unitary_matrix" 
      ], 
      "forbiddenPragmas": [], 
      "maximumQubitArrays": 1, 
      "maximumClassicalArrays": 1, 
      "forbiddenArrayOperations": [ 
        "concatenation", 
        "negativeIndex", 
        "range", 
        "rangeWithStep", 
        "slicing", 
        "selection" 
      ], 
      "requiresAllQubitsMeasurement": true, 
      "supportsPhysicalQubits": false, 
      "requiresContiguousQubitIndices": true, 
      "disabledQubitRewiringSupported": false, 
      "supportedResultTypes": [ 
        { 
          "name": "Sample", 
          "observables": [ 
            "x", 
            "y", 
            "z", 
            "h", 
            "i", 
            "hermitian" 
          ], 
          "minShots": 1, 
          "maxShots": 100000 
        }, 
        { 
          "name": "Expectation", 
          "observables": [ 
            "x", 
            "y", 
            "z", 
            "h", 
            "i", 
            "hermitian" 
          ], 
          "minShots": 0, 
          "maxShots": 100000 
        }, 
        { 
          "name": "Variance", 
          "observables": [ 
            "x", 
            "y", 
            "z", 
            "h", 
            "i", 
            "hermitian" 
          ], 
          "minShots": 0, 
          "maxShots": 100000 
        }, 
        { 
          "name": "Probability", 
          "minShots": 1, 
          "maxShots": 100000 
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        }, 
        { 
          "name": "Amplitude", 
          "minShots": 0, 
          "maxShots": 0 
        } 
        { 
          "name": "AdjointGradient", 
          "minShots": 0, 
          "maxShots": 0 
        } 
      ] 
    } 
  },
...

OpenQASM 3.0 によるノイズのシミュレーション
OpenQASM3 でノイズをシミュレートするには、プラグマ命令を使用してノイズ演算子を追加しま
す。たとえば、以前に提供された GHZ プログラムのノイズの多いバージョンをシミュレートするに
は (p. 68)、次の OpenQASM プログラムを送信できます。

// ghz.qasm
// Prepare a GHZ state
OPENQASM 3;

qubit[3] q;
bit[3] c;

h q[0];
#pragma braket noise depolarizing(0.75) q[0] cnot q[0], q[1];
#pragma braket noise depolarizing(0.75) q[0]
#pragma braket noise depolarizing(0.75) q[1] cnot q[1], q[2];
#pragma braket noise depolarizing(0.75) q[0]
#pragma braket noise depolarizing(0.75) q[1]

c = measure q;

サポートされているすべてのプラグマノイズ演算子の仕様は、次のリストに記載されています。

#pragma braket noise bit_flip(<float in [0,1/2]>) <qubit>
#pragma braket noise phase_flip(<float in [0,1/2]>) <qubit>
#pragma braket noise pauli_channel(<float>, <float>, <float>)  <qubit>
#pragma braket noise depolarizing(<float in [0,3/4]>) <qubit>
#pragma braket noise two_qubit_depolarizing(<float in [0,15/16]>) <qubit>, <qubit>
#pragma braket noise two_qubit_dephasing(<float in [0,3/4]>) <qubit>, <qubit>
#pragma braket noise amplitude_damping(<float in [0,1]>) <qubit>
#pragma braket noise generalized_amplitude_damping(<float in [0,1]> <float in [0,1]>)  
 <qubit>
#pragma braket noise phase_damping(<float in [0,1]>) <qubit>
#pragma braket noise kraus([[<complex m0_00>, ], ...], [[<complex m1_00>, ], ...], ...) 
 <qubit>[, <qubit>]     // maximum of 2 qubits and maximum of 4 matrices for 1 qubit, 16 
 for 2

クラウスオペレーター
クラウス演算子を生成するには、行列のリストを反復処理して、行列の各要素を複雑な式として出力しま
す。

Kraus オペレータを使用するときは、次の点に注意してください。
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• の数は 2qubits を超えてはいけません。スキーマの現在の定義によってこの制限が設定されます。
• 引数リストの長さは 8 の倍数でなければなりません。つまり、2x2 のマトリックスのみで構成されてい

る必要があります。
• 全体の長さは 2 つの 2*num_qubits 行列を超えません。つまり、1qubit は 4 つのマトリックス、2 は 

16qubits のマトリックスになります。
• 付属のマトリックスはすべて完全ポジティブトレース保存 (CPTP) です。
• クラウス演算子とその転置共役の積を足すと単位行列になる必要があります。

QubitOpenQASM 3.0 による再配線
AmazonBraket は、Rigettiデバイス上の OpenQASMqubit 内の物理表記をサポートしています (詳細につい
ては、このページを参照してください)。qubits単純な再配線方法でフィジカルを使用する場合は、qubits
選択したデバイスに接続されていることを確認してください。また、qubit代わりにレジスタを使用する場
合、RigettiデバイスではPARTIAL再配線戦略がデフォルトで有効になります。

// ghz.qasm
// Prepare a GHZ state
OPENQASM 3;

h $0;
cnot $0, $1;
cnot $1, $2;

measure $0;
measure $1;
measure $2;

OpenQASM 3.0 による逐語的コンパイル
、、から量子コンピュータで量子回路を実行する場合RigettiOQC、変更を加えることなくIonQ、定義した
とおりに正確に回路を実行するようにコンパイラーに指示することができます。この機能は逐語的コンパ
イルと呼ばれます。リゲッティのデバイスでは、保存する対象を正確に指定できます。つまり、回路全体
か、特定の部分だけかを指定できます。回路の特定の部分のみを保存するには、保存された領域内のネイ
ティブゲートを使用する必要があります。現在IonQ、OQC回路全体の逐語的なコンパイルのみをサポート
しているため、回路内のすべての命令は逐語的なボックスで囲む必要があります。

OpenQASM では、ハードウェアの低レベルのコンパイルルーチンによる変更や最適化が行われていない
コードボックスのまわりに逐語的なプラグマを指定できます。次のコード例は、の使用方法を示していま
す#pragma braket verbatim。

OPENQASM 3;

bit[2] c;

#pragma braket verbatim
box{ 
    rx(0.314159) $0; 
    rz(0.628318) $0, $1; 
    cz $0, $1;
}

c[0] = measure $0;
c[1] = measure $1;

逐語的コンパイルの詳細については、逐語的コンパイルサンプルノートブックを参照してください。
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Braket コンソール
OpenQASM 3.0 タスクは利用可能で、Amazon Braket コンソール内で管理できます。コンソールで
は、OpenQASM 3.0 で既存のタスクを送信したときと同じ方法でタスクを送信できます。

その他の リソース
OpenQASMAmazon がすべてのBraket リージョンで利用可能になりました。

AmazonBraket で OpenQASM を使い始めるためのノートブックの例については、「Braket チュートリア
ル」を参照してください GitHub。

OpenQASM 3.0 によるグラデーションの計算
Amazon Braket では、随伴微分法を使用して、オンデマンドシミュレータとローカルシミュレータの両方
でshots=0 (厳密な) モードで勾配を計算できます。適切なプラグマを指定し、次の例に示すように、計算
する勾配を指定できます。

OPENQASM 3.0;
input float alpha;

bit[2] b;
qubit[2] q;

h q[0];
h q[1];
rx(alpha) q[0];
rx(alpha) q[1];
b[0] = measure q[0];
b[1] = measure q[1];

#pragma braket result adjoint_gradient h(q[0]) @ i(q[1]) alpha

すべてのパラメーターを個別にリストする代わりに、allプラグマで指定することもできます。これによ
り、inputリストされているすべてのパラメータに対してグラデーションが計算されます。これは、パラ
メータの数が非常に多い場合に便利です。この場合、プラグマは次の例のようになります。

#pragma braket result adjoint_gradient h(q[0]) @ i(q[1]) all

個々の演算子、テンソル積、エルミート観測値など、すべての観測可能なタイプがサポートされていま
すSum。expectation()勾配の計算に使用する演算子をカプセル化器で囲み、各項が作用する量子ビット
を指定する必要があります。

QPU とシミュレーターにタスクを送信する
AmazonBraket は、量子タスクを実行できる複数のデバイスへのアクセスを提供します。タスクを個別に
送信することも、タスクのバッチ処理を設定することもできます。

QPU

タスクは QPU にいつでも送信できますが、タスクはAmazon Braket コンソールの Devices ページに表示
される特定のアベイラビリティウィンドウ内で実行されます。次のセクションで紹介するタスク ID を使用
して、タスクの結果を検索できます。

• IonQ  : arn:aws:braket:::device/qpu/ionq/ionQdevice
• OQC Lucy  : arn:aws:braket:eu-west-2::device/qpu/oqc/Lucy
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• QuEra Aquila  : arn:aws:braket:us-east-1::device/qpu/quera/Aquila
• Rigetti Aspen-M-2  : arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-2
• Rigetti Aspen-M-3  : arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3
• Xanadu Borealis  : arn:aws:braket:us-east-1::device/qpu/xanadu/Borealis

シミュレーター

• 密度マトリックスシミュレーター、DM1:arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/
amazon/dm1

• 状態ベクトルシミュレータ、SV1:arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1
• Tensor ネットワークシミュレーター、TN1:arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/
amazon/tn1

• ローカルシミュレーター : LocalSimulator()

Note

QPUCREATED とオンデマンドシミュレーターのステート内のタスクをキャンセルできます。オン
デマンドシミュレータと QPU では、QUEUEDステート内のタスクをベストエフォート方式でキャ
ンセルできます。QPUQUEUED タスクは、QPU の可用性ウィンドウ中に正常にキャンセルされな
いことに注意してください。

このセクションの内容:
• Amazon Braket でのタスクの例  (p. 81)
• QPU にタスクを送信する (p. 85)
• ローカルシミュレーターでタスクを実行する (p. 86)
• タスクバッチ処理 (p. 87)
• SNS 通知を設定する (オプション) (p. 88)
• コンパイルされた回路の検査 (p. 89)

Amazon Braket でのタスクの例
このセクションでは、デバイスの選択から結果の表示まで、サンプルタスクの実行段階を順を追って説明
します。AmazonBraket のベストプラクティスとして、まず、などのシミュレーターで回路を実行するこ
とをお勧めしますSV1。

このセクションの内容:
• デバイスを指定する (p. 81)
• サンプルタスクを送信する (p. 82)
• パラメーター化されたタスクを送信する (p. 82)
• shots を指定する (p. 83)
• 結果のポーリング (p. 83)
• サンプル結果の表示 (p. 84)

デバイスを指定する
まず、タスクのデバイスを選択して指定します。この例では、シミュレーターを選択する方法を示します
SV1。

# choose the on-demand simulator to run the circuit
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from braket.aws import AwsDevice
device = AwsDevice("arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1")

このデバイスのプロパティの一部は、次のように表示できます。

print (device.name)
for iter in device.properties.action['braket.ir.jaqcd.program']: 
    print(iter)

SV1
('version', ['1.0', '1.1'])
('actionType', <DeviceActionType.JAQCD: 'braket.ir.jaqcd.program'>)
('supportedOperations', ['ccnot', 'cnot', 'cphaseshift', 'cphaseshift00', 'cphaseshift01', 
 'cphaseshift10', 'cswap', 'cy', 'cz', 'h', 'i', 'iswap', 'pswap', 'phaseshift', 'rx', 
 'ry', 'rz', 's', 'si', 'swap', 't', 'ti', 'unitary', 'v', 'vi', 'x', 'xx', 'xy', 'y', 
 'yy', 'z', 'zz'])
('supportedResultTypes', [ResultType(name='Sample', observables=['x', 'y', 'z', 'h', 
 'i', 'hermitian'], minShots=1, maxShots=100000), ResultType(name='Expectation', 
 observables=['x', 'y', 'z', 'h', 'i', 'hermitian'], minShots=0, maxShots=100000), 
 ResultType(name='Variance', observables=['x', 'y', 'z', 'h', 'i', 'hermitian'], 
 minShots=0, maxShots=100000), ResultType(name='Probability', observables=None, minShots=1, 
 maxShots=100000), ResultType(name='Amplitude', observables=None, minShots=0, maxShots=0)])

サンプルタスクを送信する
サンプルタスクを送信して、オンデマンドシミュレーターで実行します。

# create a circuit with a result type
circ = Circuit().rx(0, 1).ry(1, 0.2).cnot(0,2).variance(observable=Observable.Z(), 
 target=0)
# add another result type
circ.probability(target=[0, 2])

# set up S3 bucket (where results are stored)
my_bucket = "amazon-braket-your-s3-bucket-name" # the name of the bucket
my_prefix = "your-folder-name" # the name of the folder in the bucket
s3_location = (my_bucket, my_prefix)

# submit the task to run
my_task = device.run(circ, s3_location, shots=1000, poll_timeout_seconds = 100, 
 poll_interval_seconds = 10)
# the positional argument for the S3 bucket is optional if you want to specify a bucket 
 other than the default

# get results of the task
result = my_task.result()

device.run() コマンドを使用すると、CreateQuantumTask APIを介してタスクが作成されます。短
い初期化時間が経過すると、デバイス上でタスクを実行するための容量がなくなるまで、タスクはキュー
に入れられます。この場合、デバイスはですSV1。デバイスが計算を完了すると、Amazon Braket は呼び
出しで指定された Amazon S3 の場所に結果を書き込みます。位置引数 s3_location はローカルシミュ
レーターを除くすべてのデバイスで必要です。

Note

Braket 量子タスクアクションのサイズは 3MB に制限されています。

パラメーター化されたタスクを送信する
Amazon Braket オンデマンドシミュレータとローカルシミュレータでは、タスク送信時に自由パラメータ
の値を指定することもできます。これを行うには、次の例に示すようにdevice.run()、inputs引数 to 
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を使用します。inputsは文字列と浮動小数点数のペアの辞書でなければならず、キーはパラメータ名で
す。

from braket.circuits import Circuit, FreeParameter, Observable

# create the free parameters
alpha = FreeParameter('alpha')
beta = FreeParameter('beta')

# create a circuit with a result type
circ = Circuit().rx(0, alpha).ry(1, alpha).cnot(0,2).xx(0, 2, beta)
circ.variance(observable=Observable.Z(), target=0)
# add another result type
circ.probability(target=[0, 2])
# submit the task to run
my_task = device.run(circ, inputs={'alpha': 0.1, 'beta':0.2})

shots を指定する
shots引数は、必要な測定値の数を示しますshots。などのシミュレーターは、2SV1 つのシミュレーション
モードをサポートしています。

• shots= 0 の場合、シミュレーターは正確なシミュレーションを実行し、すべての結果タイプの真の値を
返します。(ではご利用いただけませんTN1。)

• がゼロ以外の値の場合shots、シミュレーターは出力分布からサンプリングし、実際の QPUshot のノイ
ズをエミュレートします。QPU デバイスでは 0shots を超えることしか許可されません。

タスクごとの最大ショット数については、「ブラケットクォータ (p. 23)」を参照してください。

結果のポーリング
実行時my_task.result()、SDK は結果のポーリングを開始し、タスクの作成時に定義したパラメータ
を使用します。

• poll_timeout_secondsは、オンデマンドシミュレーターまたは QPU デバイスでタスクを実行する
ときに、タスクがタイムアウトするまでのポーリングにかかる秒数です。デフォルト値は 432,000 秒 (5 
日) です。

• 注意:Rigettiおよびなどの QPU デバイスの場合IonQ、数日かけることを推奨します。ポーリングタイム
アウトが短すぎると、ポーリング時間内に結果が返されないことがあります。例えば、QPU が利用でき
ない場合、ローカルタイムアウトエラーが返されます。

• poll_interval_seconds は、タスクがポーリングされる頻度をです。これは、タスクがオンデマン
ドシミュレーターおよび QPU デバイスで実行されるときに、APIステータスを取得するために Braket 
を呼び出す頻度を指定します。デフォルト値は 1 秒です。

この非同期実行により、常に使用できるとは限らない QPU デバイスの操作が容易になります。例えば、
通常のメンテナンス期間中はデバイスを使用できない場合があります。

返される結果には、タスクに関連付けられたメタデータの範囲が含まれています。測定結果は、次のコマ
ンドで確認できます。

print('Measurement results:\n',result.measurements)
print('Counts for collapsed states:\n',result.measurement_counts)
print('Probabilities for collapsed states:\n',result.measurement_probabilities)

Measurement results: 
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 [[1 0 1] 
 [0 0 0] 
 [1 0 1] 
 ... 
 [0 0 0] 
 [0 0 0] 
 [0 0 0]]
Counts for collapsed states: 
 Counter({'000': 761, '101': 226, '010': 10, '111': 3})
Probabilities for collapsed states: 
 {'101': 0.226, '000': 0.761, '111': 0.003, '010': 0.01}

サンプル結果の表示
ResultType も指定したので、返される結果を表示できます。結果タイプは、回路に追加された順に表示
されます。

print('Result types include:\n', result.result_types)
print('Variance=',result.values[0])
print('Probability=',result.values[1])

# you can plot the result and do some analysis
import matplotlib.pyplot as plt
plt.bar(result.measurement_counts.keys(), result.measurement_counts.values());
plt.xlabel('bitstrings');
plt.ylabel('counts');

Result types include: 
 [ResultTypeValue(type={'observable': ['z'], 'targets': [0], 'type': 'variance'}, 
 value=0.7062359999999999), ResultTypeValue(type={'targets': [0, 2], 'type': 
 'probability'}, value=array([0.771, 0.   , 0.   , 0.229]))]
Variance= 0.7062359999999999
Probability= [0.771 0.    0.    0.229]
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QPU にタスクを送信する
AmazonBraket では、QPU デバイスで量子回路を実行することができます。次の例は、RigettiIonQまたは
デバイスにタスクを送信する方法を示しています。

Rigettiデバイスを選択し、関連する接続グラフを確認します。

# import the QPU module
from braket.aws import AwsDevice
# choose the Rigetti device
device = AwsDevice("arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3")

# take a look at the device connectivity graph
device.properties.dict()['paradigm']['connectivity']

{'fullyConnected': False, 
 'connectivityGraph': {'0': ['1', '7'], 
  '1': ['0', '16'], 
  '2': ['3', '15'], 
  '3': ['2', '4'], 
  '4': ['3', '5'], 
  '5': ['4', '6'], 
  '6': ['5', '7'], 
  '7': ['0', '6'], 
  '11': ['12', '26'], 
  '12': ['13', '11'], 
  '13': ['12', '14'], 
  '14': ['13', '15'], 
  '15': ['2', '14', '16'], 
  '16': ['1', '15', '17'], 
  '17': ['16'], 
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  '20': ['21', '27'], 
  '21': ['20', '36'], 
  '22': ['23', '35'], 
  '23': ['22', '24'], 
  '24': ['23', '25'], 
  '25': ['24', '26'], 
  '26': ['11', '25', '27'], 
  '27': ['20', '26'], 
  '30': ['31', '37'], 
  '31': ['30', '32'], 
  '32': ['31', '33'], 
  '33': ['32', '34'], 
  '34': ['33', '35'], 
  '35': ['22', '34', '36'], 
  '36': ['21', '35', '37'], 
  '37': ['30', '36']}}

connectivityGraph前述のディクショナリには、Rigetti現在のデバイスの接続に関する情報が含まれて
います。

IonQデバイスを選択してください

IonQこのデバイスでは、all-to-all次の例のようにデバイスが接続できるため、connectivityGraphは空
です。したがって、詳しい connectivityGraph は必要ありません。

# or choose the IonQ device
device = AwsDevice("arn:aws:braket:::device/qpu/ionq/ionQdevice")

# take a look at the device connectivity graph
device.properties.dict()['paradigm']['connectivity']

{'fullyConnected': True, 'connectivityGraph': {}}

次の例に示すように、デフォルトバケット以外の場所を指定する場合は、結果を保存す
るpoll_timeout_seconds (デフォルト = 1000) の場合、結果を保存する S3 バケットの場所 (デフォル
ト = 432000 = 5 日s3_location) を調整できます。shotspoll_interval_seconds

my_task = device.run(circ, s3_location = 'amazon-braket-my-folder', shots=100, 
 poll_timeout_seconds = 100, poll_interval_seconds = 10)

IonQRigettiおよびデバイスは、提供された回路をそれぞれのネイティブゲートセットに自動的にコンパイ
ルし、qubit抽象インデックスをそれぞれの QPUqubits の物理インデックスをマッピングします。

Note

QPU デバイスの容量は限られています。容量に達すると、待機時間が長くなることが予想されま
す。

AmazonBraket は特定の可用性ウィンドウ内で QPU タスクを実行できますが、対応するすべてのデータ
とメタデータは、適切なS3バケットに確実に保存されるため、対応するすべてのデータとメタデータは、
適切なS3バケットに確実に保存されるため、タスクはいつでも (24 時間 365 日) 実行できます。次のセク
ションに示すように、AwsQuantumTask と一意のタスク ID を使用して、タスクをリカバリできます。

ローカルシミュレーターでタスクを実行する
ローカルシミュレーターにタスクを直接送信して、迅速なプロトタイピングとテストを行うことができま
す。このシミュレーターはローカル環境で実行されるため、Amazon S3 の場所を指定する必要はありませ
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ん。結果はセッションで直接計算されます。ローカルシミュレーターでタスクを実行するには、shots パ
ラメータの指定のみを行う必要があります。

Note

ローカルシミュレーターが処理できるローカルシミュレーターの実行速度と最大数は
qubits、Amazon Braket ノートブックインスタンスタイプ、またはローカルハードウェアの仕様
によって異なります。

次のコマンドはすべて同一で、状態ベクトル (ノイズフリー) ローカルシミュレーターをインスタンス化し
ます。

# import the LocalSimulator module
from braket.devices import LocalSimulator
# the following are identical commands
device = LocalSimulator()
device = LocalSimulator("default")
device = LocalSimulator(backend="default")
device = LocalSimulator(backend="braket_sv")

次に、以下でタスクを実行します。

my_task = device.run(circ, shots=1000)

局所密度行列 (ノイズ) シミュレーターをインスタンス化するために、バックエンドを次のように変更しま
す。

# import the LocalSimulator module
from braket.devices import LocalSimulator
device = LocalSimulator(backend="braket_dm")

タスクバッチ処理
タスクのバッチ処理は、ローカルシミュレーターを除くすべてのAmazon Braket デバイスで利用できま
す。バッチ処理は、複数のタスクをparallel して処理できるため、オンデマンドシミュレーター (TN1また
はSV1) で実行するタスクで特に便利です。さまざまなタスクの設定を支援するために、Amazon Braket で
は、サンプルノートブックを提供します。

バッチ処理を使用すると、タスクを並行して起動できます。たとえば、10 個のタスクを必要とする計算を
行い、それらのタスクの回路が互いに独立している場合は、バッチ処理を使用することをお勧めします。
そうすれば、別のタスクが開始される前に 1 つのタスクが完了するのを待つ必要はありません。

次の例は、タスクのバッチを実行する方法を示しています。

circuits = [bell for _ in range(5)]
batch = device.run_batch(circuits, s3_folder, shots=100)
print(batch.results()[0].measurement_counts)  # The result of the first task in the batch

詳細については、バッチ処理の Amazon Braket GitHub のサンプルまたは量子タスクバッチ処理の 
Amazon Braket の例を参照してください。バッチ処理の詳細については、バッチ処理の Amazon Braket の
例を参照してください。

タスクのバッチ処理とコストについて
タスクのバッチ処理と請求コストに関して留意すべきいくつかの注意点:
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• デフォルトでは、タスクのバッチ処理はすべてのタイムアウトを再試行するか、タスクを 3 回失敗させ
ます。

• 34qubits for など、長時間実行されるタスクのバッチではSV1、大きなコストが発生する可能性がありま
す。タスクのバッチを開始する前に、run_batch割り当て値を慎重に確認してください。TN1との併用
は推奨されていませんrun_batch。

• TN1失敗したリハーサルフェーズのタスクに対してコストが発生する可能性があります (詳細について
は、TN1 の説明を参照してください)。自動再試行はコストを増大させる可能性があるため、バッチ処
理の「max_retries」の数を、バッチ処理の「max_retries」の数を 0 に設定することをお勧めしますTN1 
(量子タスクバッチ処理の 186 行目を参照)。

タスクのバッチ処理と PennyLane
次の例に示すように、Amazon Braketparallel = True デバイスをインスタンス化するタイミングを設
定することで、Amazon Braket PennyLane で使用しているバッチ処理を活用できます。

device = qml.device("braket.aws.qubit",device_arn="arn:aws:braket:::device/quantum-
simulator/amazon/sv1",wires=wires,s3_destination_folder=s3_folder,parallel=True,)

を使用したバッチ処理の詳細については PennyLane、「量子回路の並列化最適化」を参照してください。

タスクのバッチ処理と、パラメータ化された回路
パラメータ化された回路を含むタスクバッチを送信する場合、次の例に示すように、inputsバッチ内の
すべてのタスクに使用されるディクショナリを提供するか、入力ディクショナリを提供できます。この場
合、i-番目のディクショナリはi-番目のタスクとペアになります。list

from braket.circuits import Circuit, FreeParameter, Observable
from braket.aws import AwsQuantumTaskBatch

# create the free parameters
alpha = FreeParameter('alpha')
beta = FreeParameter('beta')

# create two circuits
circ_a = Circuit().rx(0, alpha).ry(1, alpha).cnot(0,2).xx(0, 2, beta)
circ_a.variance(observable=Observable.Z(), target=0)

circ_b = Circuit().rx(0, alpha).rz(1, alpha).cnot(0,2).zz(0, 2, beta)
circ_b.expectation(observable=Observable.Z(), target=2)

# use the same inputs for both circuits in one batch

tasks = device.run_batch([circ_a, circ_b], inputs={'alpha': 0.1, 'beta':0.2})

# or provide each task its own set of inputs

inputs_list = [{'alpha': 0.3,'beta':0.1}, {'alpha': 0.1,'beta':0.4}]

tasks = device.run_batch([circ_a, circ_b], inputs=inputs_list)

SNS 通知を設定する (オプション)
Amazon Simple Notification Service (SNS) を通じて通知を設定し、Amazon Braket タスクが完了したとき
にアラートを受け取ることができます。アクティブな通知は、大きなタスクを送信する場合や、大きなタ
スクを送信する場合や、デバイスの可用性ウィンドウの外でタスクを送信する場合など、長い待ち時間が
予想される場合に便利です。タスクが完了するのを待ちたくない場合は、SNS 通知を設定してください。
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AmazonBraket ノートブックでは、セットアップ手順を順を追って説明します。詳細については、の 
Amazon Braket の例 GitHub、具体的には通知を設定するためのノートブックの例を参照してください。

コンパイルされた回路の検査
回路をハードウェアデバイス上で動作させる場合は、QPU がサポートするネイティブゲートに回路をト
ランスパイルするなど、許容できる形式でコンパイルする必要があります。実際にコンパイルされた出力
を調べることは、デバッグの目的で非常に役立ちます。以下のコードを使用して、RigettiOQCとデバイス
の両方についてcompiledProgram、という名前のオブジェクトに保存されているこの回路を表示できま
す。

task = AwsQuantumTask(arn=task_id, aws_session=session)
# after task finished
task_result = task.result()
# For Rigetti
compiledProgram = task_result.additional_metadata.rigettiMetadata.compiledProgram
# For OQC
compiledProgram = task_result.additional_metadata.oqcMetadata.compiledProgram

Note

現在、IonQコンパイルしたデバイス用の回路を表示することはできません。

QuEraのAquilaを使ってアナログ番組を送信
このページには、AquilaQuEraのマシンの機能に関する包括的なドキュメントが掲載されています。ここ
で説明する詳細は次のとおりです。1)Aquila によってシミュレートされたパラメーター化されたハミルト
ニアン、2) AHS プログラムパラメーター、3) AHS 結果の内容、4)Aquila 機能パラメーター。質問に関連
するパラメータを見つけるには、Ctrl+F テキスト検索を使用することをお勧めします。

ハミルトニアン
Aquilaのマシンは、以下の (時間依存の)QuEra ハミルトニアンをネイティブにシミュレートします。

この場合、次のようになります。

• Hdrive,k (t) =( 1/
2 Ω (t) e i (t) S−,k +2 1/Ω (t) e −i (t) S+,k) + (global−Δ( t) nk),

• Ω (t) は時間依存のグローバル駆動振幅 (別名ラビ周波数) で、単位は (rad/us)
• ρ (t) は時間依存のグローバル位相で、単位はラジアンです
• S−,k と S+,k は原子 k のスピン降下演算子とスピン上昇演算子です (|↓#基底は− =|g#、|↑╹=|r#、S+

=( S−) † =|r#
• △global (t) は時間依存のグローバルデチューニング
• nk は原子 k のリュードバーグ状態の射影演算子です (つまり、n=|r# #r|)

• Vvdw,k,l =C6/(dk,l) 
6

k n nl
• C6 はファンデルワールス係数で、単位は (rad/ s) * (m) ^6
• dk,l は、原子k と l の間のユークリッド距離で、um 単位で測定されます。

ユーザーは、Braket AHSプログラムスキーマを介して以下のパラメーターを制御できます。
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• 2 次元の原子配列 (各原子 k の xkk 座標と y 座標、um 単位)。これは、ペアワイズ原子距離 dk,l と 
k、l=1,2、... N を制御します。

• Ω (t)、時間依存のグローバルラビ周波数 (単位は (rad/ s)
• ρ (t)、時間依存のグローバル位相 (単位は (rad/ s)
• △global (t)、時間依存のグローバルデチューニング (単位:(rad/ s)

Note

ユーザーは、どのレベルを使用するか（つまり−、S、+,n S演算子は固定）や、Rydberg-Rydberg
相互作用係数の強さ（C6）を制御することはできません。

ブラケット AHS プログラムスキーマ
braket.ir.ahs.program_v1.program オブジェクト (例)

Program( 
    braketSchemaHeader=BraketSchemaHeader( 
        name='braket.ir.ahs.program', 
        version='1' 
    ), 
    setup=Setup( 
        ahs_register=AtomArrangement( 
            sites=[[Decimal('0'), Decimal('0')]], 
            filling=[1] 
        ) 
    ), 
    hamiltonian=Hamiltonian( 
        drivingFields=[ 
            DrivingField( 
                amplitude=PhysicalField( 
                    time_series=TimeSeries( 
                        values=[Decimal('0'), Decimal('15700000.0')], 
                        times=[Decimal('0'), Decimal('0.000001')] 
                    ), 
                    pattern='uniform' 
                ), 
                phase=PhysicalField( 
                    time_series=TimeSeries( 
                        values=[Decimal('0'), Decimal('0')], 
                        times=[Decimal('0'), Decimal('0.000001')] 
                    ), 
                    pattern='uniform' 
                ), 
                detuning=PhysicalField( 
                    time_series=TimeSeries( 
                        values=[Decimal('-54000000.0'), Decimal('54000000.0')], 
                        times=[Decimal('0'), Decimal('0.000001')] 
                    ), 
                    pattern='uniform' 
                ) 
            ) 
        ], 
        shiftingFields=[] 
    )
)

JSON (例)

{ 
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    "braketSchemaHeader": { 
        "name": "braket.ir.ahs.program", 
        "version": "1" 
    }, 
    "setup": { 
        "ahs_register": { 
            "sites": [[0E-7, 0E-7]], 
            "filling": [1] 
        } 
    }, 
    "hamiltonian": { 
        "drivingFields": [ 
            { 
                "amplitude": { 
                    "time_series": { 
                        "values": [0.0, 15700000.0], 
                        "times": [0E-9, 0.000001000] 
                    }, 
                    "pattern": "uniform" 
                }, 
                "phase": { 
                    "time_series": { 
                        "values": [0E-7, 0E-7], 
                        "times": [0E-9, 0.000001000] 
                    }, 
                    "pattern": "uniform" 
                }, 
                "detuning": { 
                    "time_series": { 
                        "values": [-54000000.0, 54000000.0], 
                        "times": [0E-9, 0.000001000] 
                    }, 
                    "pattern": "uniform" 
                } 
            } 
        ], 
        "shiftingFields": [] 
    }
}

メインフィールド

プログラムフィールド type description

setup.ahs_register.sites リスト [リスト [十進
法]]

ピンセットが原子を
トラップする 2 次元
座標のリスト

setup.ahs_register.fill リスト [整数] トラップサイトを占
める原子に1、空のサ
イトを占める原子に0
をマークします

ハミルトニアン.DrivingFields 
[] .amplitude.time_series.times

リスト [十進法] 駆動振幅のタイムポ
イント、オメガ（t）

ハミルトニアン.DrivingFields 
[] .amplitude.time_series.values

リスト [十進法] 駆動振幅の値、オメ
ガ（t）

ハミルトニアン.ドライビングフィールド [] .振幅.パター
ン

str 駆動振幅の空間パ
ターン、オメガ (t);
「均一」でなければ
なりません
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プログラムフィールド type description

ハミルトニアン.DrivingFields [] .phase.time_series.times リスト [十進法] 駆動フェーズのタイ
ムポイント、phi (t)

ハミルトニアン.DrivingFields 
[] .phase.time_series.values

リスト [十進法] 駆動フェーズの
値、phi (t)

ハミルトニアン.ドライビングフィールド [] .フェーズ.パ
ターン

str 駆動フェーズの空
間パターン、phi (t);
「均一」でなければ
なりません

ハミルトニアン.DrivingFields 
[] .detuning.time_series.times

リスト [十進法] ドライブ・デチュー
ニングのタイムポイ
ント、delta_Global 
(t)

ハミルトニアン.ドライビングフィールド 
[] .detuning.time_series.values

リスト [十進法] ドライブ・デ
チューニングの
値、delta_Global (t)

ハミルトニアン. ドライビングフィールド 
[] .detune.pattern

str ドライブデチューニ
ングの空間パター
ン、delta_Global (t);
「均一」でなければ
なりません

ハミルトン・A・シフティング・フィールズ リスト 空白

メタデータフィールド

プログラムフィールド type description

braketSchemaHeader.名前 str スキーマの名前。'braket.ir.ahs.program' でなけ
ればなりません

braketSchemaHeader. バージョン str スキーマのバージョン

ブラケット AHS タスク結果スキーマ
braket.tasks.analog_hamiltonian_シミュレーション_quantum_task_result。 
AnalogHamiltonianSimulationQuantumTaskResult(例)

AnalogHamiltonianSimulationQuantumTaskResult( 
    task_metadata=TaskMetadata( 
        braketSchemaHeader=BraketSchemaHeader( 
            name='braket.task_result.task_metadata', 
            version='1' 
        ), 
        id='arn:aws:braket:us-east-1:123456789012:quantum-task/12345678-90ab-
cdef-1234-567890abcdef', 
        shots=2, 
        deviceId='arn:aws:braket:us-east-1::device/qpu/quera/Aquila', 
        deviceParameters=None, 
        createdAt='2022-10-25T20:59:10.788Z', 
        endedAt='2022-10-25T21:00:58.218Z', 
        status='COMPLETED', 
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        failureReason=None 
    ), 
    measurements=[ 
        ShotResult( 
            status=<AnalogHamiltonianSimulationShotStatus.SUCCESS: 'Success'>, 

            pre_sequence=array([1, 1, 1, 1]), 
            post_sequence=array([0, 1, 1, 1]) 
        ), 

        ShotResult( 
            status=<AnalogHamiltonianSimulationShotStatus.SUCCESS: 'Success'>, 

            pre_sequence=array([1, 1, 0, 1]), 
            post_sequence=array([1, 0, 0, 0]) 
        ) 
    ]
)

JSON (例)

{ 
    "braketSchemaHeader": { 
        "name": "braket.task_result.analog_hamiltonian_simulation_task_result", 
        "version": "1" 
    }, 
    "taskMetadata": { 
        "braketSchemaHeader": { 
            "name": "braket.task_result.task_metadata", 
            "version": "1" 
        }, 
        "id": "arn:aws:braket:us-east-1:123456789012:quantum-task/12345678-90ab-
cdef-1234-567890abcdef", 
        "shots": 2, 
        "deviceId": "arn:aws:braket:us-east-1::device/qpu/quera/Aquila", 

        "createdAt": "2022-10-25T20:59:10.788Z", 
        "endedAt": "2022-10-25T21:00:58.218Z", 
        "status": "COMPLETED" 

    }, 
    "measurements": [ 
        { 
            "shotMetadata": {"shotStatus": "Success"}, 
            "shotResult": { 
                "preSequence": [1, 1, 1, 1], 
                "postSequence": [0, 1, 1, 1] 
            } 
        }, 
        { 
            "shotMetadata": {"shotStatus": "Success"}, 
            "shotResult": { 
                "preSequence": [1, 1, 0, 1], 
                "postSequence": [1, 0, 0, 0] 
            } 
        } 
    ], 
    "additionalMetadata": { 
        "action": {...} 
        "queraMetadata": { 
            "braketSchemaHeader": { 
                "name": "braket.task_result.quera_metadata", 
                "version": "1" 
            }, 
            "numSuccessfulShots": 100 
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        } 
    }
}

メインフィールド

タスク結果フィールド type description

測定値 [] .ショット結果.プリシーケンス リスト [整数] 各ショットのプレシーケンス測定
ビット（原子サイトごとに1つ）：
サイトが空の場合は0、サイトが満
たされている場合は1、量子進化を
実行するパルスのシーケンスの前に
測定

測定 [] .ショット結果.事後シーケンス リスト [整数] 各ショットのシーケンス後の測定
ビット：原子がRydberg状態または
サイトが空の場合は0、原子が基底
状態の場合は1、量子進化を実行す
るパルスのシーケンスの最後で測定
されます

メタデータフィールド

タスク結果フィールド type description

braketSchemaHeader.名前 str スキーマの名
前。'braket.task_result.analog_hamiltonian_simulation_task_result' 
でなければなり
ません

braketSchemaHeader. バージョン str スキーマのバー
ジョン

タスクメタデータ。 braketSchemaHeader.名
前

str スキーマの名
前。'braket.task_result.task_metadata' 
でなければなり
ません

タスクメタデータ。 braketSchemaHeader. 
バージョン

str スキーマのバー
ジョン

TaskMetadata.ID str タスクの 
ID。AWSタスク
の場合、これは
タスク ARN で
す。

タスクメタデータ. ショット int タスクのショッ
ト数

タスクメタデータ. ショット. デバイス ID str タスクが実行さ
れたデバイスの 
ID。AWSデバ
イスの場合、こ
れはデバイスの 
ARN です。
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タスク結果フィールド type description

タスクメタデータ. ショット. 作成日時 str 作成時のタイ
ムスタンプ。
フォーマット
は ISO-8601/
RFC3339 文字列
形式 YYYY-MM-
DDTHH: MM: 
SS.SSSZ でな
ければなりませ
ん。デフォルト
は [なし] です。

タスクメタデータ. ショット. 終了日時 str タスクが終了し
たときのタイ
ムスタンプ。形
式は ISO-8601/
RFC3339 文字
列形式 yyyy-
MM-ddthh: mm: 
SS.sssz でなけ
ればなりませ
ん。デフォルト
は [なし] です。

タスクメタデータ. ショット. ステータス str タスクのステー
タス (作成済み、
キューに登録済
み、実行中、完
了、失敗)。デ
フォルトは [な
し] です。

タスクメタデータ. ショット. 失敗理由 str タスクの失敗理
由。デフォルト
は [なし] です。

追加メタデータ. アクション Braket.ir.AHS.Program_V1.program (Braket AHS プ
ログラムスキー
マのセクション
を参照してくだ
さい (p. 90))

追加メタデータ. アクション。 
braketSchemaHeader.querametadata.Name

str スキーマの名
前。'braket.task_result.quera_metadata' 
でなければなり
ません

追加メタデータ. アクション。 
braketSchemaHeader.querametadata. バー
ジョン

str スキーマのバー
ジョン
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タスク結果フィールド type description

追加メタデータ. アクション。 
numSuccessfulShots

int 完全に成功し
たショットの
数。要求された
ショット数と等
しくなければな
りません

測定値 [] .ショットメタデータ. ショットス
テータス

int ショットのス
テータス (成功、
一部成功、失
敗)。「成功」で
なければなりま
せん

QuEra デバイスプロパティスキーマ
braket.device_schema.quera.quera_device_capabilities_v1。 QueraDeviceCapabilities(例)

QueraDeviceCapabilities( 
    service=DeviceServiceProperties( 
        braketSchemaHeader=BraketSchemaHeader( 
            name='braket.device_schema.device_service_properties', 
            version='1' 
        ), 
        executionWindows=[ 
            DeviceExecutionWindow( 
                executionDay=<ExecutionDay.TUESDAY: 'Tuesday'>, 
                windowStartHour=datetime.time(16, 0), 
                windowEndHour=datetime.time(20, 0) 
            ) 
        ], 
        shotsRange=(1, 1000), 
        deviceCost=DeviceCost( 
            price=0.01, 
            unit='shot' 
        ), 
        deviceDocumentation= 
            DeviceDocumentation( 
                imageUrl='https://
a.b.cdn.console.awsstatic.com/59534b58c709fc239521ef866db9ea3f1aba73ad3ebcf60c23914ad8c5c5c878/
a6cfc6fca26cf1c2e1c6.png', 
                summary='Analog quantum processor based on neutral atom arrays', 
                externalDocumentationUrl='https://www.quera.com/aquila' 
            ), 
            deviceLocation='Boston, USA', 
            updatedAt=datetime.datetime(2022, 10, 24, 15, 45, tzinfo=datetime.timezone.utc) 
    ), 
    action={ 
        <DeviceActionType.AHS: 'braket.ir.ahs.program'>: DeviceActionProperties( 
                version=['1'], 
                actionType=<DeviceActionType.AHS: 'braket.ir.ahs.program'> 
            ) 
    }, 
    deviceParameters={}, 
    braketSchemaHeader=BraketSchemaHeader( 
        name='braket.device_schema.quera.quera_device_capabilities', 
        version='1' 
    ), 
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    paradigm=QueraAhsParadigmProperties( 
        braketSchemaHeader=BraketSchemaHeader( 
            name='braket.device_schema.quera.quera_ahs_paradigm_properties', 
            version='1' 
        ), 
        qubitCount=256, 
        lattice=Lattice( 
            area=Area( 
                width=Decimal('0.000075'), 
                height=Decimal('0.0001') 
            ), 
            geometry=Geometry( 
                spacingRadialMin=Decimal('0.000004'), 
                spacingVerticalMin=Decimal('0.000004'), 
                positionResolution=Decimal('1E-7'), 
                numberSitesMax=256 
            ) 
        ), 
        rydberg=Rydberg( 
            c6Coefficient=Decimal('5.42E-24'), 
            rydbergGlobal=RydbergGlobal( 
                rabiFrequencyRange=(Decimal('0.0'), Decimal('15800000.0')), 
                rabiFrequencyResolution=Decimal('400.0'), 
                rabiFrequencySlewRateMax=Decimal('250000000000000.0'), 
                detuningRange=(Decimal('-125000000.0'), Decimal('125000000.0')), 
                detuningResolution=Decimal('0.2'), 
                detuningSlewRateMax=Decimal('2500000000000000.0'), 
                phaseRange=(Decimal('-99.0'), Decimal('99.0')), 
                phaseResolution=Decimal('5E-7'), 
                timeResolution=Decimal('1E-9'), 
                timeDeltaMin=Decimal('1E-8'), 
                timeMin=Decimal('0.0'), 
                timeMax=Decimal('0.000004') 
            ) 
        ), 
        performance=Performance( 
            lattice=PerformanceLattice( 
                positionErrorAbs=Decimal('1E-7') 
            ), 
            rydberg=PerformanceRydberg( 
                rydbergGlobal=PerformanceRydbergGlobal( 
                    rabiFrequencyErrorRel=Decimal('0.02') 
                ) 
            ) 
        ) 
    )
)

JSON (例)

{ 
    "service": { 
        "braketSchemaHeader": { 
            "name": "braket.device_schema.device_service_properties", 
            "version": "1" 
        }, 
        "executionWindows": [ 
            { 
                "executionDay": "Tuesday", 
                "windowStartHour": "16:00:00", 
                "windowEndHour": "20:00:00" 
            } 
        ], 
        "shotsRange": [1, 1000], 
        "deviceCost": { 
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            "price": 0.01, 
            "unit": "shot" 
        }, 

        "deviceDocumentation": { 
            "imageUrl": "https://
a.b.cdn.console.awsstatic.com/59534b58c709fc239521ef866db9ea3f1aba73ad3ebcf60c23914ad8c5c5c878/
a6cfc6fca26cf1c2e1c6.png", 
            "summary": "Analog quantum processor based on neutral atom arrays", 
            "externalDocumentationUrl": "https://www.quera.com/aquila" 
        }, 
        "deviceLocation": "Boston, USA", 
        "updatedAt": "2022-10-24T15:45:00+00:00" 
    }, 
    "action": { 
        "braket.ir.ahs.program": { 
            "version": ["1"], 
            "actionType": "braket.ir.ahs.program" 
        } 
    }, 
    "deviceParameters": {}, 
    "braketSchemaHeader": { 
        "name": "braket.device_schema.quera.quera_device_capabilities", 
        "version": "1" 
    }, 
    "paradigm": { 
        "braketSchemaHeader": { 
            "name": "braket.device_schema.quera.quera_ahs_paradigm_properties", 
            "version": "1" 
        }, 
        "qubitCount": 256, 
        "lattice": { 
            "area": { 
                "width": 7.5e-05, 
                "height": 0.0001 
            }, 
            "geometry": { 
                "spacingRadialMin": 4e-06, 
                "spacingVerticalMin": 4e-06, 
                "positionResolution": 1e-07, 
                "numberSitesMax": 256 
            } 
        }, 
        "rydberg": { 
            "c6Coefficient": 5.42e-24, 
            "rydbergGlobal": { 
                "rabiFrequencyRange": [0.0,15800000.0], 
                "rabiFrequencyResolution": 400.0, 
                "rabiFrequencySlewRateMax": 250000000000000.0, 
                "detuningRange": [-125000000.0, 125000000.0], 
                "detuningResolution": 0.2, 
                "detuningSlewRateMax": 2500000000000000.0, 
                "phaseRange": [-99.0, 99.0], 
                "phaseResolution": 5e-07, 
                "timeResolution": 1e-09, 
                "timeDeltaMin": 1e-08, 
                "timeMin": 0.0, 
                "timeMax": 4e-06 
            } 
        }, 
        "performance": { 
            "lattice": { 
                "positionErrorAbs": 1e-07 
            }, 
            "rydberg": { 
                "rydbergGlobal": { 
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                    "rabiFrequencyErrorRel": 0.02 
                } 
            } 
        } 
    }
}

機能フィールド

タスク結果フィールド type description

パラダイム量子ビットカウント int 量子ビットの数

パラダイム、格子、面積、幅 10 進数 任意の 2 つのサイ
トの X 座標間の最
大許容差 (メート
ル単位)

パラダイム、格子、面積、高さ 10 進数 任意の 2 つのサイ
トの Y 座標間の最
大許容差 (メート
ル単位)

パラダイム、格子、ジオメトリ。 spacingRadialMin 10 進数 格子内の任意の 
2 つのサイト間の
最小放射状間隔 
(メートル単位)

パラダイム、格子、ジオメトリ。 spacingVerticalMin 10 進数 格子内の任意の 
2 行間の最小間隔 
(メートル単位)

パラダイム、格子、ジオメトリ、位置解像度 10 進数 設置場所を指定で
きる解像度 (メー
トル単位)

パラダイム、格子、ジオメトリ。 numberSitesMax int ラティスに配置で
きるサイトの最大
数

パラダイム.リドバーグ.C6 係数 10 進数 リュードバーグ-リ
ドベルグ C6 相互
作用係数 ((rad/s) 
*m^6 で測定)

パラダイム、ライドバーグ、ライドバーグ、グローバル。 
rabiFrequencyRange

タプル [10進
数、10進数]

世界のリドバーグ
ドライブ時系列で
達成可能なラビ周
波数範囲（rad/sで
測定）

パラダイム、ライドバーグ、ライドバーグ、グローバル。 
rabiFrequencyResolution

10 進数 グローバルラビ周
波数振幅を指定で
きる解像度（rad/s
で測定）

パラダイム、ライドバーグ、ライドバーグ、グローバル。 
rabiFrequencySlewRateMax

10 進数 グローバルRabi
周波数を変更する
ための最大スルー
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タスク結果フィールド type description
レート ((rad/s) /sで
測定)

パラダイム、リドバーグ、リドバーグ、グローバル、デ
チューニング範囲

タプル [10進
数、10進数]

グローバル
Rydbergパルス
の実現可能なデ
チューニング範囲 
(rad/sで測定)

パラダイム、リドバーグ、リドバーグ、グローバル、デ
チューニング解像度

10 進数 グローバルデ
チューニングを指
定できる解像度 
(rad/s で測定)

パラダイム、ライドバーグ、ライドバーグ、グローバル。 
detuningSlewRateマックス

10 進数 離調時の最大ス
ルーレート ((rad/
s) /sで測定)

パラダイム、リドバーグ、リドバーグ、グローバル、フェー
ズレンジ

タプル [10進
数、10進数]

グローバル
Rydbergパルスの
達成可能な位相範
囲 (ラジアン単位
で測定)

パラダイム、リドバーグ、リドバーグ、グローバル、フェー
ズ解決

10 進数 グローバルRabi周
波数位相を指定で
きる分解能 (ラジ
アン単位で測定)

パラダイム、リドバーグ、リドバーグ、グローバル、時間解
決

10 進数 グローバル
Rydbergドライブ
パラメータの時
間を指定できる解
像度（秒単位で測
定）

パラダイム、ライドバーグ、ライドバーグ、グローバル。 
timeDeltaMin

10 進数 Rydbergドライブ
のグローバルパラ
メータの時間を指
定できる最小タイ
ムステップ (秒単
位で測定)

パラダイム、ライドバーグ、リドバーグ、グローバル、タイ
ムミン

10 進数 Rydbergドライブ
の最小所要時間
（秒単位で測定）

パラダイム、リドバーグ、リドバーグ、グローバル、タイム
マックス

10 進数 Rydbergドライブ
の最大継続時間
（秒単位で測定）
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パフォーマンスフィールド

タスク結果フィールド type description

パラダイム、パフォーマンス、ラティス。 positionErrorAbs 10 進数 目標位置と実際の
現場位置との誤差 
(メートル単位)

パラダイム、パフォーマンス、リドバーグ、ライドバーグ、グローバ
ル。 rabiFrequencyErrorレル

10 進数 ラビ周波数のラン
ダム誤差、相対 
(単位なし)

サービスプロパティフィールド

タスク結果フィールド type description

サービス. 実行ウィンドウ [] .実行日 ExecutionDay 実行ウィンドウの日付。「毎
日」、「平日」、「週末」、
「月曜日」、「火曜日」、
「水曜日」、「木曜日」、
「金曜日」、「土曜日」また
は「日曜日」でなければなり
ません

サービス. 実行ウィンドウ []。 windowStartHour 日時時間 実行ウィンドウが開始する時
刻の UTC 24 時間形式

サービス. 実行ウィンドウ []。 windowEndHour 日時時間 実行ウィンドウが終了する時
刻の UTC 24 時間形式

サービス.QPU_機能.サービス.ショットレンジ タプル [整数、整
数]

デバイスの最小ショット数と
最大ショット数

サービス.QPU_機能.サービス.デバイスコスト.価格 フロート デバイスの価格（米ドル単
位）

サービス.QPU_機能.サービス.デバイスコスト.単位 str 価格を請求するための単
位。例:「分」、「時間」、
「ショット」、「タスク」

メタデータフィールド

タスク結果フィールド type description

パラダイム。 braketSchemaHeader.名前 str スキーマの名
前。'braket.device_schema.quera.quera_ahs_paradigm_properties' 
でなければなりません

パラダイム。 braketSchemaHeader. バージョン str スキーマのバージョン

アクション [] .バージョン str AHS プログラムスキー
マのバージョン

アクション []。actionType ActionType AHS プログ
ラムスキーマ
名。'braket.ir.ahs.program' 
でなければなりません
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タスク結果フィールド type description

Service。 braketSchemaHeader.名前 str スキーマの名
前。'braket.device_schema.device_service_properties' 
でなければなりません

Service。 braketSchemaHeader. バージョン str スキーマのバージョン

サービス. デバイスマニュアル. 画像 URL str デバイスの画像の URL

サービス. デバイスマニュアル. 概要 str デバイスに関する簡単
な説明

サービス. デバイス/ドキュメンテーション。 
externalDocumentationUrl

str 外部ドキュメンテー
ション URL

サービス. デバイスの場所 str デバイスの地理的位置

サービス. 更新日 datetime デバイスプロパティが
最後に更新された日時

タスクのモニタリングと追跡
タスクを送信すると、Amazon Braket SDK とコンソールを使用して、タスクのステータスを追跡できま
す。タスクが完了すると、Braket は結果を指定した Amazon S3 の場所に保存します。キューの長さに
よっては、特に QPU デバイスでは、完了に時間がかかる場合があります。ステータスタイプは次のとお
りです。

• CREATED
• RUNNING
• COMPLETED
• FAILED
• CANCELLED

このセクションの内容:
• Amazon Braket SDK からのタスクの追跡 (p. 102)
• 高度なロギング (p. 104)
• Amazon Braket コンソールを使用したタスクのモニタリング (p. 106)

Amazon Braket SDK からのタスクの追跡
コマンド device.run(…)  は、一意のタスク ID を使用してタスクを定義します。次の例に示すよう
に、task.state() を使用してステータスを照会および追跡できます。

注意:task = device.run()は非同期操作です。つまり、システムがバックグラウンドでタスクを処理
している間も作業を続けることができます。

結果を取得する

を呼び出すとtask.result()、SDK はAmazon Braket のポーリングを開始し、タスクが完了しているか
どうかを確認します。SDK は、.run() で定義したポーリングパラメータを使用します。タスクが完了す
ると、SDK は S3 バケットから結果を取得し、それを QuantumTaskResult オブジェクトとして返しま
す。
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# create a circuit, specify the device and run the circuit
circ = Circuit().rx(0, 0.15).ry(1, 0.2).cnot(0,2)
device = AwsDevice("arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1")
task = device.run(circ, s3_location, shots=1000)

# get ID and status of submitted task
task_id = task.id
status = task.state()
print('ID of task:', task_id)
print('Status of task:', status)
# wait for job to complete
while status != 'COMPLETED': 
    status = task.state() 
    print('Status:', status)

ID of task:
arn:aws:braket:us-west-2:123412341234:quantum-task/b68ae94b-1547-4d1d-aa92-1500b82c300d
Status of task: QUEUED
Status: QUEUED
Status: QUEUED
Status: QUEUED
Status: QUEUED
Status: QUEUED
Status: QUEUED
Status: QUEUED
Status: RUNNING
Status: RUNNING
Status: COMPLETED

タスクのキャンセル

タスクをキャンセルするには、次の例に示すように、cancel() メソッドを使用します。

# cancel task
task.cancel()
status = task.state()
print('Status of task:', status)

Status of task: CANCELLING

メタデータの確認

次の例に示すように、完了したタスクのメタデータを確認できます。

# get the metadata of the task
metadata = task.metadata()
# example of metadata
shots = metadata['shots']
date = metadata['ResponseMetadata']['HTTPHeaders']['date']
# print example metadata
print("{} shots taken on {}.".format(shots, date))

# print name of the s3 bucket where the result is saved
results_bucket = metadata['outputS3Bucket']
print('Bucket where results are stored:', results_bucket)
# print the s3 object key (folder name)
results_object_key = metadata['outputS3Directory']
print('S3 object key:', results_object_key)

# the entire look-up string of the saved result data
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look_up = 's3://'+results_bucket+'/'+results_object_key
print('S3 URI:', look_up)

1000 shots taken on Wed, 05 Aug 2020 14:44:22 GMT.
Bucket where results are stored: amazon-braket-123412341234
S3 object key: simulation-output/b68ae94b-1547-4d1d-aa92-1500b82c300d
S3 URI: s3://amazon-braket-123412341234/simulation-output/b68ae94b-1547-4d1d-
aa92-1500b82c300d

タスクまたは結果を取得する

タスクを送信した後にカーネルが停止した場合、またはノートブックまたはコンピュータを閉じた場合
は、一意の ARN (タスク ID)task を使用してオブジェクトを再構築します。次に task.result() を呼
び出して、保存されている S3 バケットから結果を取得します。

from braket.aws import AwsSession, AwsQuantumTask

# restore task with unique arn
task_load = AwsQuantumTask(arn=task_id)
# retrieve the result of the task
result = task_load.result()

高度なロギング
ロガーを使用して、タスク処理プロセス全体を記録できます。これらの高度なロギング技術により、バッ
クグラウンドポーリングを確認し、後でデバッグするためのレコードを作成できます。

ロガーを使用するには、poll_timeout_seconds パラメータと poll_interval_seconds パラメータ
を変更することをお勧めします。これにより、タスクが長時間実行され、タスクステータスが継続的にロ
グに記録され、結果がファイルに保存されます。このコードを Jupyter ノートブックではなく Python スク
リプトに転送して、スクリプトをバックグラウンドでプロセスとして実行できるようにします。

ロガーを設定する

まず、次の例の行に示すように、すべてのログがテキストファイルに自動的に書き込まれるように、ロ
ガーを設定します。

# import the module
import logging
from datetime import datetime

# set filename for logs
log_file = 'device_logs-'+datetime.strftime(datetime.now(), '%Y%m%d%H%M%S')+'.txt'
print('Task info will be logged in:', log_file)

# create new logger object
logger = logging.getLogger("newLogger")

# configure to log to file device_logs.txt in the appending mode
logger.addHandler(logging.FileHandler(filename=log_file, mode='a'))

# add to file all log messages with level DEBUG or above
logger.setLevel(logging.DEBUG)

Task info will be logged in: device_logs-20200803203309.txt

回路を作成して実行する
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これで、この例に示すように、回路を作成し、それをデバイスに送信して実行し、何が起こるかを確認す
ることができます。

# define circuit
circ_log = Circuit().rx(0, 0.15).ry(1, 0.2).rz(2, 0.25).h(3).cnot(control=0, 
 target=2).zz(1, 3, 0.15).x(4)
print(circ_log)
# define backend
device = AwsDevice("arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1")
# define what info to log
logger.info( 
    device.run(circ_log, s3_location, 
               poll_timeout_seconds=1200, poll_interval_seconds=0.25, logger=logger, 
 shots=1000) 
    .result().measurement_counts
)

ログファイルを確認してください

次のコマンドを入力して、ファイルに書き込まれた内容を確認できます。

# print logs
! cat {log_file}

Task arn:aws:braket:us-west-2:123412341234:quantum-
task/5088ec6c-89cf-4338-9750-9f5bb12a0dc4: start polling for completion
Task arn:aws:braket:us-west-2:123412341234:quantum-
task/5088ec6c-89cf-4338-9750-9f5bb12a0dc4: task status CREATED
Task arn:aws:braket:us-west-2:123412341234:quantum-
task/5088ec6c-89cf-4338-9750-9f5bb12a0dc4: task status CREATED
Task arn:aws:braket:us-west-2:123412341234:quantum-
task/5088ec6c-89cf-4338-9750-9f5bb12a0dc4: task status QUEUED
Task arn:aws:braket:us-west-2:123412341234:quantum-
task/5088ec6c-89cf-4338-9750-9f5bb12a0dc4: task status RUNNING
Task arn:aws:braket:us-west-2:123412341234:quantum-
task/5088ec6c-89cf-4338-9750-9f5bb12a0dc4: task status RUNNING
Task arn:aws:braket:us-west-2:123412341234:quantum-
task/5088ec6c-89cf-4338-9750-9f5bb12a0dc4: task status COMPLETED
Counter({'00001': 493, '00011': 493, '01001': 5, '10111': 4, '01011': 3, '10101': 2})

ログファイルから ARN を取得する

前の例に示すように、返されるログファイルの出力から、ARN 情報を取得できます。ARN ID を使用する
と、完了したタスクの結果を取得できます。

# parse log file for arn
with open(log_file) as openfile: 
    for line in openfile: 
        for part in line.split(): 
            if "arn:" in part: 
                arn = part 
                break
# remove final semicolon in logs
arn = arn[:-1]

# with this arn you can restore again task from unique arn
task_load = AwsQuantumTask(arn=arn, aws_session=AwsSession())

# get results of task
result = task_load.result()
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Amazon Braket コンソールを使用したタスクのモニタ
リング
AmazonBraket は、Amazon Braket コンソールを介して、タスクをモニタリングする便利な方法を提供し
ます。送信されたすべてのタスクは、次の図に示すように、「タスク」フィールドに表示されます。この
サービスはリージョン固有です。つまり、特定のリージョンで作成されたタスクのみを表示できますAWS 
リージョン。

ナビゲーションバーから特定のタスクを検索できます。検索は、タスク ARN (ID)、ステータス、デバイ
ス、および作成時刻に基づいて実行できます。次の例に示すように、ナビゲーションバーを選択すると、
オプションが自動的に表示されます。
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次の図は、一意のタスク ID に基づいてタスクを検索する例を示しています。これは、を呼び出すことに
よって取得できますtask.id。

Boto3 を使用する
Boto3 は、Boto3AWS はSDK for です。Boto3 を使用すると、Python デベロッパーはAmazon Braket など
を作成AWS のサービス、設定、管理できます。Boto3 は、Amazon Braket への低レベルのアクセスだけで
なくAPI、オブジェクト指向のアクセスを提供します。

「Boto3 クイックスタートガイド」の指示に従って、Boto3 をインストールして設定する方法を確認して
ください。

Boto 3 はAmazon Braket Python SDK と連携して機能するコア機能を提供し、量子タスクの設定と実行に
役立ちます。Python のお客様は常に Boto3 をインストールする必要があります。これがコア実装だから
です。追加のヘルパーメソッドを使用する場合は、Amazon Braket SDK もインストールする必要がありま
す。

例えば、を呼び出すときCreateQuantumTask、Amazon Braket SDK がリクエストを Boto3 に送信
し、Boto3 がを呼び出しますAWSAPI。

このセクションの内容:
• Amazon Braket Braket Braket Braket Braket Braket Bra (p. 107)
• Boto3 および Amazon Braket SDKAWS CLI のプロファイルを設定する (p. 110)

Amazon Braket Braket Braket Braket Braket Braket 
Bra
Boto3 をAmazon Braket で使用するには、Boto3 をインポートし、Amazon Braket への接続に使用する
クライアントを定義する必要がありますAPI。次の例では、Boto3 クライアントに名前が付けられていま
すbraket。

Note

の古いバージョンとの後方互換性を保つため BraketSchemas、OpenQASMGetDeviceAPI 情報
は呼び出しから省略されています。この情報を取得するには、ユーザーエージェントが最新バー
ジョン BraketSchemas （1.8.0 以降）を提示する必要があります。Braket SDK はこれを自動的に
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報告します。Braket SDK を使用しているときに OpenQASMGetDevice の結果がレスポンスに
表示されない場合は、AWS_EXECUTION_ENV環境変数を設定してユーザーエージェントを設定す
る必要がある場合があります。、Boto3、Go、Java、および JavaScript/TypeScript SDK でこれを
行う方法については、「OpenQASMGetDevice の結果を返さない」エラーのトピックに記載され
ているコード例を参照してください (p. 179)。AWS CLI

import boto3
import botocore

client = boto3.client("braket", 
 config=botocore.client.Config(user_agent_extra="BraketSchemas/1.8.0"))

braketクライアントが確立されたら、Amazon Braket サービスからリクエストを行い、応答を処理する
ことができます。リクエストとレスポンスのデータの詳細については、API リファレンスをご覧くださ
い。

次の例は、デバイスと量子タスクの操作方法を示しています。
• デバイスを検索します。 (p. 108)
• デバイスを取得する (p. 108)
• 量子タスクを作成する (p. 109)
• 量子タスクを取得する (p. 109)
• 量子タスクの検索 (p. 109)
• 量子タスクのキャンセル (p. 110)

デバイスを検索します。
• search_devices(**kwargs)

指定されたフィルターを使用してデバイスを検索します。

# Pass search filters and optional parameters when sending the
#  request and capture the response
response = braket.search_devices(filters=[{ 
    'name': 'deviceArn', 
    'values': ['arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1']
}], maxResults=10)

print(f"Found {len(response['devices'])} devices")

for i in range(len(response['devices'])): 
    device = response['devices'][i] 
    print(device['deviceArn'])

デバイスを取得する
• get_device(deviceArn)

AmazonBraket で利用可能なデバイスを取得する。

# Pass the device ARN when sending the request and capture the repsonse
response = braket.get_device(deviceArn='arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/
sv1')
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print(f"Device {response['deviceName']} is {response['deviceStatus']}")

量子タスクを作成する
• create_quantum_task(**kwargs)

量子タスクを作成する。

# Create parameters to pass into create_quantum_task()
kwargs = { 
    # Create a Bell pair 
    'action': '{"braketSchemaHeader": {"name": "braket.ir.jaqcd.program", "version": "1"}, 
 "results": [], "basis_rotation_instructions": [], "instructions": [{"type": "h", "target": 
 0}, {"type": "cnot", "control": 0, "target": 1}]}', 
    # Specify the SV1 Device ARN 
    'deviceArn': 'arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1', 
    # Specify 2 qubits for the Bell pair 
    'deviceParameters': '{"braketSchemaHeader": {"name": 
 "braket.device_schema.simulators.gate_model_simulator_device_parameters", 
 "version": "1"}, "paradigmParameters": {"braketSchemaHeader": {"name": 
 "braket.device_schema.gate_model_parameters", "version": "1"}, "qubitCount": 2}}', 
    # Specify where results should be placed when the quantum task completes. 
    #  You must ensure the S3 Bucket exists before calling create_quantum_task() 
    'outputS3Bucket': 'amazon-braket-examples', 
    'outputS3KeyPrefix': 'boto-examples', 
    # Specify number of shots for the quantum task 
    'shots': 100
}

# Send the request and capture the response
response = braket.create_quantum_task(**kwargs)

print(f"Quantum task {response['quantumTaskArn']} created")

量子タスクを取得する
• get_quantum_task(quantumTaskArn)

指定された量子タスクを取得します。

# Pass the quantum task ARN when sending the request and capture the response
response = braket.get_quantum_task(quantumTaskArn='arn:aws:braket:us-
west-1:123456789012:quantum-task/ce78c429-cef5-45f2-88da-123456789012')

print(response['status'])

量子タスクの検索
• search_quantum_tasks(**kwargs)

指定したフィルタ値に一致するタスクを検索します。

# Pass search filters and optional parameters when sending the
#  request and capture the response
response = braket.search_quantum_tasks(filters=[{ 
    'name': 'deviceArn', 
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    'operator': 'EQUAL', 
    'values': ['arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1']
}], maxResults=25)

print(f"Found {len(response['quantumTasks'])} quantum tasks")

for n in range(len(response['quantumTasks'])): 
    task = response['quantumTasks'][n] 
    print(f"Quantum task {task['quantumTaskArn']} for {task['deviceArn']} is 
 {task['status']}")

量子タスクのキャンセル
• cancel_quantum_task(quantumTaskArn)

指定されたタスクをキャンセルします。

# Pass the quantum task ARN when sending the request and capture the response
response = braket.cancel_quantum_task(quantumTaskArn='arn:aws:braket:us-
west-1:123456789012:quantum-task/ce78c429-cef5-45f2-88da-123456789012')

print(f"Quantum task {response['quantumTaskArn']} is {response['cancellationStatus']}")

Boto3 および Amazon Braket SDKAWS CLI のプロ
ファイルを設定する
AmazonBraket SDK は、明示的に指定しない限り、AWS CLIデフォルトの認証情報に依存します。マネー
ジドAmazon Braket ノートブックで実行する場合は、ノートブックインスタンスを起動する権限を持つ 
IAM ロールを提供する必要があるため、マネージド Braket ノートブックで実行する場合は、デフォルトの
ままにすることをお勧めします。

オプションで、コードをローカル (例えば、Amazon EC2 インスタンス) で実行する場合、AWS CLI名前
付きプロファイルを確立できます。デフォルトのプロファイルを定期的に上書きするのではなく、各プロ
ファイルに異なる権限セットを与えることができます。

このセクションでは、profileそのようなCLIを設定する方法と、そのプロファイルをAmazon Braket に
組み込み、APIそのプロファイルからの権限で呼び出しが行われるようにする方法を簡単に説明します。

このセクションの内容:
• ステップ 1: ローカルを設定するAWS CLIprofile (p. 110)
• ステップ 2: Boto3 セッションオブジェクトを設定する (p. 111)
• ステップ 3: Boto3 セッションをブラケットに組み込む AwsSession (p. 111)

ステップ 1: ローカルを設定するAWS CLIprofile
ユーザーの作成方法およびデフォルト以外のプロファイルの設定方法について説明することは、このド
キュメントの範囲を超えています。これらのトピックの詳細については、以下を参照してください。

• ご利用開始にあたって
• AWS CLIを使用するように設定するAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

AmazonBraket を使用するには、このユーザー、および関連する CLIprofile に必要な Braket 権限を付与
する必要があります。たとえば、AmazonBraketFullAccessポリシーを添付できます。
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ステップ 2: Boto3 セッションオブジェクトを設定する

from boto3 import Session

# Insert CLI profile name here
boto_sess = Session(profile_name=`profile`)

Note

API期待されるコールにリージョンベースの制限があり、profileデフォルトのリージョンに一
致しない場合、次の例に示すように、Boto3 セッションのリージョンを指定できます。

# Insert CLI profile name _and_ region
boto_sess = Session(profile_name=`profile`, region_name=`region`)

として指定された引数にはregion、、、など、Amazon Braket が使用可能な値のいずれかに対応する値
を代入します。AWS リージョンus-east-1us-west-1

ステップ 3: Boto3 セッションをブラケットに組み込む 
AwsSession
次に、Boto 3 Braket セッションを初期化し、そのセッションでデバイスをインスタンス化する例を示しま
す。

from braket.aws import AwsSession, AwsDevice

# Initialize Braket session with Boto3 Session credentials
aws_session = AwsSession(boto_session=boto_sess)

# Instantiate any Braket QPU device with the previously initiated AwsSession
sim_arn = 'arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1'
device = AwsDevice(sim_arn, aws_session=aws_session)

この設定が完了したら、AwsDeviceインスタンス化されたオブジェクトに量子タスクを送信できます 
(例えば、device.run(…) コマンドを呼び出すことで)。APIそのデバイスによって行われたすべての
コールは、以前に profile と指定した CLI プロファイルに関連付けられた IAM 認証情報を活用できま
すprofile。
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Amazon Braket のパルスコントロー
ル

このセクションでは、Amazon Braket のQPU のパルスコントロールの使用方法について説明します。

このセクションの内容:
• Braket パルス (p. 112)
• フレームとポートの役割 (p. 114)
• ハローパルス (p. 116)
• ハローパルスを使って OpenPulse (p. 119)

Braket パルス
パルスは、量子コンピューターの量子ビットを制御するアナログ信号です。Amazon Braket の特定のデ
バイスでは、パルスコントロール機能にアクセスしてパルスを使って回路を送信できます。パルスコント
ロールには、Braket SDK または OpenQASM 3.0 を使用して、または Braket API から直接アクセスできま
す。まず、Braketのパルスコントロールの重要な概念をいくつか紹介しましょう。

[Frames] (フレーム)
フレームは、量子プログラム内のクロックとフェーズの両方として機能するソフトウェア抽象化です。ク
ロックタイムは、使用するたびに増加し、周波数によって定義されるステートフルキャリア信号が送信
されます。信号を量子ビットに送信する場合、フレームによって量子ビットのキャリア周波数、位相オフ
セット、および波形エンベロープが放射される時間が決まります。Braket Pulseでは、フレームの作成は
デバイス、周波数、フェーズによって異なります。デバイスに応じて、定義済みのフレームを選択するこ
とも、ポートを指定して新しいフレームをインスタンス化することもできます。

from braket.pulse import Frame
device = AwsDevice("arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3")
drive_frame = device.frames["q0_rf_frame"]

device = AwsDevice("arn:aws:braket:eu-west-2::device/qpu/oqc/Lucy")
readout_frame = Frame(name="r0_measure", port=port0, frequency=5e9, phase=0)

ポート
ポートは、量子ビットを制御するあらゆる入出力ハードウェアコンポーネントを表すソフトウェア抽象化
です。これにより、ハードウェアベンダーは、ユーザーが操作して量子ビットを操作したり観察したりで
きるインターフェイスを提供できます。ポートは、コネクタの名前を表す単一の文字列によって特徴付け
られます。この文字列には、波形をどれだけ細かく定義できるかを指定する最小時間インクリメントも表
示されます。

from braket.pulse import Port
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Port0 = Port("channel_0", dt=1e-9)

ウェーブフォーム
波形は時間依存のエンベロープで、出力ポートに信号を発したり、入力ポートから信号を取り込んだりす
るために使用できます。波形は、複素数のリストから直接指定することも、波形テンプレートを使用して
ハードウェアプロバイダーからリストを生成することもできます。

from braket.pulse import ArbitraryWaveform, ConstantWaveform
cst_wfm = ConstantWaveform(length=1e-7, iq=0.1)
arb_wf = ArbitraryWaveform(amplitudes=np.linspace(0, 100))

Braket Pulseは、定数波形、ガウス波形、断熱ゲートによる微分除去（DRAG）波形を含む波形の標準ライ
ブラリを提供します。次の例に示すように、sample関数を使用して波形データを取得し、波形の形状を描
画できます。

gaussian_waveform = GaussianWaveform(1e-7, 25e-9, 0.1)
x = np.arange(0, gaussian_waveform.length, drive_frame.port.dt)
plt.plot(x, gaussian_waveform.sample(drive_frame.port.dt))

上の画像は、から作成されたガウス波形を示していますGaussianWaveform。パルス長は100 ns、
幅は25 ns、振幅は0.1（任意の単位）を選択しました。波形はパルスウィンドウの中央に表示され
ます。 GaussianWaveformブーリアン引数zero_at_edges (凡例では ZaE) を受け入れます。に
設定するとTrue、この引数は t=0 と t=length の点がゼロになるようにガウス波形をオフセット
し、amplitude最大値が引数に対応するように振幅を再スケーリングします。

パルスレベルアクセスの基本概念を説明したので、次はゲートとパルスを使って回路を構築する方法を見
ていきます。
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フレームとポートの役割
このセクションでは、各デバイスで使用可能な定義済みのフレームとポートについて説明します。また、
特定のフレームでパルスを再生する場合のメカニズムについても簡単に説明します。

Rigetti
[Frames] (フレーム)

Rigettiデバイスは、関連する量子ビットと共振するように周波数と位相がキャリブレーションされた定義
済みのフレームをサポートします。命名規則では、{j}最初の量子ビット番号を指し、{role}フレーム
が2量子ビットの相互作用を活性化する場合は2番目の量子ビット番号を指し、フレームの役割を指しま
す。q{i}[_q{j}]_{role}_frame{i}役割は次のとおりです。

• rf量子ビットの0-1遷移を駆動するフレームです。パルスは、shiftあらかじめと関数を介して供給さ
れた周波数と位相のマイクロ波過渡信号として送信されます。set信号の時間依存振幅は、フレームで
再生される波形によって決まります。このフレームは、単一量子ビットの非対角相互作用を代入しま
す。詳細については、Krantz らを参照してください。 そしてラハミムら。 。

• rf_f12rfと似ていて、そのパラメータは 1-2 トランジションを対象としています。
• ro_rx結合されたコプレーナ導波管を介して量子ビットを分散的に読み出すために使用されます。読み

出し波形の周波数、位相、およびすべてのパラメータは事前にキャリブレーションされています。現在
はを使用しておりcapture_v0、フレーム識別子以外の引数は必要ありません。

• ro_tx共振器からの信号を送信するためのものです。現在は未使用です。
• czは、cz 2量子ビットのゲートを有効にするようにキャリブレーションされたフレームです。ffポート

に関連するすべてのフレームと同様に、ペアの調整可能な量子ビットを隣の量子ビットと共振して変調
することにより、磁束線を介してもつれ合う相互作用が起こります。エンタングルメカニズムの詳細に
ついては、Reagorらを参照してください。 、コールドウェルら。 、そしてディディエら。 。

• cphaseは、cphaseshift 2量子ビットゲートを有効にするようにキャリブレーションされたフレーム
で、ffポートにリンクされています。エンタングルメカニズムの詳細については、Braket のJobraket の
Braket のBraket Jobraket のBraketcz Jobraket の

• xyは、2量子ビットのXY (ε) ゲートを有効にするようにキャリブレーションされたフレームで、ffポー
トにリンクされています。エンタングリングのメカニズムとXYゲートの実現方法の詳細について
は、czフレームとAbramsらの説明を参照してください。 。

ffポートに基づくフレームが調整可能な量子ビットの周波数をシフトさせると、その量子ビットに関連す
る他のすべての駆動フレームは、振幅と周波数シフトの持続時間に関連する量だけ位相がずれます。その
ため、隣接する量子ビットのフレームに対応する位相シフトを追加して、この影響を補正する必要があり
ます。

ポート

Rigettiデバイスには、デバイス機能を使用して検査できるポートのリストが表示されます。ポート名
は、q{i}_{type}{i}量子ビット番号を指し、{type}ポートのタイプを指すという規則に従います。す
べての量子ビットに完全なポートセットがあるわけではないことに注意してください。ポートの種類は次
のとおりです。

• rf単一量子ビット遷移を駆動するメインインターフェースを表します。rfrf_f12およびフレームに関
連付けられています。量子ビットに容量的に結合されているため、ギガヘルツ範囲のマイクロ波駆動が
可能です。

• ro_tx量子ビットに容量的に結合された読み出し共振器に信号を送信する働きをします。読み出し信号
は八角形で 8 倍に多重化されます。

• ro_rx量子ビットに結合された読み出し共振器から信号を受信する働きをします。
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• ff量子ビットに誘導的に結合された高速磁束線を表します。これにより、トランズモンの周波数を調整
できます。ff高度にチューニングできるように設計された量子ビットにのみポートがあります。この
ポートは、隣接するトランスモンの各ペア間に静的な容量性結合があるため、量子ビットと量子ビット
の相互作用を活性化させる働きをします。

アーキテクチャの詳細については、Vraket Braket Jobs. を参照してください。 。

OQC
[Frames] (フレーム)

OQCデバイスは、関連する量子ビットと共振するように周波数と位相がキャリブレーションされた定義済
みのフレームをサポートします。これらのフレームの命名規則は次のとおりです。

• 駆動フレーム:q{i}[_q{j}]_{role}ここで{i}、{j}最初の量子ビット番号を指し、{role}フレーム
が2量子ビットの相互作用を活性化する場合は2番目の量子ビット番号を指し、以下に説明するフレーム
の役割を指します。

• 量子ビット読み出しフレーム:r{i}_{role}ここで{i}、{role}量子ビット番号を指し、以下に説明す
るフレームの役割を指します。

それぞれのフレームを以下のように用途に合わせて使用することをおすすめします。

• drive量子ビットの0-1遷移を駆動するメインフレームとして使用されます。パルスは、shiftあらかじ
めと関数を介して供給された周波数と位相のマイクロ波過渡信号として送信されます。set信号の時間
依存振幅は、フレームで再生される波形によって決まります。このフレームは、単一量子ビットの非対
角相互作用を代入します。詳細については、Krantz らを参照してください。 そしてラハミムら。 。

• second_statedriveはフレームと同等ですが、周波数は1-2トランジションと共振して調整されま
す。

• measure読み出し用です。読み出し波形の周波数、位相、およびすべてのパラメータは事前にキャリブ
レーションされています。現在はcapture_v0、フレーム識別子以外の引数を必要としないで使われて
います。

• acquire共振器からの信号を取り込むためのものです。現在は未使用です。
• cross_resonanceji制御量子ビットをターゲット量子ビットの遷移周波数で駆動することによ

りi、量子ビット間の相互共鳴相互作用を活性化しますj。そのため、フレーム周波数はターゲット量子
ビットの周波数を使用して設定されます。相互作用は、この相互共振駆動の振幅に比例した速度で発生
します。クロストークの種類が異なると、望ましくない効果が生じるため、修正が必要です。パターソ
ンらを参照してください。 同軸形状のトランスモン量子ビット（「coaxmon」）との相互共鳴相互作用
の詳細については、こちらをご覧ください。

• cross_resonance_cancellation相互共鳴相互作用がアクティブになったときにクロストークに
よって誘発される有害な影響を抑えるための補正を追加するのに役立ちます。初期フレーム周波数
は、i制御量子ビットの遷移周波数に設定されます。キャンセル方法の詳細については、Praket Braket
Jobs. を参照してください。 。

ポート

OQCデバイスには、デバイス機能を使用して検査できるポートのリストが表示されます。前述のフレーム
は、IDchannel_{N}（{N}は整数）で識別されるポートに関連付けられています。ポートは、同軸に接
続された制御線（方向tx）と読み出し共振器（方向rx）へのインターフェースです。各量子ビットは、1
つの制御ラインと1つの読み出し共振器に関連付けられています。送信ポートは、単一量子ビットと2量子
ビットの操作のためのインターフェースです。受信ポートは量子ビットの読み出しに使用されます。
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ハローパルス
ここでは、パルスを使った簡単なベルペアを直接作成する方法と、Rigettiこのパルスプログラムをデバイ
ス上で実行する方法を学びます。ベルペアは、最初の量子ビットにアダマールゲートがあり、cnotその後
に第1量子ビットと第2量子ビットの間にゲートが続く2量子ビットの回路です。パルスによる絡み合った
状態を作り出すには、ハードウェアの種類とデバイスアーキテクチャに依存する特定のメカニズムが必要
です。cnotネイティブのメカニズムを使用してゲートを作成することはしません。代わりに、czゲートを
ネイティブに有効にする特定の波形とフレームを使用します。この例では、単一量子ビットのネイティブ
ゲートを使用してアダマールゲートを作成し、czパルスを使ってゲートを表現します。rxrz

まず、必要なライブラリをインポートしましょう。Circuitクラスに加えて、クラスもインポートする必
要がありますPulseSequence。

from braket.aws import AwsDevice
from braket.pulse import PulseSequence, ArbitraryWaveform, GaussianWaveform

from braket.circuits import Circuit
import braket.circuits.circuit as circuit

次に、デバイスの Braket デバイスをデバイスの BARN ketRigetti Aspen-M-3 デバイスをインスタンス化し
ます。Amazon Braket コンソールのデバイスページを参照して、Rigetti Aspen-M-3デバイスのレイアウト
を確認してください。

a=10 #specifies the control qubit
b=113 #specifies the target qubit
device = AwsDevice("arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3")

Rigettiアダマールゲートはデバイスのネイティブゲートではないため、パルスと組み合わせて使用するこ
とはできません。そのため、rxrzこれをとネイティブゲートのシーケンスに分解する必要があります。

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
@circuit.subroutine(register=True)
def rigetti_native_h(q0): 
    return ( 
        Circuit() 
        .rz(q0, np.pi) 
        .rx(q0, np.pi/2) 
        .rz(q0, np.pi/2) 
        .rx(q0, -np.pi/2) 
    )

czゲートには、ハードウェアプロバイダーがキャリブレーション段階で事前に決めたパラメータ（振
幅、立ち上がり/立ち下がり時間、持続時間）を含む任意の波形を使用します。この波形はに適用されま
すq10_q113_cz_frame。ここで使用されている任意波形の最新バージョンについては、Rigettiウェブサ
イトの QCS を参照してください。QCS アカウントの作成が必要な場合があります。

a_b_cz_wfm = ArbitraryWaveform([0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
 0.00017888439538396808, 0.00046751103636033026, 0.0011372942989106456, 
 0.002577059611929697, 0.005443941944632366, 0.010731922770068104, 0.01976701723583167, 
 0.03406712171899736, 0.05503285980691202, 0.08350670755829034, 0.11932853352131022, 
 0.16107456696238298, 0.20614055551722368, 0.2512065440720643, 0.292952577513137, 
 0.328774403476157, 0.3572482512275353, 0.3782139893154499, 0.3925140937986156, 
 0.40154918826437913, 0.4068371690898149, 0.4097040514225177, 0.41114381673553674, 
 0.411813599998087, 0.4121022266390633, 0.4122174383870584, 0.41226003881132406, 
 0.4122746298554775, 0.4122792591252675, 0.4122806196003006, 0.41228098995582513, 
 0.41228108334474756, 0.4122811051578895, 0.4122811098772742, 0.4122811108230642, 
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 0.4122811109986316, 0.41228111102881937, 0.41228111103362725, 0.4122811110343365, 
 0.41228111103443343, 0.4122811110344457, 0.4122811110344471, 0.41228111103444737, 
 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 
 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 
 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 
 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 
 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 
 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 0.41228111103444737, 
 0.4122811110344471, 0.4122811110344457, 0.41228111103443343, 0.4122811110343365, 
 0.41228111103362725, 0.41228111102881937, 0.4122811109986316, 0.4122811108230642, 
 0.4122811098772742, 0.4122811051578895, 0.41228108334474756, 0.41228098995582513, 
 0.4122806196003006, 0.4122792591252675, 0.4122746298554775, 0.41226003881132406, 
 0.4122174383870584, 0.4121022266390633, 0.411813599998087, 0.41114381673553674, 
 0.4097040514225176, 0.4068371690898149, 0.40154918826437913, 0.3925140937986155, 
 0.37821398931544986, 0.3572482512275351, 0.32877440347615655, 0.2929525775131368, 
 0.2512065440720641, 0.20614055551722307, 0.16107456696238268, 0.11932853352131002, 
 0.08350670755829034, 0.05503285980691184, 0.03406712171899729, 0.01976701723583167, 
 0.010731922770068058, 0.005443941944632366, 0.002577059611929697, 0.0011372942989106229, 
 0.00046751103636033026, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])
a_b_cz_frame = device.frames[f'q{a}_q{b}_cz_frame']

dt = a_b_cz_frame.port.dt
a_b_cz_wfm_duration = len(a_b_cz_wfm.amplitudes)*dt
print('CZ pulse duration:', a_b_cz_wfm_duration*1e9, 'ns')

以下が返されます。

CZ pulse duration: 124 ns

これで、cz先ほど定義した波形を使用してゲートを構築できます。|1>制御量子ビットがこの状態の場
合、czゲートはターゲット量子ビットの位相反転で構成されることを思い出してください。

phase_shift_a=1.1733407221086924
phase_shift_b=6.269846678712192

a_rf_frame = device.frames[f'q{a}_rf_frame']
b_rf_frame = device.frames[f'q{b}_rf_frame']

frames = [a_rf_frame, b_rf_frame, a_b_cz_frame]

cz_pulse_sequence = ( 
    PulseSequence() 
    .barrier(frames) 
    .play(a_b_cz_frame, a_b_cz_wfm) 
    .delay(a_rf_frame, a_b_cz_wfm_duration) 
    .shift_phase(a_rf_frame, phase_shift_a) 
    .delay(b_rf_frame, a_b_cz_wfm_duration) 
    .shift_phase(b_rf_frame, phase_shift_b) 
    .barrier(frames)
)

a_b_cz_wfm波形は、ファストフラックスポートに関連付けられたフレームで再生されます。その役割
は、量子ビットの周波数をシフトして量子ビットと量子ビットの相互作用を活性化することです。詳細に
ついては、「フレームとポートの役割 (p. 114)」を参照してください。周波数が変化すると、量子ビッ
トのフレームは、rf手つかずのままの単一量子ビットのフレームとは異なる速度で回転します。後者の
ものは位相がずれています。これらの位相シフトは、Ramsey事前にシーケンスを通じてキャリブレー
ションされており、ここではphase_shift_b（全期間）ハードコードされた情報として提供されていま
す。phase_shift_ashift_phaserfフレーム上の指示に従って、このフェーズのずれを修正します。こ
のシーケンスは、XYa量子ビットに関連するフレームがないプログラムでのみ機能しb、これらのフレーム
で発生する位相シフトを補正しないため使用されることに注意してください。これは、rfczとフレームの
みを使用するこのシングルベルペアプログラムの場合です。詳細については、Caldwell らを参照してくだ
さい。 。
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これで、パルスを使った Bell ペアを作成する準備ができました。

bell_circuit_pulse = ( 
    Circuit() 
    .rigetti_native_h(a) 
    .rigetti_native_h(b) 
    .pulse_gate([a, b], cz_pulse_sequence) 
    .rigetti_native_h(b)
)
print(bell_circuit_pulse)

T  : |   0    |   1    |   2    |    3    |4 |   5    |   6    |   7    |    8    |

q5 : -Rz(3.14)-Rx(1.57)-Rz(1.57)-Rx(-1.57)-PG-------------------------------------- 
                                           |
q6 : -Rz(3.14)-Rx(1.57)-Rz(1.57)-Rx(-1.57)-PG-Rz(3.14)-Rx(1.57)-Rz(1.57)-Rx(-1.57)-

T  : |   0    |   1    |   2    |    3    |4 |   5    |   6    |   7    |    8    |

この BellRigetti ペアをデバイス上で実行してみましょう。このコードブロックを実行すると料金が発生
することに注意してください。これらのコストの詳細については、Amazon Braket Braket Braket Braket 
Braket Braket Braket の料金表ページを参照してください ショット数を増やす前に、回路を少量のショッ
トでテストして、デバイス上で動作することを確認することをお勧めします。

task = device.run(bell_pair_pulses, shots=100)

counts = task.result().measurement_counts

plt.bar(sorted(counts), [counts[k] for k in sorted(counts)])
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ハローパルスを使って OpenPulse
OpenPulseは一般的な量子デバイスのパルスレベル制御を指定するための言語で、OpenQASM 3.0 仕様の
一部です。Amazon Braket は、OpenQASM 3.0OpenPulse 表現を使用してパルスを直接プログラミングす
ることをサポートしています。

Braketは、OpenPulseネイティブ命令でパルスを表現するための基礎となる中間表現として使用します。 
OpenPulsedefcal(「キャリブレーションの定義」の略) 宣言形式での命令キャリブレーションの追加をサ
ポートします。これらの宣言により、下位レベルの制御文法内でゲート命令の実装を指定できます。

この例では、OpenQASM 3.0を使用し、OpenPulse周波数調整可能なトランスモンを使用するデバイス上
でベル回路を構築します。ベル回路は、最初の量子ビットにアダマールゲートがあり、cnotその後に2つ
の量子ビットの間にゲートが続く2量子ビットの回路であることを思い出してください。cnotczゲートが
ゲートと異なるのは基底変換だけなので、czここでは代わりにアダマールとゲートを使ってベルペアを定
義します。このデモンストレーションでは、czデバイスの方が簡単にゲートを作成できるからです。

まず、デバイスのネイティブゲートを使用してアダマールゲートを定義しましょう。

client = boto3.client('braket', region_name='us-west-1')
defcal h $10 { 
    rz(pi) $10; 
    rx(pi/2) $10; 
    rz(pi/2) $10; 
    rx(-pi/2) $10;
}
defcal h $113 { 
    rz(pi) $113; 
    rx(pi/2) $113; 
    rz(pi/2) $113; 
    rx(-pi/2) $113;
}

CZゲートには、あらかじめ決められたパラメータ（振幅、立ち上がり/立ち下がり時間、持続時間）を持
つ任意の波形を使用します。この波形はに適用されますq10_q113_cz_frame。

cal { 
    waveform q10_q113_cz_wfm = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
 0.00021019328936380065, 0.0008644760431374357, 0.003028104466884364, 0.009058671036471382, 
 0.02322670104785881, 0.05128438687551476, 0.09812230691191462, 0.16403303942241076, 
 0.24221990600377236, 0.32040677258513395, 0.38631750509563006, 0.43315542513203, 
 0.4612131109596859, 0.4753811409710734, 0.4814117075406603, 0.48357533596440727, 
 0.48422961871818093, 0.4843963766398558, 0.4844321964728096, 0.4844386806183817, 
 0.4844396697373718, 0.48443979687791755, 0.48443981064783953, 0.48443981190433844, 
 0.4844398120009317, 0.48443981200718716, 0.4844398120075284, 0.48443981200754405, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
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 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.48443981200754405, 0.4844398120075284, 0.48443981200718716, 
 0.4844398120009317, 0.48443981190433844, 0.48443981064783953, 0.48443979687791755, 
 0.4844396697373718, 0.4844386806183817, 0.4844321964728096, 0.4843963766398558, 
 0.48422961871818093, 0.48357533596440727, 0.4814117075406603, 0.4753811409710734, 
 0.46121311095968553, 0.4331554251320285, 0.38631750509562957, 0.32040677258513167, 
 0.24221990600377236, 0.16403303942240913, 0.0981223069119151, 0.0512843868755143, 
 0.023226701047858084, 0.009058671036471328, 0.0030281044668842563, 0.0008644760431374626, 
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
}
defcal cz $10, $113 { 
    barrier q10_rf_frame, q113_rf_frame, q10_q113_cz_frame; 
    play(q10_q113_cz_frame, q10_q113_cz_wfm); 
    delay[124ns] q10_rf_frame; 
    shift_phase(q10_rf_frame, 1.1733407221086924); 
    delay[124ns] q113_rf_frame; 
    shift_phase(q113_rf_frame, 6.269846678712192); 
    barrier q10_rf_frame, q113_rf_frame, q10_q113_cz_frame;
}

q10_q113_cz_wfm波形の持続時間は 124 サンプルで、最小時間増分が 1 nsdt なので、124 ns に相当し
ます。

q10_q113_cz_wfm波形は、高速フラックスポートにバインドされたフレームで再生されます。その役割
は、量子ビットの周波数をシフトして量子ビットと量子ビットの相互作用を活性化することです。詳細に
ついては、「フレームとポートの役割 (p. 114)」を参照してください。周波数が変化すると、量子ビット

120



Amazon Braket デベロッパーガイド
ハローパルスを使って OpenPulse

のフレームは、rf手つかずのままの単一量子ビットのフレームとは異なる速度で回転します。後者の量子
ビットフレームは位相がずれています。この位相ずれは、Ramseyキャリブレーション段階でシーケンス
で測定でき、shift_phaserfxy指示書とフレームで補正できます。詳細については、Caldwell らを参照
してください。 。

これで、cnotczアダマールとゲートを2つ使ってゲートを分解したベルペア回路を実行できるようになり
ました。

bit[2] c;
h $10;
h $113;
cz $10, $113;
h $113;
c[0] = measure $10;
c[1] = measure $113;

ネイティブゲートとパルスを組み合わせて構築したベル回路の完全なOpenQASM 3.0表現は次のとおりで
す。

// bell_pair_with_pulse.qasm
OPENQASM 3.0;
cal { 
    waveform q10_q113_cz_wfm = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
 0.00021019328936380065, 0.0008644760431374357, 0.003028104466884364, 0.009058671036471382, 
 0.02322670104785881, 0.05128438687551476, 0.09812230691191462, 0.16403303942241076, 
 0.24221990600377236, 0.32040677258513395, 0.38631750509563006, 0.43315542513203, 
 0.4612131109596859, 0.4753811409710734, 0.4814117075406603, 0.48357533596440727, 
 0.48422961871818093, 0.4843963766398558, 0.4844321964728096, 0.4844386806183817, 
 0.4844396697373718, 0.48443979687791755, 0.48443981064783953, 0.48443981190433844, 
 0.4844398120009317, 0.48443981200718716, 0.4844398120075284, 0.48443981200754405, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
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 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 0.4844398120075447, 
 0.4844398120075447, 0.48443981200754405, 0.4844398120075284, 0.48443981200718716, 
 0.4844398120009317, 0.48443981190433844, 0.48443981064783953, 0.48443979687791755, 
 0.4844396697373718, 0.4844386806183817, 0.4844321964728096, 0.4843963766398558, 
 0.48422961871818093, 0.48357533596440727, 0.4814117075406603, 0.4753811409710734, 
 0.46121311095968553, 0.4331554251320285, 0.38631750509562957, 0.32040677258513167, 
 0.24221990600377236, 0.16403303942240913, 0.0981223069119151, 0.0512843868755143, 
 0.023226701047858084, 0.009058671036471328, 0.0030281044668842563, 0.0008644760431374626, 
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
}
defcal h $10 { 
    rz(pi) $10; 
    rx(pi/2) $10; 
    rz(pi/2) $10; 
    rx(-pi/2) $10;
}
defcal h $113 { 
    rz(pi) $113; 
    rx(pi/2) $113; 
    rz(pi/2) $113; 
    rx(-pi/2) $113;
}
defcal cz $10, $113 { 
    barrier q10_rf_frame, q113_rf_frame, q10_q113_cz_frame; 
    play(q10_q113_cz_frame, q10_q113_cz_wfm); 
    delay[124ns] q10_rf_frame; 
    shift_phase(q10_rf_frame, 1.1733407221086924); 
    delay[124ns] q113_rf_frame; 
    shift_phase(q113_rf_frame, 6.269846678712192); 
    barrier q10_rf_frame, q113_rf_frame, q10_q113_cz_frame;
}
bit[2] c;
h $10;
h $113;
cz $10, $113;
h $113;
c[0] = measure $10;
c[1] = measure $113;

これで、Braket SDK を使用して、Rigetti次のコードを使用してデバイス上でこの OpenQASM 3.0 プログ
ラムを実行できるようになりました。
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# import the device module
from braket.aws import AwsDevice
from braket.ir.openqasm import Program

client = boto3.client('braket', region_name='us-west-1')

with open("pulse.qasm", "r") as pulse: 
    pulse_qasm_string = pulse.read()

# choose the Rigetti device
device = AwsDevice("arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3")

program = Program(source=pulse_qasm_string)
my_task = device.run(program)

# You can also specify an optional s3 bucket location and number of shots, 
 # if you so choose, when running the program
s3_location = ("amazon-braket-my-bucket", "openqasm-tasks")
my_task = device.run( 
    program, 
    s3_location, 
    shots=100,
)
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Amazon Braket Hybrid Jobs ユーザー
ガイド

このセクションでは、Amazon Braket でハイブリッドジョブを設定および管理する方法について説明しま
す。

Braket のハイブリッドジョブには、以下を使用してアクセスできます。

• Amazon Braket Python SDK。
• Amazon Braket コンソール。
• AmazonブラケットAPI。

このセクションの内容:
• ハイブリッドJob とは (p. 124)
• Amazon Braket Hybrid Jobsを使用する時期 (p. 125)
• Amazon Braket Hybrid Jobs でジョブを実行する (p. 125)
• 最初のジョブの作成 (p. 126)
• 入力、出力、環境変数、およびヘルパー関数 (p. 132)
• ジョブ結果の保存 (p. 134)
• チェックポイントを使用してジョブを保存して再起動する (p. 135)
• アルゴリズムスクリプトの環境を定義する (p. 136)
• ハイパーパラメータの使用 (p. 138)
• アルゴリズムスクリプトを実行するようにジョブインスタンスを構成する (p. 139)
• ジョブのキャンセル (p. 141)
• Amazon Braket Hybrid Jobs を使用して QAOA アルゴリズムを実行する (p. 142)
• の組み込みシミュレータでハイブリッドワークロードを高速化 PennyLane (p. 145)
• ローカルモードでのジョブの構築とデバッグ (p. 150)
• 独自のコンテナ (p. 151)
• AwsSession でデフォルトのバケットを設定します。 (p. 153)
• を使用してジョブを直接操作するAPI (p. 153)

ハイブリッドJob とは
Hybrid Jobs では、クラシックコンピューティングリソースと量子コンピューティングリソースの両方を使
用するアルゴリズムを実行できます。これらのハイブリッド量子古典アルゴリズムは、現在利用可能な量
子デバイスのパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。これらのアルゴリズムは、両方のタイプの計
算システムの利点を最大化し、欠点を減らすように設計されており、一般的に特定のシステムの基底状態
またはグローバル最小値を求めるために使用されます。
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ハイブリッドジョブは、任意の量子処理装置 (QPU) または量子シミュレータに送信できます。Python ス
クリプトを送信し、場合によっては入力データやハイパーパラメータを設定して、アルゴリズムの実装
方法を定義する必要があります。このスクリプトは、入力データやハイパーパラメータとともに、ハイブ
リッドJob 実行方法を定義する環境の一部です。次に、この環境はコンテナ内に配置され、送信されると
ハイブリッドJob からアクセスされます。ハイブリッドジョブとその使用方法の詳細については、Amazon 
Braket ハイブリッドジョブ入門チュートリアルをご覧ください。

Amazon Braket Hybrid Jobsを使用する時期
AmazonBraket Hybrid Jobs を使用すると、古典的なコンピューティングリソースと量子コンピューティ
ングデバイスを組み合わせて、今日のパフォーマンスを最適化する、変分量子固有ソルバー (VQE) や量子
近似最適化アルゴリズム (QAOA) などのハイブリッド量子古典アルゴリズムを簡単に実行できます。量子
系。 AmazonBraket Hybrid Jobs には、主に次の 3 つの利点があります。

1. 利便性:AmazonBraket Hybrid Jobs は、コンピューティング環境のセットアップと管理を簡素化し、ハ
イブリッドアルゴリズムの実行中も実行し続けることができます。アルゴリズムスクリプトを提供し、
実行する量子デバイス (量子処理装置またはシミュレーター) を選択するだけです。 AmazonBraket は、
ターゲットデバイスが利用可能になるまで待機し、古典リソースをスピンアップし、構築済みのコン
テナ環境でワークロードを実行し、結果を Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) に結果を返
し、コンピューティングリソースを解放します。

2. メトリクス:AmazonBraket Hybrid Jobs は、 on-the-fly 実行中のアルゴリズムに関するインサイトを
提供し、カスタマイズ可能なアルゴリズムメトリクスをほぼリアルタイムで Amazon CloudWatch と
Amazon Braket コンソールに配信することで、アルゴリズムの進行状況を追跡できます。

3. パフォーマンス:AmazonBraket Hybrid Jobs は、お客様の環境からハイブリッドアルゴリズムを実行す
るよりも優れたパフォーマンスを提供します。ジョブの実行中は、選択したターゲット QPU に優先的
にアクセスできます。ジョブのタスクは、デバイス上でキューに入れられている他のタスクよりも先に
実行されます。これにより、ハイブリッドアルゴリズムのランタイムが短くなり、予測しやすくなりま
す。

Amazon Braket Hybrid Jobs でジョブを実行する
AmazonBraket Hybrid Jobsでジョブを実行するには、まずアルゴリズムを定義する必要がありま
す。Amazon Braket Python SDK またはを使用して、アルゴリズムスクリプトと、オプションで他の依存
関係ファイルを記述することで定義できますPennyLane。他の (オープンソースまたはプロプライエタリ) 
ライブラリを使用する場合は、これらのライブラリを含む Docker を使用して独自のカスタムコンテナイ
メージを定義できます。詳細については、「自分のコンテナを持参 (BYOC) (p. 151)」を参照してくださ
い。

いずれの場合も、次にAmazon BraketAPI を使用してジョブを作成します。ここで、アルゴリズムスクリ
プトまたはコンテナを指定し、ジョブが使用するターゲット量子デバイスを選択し、さまざまなオプショ
ン設定から選択します。これらのオプション設定で指定されるデフォルト値は、ほとんどのユースケース
で機能します。ターゲットデバイスでハイブリッドJob を実行するには、QPU、オンデマンドシミュレー
ター (SV1、などTN1)、DM1またはクラシックジョブインスタンス自体を選択できます。オンデマンドシ
ミュレーターまたは QPU では、ハイブリッドジョブコンテナがリモートデバイスに API 呼び出しを行い
ます。組み込みシミュレータでは、シミュレータはアルゴリズムスクリプトと同じコンテナに埋め込まれ
ます。の Lightning PennyLane シミュレータには、デフォルトのビルド済みジョブコンテナが組み込まれ
ており、ユーザが使用できるようになっています。 PennyLane 組み込みシミュレータまたはカスタムシ
ミュレータを使用してコードを実行する場合、インスタンスタイプと使用するインスタンスの数を指定で
きます。各選択肢に関連する費用については、Amazon Braket 料金ページを参照してください。
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ターゲットデバイスがオンデマンドまたは組み込みシミュレーターの場合、Amazon Braket はジョブの実
行をすぐに開始します。ジョブインスタンスをスピンアップし (APIコールでインスタンスタイプをカスタ
マイズできます)、アルゴリズムを実行し、結果を Amazon S3 に書き込み、リソースを解放します。この
リリースのリソースを使用すると、使用した分に対してのみお支払いいただくことができます。

量子処理ユニット (QPU) あたりの同時実行ジョブの総数は制限されています。現在、1 つの QPU で実行
できるジョブは 1 つだけです。キューは、許可されている制限を超えないように、実行できるジョブの数
を制御するために使用されます。ターゲットデバイスが QPU の場合、ジョブは最初に選択した QPU の
ジョブキューに入ります。Amazon Braket は必要なジョブインスタンスをスピンアップし、デバイス上
でジョブを実行します。アルゴリズムの期間中、ジョブには優先アクセスがあります。つまり、ジョブタ
スクが数分ごとに QPU に送信されれば、ジョブからのタスクは、デバイス上でキューに入れられた他の 
Braket タスクよりも先に実行されます。ジョブが完了すると、リソースは解放されます。つまり、使用し
た分に対してのみお支払いいただくことができます。

Note

デバイスはリージョナルであり、AWS リージョンジョブはプライマリデバイスと同じように実行
されます。

シミュレーターと QPU ターゲットシナリオの両方で、アルゴリズムの一部としてハミルトニアンのエネ
ルギーなどのカスタムアルゴリズムメトリクスを定義するオプションがあります。これらのメトリクスは 
Amazon CloudWatch に自動的にレポートされ、そこからほぼリアルタイムに Amazon Braket コンソール
に表示されます。

Note

GPU ベースのインスタンスを使用する場合は、必ず Braket の組み込みシミュレーターで使
用できる GPU ベースのシミュレーターのいずれか (などlightning.gpu) を使用してくださ
い。CPU ベースの組み込みシミュレータのいずれかを選択した場合 (、lightning.qubit、な
どbraket:default-simulator)、GPU は使用されず、不要なコストが発生する可能性があり
ます。

最初のジョブの作成
このセクションでは、基本的な最初のジョブを作成する方法を説明します。

最初のジョブを実行する前に、このタスクを続行するための十分なアクセス許可があることを確認して
ください。適切なアクセス許可があることを確認するには、Braket コンソールの左側にあるメニューか

126



Amazon Braket デベロッパーガイド
最初のジョブの作成

ら[Permissions] (アクセス許可) を選択します。AmazonBraket の権限管理ページでは、既存のロールのい
ずれかがジョブを実行するのに十分な権限を持っているかどうかを確認したり、そのようなロールがまだ
ない場合はジョブの実行に使用できるデフォルトロールを作成したりするのに役立ちます。

ジョブを実行するための十分な権限を持つロールがあることを確認するには、[Verify existing role] (既存の
ロールを検証する) ボタンを選択します。使用すると、ロールが見つかったというメッセージが表示され
ます。ロールの名前とそのロール ARN を表示するには、[Show roles] (ロールを表示する) ボタンを選択し
ます。

ジョブを実行するのに十分な権限を持つロールがない場合は、そのようなロールが見つからなかったとい
うメッセージが表示されます。[Create default role] (デフォルトのロールの作成) ボタンを選択して、十分
な権限を持つロールを取得します。
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ロールが正常に作成された場合は、これを確認するメッセージが表示されます。

この問い合わせを行う権限がない場合、アクセスは拒否されます。この場合は、AWS社内の管理者に連絡
してください。
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ジョブを実行する権限を持つロールを取得したら、続行する準備が整いました。最初の Braket のジョブの
重要な部分は、アルゴリズムスクリプトです。実行するアルゴリズムを定義し、アルゴリズムの一部であ
る古典的な論理と量子タスクが含まれています。アルゴリズムスクリプトに加えて、他の依存関係ファイ
ルを指定することもできます。アルゴリズムスクリプトとその依存関係は、ソースモジュールと呼ばれま
す。エントリポイントは、ジョブの開始時にソースモジュールで実行される最初のファイルまたは関数を
定義します。

まず、5 つのベル状態を作成し、対応する測定結果を出力するアルゴリズムスクリプトの基本的な例を考
えてみましょう。

import os

from braket.aws import AwsDevice
from braket.circuits import Circuit

def start_here(): 
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    print("Test job started!!!!!") 

    # Use the device declared in the job script 
    device = AwsDevice(os.environ["AMZN_BRAKET_DEVICE_ARN"]) 

    bell = Circuit().h(0).cnot(0, 1) 
    for count in range(5): 
        task = device.run(bell, shots=100) 
        print(task.result().measurement_counts) 

    print("Test job completed!!!!!")

このファイルをalgorithm_script.py という名前で、Braket ノートブックまたはローカル環境の現在の作
業ディレクトリに保存します。algorithm_script.py ファイルには計画されたエントリーポイントとして
start_here() が含まれます。

次に、algorithm_script.py ファイルと同じディレクトリに Python ファイルまたは Python ノートブックを
作成します。このスクリプトは、ジョブを開始し、関心のあるステータスや主要な結果の出力などの非同
期処理を処理します。少なくとも、このスクリプトはジョブスクリプトとプライマリデバイスを指定する
必要があります。

Note

Braket ノートブックを作成する方法や、ノートブックと同じディレクトリに algorithm_script.py
ファイルなどのファイルをアップロードする方法の詳細については、「Amazon Braket Python 
SDK を使用して最初のサーキットを実行する (p. 37)」を参照してください。

この基本的な最初のケースでは、シミュレーターをターゲットにします。ターゲットとする量子デバ
イス、シミュレーター、または実際の量子処理装置 (QPU) のいずれのタイプであっても、次のスクリ
プトでは、device でジョブをスケジュールするために使用され、アルゴリズムスクリプトで環境変数
AMZN_BRAKET_DEVICE_ARN として使用できます。

Note

ジョブで使用可能なデバイスのみを使用できます。AWS リージョンAmazon Braket 
SDK はこれを自動的に選択しますAWS リージョン。たとえば、us-east-1 のジョブでは
IonQ、、SV1DM1、TN1およびデバイスを使用できますが、デバイスは使用できませんRigetti。

シミュレーターの代わりに量子コンピュータを選択した場合、Braket は優先アクセスですべてのタスクを
実行するようにジョブをスケジュールします。

from braket.aws import AwsQuantumJob

job = AwsQuantumJob.create( 
    "arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1", 
    source_module="algorithm_script.py", 
    entry_point="algorithm_script:start_here", 
    wait_until_complete=True
)

パラメータ wait_until_complete=True は、冗長モードを設定して、ジョブが実行中に実際のジョブ
からの出力を出力するようにします。以下のような出力が表示されます。

job = AwsQuantumJob.create( 
    "arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1", 
    source_module="algorithm_script.py", 
    entry_point="algorithm_script:start_here", 
    wait_until_complete=True,
)
Initializing Braket Job: arn:aws:braket:us-west-2:<accountid>:job/braket-job-
default-1631915042705
.........................................
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.

.

.

Completed 36.1 KiB/36.1 KiB (692.1 KiB/s) with 1 file(s) remaining#015download: 
 s3://braket-external-assets-preview-us-west-2/HybridJobsAccess/models/
braket-2019-09-01.normal.json to ../../braket/additional_lib/original/
braket-2019-09-01.normal.json
Running Code As Process
Test job started!!!!!
Counter({'00': 55, '11': 45})
Counter({'11': 59, '00': 41})
Counter({'00': 55, '11': 45})
Counter({'00': 58, '11': 42})
Counter({'00': 55, '11': 45})
Test job completed!!!!!
Code Run Finished
2021-09-17 21:48:05,544 sagemaker-training-toolkit INFO     Reporting training SUCCESS

または、Amazon からのログ出力にアクセスすることもできます CloudWatch。これを行うには、ジョブ
詳細ページの左側のメニューにある [ロググループ] タブに移動してロググループを選択しaws/braket/
jobs、名前の最後の部分を含むログストリームを選択します。job-arn上の例で、これは braket-job-
default-1631915042705/algo-1-1631915190 です。

[ジョブ] ページを選択し、[設定] を選択することで、コンソールでジョブのステータスを表示することも
できます。
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ジョブが実行されている間、Amazon S3 にアーティファクトがいくつか生成されます。デフォルトの S3 
バケット名は amazon-braket-<region>-<accountid> で、コンテンツはjobs/<jobname> ディレ
クトリにあります。Braket Python SDK でジョブが作成されるときに、別の code_location を指定する
ことで、これらのアーティファクトが保存される S3 の場所を設定できます。です。

Note

この S3 バケットは、AWS リージョンジョブスクリプトと同じ場所にある必要があります。

jobs/<jobname> ディレクトリには、model.tar.gz ファイル内のエントリポイントスクリプトからの出
力を含むサブフォルダが含まれています。script というディレクトリもあります。source.tar.gz ファイ
ルにアルゴリズムスクリプトのアーティファクトが含まれています。実際の量子タスクの結果は、jobs/
<jobname>/tasks という名前のディレクトリにあります。

入力、出力、環境変数、およびヘルパー関数
完全なアルゴリズムスクリプトを構成する 1 つまたは複数のファイルに加えて、ジョブに追加の入力と出
力を含めることができます。ジョブが開始されると、Amazon Braket はジョブ作成の一部として指定され
た入力を、アルゴリズムスクリプトを実行するコンテナにコピーします。ジョブが完了すると、アルゴリ
ズムで定義されたすべての出力が、指定された Amazon S3 の場所にコピーされます。

Note

アルゴリズムメトリクスはリアルタイムで報告されますので、この出力手順に従わないでくださ
い。

AmazonBraket では、コンテナの入力と出力とのやりとりを簡素化するために、いくつかの環境変数とヘ
ルパー関数も指定します。

このセクションでは、Amazon Braket Python SDKAwsQuantumJob.create によって指定される関数の
主要な概念と、コンテナファイル構造へのマッピングを説明します。

このセクションの内容:
• 入力 (p. 132)
• [Outputs] (出力) (p. 133)
• 環境変数 (p. 133)
• ヘルパー関数 (p. 134)

入力
入力データ:input_dataディクショナリとして設定された入力データファイルを引数で
指定することで、ハイブリッドアルゴリズムに入力データを提供できます。ユーザーは 
SDKinput_dataAwsQuantumJob.create の関数内で引数を定義します。これにより、入力データ
が、"AMZN_BRAKET_INPUT_DIR"環境変数で指定された場所にあるコンテナファイルシステムにコピー
されます。ハイブリッドアルゴリズムで入力データがどのように使用されるかの例については、Amazon 
Braket ハイブリッドジョブの QAOA PennyLane と Amazon Braket ハイブリッドジョブ Jupyter ノート
ブックの Quantum 機械学習を参照してください。

Note

入力データが大きい (1GB 以上) 場合、ジョブが送信されるまでに長い待ち時間が発生します。こ
れは、ローカル入力データが最初に S3 バケットにアップロードされ、次に S3 パスがジョブリク
エストに追加され、最後にジョブリクエストが Braket サービスに送信されるためです。

ハイパーパラメータ: 通り過ぎたらhyperparametersの場合、環境変数で使用できま
す。"AMZN_BRAKET_HP_FILE"。
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Note

ハイパーパラメーターと入力データを作成し、この情報をジョブスクリプトに渡す方法の詳細に
ついては、「ハイパーパラメーターの使用 (p. 138)」セクションとこの github ページを参照し
てください。

チェックポイント: 新しいジョブでチェックポイントを使用する job-arn を指定するに
は、copy_checkpoints_from_job コマンドを使用します。このコマンドは、チェックポイント
データを新しいジョブの checkpoint_configs3Uri にコピーし、ジョブの実行中に、環境変数
AMZN_BRAKET_CHECKPOINT_DIR で指定されたパスで使用できるようにします。デフォルトはNone、別
のジョブからのチェックポイントデータが新しいジョブでは使用されないことを意味します。

[Outputs] (出力)
タスク: タスクの結果は、output_data_config で指定された S3 の場所に保存されます。この値を指
定していない場合は、デフォルトで s3://amazon-braket-<region>-<accountID>/jobs/<job-
name>/tasks になります。

ジョブの結果: アルゴリズムスクリプトが環境変数 "AMZN_BRAKET_JOB_RESULTS_DIR" で指定さ
れたディレクトリに保存するものはすべて、output_data_config で指定された S3 の場所にコ
ピーされます。この値を指定していない場合は、デフォルトで s3://amazon-braket-<region>-
<accountID>/jobs/<job-name>/data になります。アルゴリズムスクリプトから呼び出される
とsave_job_result、結果を辞書形式で保存できるSDKヘルパー関数を指定すると、アルゴリズムスク
リプトから呼び出されたときに結果を便利に保存できます。

チェックポイント: チェックポイントを使用する場合は、環境変数 "AMZN_BRAKET_CHECKPOINT_DIR"
で指定されたディレクトリに保存できます。代わりに、SDK ヘルパー関数 save_job_checkpoint を使
用することもできます。

アルゴリズムメトリクス:アルゴリズムメトリクスは、Amazon CloudWatch に放出され、ジョブの実行中
にAmazon Braket コンソールにリアルタイムに表示されるアルゴリズムスクリプトの一部として定義で
きます。アルゴリズムメトリクスの使用方法の例については、「Amazon Braket Hybrid Jobsを使用して 
QAOA アルゴリズム_を実行 (p. 142)」を参照してください。。

環境変数
AmazonBraket は、コンテナの入出力とのやりとりを簡素化するために、いくつかの環境変数を指定して
います。次のコードは、Braket が使用する環境変数の一覧です。

# the input data directory opt/braket/input/data
os.environ["AMZN_BRAKET_INPUT_DIR"]
# the output directory opt/braket/model to write job results to
os.environ["AMZN_BRAKET_JOB_RESULTS_DIR"]
# the name of the job
os.environ["AMZN_BRAKET_JOB_NAME"]
# the checkpoint directory
os.environ["AMZN_BRAKET_CHECKPOINT_DIR"]
# the file containing the hyperparameters
os.environ["AMZN_BRAKET_HP_FILE"]
# the device ARN (AWS Resource Name)
os.environ["AMZN_BRAKET_DEVICE_ARN"]
# the output S3 bucket, as specified in the CreateJob request’s OutputDataConfig
os.environ["AMZN_BRAKET_OUT_S3_BUCKET"]
# the entry point as specified in the CreateJob request’s ScriptModeConfig
os.environ["AMZN_BRAKET_SCRIPT_ENTRY_POINT"]
# the compression type as specified in the CreateJob request’s ScriptModeConfig
os.environ["AMZN_BRAKET_SCRIPT_COMPRESSION_TYPE"]
# the S3 location of the user’s script as specified in the CreateJob request’s 
 ScriptModeConfig
os.environ["AMZN_BRAKET_SCRIPT_S3_URI"]
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# the S3 location where the SDK would store the task results by default for the job
os.environ["AMZN_BRAKET_TASK_RESULTS_S3_URI"]
# the S3 location where the job results would be stored, as specified in CreateJob 
 request’s OutputDataConfig
os.environ["AMZN_BRAKET_JOB_RESULTS_S3_PATH"]
# the string that should be passed to CreateQuantumTask’s jobToken parameter for quantum 
 tasks created in the job container
os.environ["AMZN_BRAKET_JOB_TOKEN"]

ヘルパー関数
AmazonBraket には、コンテナの入出力とのやりとりを簡素化するためのいくつかのヘルパー関数が指定
されています。これらのヘルパー関数は、ハイブリッドJob 実行に使用されるアルゴリズムスクリプト内
から呼び出されます。次の例は、その使用方法を示しています。

save_job_result() # helper function to save your job results
save_job_checkpoint() # helper function to save checkpoints
load_job_checkpoint() # helper function to load a previously saved job checkpoints

ジョブ結果の保存
アルゴリズムスクリプトによって生成された結果を保存して、ジョブスクリプトのジョブオブジェクトと 
Amazon S3 の出力フォルダ (model.tar.gz という名前の tar zip ファイル内) からそれらを使用できるよう
にすることができます。出力は、 JavaScript オブジェクト表記 (JSON) 形式を使用してファイルに保存す
る必要があります。ジョブの結果を保存するには、#ADD でコメントされた次の行をアルゴリズムスクリ
プトに追加します。

from braket.aws import AwsDevice
from braket.circuits import Circuit
from braket.jobs import save_job_result #ADD

def start_here(): 

    print("Test job started!!!!!") 

    device = AwsDevice(os.environ['AMZN_BRAKET_DEVICE_ARN']) 

    results = []  #ADD 

    bell = Circuit().h(0).cnot(0, 1) 
    for count in range(5): 
        task = device.run(bell, shots=100) 
        print(task.result().measurement_counts) 
        results.append(task.result().measurement_counts)  #ADD 

        save_job_result({ "measurement_counts": results })  #ADD 

    print("Test job completed!!!!!")

次に、#ADD でコメントされた行  print(job.result())  を追加することで、ジョブスクリプトのジョ
ブの結果を表示できます。

import time
from braket.aws import AwsQuantumJob

job = AwsQuantumJob.create( 
    source_module="algorithm_script.py", 
    entry_point="algorithm_script:start_here", 
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    device_arn="arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1",
)

print(job.arn)
while job.state() not in AwsQuantumJob.TERMINAL_STATES: 
    print(job.state()) 
    time.sleep(10)

print(job.state())
print(job.result())   #ADD

この例では、wait_until_complete=True を削除して冗長出力を抑制します。デバッグ用に再度追加
できます。このジョブを実行すると、識別子と job-arn が出力され、ジョブが COMPLETED になるまで 
10 秒ごとにジョブの状態が続き、その後、ベル回路の結果が示されます。次の例を参照してください。

arn:aws:braket:us-west-2:111122223333:job/braket-job-default-1234567890123
INITIALIZED
RUNNING
RUNNING
RUNNING
RUNNING
RUNNING
RUNNING
RUNNING
RUNNING
RUNNING
RUNNING
...
RUNNING
RUNNING
COMPLETED
{'measurement_counts': [{'11': 53, '00': 47},..., {'00': 51, '11': 49}]}

チェックポイントを使用してジョブを保存して再起
動する

チェックポイントを使用して、ジョブの中間イテレーションを保存できます。前のセクションのアルゴリ
ズムスクリプトの例では、#ADD でコメントされた次の行を追加して、チェックポイントファイルを作成
します。

from braket.aws import AwsDevice
from braket.circuits import Circuit
from braket.jobs import save_job_checkpoint  #ADD
import os

def start_here(): 

    print("Test job starts!!!!!") 

    device = AwsDevice(os.environ["AMZN_BRAKET_DEVICE_ARN"]) 

    #ADD the following code 
    job_name = os.environ["AMZN_BRAKET_JOB_NAME"] 
     save_job_checkpoint( 
     checkpoint_data={"data": f"data for checkpoint from {job_name}"}, 
     checkpoint_file_suffix="checkpoint-1", 
     ) #End of ADD 

    bell = Circuit().h(0).cnot(0, 1) 

135



Amazon Braket デベロッパーガイド
アルゴリズムスクリプトの環境を定義する

    for count in range(5): 
        task = device.run(bell, shots=100) 
        print(task.result().measurement_counts) 

    print("Test job completed!!!!!")

ジョブを実行すると、デフォルトの /opt/jobs/checkpoints パスを使用して、チェックポイントディ
レクトリのジョブアーティファクトにファイル <jobname>-checkpoint-1.json が作成されます。このデ
フォルトパスを変更しない限り、ジョブスクリプトは変更されません。

前のジョブによって生成されたチェックポイントからジョブをロードする場合、アルゴリズムスクリプト
は from braket.jobs import load_job_checkpoint を使用します。アルゴリズムスクリプトに
ロードするロジックは次のとおりです。

checkpoint_1 = load_job_checkpoint( 
    "previous_job_name", 
    checkpoint_file_suffix="checkpoint-1",
)

このチェックポイントをロードした後、checkpoint-1 にロードされたコンテンツに基づいてロジックを
続行できます。

Note

checkpoint_file_suffix は、チェックポイントの作成時に以前に指定した接尾辞と一致する必要があ
ります。

オーケストレーションスクリプトでは、前のジョブ job-arn を、#ADD でコメントされた行で指定する
必要があります。

job = AwsQuantumJob.create( 
    source_module="source_dir", 
    entry_point="source_dir.algorithm_script:start_here", 
    device_arn="arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1", 
    copy_checkpoints_from_job="arn:aws:braket:<region>:<account-id>:job/
<previous_job_name>", #ADD 
    )

アルゴリズムスクリプトの環境を定義する
AmazonBraket は、アルゴリズムスクリプトのコンテナによって定義された 3 つの環境をサポートしてい
ます。

• ベースコンテナ (image_uri指定されていない場合はデフォルト)
• TensorFlow のコンテと PennyLane
• PyTorch とが入ったコンテナ PennyLane

次の表に、コンテナとそのコンテナに含まれるライブラリの詳細を示します。

Amazon Braket コンテナ

タイプ PennyLane-: 
2.11.0-gpu-py39-
ubuntu20.04TensorFlow

PennyLane-PyTorch 
1.13.1-gpu-py39-
ubuntu20.04

ブレーキベース:1.0.0-CPU-
PY39-Ubuntu 22.04

基本 292282985366.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/: 

292282985366.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/: 

292282985366.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/: 

136



Amazon Braket デベロッパーガイド
アルゴリズムスクリプトの環境を定義する

タイプ PennyLane-: 
2.11.0-gpu-py39-
ubuntu20.04TensorFlow

PennyLane-PyTorch 
1.13.1-gpu-py39-
ubuntu20.04

ブレーキベース:1.0.0-CPU-
PY39-Ubuntu 22.04

2.11.0-gpu-py39-cu112-
ubuntu20.04amazon-
braket-tensorflow-jobs

1.13.1-gpu-py39-cu117-
ubuntu20.04amazon-
braket-pytorch-jobs

1.0-cpu-py39-
ubuntu22.04amazon-braket-
base-jobs

継承ライブ
ラリ

• awscli
• numpy
• pandas
• scipy

• awscli
• numpy
• pandas
• scipy

 

追加のライ
ブラリ

• amazon-braket-default-
simulator

• amazon-braket-
pennylane-plugin

• amazon-braket-schemas
• amazon-braket-sdk
• ipykernel
• keras
• matplotlib
• networkx
• openbabel
• PennyLane
• protobuf
• psi4
• rsa
• PennyLane-ライトニン

グ-GPU
• クアンタム

• amazon-braket-default-
simulator

• amazon-braket-
pennylane-plugin

• amazon-braket-schemas
• amazon-braket-sdk
• ipykernel
• keras
• matplotlib
• networkx
• openbabel
• PennyLane
• protobuf
• psi4
• rsa
• PennyLane-ライトニン

グ-GPU
• クアンタム

• amazon-braket-default-
simulator

• amazon-braket-pennylane-
plugin

• amazon-braket-schemas
• amazon-braket-sdk
• awscli
• boto3
• ipykernel
• matplotlib
• networkx
• numpy
• openbabel
• pandas
• PennyLane
• protobuf
• psi4
• rsa
• scipy

オープンソースのコンテナ定義は、aws/ で表示およびアクセスできますamazon-braket-containers。ユー
スケースに一致するコンテナを選択します。コンテナは、AWS リージョンジョブを呼び出す元の場所
にある必要があります。ジョブを作成するときに、次の 3 つの引数のいずれかをジョブスクリプトの
create(…)  コールに追加して、コンテナイメージを指定します。AmazonBraket コンテナはインター
ネット接続を備えているため、実行時に選択したコンテナに追加の依存関係をインストールできます (起
動時またはランタイムのコストで)。次の例は、us-west-2 リージョン用です。

• ベースイメージ image_uri= "292282985366.dkr.ecr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/: 1.0-cpu-py39-
ubuntu22.04"amazon-braket-base-jobs

• Tensorflow image image_uri= "292282985366.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/: 2.11.0-gpu-py39-
cu112-ubuntu20.04"amazon-braket-tensorflow-jobs

• PyTorch image image_uri= "292282985366.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/: 1.13.1-gpu-py39-cu117-
ubuntu20.04"amazon-braket-pytorch-jobs

AmazonBraket SDKimage-urisretrieve_image() の関数を使用して取得することもできます。次の
例では、us-west-2 から取得する方法を示しますAWS リージョン。

from braket.jobs.image_uris import retrieve_image, Framework

137

https://github.com/aws/amazon-braket-containers


Amazon Braket デベロッパーガイド
ハイパーパラメータの使用

image_uri_base = retrieve_image(Framework.BASE, "us-west-2")
image_uri_tf = retrieve_image(Framework.PL_TENSORFLOW, "us-west-2")
image_uri_pytorch = retrieve_image(Framework.PL_PYTORCH, "us-west-2")

ハイパーパラメータの使用
ジョブを作成するときに、学習率やステップサイズなど、アルゴリズムに必要なハイパーパラメータを定
義できます。ハイパーパラメータ値は通常、アルゴリズムのさまざまな側面を制御するために使用され、
アルゴリズムのパフォーマンスを最適化するように調整できることがよくあります。Braket ハイブリッ
ドジョブでハイパーパラメータを使用するには、その名前と値をディクショナリとして明示的に指定する
必要があります。値は文字列データ型でなければならないことに注意してください。最適な値のセットを
検索するときにテストするハイパーパラメーター値を指定します。ハイパーパラメータを使用する最初の
手順は、ハイパーパラメータをディクショナリとして設定して定義することです。ディクショナリは次の
コードで確認できます。

#defining the number of qubits used
n_qubits = 8
#defining the number of layers used
n_layers = 10
#defining the number of iterations used for your optimization algorithm
n_iterations = 10

hyperparams = { 
    "n_qubits": str(n_qubits), 
    "n_layers": str(n_layers), 
    "n_iterations": str(n_iterations)
}

次に、上記のコードスニペットで定義したハイパーパラメータを渡して、選択したアルゴリズムで使用し
ます。次のようなものです。

import time
from braket.aws import AwsQuantumJob

#Name your job so that it can be later identified
job_name = f"qcbm-gaussian-training-{n_qubits}-{n_layers}-" + str(int(time.time()))

job = AwsQuantumJob.create( 
    #Run this hybrid job on the SV1 simulator 
    device="arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1", 
    #The directory or single file containing the code to run. 
    source_module="qcbm", 
    #The main script or function the job will run. 
    entry_point="qcbm.qcbm_job:main", 
    #Set the job_name 
    job_name=job_name, 
    #Set the hyperparameters 
    hyperparameters=hyperparams, 
    #Define the file that contains the input data 
    input_data="data.npy", # or input_data=s3_path 
    # wait_until_complete=False,
)

Note

入力データの詳細については、「入力」セクションを参照してください。 (p. 132)

次に、次のコードを使用してハイパーパラメータがジョブスクリプトにロードされます。
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ようにジョブインスタンスを構成する

import json
import os

#Load the Hybrid Job hyperparameters
hp_file = os.environ["AMZN_BRAKET_HP_FILE"]
with open(hp_file, "r") as f: 
    hyperparams = json.load(f)

Note

入力データやデバイス arn などの情報をジョブスクリプトに渡す方法の詳細については、この 
github ページを参照してください。

QAOA の Amazon Braket PennyLane ハイブリッドジョブと Amazon Braket ハイブリッドジョブのチュー
トリアルの Quantum 機械学習には、ハイパーパラメータの使用方法を学ぶのに非常に役立つガイドがい
くつか用意されています。

アルゴリズムスクリプトを実行するようにジョブイ
ンスタンスを構成する

アルゴリズムによっては、要件が異なる場合があります。デフォルトでは、Amazon Braketml.m5.large
はアルゴリズムスクリプトをインスタンスで実行します。ただし、次のインポートおよび構成引数を使用
してジョブを作成するときに、このインスタンスタイプをカスタマイズできます。

from braket.jobs.config import InstanceConfig

job = AwsQuantumJob.create( 
    ... 
    instance_config=InstanceConfig(instanceType="ml.p3.8xlarge"), # Use NVIDIA Tesla V100 
 instance with 4 GPUs. 
    ... 
    ),

組み込みシミュレーションを実行していて、デバイス設定でローカルデバイスを指定している場合
は、instanceCount を指定して 1 InstanceConfig より大きい値に設定することで、で複数のインスタンス
を追加でリクエストできます。上限は 5 です。たとえば、次のように 3 つのインスタンスを選択できま
す。

from braket.jobs.config import InstanceConfig
job = AwsQuantumJob.create( 
    ... 
    instance_config=InstanceConfig(instanceType="ml.p3.8xlarge", instanceCount=3), # Use 3 
 NVIDIA Tesla V100 
    ... 
    ),

複数のインスタンスを使用する場合は、データparallel 機能を使用してジョブを分散することを検討して
ください。この Braket の例を確認する方法の詳細については、以下のノートブックの例を参照してくださ
い。

次の 3 つの表は、標準、コンピューティング最適化、高速コンピューティングインスタンスで使用可能な
インスタンスタイプと仕様の一覧です。

Note

ハイブリッドジョブのデフォルトのクラシックコンピューティングインスタンスのクォータを確
認するには、このページを参照してください (p. 23)。
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ようにジョブインスタンスを構成する

スタンダードインスタンス vCPU メモリ

ml.m5.large (デフォルト) 2 8 GiB

ml.m5.xlarge 4 16 GiB

ml.m5.2xlarge 8 32 GiB

ml.m5.4xlarge 16 64 GiB

ml.m5.12xlarge 48 192 GiB

ml.m5.24xlarge 96 384 GiB

ml.m4.xlarge 4 16 GiB

ml.m4.2xlarge 8 32 GiB

ml.m4.4xlarge 16 64 GiB

ml.m4.10xlarge 40 256 GiB

コンピュート最適化インスタン
ス

vCPU メモリ

ml.c4.xlarge 4 7.5 GIB

ml.c4.2xlarge 8 15 GiB

ml.c4.4xlarge 16 30 GiB

ml.c4.8xlarge 36 192 GiB

ml.c5.xlarge 4 8 GiB

ml.c5.2xlarge 8 16 GiB

ml.c5.4xlarge 16 32 GiB

ml.c5.9xlarge 36 72 GiB

ml.c5.18xlarge 72 142 GiB

ml.c5n.xlarge 4 10.5 GiB

ml.c5n.2xlarge 8 21 GiB

ml.c5d.4xlarge 16 42 GiB

ml.c5d.9xlarge 36 96 GiB

ml.c5d.18xlarge 72 192 GiB

高速コンピューティングインス
タンス

vCPU メモリ

ml.p2.xlarge 4 61 GiB
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高速コンピューティングインス
タンス

vCPU メモリ

ml.p2.8xlarge 32 488 GiB

ml.p2.16xlarge 64 732 GiB

ml.p3.2xlarge 8 61 GiB

ml.p3.8xlarge 32 244 GiB

ml.p3.16xlarge 64 488 GiB

ml.g4dn.xlarge 4 16 GiB

ml.g4dn.2xlarge 8 32 GiB

ml.g4dn.4xlarge 16 64 GiB

ml.g4dn.8xlarge 32 128 GiB

ml.g4dn.12xlarge 48 192 GiB

ml.g4dn.16xlarge 64 256 GiB

Note

p3 インスタンスは us-west-1 では使用できません。ジョブで要求された ML コンピューティング
キャパシティをプロビジョニングできない場合は、別のリージョンを使用してください。

各インスタンスは、30 GB のデータストレージ (SSD) のデフォルト設定を使用します。ただし、ストレー
ジは、instanceType を設定するのと同じ方法で調整できます。。次の例では、ストレージの合計を 50 
GB に増やす方法を示します。

from braket.jobs.config import InstanceConfig

job = AwsQuantumJob.create( 
    ... 
    instance_config=InstanceConfig( 
        instanceType="ml.p3.8xlarge", 
        volumeSizeInGb=50, 
    ), 
    ... 
    ),

ジョブのキャンセル
非ターミナル状態のジョブをキャンセルすることが必要になる場合があります。これは、コンソールまた
はコードで行うことができます。

コンソールでジョブをキャンセルするには、「ジョブ」ページからキャンセルするジョブを選択し、「ア
クション」ドロップダウンメニューから「ジョブをキャンセル」を選択します。
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キャンセルを確認するには、プロンプトが表示されたら、と入力フィールドにキャンセルと入力し、OK
を選択します。

Braket Python SDK のコードを使用してジョブをキャンセルするには、job_arn を使用してジョブを特定
し、次のコードに示すように、cancel コマンドを実行します。

job = AwsQuantumJob(arn=job_arn)
job.cancel()

cancel コマンドは、古典的なジョブのコンテナを直ちに終了し、非終端状態にある関連タスクをすべて
キャンセルするために最善の努力をします。

Amazon Braket Hybrid Jobs を使用して QAOA アル
ゴリズムを実行する

このセクションでは、学んだことを使って、 PennyLane実際のハイブリッドプログラムを書くために使い
ます。アルゴリズムスクリプトを使用して、量子近似最適化アルゴリズム (QAOA) 問題に対処します。古
典的な最大カット最適化問題に対応するコスト関数を作成し、パラメータ化された量子回路を指定し、単
純な勾配降下法を使用してコスト関数が最小化されるようにパラメータを最適化します。この例では、単
純化のためにアルゴリズムスクリプトで問題グラフを生成しますが、より一般的なユースケースでは、入
力データ構成の専用チャネルを通じて問題の仕様を提供することがベストプラクティスと見なされます。

import os
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import json
import time

from braket.jobs import save_job_result
from braket.jobs.metrics import log_metric

import networkx as nx
import pennylane as qml
from pennylane import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

def init_pl_device(device_arn, num_nodes, shots, max_parallel): 
    return qml.device( 
        "braket.aws.qubit", 
        device_arn=device_arn, 
        wires=num_nodes, 
        shots=shots, 
        # Set s3_destination_folder=None to output task results to a default folder 
        s3_destination_folder=None, 
        parallel=True, 
        max_parallel=max_parallel, 
    )

def start_here(): 
    input_dir = os.environ["AMZN_BRAKET_INPUT_DIR"] 
    output_dir = os.environ["AMZN_BRAKET_JOB_RESULTS_DIR"] 
    job_name = os.environ["AMZN_BRAKET_JOB_NAME"] 
    checkpoint_dir = os.environ["AMZN_BRAKET_CHECKPOINT_DIR"] 
    hp_file = os.environ["AMZN_BRAKET_HP_FILE"] 
    device_arn = os.environ["AMZN_BRAKET_DEVICE_ARN"] 

    # Read the hyperparameters 
    with open(hp_file, "r") as f: 
        hyperparams = json.load(f) 

    p = int(hyperparams["p"]) 
    seed = int(hyperparams["seed"]) 
    max_parallel = int(hyperparams["max_parallel"]) 
    num_iterations = int(hyperparams["num_iterations"]) 
    stepsize = float(hyperparams["stepsize"]) 
    shots = int(hyperparams["shots"]) 

    # Generate random graph 
    num_nodes = 6 
    num_edges = 8 
    graph_seed = 1967 
    g = nx.gnm_random_graph(num_nodes, num_edges, seed=graph_seed) 

    # Output figure to file 
    positions = nx.spring_layout(g, seed=seed) 
    nx.draw(g, with_labels=True, pos=positions, node_size=600) 
    plt.savefig(f"{output_dir}/graph.png") 

    # Set up the QAOA problem 
    cost_h, mixer_h = qml.qaoa.maxcut(g) 

    def qaoa_layer(gamma, alpha): 
        qml.qaoa.cost_layer(gamma, cost_h) 
        qml.qaoa.mixer_layer(alpha, mixer_h) 

    def circuit(params, **kwargs): 
        for i in range(num_nodes): 
            qml.Hadamard(wires=i) 
        qml.layer(qaoa_layer, p, params[0], params[1]) 

    dev = init_pl_device(device_arn, num_nodes, shots, max_parallel) 
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    np.random.seed(seed) 
    cost_function = qml.ExpvalCost(circuit, cost_h, dev, optimize=True) 
    params = 0.01 * np.random.uniform(size=[2, p]) 

    optimizer = qml.GradientDescentOptimizer(stepsize=stepsize) 
    print("Optimization start") 

    for iteration in range(num_iterations): 
        t0 = time.time() 

        # Evaluates the cost, then does a gradient step to new params 
        params, cost_before = optimizer.step_and_cost(cost_function, params) 
        # Convert cost_before to a float so it's easier to handle 
        cost_before = float(cost_before) 

        t1 = time.time() 

        if iteration == 0: 
            print("Initial cost:", cost_before) 
        else: 
            print(f"Cost at step {iteration}:", cost_before) 

        # Log the current loss as a metric 
        log_metric( 
            metric_name="Cost", 
            value=cost_before, 
            iteration_number=iteration, 
        ) 

        print(f"Completed iteration {iteration + 1}") 
        print(f"Time to complete iteration: {t1 - t0} seconds") 

    final_cost = float(cost_function(params)) 
    log_metric( 
        metric_name="Cost", 
        value=final_cost, 
        iteration_number=num_iterations, 
    ) 

    # We're done with the job, so save the result. 
    # This will be returned in job.result() 
    save_job_result({"params": params.numpy().tolist(), "cost": final_cost})

ジョブスクリプトは、アルゴリズムスクリプトから生成されたメトリックとログを追跡して出力し、結果
をローカルディレクトリにダウンロードするという点を除いて、前のスクリプトとかなり似ています。

import boto3
import time

from braket.aws import AwsQuantumJob, AwsSession
from braket.jobs.image_uris import Framework, retrieve_image
from braket.jobs.metrics_data.definitions import MetricType

device_arn = "arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1"

hyperparameters = { 
    # Number of tasks per iteration = 2 * (num_nodes + num_edges) * p + 1 
    "p": "2", 
    "seed": "1967", 
    # Maximum number of simultaneous tasks allowed 
    "max_parallel": "10", 
    # Number of total optimization iterations, including those from previous checkpoint (if 
 any) 
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    "num_iterations": "5", 
    # Step size / learning rate for gradient descent 
    "stepsize": "0.1", 
    # Shots for each circuit execution 
    "shots": "1000",
}

# Use either the TensorFlow or PyTorch container for PennyLane
region = AwsSession().region
image_uri = retrieve_image(Framework.PL_TENSORFLOW, region)
# image_uri = retrieve_image(Framework.PL_PYTORCH, region)

start_time = time.time()

job = AwsQuantumJob.create( 
    image_uri=image_uri, 
    entry_point="qaoa_source.algorithm_script:start_here", 
    device=device_arn, 
    source_module="qaoa_source", 
    hyperparameters=hyperparameters,
)

print(job.arn)
while job.state() not in AwsQuantumJob.TERMINAL_STATES: 
    print(job.state()) 
    time.sleep(10)

end_time = time.time()
print(job.state())

print(end_time - start_time)

print(job.metadata())

print(job.result())

# Metrics may not show up immediately, so wait for 120 seconds
time.sleep(120)
print(job.metrics())
# Print out logs from CloudWatch
print(job.logs())
# Download outputs to local directory
job.download_result()

の組み込みシミュレータでハイブリッドワークロー
ドを高速化 PennyLane

Amazon Braket Hybrid PennyLane Jobsの組み込みシミュレータを使用してハイブリッドワー
クロードを実行する方法を見てみましょう。Pennylane の GPU ベースの組み込みシミュレータ
はlightning.gpu、Nvidia CuQuantum ライブラリを使用して回路シミュレーションを高速化します。組
み込みGPUシミュレーターは、ユーザーがすぐに使用できるすべてのBraketジョブコンテナにあらかじめ
設定されています。このページでは、lightning.gpuを使用してハイブリッドワークロードを高速化す
る方法を説明します。
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lightning.gpu量子近似最適化アルゴリズムのワー
クロードへの使用
このノートにある量子近似最適化アルゴリズム (QAOA) の例を考えてみましょう。
組み込みシミュレータを選択するには、device引数を次の形式の文字列に指定しま
す"local:<provider>/<simulator_name>"。たとえば、と設定します"local:pennylane/
lightning.gpu"lightning.gpu。起動時にハイブリッドJob に渡したデバイス文字列
は、"AMZN_BRAKET_DEVICE_ARN"環境変数としてジョブに渡されます。

device_string = os.environ["AMZN_BRAKET_DEVICE_ARN"]
prefix, device_name = device_string.split("/")
device = qml.device(simulator_name, wires=n_wires)

このページでは、2 PennyLane つの組み込み状態ベクトルシミュレーターlightning.qubit (CPU ベー
ス) とlightning.gpu (GPU ベース) を比較してみましょう。さまざまな勾配を計算するには、シミュ
レーターにいくつかのカスタムゲート分解を提供する必要があります。

これで、ジョブ起動スクリプトを準備する準備ができています。QAOA アルゴリズムは、と 
2p3.2xlarge つのインスタンスタイプを使用して実行します。m5.2xlargem5.2xlargeインスタンス
タイプは標準の開発者用ラップトップに匹敵します。p3.2xlargeは、16 GB のメモリを搭載した 1 つの 
NVIDIA Volta GPU を搭載したアクセラレーテッドコンピューティングインスタンスです。

hyperparametersどの仕事にも同じことが言えます。さまざまなインスタンスやシミュレータを試すに
は、次のように 2 行を変更するだけです。

# Specify device that the job will primarily be targeting
device = "local:pennylane/lightning.qubit"
# Run on a CPU based instance with about as much power as a laptop
instance_config = InstanceConfig(instanceType='ml.m5.2xlarge')

または

# Specify device that the job will primarily be targeting
device = "local:pennylane/lightning.gpu"
# Run on an inexpensive GPU based instance
instance_config = InstanceConfig(instanceType='ml.p3.2xlarge')

Note

GPU ベースのインスタンスを使用してinstance_config as を指定し、deviceを組み込み 
CPU ベースのシミュレーター (lightning.qubit) にした場合、GPU は使用されません。GPU
をターゲットにする場合は、必ず組み込みのGPUベースのシミュレーターを使用してください！

まず、2つのジョブを作成し、18個の頂点があるグラフでQAOAを使用してMax-Cutを解くことができま
す。これは 18 キュービットの回路に相当します。これは比較的小さく、m5.2xlargeラップトップやイ
ンスタンスですばやく実行できます。

num_nodes = 18
num_edges = 24
seed = 1967

graph = nx.gnm_random_graph(num_nodes, num_edges, seed=seed)

# And similarly for the p3 job
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m5_job = AwsQuantumJob.create( 
    device=device, 
    source_module="qaoa_source", 
    job_name="qaoa-m5-" + str(int(time.time())), 
    image_uri=image_uri, 
    # Relative to the source_module 
    entry_point="qaoa_source.qaoa_algorithm_script", 
    copy_checkpoints_from_job=None, 
    instance_config=instance_config, 
    # general parameters 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    input_data={"input-graph": input_file_path}, 
    wait_until_complete=True,
)

m5.2xlargeインスタンスの平均反復時間は約 25 秒ですが、p3.2xlargeインスタンスの平均反復時間
は約 12 秒です。この 18 量子ビットのワークフローでは、GPU インスタンスによって 2 倍のスピード
アップが得られます。Amazon Braket Hybrid Jobs の料金ページを見ると、m5.2xlargeインスタンスの 1 
分あたりのコストは 0.00768 USD で、p3.2xlargeインスタンスの場合は 0.06375 USD であることがわ
かります。ここで行ったように、合計 5 回の反復で実行するには、CPU インスタンスを使用すると 0.016 
USD、GPU インスタンスを使用すると 0.06375 USD かかります。どちらもかなり安価です。

では、問題をさらに難しくして、24 個の頂点のグラフで Max-Cut 問題を解いてみましょう。これは 24 量
子ビットに変換されます。同じ 2 つのインスタンスでジョブを再実行し、コストを比較します。

Note

CPU インスタンスでこのジョブを実行する時間は約 5 時間であることがわかります。

num_nodes = 24
num_edges = 36
seed = 1967

graph = nx.gnm_random_graph(num_nodes, num_edges, seed=seed)

# And similarly for the p3 job
m5_big_job = AwsQuantumJob.create( 
    device=device, 
    source_module="qaoa_source", 
    job_name="qaoa-m5-big-" + str(int(time.time())), 
    image_uri=image_uri, 
    # Relative to the source_module 
    entry_point="qaoa_source.qaoa_algorithm_script", 
    copy_checkpoints_from_job=None, 
    instance_config=instance_config, 
    # general parameters 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    input_data={"input-graph": input_file_path}, 
    wait_until_complete=True,
)

m5.2xlargeインスタンスの平均反復時間は約 1 時間ですが、p3.2xlargeインスタンスの平均反復時間
は約 2 分です。この大きな問題では、GPU インスタンスの方が桁違いに高速です。このスピードアップ
のメリットを得るには、2 行のコードを変更し、インスタンスタイプと使用するローカルシミュレーター
を入れ替えるだけでした。ここで行ったように、合計 5 回の反復で実行するには、CPU インスタンスを使
用すると約 2.27072 USD、GPU インスタンスを使用すると約 0.775625 USD の費用がかかります。CPU
使用率が高くなるだけでなく、実行時間も長くなります。NVIDIA CuQuantum がサポートする組み込みシ
ミュレータを使用して PennyLane GPU インスタンスを利用してこのワークフローを高速化すると、中間
量子ビット数 (20 ～ 30 個) のワークフローを総コストと時間を抑えて実行できます。AWSつまり、ラップ
トップや同じサイズのインスタンスでは、大きすぎてすぐに実行できない問題でも、量子コンピューティ
ングを試すことができるということです。
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量子機械学習とデータ並列処理
ワークロードの種類がデータセットでトレーニングする量子機械学習 (QML) の場合は、データ並列処理
を使用してワークロードをさらに高速化できます。QMLでは、モデルには1つ以上の量子回路が含まれて
います。モデルには、古典的なニューラルネットが含まれている場合と含まれていない場合があります。
データセットを使用してモデルをトレーニングすると、モデル内のパラメーターが更新され、損失関数が
最小限に抑えられます。損失関数は通常、単一のデータポイントに対して定義され、総損失はデータセッ
ト全体の平均損失に対して定義されます。QMLでは、損失は通常、勾配計算で合計損失を平均化する前に
逐次計算されます。この手順は、特にデータポイントが数百ある場合は時間がかかります。

あるデータポイントからの損失は他のデータポイントに依存しないため、損失をparallel 評価できます！さ
まざまなデータポイントに関連する損失と勾配を同時に評価できます。これはデータ並列処理として知ら
れています。Amazon Braket Hybrid Jobs SageMaker の分散データparallel ライブラリを使用すると、デー
タ並列処理を簡単に活用してトレーニングを加速できます。

よく知られているUCIリポジトリのSonarデータセットをバイナリ分類の例として使用するデータ並列処
理用の次のQMLワークロードを考えてみましょう。ソナーデータセットには208個のデータポイントがあ
り、それぞれが物質に跳ね返るソナー信号から収集された60個の特徴があります。各データポイントに
は、鉱山の場合は「M」、岩石の場合は「R」のラベルが付けられています。私たちのQMLモデルは、入
力層、隠れ層としての量子回路、および出力層で構成されています。入力層と出力層は、 PyTorchに実装
された従来のニューラルネットです。量子回路は、 PennyLaneの qml.qnn PyTorch モジュールを使用して
ニューラルネットと統合されます。ワークロードの詳細については、ノートブックの例を参照してくださ
い。上記の QAOA の例のように、のような GPU ベースの組み込みシミュレーターを使用することで GPU 
PennyLanelightning.gpu の力を利用して、組み込み CPU ベースのシミュレーターよりもパフォーマ
ンスを向上させることができます。

ジョブを作成するには、アルゴリズムスクリプト、デバイス、およびその他の構成を呼び出
しAwsQuantumJob.create、キーワード引数を使用して指定できます。

instance_config = InstanceConfig(instanceType='ml.p3.2xlarge')

hyperparameters={"nwires": "10", 
                 "ndata": "32", 
                 ...
}

job = AwsQuantumJob.create( 
    device="local:pennylane/lightning.gpu", 
    source_module="qml_source", 
    entry_point="qml_source.train_single", 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    instance_config=instance_config, 
    ...
)

データ並列処理を使用するには、 SageMaker 分散ライブラリのアルゴリズムスクリプト内の数行のコー
ドを変更して、トレーニングを正しく並列化する必要があります。まず、複数の GPUsmdistributed と
複数のインスタンスにワークロードを分散するための手間のかかる作業のほとんどを行うパッケージをイ
ンポートします。このパッケージは、 PyTorch TensorFlow ブラケットとコンテナにあらかじめ設定され
ています。distこのモジュールは、training (world_size) に使用する GPU の総数と GPU コアの合計
数をアルゴリズムスクリプトに伝えます。ranklocal_rank rankはすべてのインスタンスの GPU の絶
対インデックスで、local_rankはインスタンス内の GPU のインデックスです。たとえば、4 つのイン
スタンスがあり、それぞれに 8 つの GPU がトレーニングに割り当てられている場合、rank範囲は 0 ～ 
31、local_rank範囲は 0 ～ 7 です。

import smdistributed.dataparallel.torch.distributed as dist

dp_info = { 
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    "world_size": dist.get_world_size(), 
    "rank": dist.get_rank(), 
    "local_rank": dist.get_local_rank(),
}
batch_size //= dp_info["world_size"] // 8
batch_size = max(batch_size, 1)

次に、DistributedSamplerworld_sizerankに従ってを定義し、それをデータローダーに渡します。
このサンプラーは、GPU がデータセットの同じスライスにアクセスするのを防ぎます。

train_sampler = torch.utils.data.distributed.DistributedSampler( 
    train_dataset, 
    num_replicas=dp_info["world_size"], 
    rank=dp_info["rank"]
)
train_loader = torch.utils.data.DataLoader( 
    train_dataset, 
    batch_size=batch_size, 
    shuffle=False, 
    num_workers=0, 
    pin_memory=True, 
    sampler=train_sampler,
)

次に、DistributedDataParallelこのクラスを使用してデータ並列処理を有効にします。

from smdistributed.dataparallel.torch.parallel.distributed import DistributedDataParallel 
 as DDP

model = DressedQNN(qc_dev).to(device)
model = DDP(model)
torch.cuda.set_device(dp_info["local_rank"])
model.cuda(dp_info["local_rank"])

上記は、データ並列処理を使用するために必要な変更です。QMLでは、結果を保存してトレーニングの進
捗状況を印刷したいことがよくあります。各 GPU が保存と印刷のコマンドを実行すると、繰り返される
情報がログにあふれ、結果が互いに上書きされます。これを避けるには、rank 0 の GPU からのみ保存お
よび印刷できます。

if dp_info["rank"]==0: 
    print('elapsed time: ', elapsed) 
    torch.save(model.state_dict(), f"{output_dir}/test_local.pt") 
    save_job_result({"last loss": loss_before})

Amazon Braket ハイブリッドジョブは、 SageMaker 分散データparallelml.p3.16xlarge
ライブラリのインスタンスタイプをサポートしています。Hybrid JobsInstanceConfig
の引数を使用してインスタンスタイプを設定します。 SageMaker 分散データ
parallel ライブラリがデータ並列処理が有効になっていることを認識させるに
は、"sagemaker_distributed_dataparallel_enabled""true""sagemaker_instance_type"使
用しているインスタンスタイプに設定と設定という 2 つのハイパーパラメータを追加する必要がありま
す。これら 2smdistributed つのハイパーパラメータはパッケージによって使用されます。アルゴリズ
ムスクリプトでこれらを明示的に使用する必要はありません。Amazon Braket SDK では、便利なキーワー
ド引数を提供していますdistribution。ジョブを作成すると、Amazon Braket SDK は 2 つのハイパー
パラメータを自動的に挿入します。distribution="data_parallel"Amazon Braket API を使用する
場合は、これら 2 つのハイパーパラメータを含める必要があります。

インスタンスとデータの並列処理を設定したら、ジョブを送信できます。ml.p3.16xlarge1 つのインス
タンスには 8 つの GPU があります。設定するとinstanceCount=1、ワークロードはインスタンス内の 
8 つの GPU に分散されます。2instanceCount つ以上設定すると、ワークロードはすべてのインスタン
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スで使用可能な GPU に分散されます。複数のインスタンスを使用する場合、各インスタンスには、その
使用時間に応じて料金が発生します。たとえば、4 つのインスタンスを使用する場合、同時にワークロー
ドを実行しているインスタンスが 4 つあるため、請求対象となる時間は 1 インスタンスあたりの実行時間
の 4 倍になります。

instance_config = InstanceConfig(instanceType='ml.p3.16xlarge', 
                                 instanceCount=1,
)

hyperparameters={"nwires": "10", 
                 "ndata": "32", 
                 ...,
}

job = AwsQuantumJob.create( 
    device="local:pennylane/lightning.gpu", 
    source_module="qml_source", 
    entry_point="qml_source.train_dp", 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    instance_config=instance_config, 
    distribution="data_parallel", 
    ...
)

Note

上記のジョブ作成では、train_dp.pyデータ並列処理を使用するための修正されたアルゴリズム
スクリプトです。データ並列処理は、上記のセクションに従ってアルゴリズムスクリプトを変更
した場合にのみ正しく機能することに注意してください。アルゴリズムスクリプトが正しく変更
されていない状態でデータ並列処理オプションを有効にすると、ジョブでエラーが発生したり、
各 GPU が同じデータスライスを繰り返し処理したりする可能性があり、非効率的です。

前述の二項分類問題について、26 量子回路でモデルに学習させる場合の例で、実行時間とコストを比較
してみましょう。ml.p3.16xlargeこの例で使用したインスタンスの料金は、1 分あたり 0.4692 USD 
です。データ並列処理を行わない場合、シミュレータでモデルを 1 エポック (つまり 208 データポイント
以上) トレーニングするのに約 45 分かかり、費用も約 20 ドルです。1 つのインスタンスと 4 つのインス
タンスにわたるデータ並列処理では、それぞれ 6 分と 1.5 分しかかからず、両方で約 2.8 USD になりま
す。4 つのインスタンスにまたがるデータ並列処理を使用することで、実行時間が 30 倍向上するだけでな
く、コストも桁違いに削減できます。

ローカルモードでのジョブの構築とデバッグ
新しいハイブリッドアルゴリズムを構築する場合、ローカルモードはアルゴリズムスクリプトのデバッグ
とテストに役立ちます。ローカルモードは、Amazon Braket Hybrid Jobs で使用する予定のコードを実行
できる機能ですが、Braket がジョブを実行するためのインフラストラクチャを管理する必要はありませ
ん。代わりに、Braket ノートインスタンスまたはノートブックパソコンやデスクトップコンピュータなど
の他の優先クライアントでジョブをローカルで実行します。ローカルモードでは、量子タスクを実際のデ
バイスに送信することはできますが、ローカルモードで実際の QPU に対して実行すると、パフォーマン
ス上の利点は得られません。

ローカルモードを使用するには、発生する場所で AwsQuantumJob を LocalQuantumJob に変更しま
す。例えば、[Create your first job] (p. 126) (最初のジョブを作成する) の例を実行するには、ジョブスク
リプトを次のように編集します。

from braket.jobs.local import LocalQuantumJob

job = LocalQuantumJob.create( 

150



Amazon Braket デベロッパーガイド
独自のコンテナ

    device="arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1", 
    source_module="algorithm_script.py", 
    entry_point="algorithm_script:start_here",
)

Note

この機能を使用するには、Amazon Braket ノートブックに既にインストールされている Docker 
をローカル環境にインストールする必要があります。Docker のインストール手順については、こ
ちらをご覧ください。また、すべてのパラメータがローカルモードでサポートされているわけで
はありません。

独自のコンテナ
AmazonBraket Hybrid Jobs は、「アルゴリズムスクリプトの環境を定義する」トピックで説明されてい
る、異なる環境でコードを実行するための (p. 136) 3 つの事前構築済みコンテナを提供しています。こ
れらのコンテナの 1 つがユースケースをサポートしている場合は、ジョブを作成するときにアルゴリズム
スクリプトを指定するだけで済みます。pip を使用して、アルゴリズムスクリプトから小さな欠落してい
る依存関係を追加できます。

Note

ストロベリーフィールドプラグインは、Amazon Braket ハイブリッドジョブコンテナにネイティ
ブに含まれていません。Xanadu デバイスを使用してハイブリッドワークロードを実行する場合
は、Strawberry Fields の依存関係を含めて BYOC を行う必要があります。

これらのコンテナがユースケースをサポートしていない場合、またはそれらを拡張したい場合、Amazon 
Braket Hybrid Jobs は、独自のカスタム Docker コンテナイメージを使用したジョブの実行をサポートしま
す。この BYOC 機能を使用すると、指定したソフトウェアがインストールされた環境でコードを実行でき
ます。コンテナは、指定されたエントリポイントスクリプトの実行を開始し、カスタムユーザーコードと
データにアクセスするために使用できます。例については、「Amazon Braket Hybrid Jobs 」チュートリ
アルを参照してください。

Amazon Braket Hybrid Jobsを独自のコンテナで実行するには:

1. 前提条件のセットアップ:カスタムコンテナを構築してアップロードするには、Docker がインストール
されている必要があります。 AmazonBraket ノートブックには、Docker がプリインストールされてい
ます。

2. コンテナの作成: Dockerfile で新しいディレクトリを作成し、スクリプトを実行する必要があるソフ
トウェアと環境をインストールしてセットアップします。「アルゴリズムスクリプトの環境を定義す
る (p. 136)」トピックの手順に従って、サンプルファイルをダウンロードできます。コンテナをサ
ポートするために、パッケージを追加することが必要になる場合があります。このファイルには必要以
上のソフトウェアが含まれている場合があります。その場合、不要なコンポーネントを削除して構築プ
ロセスを高速化できます。sagemaker-training コンポーネントは必要であり、削除する必要がない
ことに注意してください。コンテナが ENV SAGEMAKER_PROGRAM your_file.py 環境変数で始まる
ときに実行する初期スクリプトを指定する必要があります。ここで your_file.py は、コンテナ内の
ディレクトリ /opt/ml/code に存在するファイルです。ジョブを作成するとき、ユーザーはコードを
使用して Amazon S3 の場所を指定し、実行するエントリポイントを指定できます。Braket Jobs は、実
行するユーザー入力コードを見つけるために、スクリプトの環境変数を作成します。Amazon S3 の場
所とユーザーコードへのエントリポイントは、それぞれ環境変数 AMZN_BRAKET_SCRIPT_S3_URI と
AMZN_BRAKET_SCRIPT_ENTRY_POINT を介して初期スクリプトに公開されます。ユーザー入力は圧縮
され、圧縮タイプには変数 AMZN_BRAKET_SCRIPT_COMPRESSION_TYPE からアクセスできます。こ
の情報を使用してユーザーコードを実行するのは、スクリプト your_file.py, の責任です。ユーザー
データに対してユーザーコードを実行するスクリプトの例はbraket_container.py、「アルゴリズム
スクリプトの環境を定義する (p. 136)」トピックで説明されているようにダウンロードできる例の中
にあります。
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3. Amazon ECR リポジトリを作成する: 作成するリポジトリはプライベートである必要があります。
パブリックイメージを指定すると、Amazon Braket Hybrid Jobs クライアントは、イメージの場所を
検証しようとしたときにエラーをスローします。また、AWS リージョンコンテナイメージは、AWS 
リージョンジョブを実行する場所と一致する必要があります。リポジトリを設定するには、Amazon 
ECR コンソールにアクセスします。次に、[Create repository] (リポジトリの作成) を選択し、表示設定
に[privacy] (プライベート) を選んで、新しいリポジトリに名前を付けます。リポジトリの設定に関する
完全なユーザーガイドについては、「を使用して Amazon ECR を使用開始」を参照してくださいAWS 
Management Console。ジョブ用に作成された標準ロールには、プレフィックス「amazon-braket-」で
始まるコンテナイメージをダウンロードする権限しかないことに注意してください。別の名前のコンテ
ナイメージを使用する場合は、ジョブロールにインライン権限を追加する必要があります (ここで現在
のポリシー制限を参照してください)。リポジトリの作成に使用したアカウントとは異なるアカウントか
らジョブを実行する場合は、ジョブの実行に使用されるアカウントで、作成に使用したアカウントから
作成したイメージをプルできるようにする必要があります。リポジトリで許可する必要があるアクショ
ンは ecr:DescribeImages と ecr:BatchGetImage です。Amazon ECR コンソールからこれらの
権限をイメージに追加するには、イメージを選択してメニューの[permissions] (許可) をクリックしま
す。コンテナでジョブを実行することを許可するアカウントに対して、これらの 2 つのアクションを許
可するルールを追加できます。

4. イメージを構築し、リポジトリにプッシュする: Amazon ECR にアップロードするには、Docker を認証
する必要があります。AWS CLI次のコードを使用して、認証トークンを取得し、Docker クライアント
をレジストリに認証できます。

aws ecr get-login-password --region ${your_region} | docker login --username AWS --
password-stdin ${aws_account_id}.dkr.ecr.${your_region}.amazonaws.com

これでイメージを構築してリポジトリにプッシュできるはずです。

cd ${your_docker_directory}
docker build -t ${your_job_container} .
docker tag ${your_job_container}:latest ${aws_account_id}.dkr.ecr.
${your_region}.amazonaws.com/${your_job_container}:latest
docker push ${aws_account_id}.dkr.ecr.${your_region}.amazonaws.com/
${your_job_container}:latest

独自のコンテナでジョブを作成するには、指定された image_uri 引数を使用し
て、AwsQuantumJob.create を呼び出します。QPU やオンデマンドシミュレーターを使用する
か、Amazon Braket Hybrid ジョブで利用できる従来のプロセッサーでコードをローカルに実行できます。
クラシックプロセッサでコードを実行するには、instanceTypeinstanceCountを更新して使用するお
よびを指定しますInstanceConfig。を指定する場合はinstance_count > 1、コードが複数のホスト
で実行できることを確認する必要があることに注意してください。選択できるインスタンス数の上限は 5 
です。

例を見てみましょう。

job = AwsQuantumJob.create( 
    source_module="source_dir", 
    entry_point="source_dir.algorithm_script:start_here", 
    image_uri="111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-byoc-container:latest", 
    instance_config=InstanceConfig(instanceType="ml.p3.8xlarge", instanceCount=3), 
    device="local:braket/braket.local.qubit", 
    # ...
)

Note

デバイス arn では、ジョブのメタデータとして使用したシミュレータを追跡できます。許容値は
形式に従う必要がありますdevice = "local:<provider>/<simulator_name>"。文字、数

152

https://console.aws.amazon.com/ecr/
https://console.aws.amazon.com/ecr/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/getting-started-console.html
https://docs.aws.amazon.com/braket/latest/developerguide/braket-manage-access.html


Amazon Braket デベロッパーガイド
AwsSession でデフォルトのバケットを設定します。

字、、<provider><simulator_name>およびのみで構成されている必要があることを覚えてお
いてください.。_-文字列は 256 文字に制限されています。

BYOC を使用する予定で、Amazon Braket SDK を使用してタスクを作成しない場合
は、AMZN_BRAKET_JOB_TOKENjobTokenCreateQuantumTask環境変数の値をリクエストのパラメータ
に渡す必要があります。そうしないと、タスクが優先されず、通常のスタンドアロンタスクとして課金さ
れます。

AwsSession でデフォルトのバケットを設定しま
す。

独自のAwsSessionを提供すると、デフォルトバケットの場所など、柔軟性が向上します。デフォルトで
は、AwsSession のデフォルトのバケットの場所は f"amazon-braket-{id}-{region}" です。ただ
し、AwsSession を作成するときにこのデフォルトをオーバーライドできます。aws_session次のコー
ド例に示すように、ユーザーは、AwsSessionAwsQuantumJob.createオプションでパラメータ名を使
用してオブジェクトをに渡すことができます。

aws_session = AwsSession(default_bucket="other-default-bucket")

# then you can use that AwsSession when creating a job
job = AwsQuantumJob.create( 
    ... 
    aws_session=aws_session
)

を使用してジョブを直接操作するAPI
を使用して Amazon Braket Hybrid Jobsに直接アクセスして操作できますAPI。ただし、APIを直接使用す
る場合、デフォルトおよび簡易メソッドは使用できません。

Note

Amazon Braket Hybrid Jobsを操作することを強くお勧めします。これは、ジョブが正常に実行さ
れるのに役立つ便利なデフォルトと保護を提供します。

このトピックでは、の基本的な使い方について説明しますAPI。API を使用する場合は、このアプローチは
より複雑になる可能性があり、ジョブを実行するために何回か繰り返すことを覚悟してください。

API を使用するには、AmazonBraketFullAccessアカウントに管理ポリシーのロールが必要です。
Note

AmazonBraketFullAccess管理ポリシーでロールを取得する方法の詳細については、
「Amazon Braket を有効にする (p. 34)」ページを参照してください。

さらに、実行ロールが必要です。このロールはサービスに渡されます。ロールは Amazon Braket コンソー
ルを使用して作成できます。[権限と設定] ページの [実行ロール] タブを使用して、ジョブのデフォルト
ロールを作成します。

CreateJobAPIでは、ジョブに必要なパラメータをすべて指定する必要があります。Python を使用するに
は、アルゴリズムスクリプトファイルを input.tar.gz ファイルなどの tar バンドルに圧縮し、次のスクリプ
トを実行します。コードの一部を更新して、<>ジョブを開始するパス、ファイル、メソッドを指定するア
カウント情報とエントリポイントに一致させます。

from braket.aws import AwsDevice, AwsSession
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import boto3
from datetime import datetime

s3_client = boto3.client("s3")
client = boto3.client("braket")

project_name = "job-test"
job_name = project_name + "-" + datetime.strftime(datetime.now(), "%Y%m%d%H%M%S")
bucket = "amazon-braket-<your_bucket>"
s3_prefix = job_name

job_script = "input.tar.gz"
job_object = f"{s3_prefix}/script/{job_script}"
s3_client.upload_file(job_script, bucket, job_object)

input_data = "inputdata.csv"
input_object = f"{s3_prefix}/input/{input_data}"
s3_client.upload_file(input_data, bucket, input_object)

job = client.create_job( 
    jobName=job_name, 
    roleArn="arn:aws:iam::<your_account>:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole", 
  # https://docs.aws.amazon.com/braket/latest/developerguide/braket-manage-
access.html#about-amazonbraketjobsexecution 
    algorithmSpecification={ 
        "scriptModeConfig": { 
            "entryPoint": "<your_execution_module>:<your_execution_method>", 
            "containerImage": {"uri": "292282985366.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/amazon-
braket-base-jobs:1.0-cpu-py37-ubuntu18.04"}   # Change to the specific region you are using 
            "s3Uri": f"s3://{bucket}/{job_object}", 
            "compressionType": "GZIP" 
        } 
    }, 
    inputDataConfig=[ 
        { 
            "channelName": "hellothere", 
            "compressionType": "NONE", 
            "dataSource": { 
                "s3DataSource": { 
                    "s3Uri": f"s3://{bucket}/{s3_prefix}/input", 
                    "s3DataType": "S3_PREFIX" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    outputDataConfig={ 
        "s3Path": f"s3://{bucket}/{s3_prefix}/output" 
    }, 
    instanceConfig={ 
        "instanceType": "ml.m5.large", 
        "instanceCount": 1, 
        "volumeSizeInGb": 1 
    }, 
    checkpointConfig={ 
        "s3Uri":  f"s3://{bucket}/{s3_prefix}/checkpoints", 
        "localPath": "/opt/omega/checkpoints" 
    }, 
    deviceConfig={ 
        "priorityAccess": { 
            "devices": [ 
                "arn:aws:braket:us-west-1::device/qpu/rigetti/Aspen-M-3" 
            ] 
        } 
    }, 
    hyperParameters={ 
        "hyperparameter key you wish to pass": "<hyperparameter value you wish to pass>", 
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    }, 
    stoppingCondition={ 
        "maxRuntimeInSeconds": 1200, 
        "maximumTaskLimit": 10 
    },
)

ジョブを作成すると、GetJobAPIまたはコンソールからジョブの詳細にアクセスできます。前の例のよう
に、createJob コードを実行した Python セッションからジョブの詳細を取得するには、次の Python コ
マンドを使用します。

getJob = client.get_job(jobArn=job["jobArn"])

ジョブをキャンセルするには、ジョブの ('JobArn')CancelJobAPI を使用してを呼び出します。Amazon 
Resource Name

cancelJob = client.cancel_job(jobArn=job["jobArn"])

createJobAPIcheckpointConfigパラメータを使用して、チェックポイントをの一部として指定でき
ます。

    checkpointConfig = { 
        "localPath" : "/opt/omega/checkpoints", 
        "s3Uri": f"s3://{bucket}/{s3_prefix}/checkpoints" 
    },

Note

のローカルパス checkpointConfig は、予約済みパスの /opt/ml、/opt/braket、/tmp、ま
たは /usr/local/nvidia のいずれかで開始することはできません。
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Amazon PennyLane Braket を使用す
る

ハイブリッドアルゴリズムは、古典命令と量子命令の両方を含むアルゴリズムです。古典命令は、古典的
なハードウェア (EC2 インスタンスまたはノートパソコン) で実行され、量子命令はシミュレーターまたは
量子コンピュータ上で実行されます。ハイブリッドジョブ機能を使用してハイブリッドアルゴリズムを実
行することをお勧めします。詳細については、「Amazon Braket ジョブを使用するタイミング (p. 125)」
を参照してください。

AmazonBraket では、Braket  PennyLane プラグインまたはAmazonAmazon Braket Python SDK および
サンプルノートブックリポジトリの助けを借りてハイブリッド量子アルゴリズムを設定および実行できま
す。 AmazonSDK に基づく Braket のサンプルノートブックを使用すると、 PennyLane プラグインを使用
せずに特定のハイブリッドアルゴリズムを設定および実行できます。ただし、 PennyLane よりリッチな
体験を提供するため、お勧めします。

ハイブリッド量子アルゴリズムについて

現代の量子コンピューティングデバイスは、一般的にノイズを生成し、したがってエラーを生成するた
め、ハイブリッド量子アルゴリズムは今日の業界にとって重要です。コンピューティングに追加されるす
べての量子ゲートにより、ノイズが増える可能性が高くなります。したがって、長時間実行されるアルゴ
リズムはノイズによって圧倒され、コンピューティングに失敗する可能性があります。

ショア (QPE の例) またはグローバー(グローバーの例)のような純粋な量子アルゴリズムには数千または数
百万ものオペレーションが必要です。このため、これらは既存の量子デバイスでは実行できない可能性が
あります。これらの量子デバイスは、一般にノイズの多い中間スケール量子(NISQ) デバイスと呼ばれま
す。

ハイブリッド量子アルゴリズムでは、特に古典的なアルゴリズムにおける特定の計算を高速化するため
に、量子処理装置 (QPU) は古典的 CPU のコプロセッサとして機能します。今日のデバイスの機能の手の
届く範囲内で、回路の実行がはるかに短くなります。

Amazon Braket と PennyLane
AmazonBraket はPennyLane、量子微分可能プログラミングのコンセプトを中心に構築されたオープン
ソースのソフトウェアフレームワークです。量子化学、量子機械学習、最適化におけるコンピューティン
グ問題の解を見つけるために、ニューラルネットワークをトレーニングするのと同じ方法で量子回路をト
レーニングすることができます。

PennyLane ライブラリは、量子回路のトレーニングを迅速 TensorFlow、直感的に行えます。 PyTorch

• PennyLane ライブラリ-— PennyLane はAmazon Braket ノートブックにプリインストールされていま
す。からAmazon Braket デバイスにアクセスするには PennyLane、ノートブックを開き、 PennyLane 
次のコマンドを使用してライブラリをインポートします。

import pennylane as qml

チュートリアルノートブックで、すぐに開始できます。または、 PennyLane お好みの IDE からAmazon 
Braket で使用することもできます。
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ルゴリズムのサンプルノートブック

• AmazonBraket PennyLane プラグイン — 独自の IDE を使用するには、Amazon Braket PennyLane プラ
グインを手動でインストールできます。プラグインは Amazon Braket Python SDK PennyLane  に接続
するので、Amazon Braket デバイスで回路を実行できます。 PennyLane PennyLane プラグインをイン
ストールするには、次のコマンドを使用します。

pip install amazon-braket-pennylane-plugin

以下の例では、でAmazon Braket デバイスへのアクセスを設定する方法を示しています PennyLane。

# to use SV1
import pennylane as qml
s3 = ("my-bucket", "my-prefix")
sv1 = qml.device("braket.aws.qubit", device_arn="arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/
amazon/sv1", s3_destination_folder=s3, wires=2)

# to run a circuit:
@qml.qnode(sv1)
def circuit(x):
qml.RZ(x, wires=0)
qml.CNOT(wires=[0,1])
qml.RY(x, wires=1)
return qml.expval(qml.PauliZ(1))

result = circuit(0.543)

#To use the local sim:

local = qml.device("braket.local.qubit", wires=2)

チュートリアルの例と詳細については PennyLane、Amazon Braket サンプルリポジトリを参照してくださ
い。

AmazonBraket PennyLane プラグインを使用すると、1 行のコードでAmazon PennyLane Braket QPU と
組み込みシミュレーターデバイスを切り替えることができます。AmazonBraket 量子デバイスを2つ提供し
ています PennyLane。

• braket.aws.qubitQPU やシミュレータを含むAmazon Braket サービスの量子デバイスでの実行用
• braket.local.qubitAmazonBraket SDK のローカルシミュレーターで実行するための

AmazonBraket PennyLane プラグインはオープンソースです。PennyLane GitHub プラグインリポジトリ
からインストールできます。

詳細については PennyLane、PennyLane Web サイトのマニュアルを参照してください。

Amazon Braket のハイブリッドアルゴリズムのサン
プルノートブック

AmazonBraket では、ハイブリッドアルゴリズムの実行に、 PennyLane プラグインに依存しないさまざま
なサンプルノートブックを提供しています。量子近似最適化アルゴリズム (QAOA) や変分量子固有値ソル
バー (VQE) などの変分法を説明する Amazon Braket ハイブリッドサンプルノートブックのいずれからで
も開始できます。

AmazonBraket のサンプルノートブックは、Amazon Braket Python SDK に依存しています。SDK は
Amazon Braket を通じて量子コンピューティングハードウェアデバイスを操作するためのフレームワーク
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を提供します。これは、ハイブリッドワークフローの量子部分を支援するために設計されたオープンソー
スライブラリです。

サンプルノートを使ってAmazon Braket をさらに詳しく調べることができます。

PennyLane シミュレータが組み込まれたハイブ
リッドアルゴリズム

AmazonBraket Hybrid Jobsには、の5つの高性能CPUおよびGPUベースの組み込みシミュレーター
が付属していますPennyLane。この組み込みシミュレータファミリーは、ジョブコンテナに直接埋
め込むことができます。これには、lightning.qubit高速状態ベクトルシミュレータや NVIDIA の
CuQuantumlightning.gpu ライブラリを使用して高速化されたシミュレータなどが含まれます。これら
の組み込みシミュレータは、随伴微分法などの高度な方法の恩恵を受けることができる量子機械学習など
の変分アルゴリズムに最適です。これらの組み込みシミュレータは、1 つまたは複数の CPU または GPU 
インスタンスで実行できます。

Hybrid Jobs では、従来のコプロセッサーと QPU、などのAmazon Braket オンデマンドシミュレーターを
組み合わせて変分アルゴリズムコードを実行したりSV1、の組み込みシミュレーターを直接使用したりで
きるようになりました PennyLane。

組み込みシミュレータはハイブリッドジョブコンテナですでに利用可能です。以下に示すよう
に、Braket SDKでdevice (例えばdevice="local:pennylane/lightning.gpu") を指定するだけで
す。lightning.gpu組み込みシミュレータを使用するには、InstanceConfig以下のコードスニペット
に示すように GPU インスタンスも指定する必要があります。

job = AwsQuantumJob.create( 
      device="local:pennylane/lightning.gpu", 
      source_module="algorithm_script.py", 
      instance_config=InstanceConfig(instanceType="ml.p3.8xlarge") 
      )

また、AMZN_BRAKET_DEVICE_ARN以下のように環境変数を使用してアルゴリズムコードでデバイスを参
照する必要があります。

import os
import pennylane as qml

device_string = os.environ["AMZN_BRAKET_DEVICE_ARN"]
prefix, simulator_name = device_string.split("/")
device = qml.device(simulator_name, wires=n_wires)

Hybrid PennyLane Jobsで組み込みシミュレータを使い始めるには、ノートブックの例を参照してくださ
い。

Amazon Braket PennyLane シミュレータによるア
ジョイントグラデーションオン

Amazon BraketPennyLane のプラグインを使用すると、ローカルステートベクトルシミュレーターまたは 
SV1 で実行しているときに、随伴微分法を使用して勾配を計算できます。

注:随伴微分法を使用するには、「」と「not」diff_method='device'qnode で指定する必要がありま
すdiff_method='adjoint'。次の例を参照してください。
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device_arn = "arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1"
dev = qml.device (https://docs.pennylane.ai/en/stable/code/api/
pennylane.device.html#pennylane.device)("braket.aws.qubit", wires=wires, shots=0, 
                  device_arn=device_arn 
                )

@qml.qnode(dev, diff_method='device')
def cost_function(params): 
    circuit(params) 
    return qml.expval(cost_h)

gradient = qml.grad(circuit)
initial_gradient = gradient(params0)

Note

現在PennyLane、QAOA ハミルトニアンのグループ化インデックスを計算し、それを使用して
ハミルトニアンを複数の期待値に分割します。から QAOA を実行する際に SV1 の随伴微分機能
を使いたい場合はPennyLane、以下のようにグループ化インデックスを削除してコストハミル
トニアンを再構築する必要があります。cost_h, mixer_h = qml.qaoa.max_clique(g, 
constrained=False) cost_h = qml.Hamiltonian(cost_h.coeffs, cost_h.ops)
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Amazon Braket のセキュリティ
この章は、Amazon Braket の使用時に責任共有モデルがどのように適用されるかを理解するために役立ち
ます。ここでは、セキュリティやコンプライアンスに関する目標を達成できるようにAmazon Braket を設
定する方法について説明します。また、AmazonAWS のサービス Braket リソースのモニタリングや保護
に役立つ、

AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因
についても責任を担います。

セキュリティの責任共有
セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ — AWS は、AWS クラウド で AWS のサービス を実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また AWS は、お客様が使用するサービスを安全に提供します。サー
ドパーティーの監査人は、AWS コンプライアンスプログラム の一環として、セキュリティの有効性を
定期的にテストおよび検証します。Amazon Braket に適用されるコンプライアンスプログラムについて
は、「AWSコンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス」を参照してください。

• AWSインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。こ
のコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれます。

データ保護
AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ Amazon Braket のデータ保護に適用
されます。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバル
インフラストラクチャを保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされてい
るコンテンツに対する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービ
ス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプラ
イバシーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリ
ティブログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TL
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
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• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、、またはAWS SDK で Amazon 
Braket またはその他のAWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS CLI名前に使用する自由記述の
テキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サー
バーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含め
ないことを強くお勧めします。

データ保持期間
90 日後、Amazon Braket は、タスクに関連付けられているすべてのタスク ID およびその他のメタデータ
を自動的に削除します。このデータ保持ポリシーの結果として、これらのタスクと結果は S3 バケットに
保存されたままですが、Amazon Braket コンソールからの検索では取得できなくなります。

S3 バケットに 90 日以上保存される履歴タスクと結果にアクセスする必要がある場合は、タスク ID とそ
のデータに関連するその他のメタデータの個別のレコードを保持する必要があります。必ず 90 日前まで
に情報を保存してください。その保存された情報を使用して、履歴データを取得できます。

Amazon Braket へのアクセスを管理する
この章では、Amazon Braket の実行、または特定のユーザーおよびロールのアクセスを制限するために必
要な権限について説明します。アカウント内の任意のユーザーまたはロールに必要なアクセス許可を付与 
(または拒否) できます。これを行うには、以下のセクションで説明するように、アカウント内の該当する
ユーザーまたはロールに適切な Amazon Braket ポリシーを添付します。

前提条件として、Amazon Braket を有効にします。Braket を有効にするには (1) 管理者権限を持っている
か、(2) AmazonBraketFullAccessポリシーが割り当てられ、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
バケットを作成する権限を持っているユーザーまたはロールとしてサインインしてください。

このセクションの内容:
• Amazon Braket のリソース (p. 161)
• ノートブックとロール (p. 162)
• AmazonBraketFullAccess ポリシーについて (p. 162)
• AmazonBraketJobsExecutionPolicy ポリシーについて (p. 166)
• 特定のデバイスへのユーザーアクセスを制限する (p. 168)
• Amazon Braket のAWSマネージドポリシーに対する更新 (p. 169)
• 特定のノートブックインスタンスへのユーザーアクセスを制限する (p. 169)
• 特定の S3 バケットへのユーザーアクセスを制限する (p. 170)

Amazon Braket のリソース
Braket は、量子タスクリソースである 1 つのタイプのリソースを作成します。このリソースタイプの 
Amazon リソースネーム (ARN) は次のとおりです。

• リソース名:AWS:: サービス:: ブラケット
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• ARN 正規表現:arn: $ {Partition}: braket: $ {Region}: quantum-task/$ {RandomId}

ノートブックとロール
Braket ではノートブックリソースタイプを使用できます。ノートブックは Braket が共有できる Amazon 
SageMaker リソースです。Braket でノートブックを使用するには、で始まる名前の IAM ロールを指定す
る必要がありますAmazonBraketServiceSageMakerNotebook。

ノートブックを作成するには、管理者権限を持つロール、または次のインラインポリシーがアタッチされ
ているロールを使用する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonBraketServiceSageMakerNotebookRole-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreatePolicy", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:policy/service-role/
AmazonBraketServiceSageMakerNotebookAccess-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:AttachRolePolicy", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonBraketServiceSageMakerNotebookRole-*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PolicyARN": [ 
                        "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketFullAccess", 
                        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/
AmazonBraketServiceSageMakerNotebookAccess-*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

ロールを作成するには、「ノートブックを作成する」ページに記載されている手順に従うか、管理者に作
成してもらいます。AmazonBraketFullAccessポリシーが添付されていることを確認してください。

ロールを作成したら、今後起動するすべてのノートブックでそのロールを再利用できます。

AmazonBraketFullAccess ポリシーについて
AmazonBraketFullAccessこのポリシーは、Amazon Braket オペレーションの権限を付与します。これに
は、次のタスクに対するアクセス権限も含まれます。

• Amazon Elastic Container Registry —Amazon Braket Hybrid Jobs の機能に使用されるコンテナイメージ
を読み取り、ダウンロードします。コンテナは「arn: aws: ecr:: repository/amazon-braket」の形式に準
拠する必要があります。

• AWS CloudTrailログを保存 — クエリの開始と停止、メトリクスフィルターのテスト、ログイベン
トのフィルタリングに加えて、説明、取得、一覧表示のすべてのアクションに使用できます。AWS 

162

https://docs.aws.amazon.com/braket/latest/developerguide/braket-get-started-create-notebook.html


Amazon Braket デベロッパーガイド
AmazonBraketFullAccess ポリシーについて

CloudTrailログファイルには、アカウント内で発生したすべての Amazon BraketAPI アクティビティのレ
コードが含まれています。

• ロールを活用してリソースを制御する — サービスにリンクされたロールをアカウントに作成します。
サービスにリンクされたロールは、AWSユーザーの代わりにリソースにアクセスできます。Amazon 
Braket サービスでのみ使用できます。また、IAM ロールを Amazon BraketCreateJobAPI に渡して
ロールを作成し、 AmazonBraketFullAccess そのロールを対象とするポリシーをアタッチすることもで
きます。

• アカウントの使用状況ログファイルを維持するために、ロググループを作成し、ログイベントをログ
し、ロググループをクエリする — アカウントで Amazon Braket の使用状況に関するログ情報を作成、
保存、および表示します。ジョブロググループのメトリクスをクエリします。適切な Braket パスを包含
し、ログデータを配置できるようにします。メトリクスデータを配置します CloudWatch。

• Amazon S3 バケットにデータを作成して保存し、バケットを一覧表示し — S3 バケットを作成するに
は、アカウント内の S3 バケットを一覧表示し、amazon-braket-で始まる名前で任意のバケットにオブ
ジェクトを入れて、オブジェクトを取得します。これらの権限は、処理されたタスクの結果を含むファ
イルをバケットに入れ、バケットからそれらを取得するために Braket に必要です。

• IAM ロールを渡す — IAM ロールを、に渡しますCreateJobAPI。
• Amazon SageMaker ノートブック —「arn: aws: sagemaker: notebook-instance/amazon-

braket-」SageMaker からのリソースをスコープとするノートブックインスタンスを作成し、管理しま
す。

• サービスクォータの検証 — SageMaker ノートブックや Amazon Braket Hybrid ジョブを作成するに
は、リソース数がアカウントのクォータを超えることはできません (p. 23)。

ポリシーの内容

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:PutBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::amazon-braket-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "servicequotas:GetServiceQuota", 
                "cloudwatch:GetMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*" 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:GetAuthorizationToken" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:Describe*", 
                "logs:Get*", 
                "logs:List*", 
                "logs:StartQuery", 
                "logs:StopQuery", 
                "logs:TestMetricFilter", 
                "logs:FilterLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:ListNotebookInstances" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl", 
                "sagemaker:CreateNotebookInstance", 
                "sagemaker:DeleteNotebookInstance", 
                "sagemaker:DescribeNotebookInstance", 
                "sagemaker:StartNotebookInstance", 
                "sagemaker:StopNotebookInstance", 
                "sagemaker:UpdateNotebookInstance", 
                "sagemaker:ListTags", 
                "sagemaker:AddTags", 
                "sagemaker:DeleteTags" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/amazon-braket-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig", 
                "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig", 
                "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig", 
                "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs", 
                "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/amazon-
braket-*" 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": "braket:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/braket.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonBraket*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "braket.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonBraketServiceSageMakerNotebookRole*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "sagemaker.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "braket.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:GetQueryResults" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:CreateLogGroup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Resource": "*", 
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            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": "/aws/braket" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AmazonBraketJobsExecutionPolicy ポリシーについて
AmazonBraketJobsExecutionPolicyこのポリシーは、Amazon Braket Hybrid Jobs で使用される実行ロール
の権限を付与します。

• Amazon Elastic Container Registry-Amazon Braket Hybrid Jobs の機能に使用されるコンテナイメージを
読み取り、ダウンロードする権限。コンテナは「arn: aws: ecr: *: repository/amazon-braket*」の形式に
準拠する必要があります。

• アカウントの使用状況ログファイルを維持するために、ロググループを作成し、ログイベントをログ
し、ロググループをクエリする — アカウントで Amazon Braket の使用状況に関するログ情報を作成、
保存、および表示します。ジョブロググループのメトリクスをクエリします。適切な Braket パスを包含
し、ログデータを配置できるようにします。メトリクスデータを配置します CloudWatch。

• Amazon S3 バケットにデータを保存する — アカウント内の S3 バケットを一覧表示し、名前が
amazon-braket-で始まるアカウント内の任意のバケットにオブジェクトを入れて、オブジェクトを取得
します。これらの権限は、処理されたタスクの結果を含むファイルをバケットに入れ、バケットからそ
れらを取得するために Braket に必要です。

• IAM ロールを渡す — IAM ロールを、に渡します CreateJob API。ロールは arn: aws: iam:::role/service-
role/AmazonBraketJobsExecutionRole * の形式に準拠する必要があります。

 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "s3:GetObject", 
    "s3:PutObject", 
    "s3:ListBucket", 
    "s3:CreateBucket", 
    "s3:PutBucketPublicAccessBlock", 
    "s3:PutBucketPolicy" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:s3:::amazon-braket-*" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
    "ecr:BatchGetImage", 
    "ecr:BatchCheckLayerAvailability" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ecr:GetAuthorizationToken" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  }, 
  { 
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   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "braket:CancelJob", 
    "braket:CancelQuantumTask", 
    "braket:CreateJob", 
    "braket:CreateQuantumTask", 
    "braket:GetDevice", 
    "braket:GetJob", 
    "braket:GetQuantumTask", 
    "braket:SearchDevices", 
    "braket:SearchJobs", 
    "braket:SearchQuantumTasks", 
    "braket:ListTagsForResource", 
    "braket:TagResource", 
    "braket:UntagResource" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "iam:PassRole" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*", 
   "Condition": { 
    "StringLike": { 
     "iam:PassedToService": [ 
      "braket.amazonaws.com" 
     ] 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "iam:ListRoles" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "logs:GetQueryResults" 
   ], 
   "Resource": [ 
    "arn:aws:logs:*:*:log-group:*" 
   ] 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "logs:PutLogEvents", 
    "logs:CreateLogStream", 
    "logs:CreateLogGroup", 
    "logs:GetLogEvents", 
    "logs:DescribeLogStreams", 
    "logs:StartQuery", 
    "logs:StopQuery" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
   "Resource": "*", 
   "Condition": { 
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    "StringEquals": { 
     "cloudwatch:namespace": "/aws/braket" 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

特定のデバイスへのユーザーアクセスを制限する
特定のユーザーのアクセスを制限する Braket デバイスへのアクセスを制限するために、アクセス許可を拒
否するIAMポリシーを特定のロールに追加することができます。

次に、の QPU へのアクセスを制限する例を示しますAWS アカウント012345678901。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": [ 
      "braket:CreateQuantumTask", 
      "braket:CancelQuantumTask", 
      "braket:GetQuantumTask", 
      "braket:SearchQuantumTasks", 
      "braket:GetDevice", 
      "braket:SearchDevices" 
    ], 
    "Resource": [ 
    "arn:aws:braket:*:*:device/qpu/*" 
    ] 
   } 
  ]
}

このコードを適応させるには、前の例で示した文字列を、Amazon制限付きデバイスのリソース番号 
(ARN) に置き換えます。この文字列は、リソース値を指定します。Braket では、デバイスは量子タスク
を実行するために呼び出すことができる QPU またはシミュレーターを表します。使用可能なデバイス
は、デバイスページに一覧表示されます。これらのデバイスへのアクセスを指定するために使用するス
キーマは 2 つあります。

• arn:aws:braket:<region>:<account id>:device/qpu/<provider>/<device_id>
• arn:aws:braket:<region>:<account id>:device/quantum-simulator/<provider>/
<device_id>

さまざまなタイプのデバイスアクセスの例を次に示します。

• すべてのリージョンですべての QPU を選択するには次の手順を実行します。　 
arn:aws:braket:*:*:device/qpu/*

• us-west-2 リージョンのすべての QPU のみを選択するには次の手順を実行します。
arn:aws:braket:us-west-2:012345678901:device/qpu/*

• 同様に、us-west-2 リージョンのすべての QPU のみを選択する (デバイスはサービスリソースであり、
カスタマーリソースではないため):arn:aws:braket:us-west-2:* :device/qpu/*

• すべてのオンデマンドシミュレータデバイスへのアクセスを制限するに
は:arn:aws:braket:* :012345678901:device/quantum-simulator/*

• us-east-1IonQ リージョンのデバイスへのアクセスを制限するには：arn:aws:braket:us-
east-1:012345678901:device/ionq/ionQdevice
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• 特定のプロバイダーのデバイス (デバイスなど) へのアクセスを制限するには
RigettiQPU:arn:aws:braket:* :012345678901:device/qpu/rigetti/*

• TN1デバイスへのアクセスを制限するには:arn:aws:braket:* :012345678901:device/
quantum-simulator/amazon/tn1

Amazon Braket のAWSマネージドポリシーに対する
更新
次の表は、このサービスが変更の追跡を開始してからの Braket のAWSマネージドポリシーに対する更新
に関する詳細を示しています。

変更 説明 日付

AmazonBraketFullAccess (p. 162)-Braket
のフルアクセスポリシー

AmazonBraketFullAccessポリ
シーに含めるサービスクォー
タ:GetServiceQuotaGetMetricData
アクションと cloudwatch: アクショ
ンを追加しました。

.

2023 年 3 月 24 日

AmazonBraketFullAccess (p. 162)-Braket
のフルアクセスポリシー

ブラケットは、 
AmazonBraketFullAccess
service-role/パスを含めるよう
に iam:PassRole の権限を調整しま
した。

2021 年 11 月 29 日

AmazonBraketJobsExecutionPolicy (p. 166)-
Amazon Braket ハイブリッドジョブのジョ
ブ実行ポリシー

Braket は、service-role/パスを
含むようにジョブ実行ロール ARN 
を更新しました。

2021 年 11 月 29 日

Braket が変更の追跡を開始しました Braket は、AWS管理ポリシーの変
更の追跡を開始しました。

2021 年 11 月 29 日

特定のノートブックインスタンスへのユーザーアクセ
スを制限する
特定のユーザーのアクセスを制限する Braket ノートブックインスタンスへのアクセスを制限するため
に、アクセス許可を拒否するポリシーを特定のロール、ユーザー、またはグループに追加することができ
ます。

次の例では、ポリシー変数を使用して、内の特定のノートブックインスタンスを起動、停止、およびアク
セスする権限を効率的に制限しています。このインスタンスには、アクセス権を持つユーザーに応じて名
前が付けられています (たとえば、Aliceユーザーはという名前のノートブックインスタンスにアクセス
できますamazon-braket-Alice)。AWS アカウント012345678901

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
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        "sagemaker:CreateNotebookInstance", 
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance", 
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance", 
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance", 
        "sagemaker:StartNotebookInstance", 
        "sagemaker:StopNotebookInstance", 
      ], 
      "NotResource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:012345678901:notebook-instance/amazon-braket-${aws:username}" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl" 
      ], 
      "NotResource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:012345678901:notebook-instance/amazon-braket-${aws:username}*" 
      ] 
    } 
  ]
}

特定の S3 バケットへのユーザーアクセスを制限する
特定のユーザーのアクセスを制限する Amazon S3 バケットへのアクセスを制限するために、拒否ポリ
シーを特定のロール、ユーザー、またはグループに追加することができます。

次の例では、S3オブジェクトを取得して特定のバケット (arn:aws:s3:::amazon-braket-us-
east-1-012345678901-Alice) に配置する権限を制限し、それらのオブジェクトのリストも制限して
います。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "s3:ListBucket" 
      ], 
      "NotResource": [ 
        "arn:aws:s3:::amazon-braket-us-east-1-012345678901-Alice" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "NotResource": [ 
        "arn:aws:s3:::amazon-braket-us-east-1-012345678901-Alice/*" 
      ] 
    } 
  ]
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}

特定のノートブックインスタンスのバケットへのアクセスを制限するには、前述のポリシーをノートブッ
ク実行ロールに追加できます。

Amazon Braket のサービスリンクロール
Amazon Braket を有効にすると、サービスリンクロールがアカウント内に作成されます。

サービスリンクロールは、この場合、Amazon Braket に直接リンクされた特殊なタイプの IAM ロールで
す。Amazon Braket サービスにリンクされたロールは、AWS のサービスユーザーに代わって他のユー
ザーを呼び出すときに、Braket が必要とするすべてのアクセス許可を含むように事前定義されています。

必要な許可を手動で追加する必要がないため、サービスリンクロールは Amazon Braket のセットアップ
を容易にします。Amazon Braket は、サービスリンクロールのアクセス許可を定義します。これらの定義
を変更しない限り Amazon Braketのみがロールを引き受けることができます。定義されたアクセス許可に
は、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれます。アクセス許可ポリシーを他の IAM エンティティ
にアタッチすることはできません。

Amazon Braket が設定するサービスリンクロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) サービ
スにリンクされたロール機能の一部です。AWS のサービスサービスにリンクされたロールをサポートする
他のサービスについては、IAMAWS と連携するのサービスを参照して、サービスにリンクされたロール列
がはいになっているサービスを探してください。サービスリンクロールに関するドキュメントをサービス
で表示するには、 [Yes] (はい) リンクを選択します。

Amazon Braket のサービスリンクロール許可
Amazon Braket は、ロールを引き受ける上で braket.amazonaws.com エンティティを信頼す
るAWSServiceRoleForAmazonBraket AWSServiceRolePolicy サービスにリンクされたロールを使用し
ます。

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (グループやロールなど) に許可す
るには、許可を設定する必要があります。詳細については、「サービスにリンクされたロールのアクセス
許可」を参照してください。

Amazon Braket のサービスリンクロールには、デフォルトで次のアクセス許可が付与されます。

• Amazon S3 — アカウント内のバケットを一覧表示し、amazon-braket-で始まる名前で任意のバケット
をアカウントに配置したり、オブジェクトを取得したりする権限。

• Amazon CloudWatch Logs — ロググループを一覧表示して作成し、Amazon Braket 用に作成されたログ
グループにイベントを配置する権限。

AWSServiceRoleForAmazonBraketサービスにリンクされたロールに添付されます。

{"Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::amazon-braket*" 
        }, 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "logs:Describe*", 
                "logs:Get*", 
                "logs:List*", 
                "logs:StartQuery", 
                "logs:StopQuery", 
                "logs:TestMetricFilter", 
                "logs:FilterLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket/*" 
        }, 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": "braket:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/braket.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonBraket*", 
            "Condition": {"StringEquals": {"iam:AWSServiceName": "braket.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon Braket の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンを中心として
構築されます。

各リージョンには物理的に独立して、隔離されている複数のアベイラビリティーゾーンが用意されていま
す。アベイラビリティーゾーン (AZ) は、低レイテンシー、高スループット、そして高度の冗長ネットワー
クで接続されています。その結果、アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数のデータセン
ターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AZ 間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運
用することができます。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、AWS AWSインフラストラクチャを参照
してください。

Amazon Braket のコンプライアンス検証
AmazonBraket を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコ
ンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。 AWSでは、では、、では、で
は、、では、、、では、、では、

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド - これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を 
AWS にデプロイするためのステップが示されています。

• AWS コンプライアンスのリソース - ワークブックとお客様の業界や所在地に適用される場合があるガイ
ドのコレクション。

AWS のサービス特定のコンプライアンスプログラムの範囲内のサービスのリストについては、「AWSコ
ンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報について
は、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。

172

http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
http://aws.amazon.com/quickstart/?awsf.quickstart-homepage-filter=categories%23security-identity-compliance
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/


Amazon Braket デベロッパーガイド
インフラストラクチャセキュリティ

Amazon Braket でのインフラストラクチャセキュリ
ティ

管理型サービスである Amazon Braket は、AWSAWSホワイトペーパーのセキュリティプロセスの概要に
記載されているグローバルネットワークセキュリティの手順で保護されています。

ネットワーク経由で Amazon Braket にアクセスするには、AWS公開されている API を呼び出します。
クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.2 以降がサポートされている必要があります。ま
た、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect 
Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要があります。
これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

Amazon Braket ハードウェアプロバイダーのセキュ
リティ

Amazon Braket の QPU は、サードパーティーのハードウェアプロバイダーによってホストされていま
す。QPU でタスクを実行すると、Amazon Braket は、処理のために指定された QPU に回路を送信すると
きに DeviceARN を識別子として使用します。

サードパーティーハードウェアプロバイダーの 1 つが運営する量子コンピューティングハードウェアへの
アクセスに Amazon Braket を使用する場合、お客様の回路とその関連データは、運営する施設外のハード
ウェアプロバイダーによって処理されますAWS。各 QPUAWS が利用できる物理的な場所と地域に関する
情報は、Amazon Braket コンソールのデバイス詳細セクションにあります。

コンテンツは匿名化されています。回路の処理に必要なコンテンツのみがサードパーティーに送信されま
す。 AWS アカウントサードパーティーに送信されません。

すべてのデータは、保管時と転送時のいずれも暗号化されます。データは処理のためだけに復号されま
す。Amazon Braket サードパーティープロバイダーは、お客様の回路の処理以外の目的でお客様のコン
テンツを保存または使用することは許可されていません。回路の完了後、結果は Amazon Braket に返さ
れ、S3 バケットに保存されます。

Amazon Braket サードパーティーの量子ハードウェアプロバイダーのセキュリティは、ネットワークセ
キュリティ、アクセスコントロール、データ保護、および物理的セキュリティの基準が満たされているこ
とを確認するために、定期的に監査されます。
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トラブルシューティング
AmazonBraket で作業する際に発生する一般的な問題を解決します。

トピック

このセクションの内容:
• アクセス拒否の例外 (p. 174)
• タスクの作成に失敗しています (p. 174)
• SDK 機能が動作しません (p. 174)
• クォータを超過したためにジョブが失敗する (p. 175)
• ノートブックインスタンスで動作しなくなったものがある (p. 175)
• OpenQASM のトラブルシューティング (p. 176)

アクセス拒否の例外
AccessDeniedExceptionAcket を有効または使用すると、制限されたロールがアクセスできないリージョン
で Braket を有効または使用しようとしている可能性があります。

このような場合は、社内の、社内の、社内の、社内の、社内の、AWS管理者に連絡して、次の条件のうち
どれが適用されるかを理解する必要があります。

• リージョンへのアクセスを禁止するロール制限がある場合
• 使用しようとしているロールが Braket の使用を許可されている場合

Braket の使用時にロールが特定のリージョンにアクセスできない場合、その特定のリージョンでデバイス
を使用することはできません。

タスクの作成に失敗しています
「 CreateQuantumTask オペレーションの呼び出し時にエラーが発生しました (ValidationException)。発
信者が Amazon-braket-のアクセス権を持っていません」という行にエラーが表示された場合は、新しい 
Amazon S3 バケットとプレフィックスをauto 作成しないため、既存の s3_folder を参照していることを確
認してください。

APIに直接アクセスし、「量子タスクの作成に失敗しました。発信者に s3://MY_BUCKET へのアクセス権
がありません」などのエラーが表示される場合は、Amazon S3 バケットパスに s3://が含まれていないこと
を確認してください。

SDK 機能が動作しません
SDK (およびスキーマ) がそうであることを確認します up-to-date。ノートブックまたは Python エディタ
から実行してください
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!pip install --upgrade amazon-braket-sdk

SDK およびスキーマがそうであることを確認します up-to-date。ノートブックまたは Python エディタか
ら SDK を更新するには、以下を実行します。

pip install --upgrade amazon-braket-schemas

独自のクライアントからAmazon Braket にアクセスする場合は、AWSリージョンががががががががががが
がががががががががががががががががAmazon Amazon に設定されていることを確認してください。

クォータを超過したためにジョブが失敗する
ジョブが ServiceQuotaExceededException で失敗する

ターゲットとするシミュレーターデバイスの同時タスク制限を超えると、Amazon Braket シミュレーター
に対してタスクを実行するジョブが作成されないことがあります。サービスの制限については、クォー
タ (p. 23)トピックで説明しています。シミュレーターデバイスに対して同時タスクを実行する複数のジョ
ブをアカウントから実行している場合、このエラーが発生することがあります。

特定のシミュレーターデバイスに対する同時タスクの数を確認するには、次のコード例に示すよう
にsearch-quantum-tasksAPI、を使用します。

DEVICE_ARN=arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1
task_list=""
for status_value in "CREATED" "QUEUED" "RUNNING" "CANCELLING"; do 
    tasks=$(aws braket search-quantum-tasks --filters name=status,operator=EQUAL,values=
${status_value} name=deviceArn,operator=EQUAL,values=$DEVICE_ARN --max-results 100 --query 
 'quantumTasks[*].quantumTaskArn' --output text) 
    task_list="$task_list $tasks"
done;
echo "$task_list" | tr -s ' \t' '[\n*]' | sort | uniq

また、Amazon CloudWatch メトリクス (Braket > By Device) を使用して、作成したタスクをデバイスに対
して表示することもできます。

これらのエラーが発生しないようにするには、次のいずれかを実行します。

1. シミュレーターデバイスの同時タスク数のサービスクォータの増加を要求します。SV1この設定はデバ
イスにのみ適用されます。

2. コード内の ServiceQuotaExceeded の例外を処理し、再試行してください。

ノートブックインスタンスで動作しなくなったもの
がある

ノートブックの一部のコンポーネントが機能しない場合は、以下を試してください。

1. 作成または変更したノートブックをローカルドライブにダウンロードします。
2. ノートブックインスタンスを停止します。
3. ノートブックインスタンスを削除します。
4. 別の名前で新しいノートブックインスタンスを作成します。
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5. ノートブックを新しいインスタンスにアップロードします。

OpenQASM のトラブルシューティング
このセクションでは、OpenQASM 3.0 を使用してエラーが発生した場合に役立つ可能性のあるトラブル
シューティングのポインタを紹介します。

このセクションの内容:
• インクルードステートメントのエラー (p. 176)
• qubits非連続エラー (p. 176)
• qubitsqubits物理エラーと仮想エラーの混合 (p. 177)
• qubits結果タイプのリクエストと同じプログラムエラーでの測定 (p. 177)
• qubitクラシックリミットとレジスタリミットがエラーを超えました (p. 177)
• ボックスの前に逐語的なプラグマエラーがない (p. 177)
• 逐語的なボックスにはネイティブゲートがないというエラーが表示される (p. 178)
• ボックスが逐語的に表示されない、qubits物理的なエラーが表示されない (p. 178)
• 逐語的プラグマに「braket」エラーがありません (p. 178)
• qubitsシングルをインデックスできないエラー (p. 178)
• qubitsqubit2ゲートのフィジカルが接続されていないエラー (p. 179)
• GetDevice OpenQASM の結果エラーが返されない (p. 179)
• ローカルシミュレータサポート警告 (p. 180)

インクルードステートメントのエラー
Braketには現在、OpenQASMプログラムに含めるための標準ゲートライブラリファイルはありません。例
えば、以下の例はパーサーエラーになります。

OPENQASM 3;
include "standardlib.inc";

このコードはエラーメッセージを生成します。No terminal matches '"' in the current 
parser context, at line 2 col 17.

qubits非連続エラー
qubitsrequiresContiguousQubitIndicestrueデバイス機能でに設定されているデバイスで「不連
続」を使用すると、エラーになります。

シミュレータおよびでタスクを実行するとIonQ、次のプログラムがエラーをトリガーします。

OPENQASM 3;

qubit[4] q;

h q[0];
cnot q[0], q[2];
cnot q[0], q[3];

このコードはエラーメッセージを生成します。Device requires contiguous qubits. Qubit 
register q has unused qubits q[1], q[4].
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qubitsqubits物理エラーと仮想エラーの混合
qubitsqubits同じプログラム内で物理と仮想を混在させることはできず、エラーになります。次のコードは
エラーを生成します。

OPENQASM 3;

qubit[2] q;
cnot q[0], $1;

このコードはエラーメッセージを生成します。[line 4] mixes physical qubits and qubits 
registers.

qubits結果タイプのリクエストと同じプログラムエ
ラーでの測定
同じプログラムで明示的に測定された結果タイプを要求すると、エラーになります。qubits次のコードは
エラーを生成します。

OPENQASM 3;

qubit[2] q;

h q[0];
cnot q[0], q[1];
measure q;

#pragma braket result expectation x(q[0]) @ z(q[1])

このコードはエラーメッセージを生成します。Qubits should not be explicitly measured 
when result types are requested.

qubitクラシックリミットとレジスタリミットがエラー
を超えました
qubit使用できるクラシックレジスタとレジスタは 1 つだけです。次のコードはエラーを生成します。

OPENQASM 3;

qubit[2] q0;
qubit[2] q1;

このコードはエラーメッセージを生成します。[line 4] cannot declare a qubit register. 
Only 1 qubit register is supported.

ボックスの前に逐語的なプラグマエラーがない
すべてのボックスの前には逐語的なプラグマを付ける必要があります。次のコードはエラーを生成しま
す。

box{
rx(0.5) $0;
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トがないというエラーが表示される

}

このコードはエラーメッセージを生成します。In verbatim boxes, native gates are 
required. x is not a device native gate.

逐語的なボックスにはネイティブゲートがないという
エラーが表示される
逐語的なボックスにはネイティブゲートとフィジカルが必要ですqubits。次のコードはネイティブゲート
エラーを生成します。

#pragma braket verbatim
box{
x $0;
}

このコードはエラーメッセージを生成します。In verbatim boxes, native gates are 
required. x is not a device native gate.

ボックスが逐語的に表示されない、qubits物理的なエ
ラーが表示されない
逐語的なボックスには物理的なものが必要ですqubits。次のコードでは、qubits欠落している物理エラーが
生成されます。

qubit[2] q;

#pragma braket verbatim
box{
rx(0.1) q[0];
}

このコードはエラーメッセージを生成します。Physical qubits are required in verbatim 
box.

逐語的プラグマに「braket」エラーがありません
逐語プラグマには「braket」を含める必要があります。次のコードはエラーを生成します。

#pragma braket verbatim           // Correct
#pragma verbatim                  // wrong

このコードはエラーメッセージを生成します。You must include “braket” in the verbatim 
pragma

qubitsシングルをインデックスできないエラー
Singlequbits はインデックスに登録できません。次のコードはエラーを生成します。

OPENQASM 3;

qubit q;
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h q[0];

このコードはエラーを生成します。[line 4] single qubit cannot be indexed.

ただし、qubit単一配列は次のように索引付けできます。

OPENQASM 3;

qubit[1] q;
h q[0];   // This is valid

qubitsqubit2ゲートのフィジカルが接続されていない
エラー
フィジカルを使用するにはqubits、qubitsまずデバイスがフィジカルを使用していることを確認してか
ら、device.properties.paradigm.connectivity.connectivityGraphまたはをチェックして接
続グラフを確認しま
すdevice.properties.paradigm.connectivity.fullyConnected。device.properties.action[DeviceActionType.OPENQASM].supportPhysicalQubits

OPENQASM 3;

cnot $0, $14;

このコードはエラーメッセージを生成します。[line 3] has disconnected qubits 0 and 14

GetDevice OpenQASM の結果エラーが返されない
Braket SDK GetDevice を使用しているときにレスポンスに OpenQASM の結果が表示されない場合
は、AWS_EXECUTION_ENV 環境変数を設定してユーザーエージェントを設定する必要がある場合があり
ます。Go および Java SDK でこれを行う方法については、以下のコード例を参照してください。

を使用するときに AWS_EXECUTION_ENV 環境変数を設定してユーザーエージェントを設定するには
AWS CLI:

% export AWS_EXECUTION_ENV="aws-cli BraketSchemas/1.8.0"
# Or for single execution
% AWS_EXECUTION_ENV="aws-cli BraketSchemas/1.8.0" aws braket <cmd> [options]

Boto3 を使用するときに AWS_EXECUTION_ENV 環境変数を設定してユーザーエージェントを設定するに
は:

import boto3
import botocore

client = boto3.client("braket", 
 config=botocore.client.Config(user_agent_extra="BraketSchemas/1.8.0"))

JavaScript/TypeScript (SDK v2) を使用するときにユーザーエージェントを設定するように 
AWS_EXECUTION_ENV 環境変数を設定するには:

import Braket from 'aws-sdk/clients/braket';
const client = new Braket({ region: 'us-west-2', credentials: AWS_CREDENTIALS, 
 customUserAgent: 'BraketSchemas/1.8.0'  });
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JavaScript/TypeScript (SDK v3) を使用するときにユーザーエージェントを設定するように 
AWS_EXECUTION_ENV 環境変数を設定するには:

import { Braket } from '@aws-sdk/client-braket';
const client = new Braket({ region: 'us-west-2', credentials: AWS_CREDENTIALS, 
 customUserAgent: 'BraketSchemas/1.8.0' });

Go SDK を使用するときに AWS_EXECUTION_ENV 環境変数を設定してユーザーエージェントを設定す
るには:

os.Setenv("AWS_EXECUTION_ENV", "BraketGo BraketSchemas/1.8.0")
mySession := session.Must(session.NewSession())
svc := braket.New(mySession)

Java SDK を使用するときに AWS_EXECUTION_ENV 環境変数を設定してユーザーエージェントを設定す
るには:

ClientConfiguration config = new ClientConfiguration();
config.setUserAgentSuffix("BraketSchemas/1.8.0");
BraketClient braketClient = 
 BraketClientBuilder.standard().withClientConfiguration(config).build();

ローカルシミュレータサポート警告
は、QPU やオンデマンドシミュレータでは利用できない可能性のある OpenQASMLocalSimulator の
高度な機能をサポートしています。次の例のようにLocalSimulator、プログラムに固有の言語機能のみ
が含まれている場合は、警告が表示されます。

qasm_string = """
qubit[2] q;

h q[0];
ctrl @ x q[0], q[1];
"""
qasm_program = Program(source=qasm_string)

このコードは次の警告を生成します。「このプログラムは、でのみサポートされている OpenQASM 言語
機能を使用しています LocalSimulator。これらの機能の一部は、QPU またはオンデマンドシミュレーター
ではサポートされていない場合があります。

サポートされている OpenQASM 機能の詳細については、ここをクリックしてください (p. 66)。
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Amazon Braket 用の VPC エンドポイ
ント

VPC とAmazon Braket とのプライベート接続を確立するには、インターフェイス VPC エンドポイントを
作成します。インターフェイスエンドポイントは、インターネットゲートウェイAWS PrivateLink、NAT 
デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect接続のいずれも必要とせずに Braket API にアクセスできるテ
クノロジーであるを利用しています。VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレスがなくても Braket 
API と通信できます。

各インターフェースエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によって表
されます。

では PrivateLink、VPC と BraketAmazon 間のトラフィックがネットワークから流出することはありませ
ん。これにより、パブリックインターネットへのデータの露出が軽減されるため、クラウドベースのアプ
リケーションと共有するデータのセキュリティが向上します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガ
イドの「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)」を参照してください。

Amazon Braket VPC エンドポイントに関する考慮
事項

Braket 用の VPC エンドポイントを設定する前に、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイスエ
ンドポイントのプロパティと制限」を確認してください。

Braket は、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

デフォルトでは、VPC エンドポイントを通じた Braket へのフルアクセスが許可されています。VPC エ
ンドポイントポリシーを指定すれば、アクセスをコントロールできます。詳細については、Amazon VPC 
ユーザーガイドのVPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロールを参照してください。

Braket を設定して PrivateLink
AmazonBraketAWS PrivateLink で使用するには、Amazon Virtual Privvate Cloud (Amazon VPC) エンドポ
イントをインターフェイスとして作成し、Amazon BraketAPI サービスを介してエンドポイントに接続す
る必要があります。

ここでは、このプロセスの一般的なステップを示します。これについては、後のセクションで詳しく説明
します。

• AWSリソースをホストするように Amazon VPC を設定して起動します。VPC が既にある場合、このス
テップは省略できます。

• Braket 用の Amazon VPC エンドポイントを作成します
• エンドポイント経由で Braket タスク を接続して実行します

ステップ 1: 必要に応じて Amazon VPC を起動する
アカウントに既に VPC が運用されている場合は、このステップを省略できることにご注意ください。
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VPC は、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイなどのネットワーク
設定をコントロールできます。基本的に、AWSカスタム仮想ネットワークでリソースを起動します。VPC 
の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」を参照してください。

Amazon VPC コンソールを開いて、サブネット、セキュリティグループ、ネットワークゲートウェイを含
む新しい VPC を作成します。

ステップ 2: Braket のインターフェイス VPC エンドポ
イントの作成
Braket サービス用の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたはAWS Command Line 
Interface (AWS CLI) を使用して作成できます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのインター
フェイスエンドポイントの作成を参照してください。

コンソールで VPC エンドポイントを作成するには、Amazon VPC コンソールを開き、エンドポイン
トページを開いて、新しいエンドポイントの作成に進みます。後で参照できるように、エンドポイント 
ID を書きとめます。Braket に特定の電話をかけるときに、—endpoint-urlフラグの一部として必要です
API。

Braket 用の VPC エンドポイントを作成するには、次のサービス名を使用します。

• com.amazonaws.substitute_your_region.braket

注:エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名を使用して 
BraketAPI にリクエストを実行できますbraket.us-east-1.amazonaws.com。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド のインターフェイスエンドポイントを介したサービスへの
アクセスを参照してください。

ステップ 3: エンドポイント経由で Braket タスクを接
続して実行する
VPC エンドポイントを作成すると、次の例のように、endpoint-urlAPIまたはランタイムへのインター
フェイスエンドポイントを指定するパラメータを含む CLI コマンドを使用できます。

aws braket search-quantum-tasks --endpoint-url 
 VPC_Endpoint_ID.braket.substituteYourRegionHere.vpce.amazonaws.com

VPC エンドポイントのプライベート DNS ホスト名を有効にした場合は、CLI コマンドで URL をエンドポ
イントとして指定する必要はありません。代わりに、CLI およびAmazon Braket SDK がデフォルトで使用
する BraketAPI DNS ホスト名は、ユーザーの VPC エンドポイントに解決されます。その形式は、次の例
のようにします。

https://braket.substituteYourRegionHere.amazonaws.com

AWS PrivateLinkエンドポイントを使用した Amazon VPC から Amazon SageMaker ノートブックへの直
接アクセスというブログ投稿に、Amazon Braket ノートブックに似た、 SageMaker ノートブックへのセ
キュアな接続を確立するためのエンドポイントを設定する方法の例を示します。

ブログ投稿の手順に従っている場合は、Amazon の代わりに AmazonBraket を使用することを忘
れないでください SageMaker。リージョンが us-east-1 でない場合は、AWS リージョンサービス
名に、com.amazonaws.us-east-1.braket正しい名前を入力するか、正しい名前を入力します。
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エンドポイントの作成の詳細
• VPC をプライベートサブネットで作成する方法については、「プライベートサブネットを持つ VPC を

作成する」を参照してください。
• Amazon VPC コンソールまたは AWS CLI を使用して、エンドポイントを作成および設定する方法につ

いては、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照してくださ
い。

• を使用してエンドポイントを作成および設定する方法についてはAWS CloudFormation、AWS 
CloudFormationユーザーガイドのAWS:: EC2:: VpcEndpoint リソースを参照してください。

Amazon VPC エンドポイントポリシーによるアク
セスのコントロール

AmazonBraket への接続アクセスを制御するには、Amazon VPC エンドポイントにAWS Identity and 
Access Management (IAM) エンドポイントポリシーを添付します。このポリシーでは、以下の情報を指定
します。

• アクションを実行できるプリンシパル (ユーザーまたはロール)
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御
する」を参照してください。

例: Braket アクションの VPC エンドポイントポリシー

Braket の VPC エンドポイントポリシーの例を以下に示します。このポリシーは、エンドポイントに添付
されると、すべてのリソースのすべてのプリンシパルに対して、登録されている Braket アクションへのア
クセスを許可します。

{ 
 "Statement":[ 
 { 
   "Principal":"*", 
   "Effect":"Allow", 
   "Action":[ 
     “braket:action-1", 
     “braket:action-2", 
     “braket:action-3” 
     ], 
   "Resource":"*" 
   } 
  ]
}

複数のエンドポイントポリシーを添付することで、複雑な IAM ルールを作成できます。詳細な説明と例に
ついては、以下を参照してください。

• Step Functions の Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントポリシー
• 管理者以外のユーザー用の詳細な IAM アクセス許可の作成
• VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロール
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Amazon Braket リソースのタグ付け
タグとは、お客様または AWS が AWS リソースに割り当てるカスタム属性ラベルです。タグはリソース
について詳しく説明するメタデータです。各タグは、キーと値から構成されます。これらは共にキーと値
のペアと呼ばれます。ユーザーが割り当てるタグでは、ユーザーがキーと値を定義します。

AmazonBraket コンソールでは、タスクまたはノートブックに移動して、それに関連付けられているタグ
のリストを表示できます。タグの追加、タグの削除、またはタグの修正を行うことができます。作成時に
タスクまたはノートブックにタグを付け、コンソールAWS CLI、またはを使用して関連するタグを管理で
きますAPI。

タグの使用
タグを使用すると、リソースを自分に役立つカテゴリに整理できます。例えば、「部門」タグを割り当て
て、このリソースを所有する部門を指定できます。

各 タグは 2 つの部分で構成されます:

• タグキー (例:環境CostCenter、プロジェクト)。タグキーでは、大文字と小文字が区別されます。
• タグ値というオプションのフィールド (111122223333、Production など)。タグ値を省略すると、空の

文字列を使用した場合と同じになります。タグキーと同様に、タグ値は大文字と小文字が区別されま
す。

タグは、以下のことに役立ちます。

• AWSリソースの特定と整理。多くの AWS のサービス ではタグ付けがサポートされているため、各種の
サービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示すことができます。

• AWSコストを追跡できます。これらのタグは、AWS Billing and Cost Management ダッシュボードで有
効にします。AWS では、タグを使用してコストを分類し、毎月のコスト配分レポートを提供します。詳
細については、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの「コスト配分タグを使用する」を
参照してください。

• AWSリソースへのアクセスを制御します。詳細については、「タグを使用したアクセスの制御」 を参照
してください。

AWS詳細とタグについての詳細
• 命名規則や使用規則など、タグ付けに関する一般的な情報については、AWS全般的なリファレンスの

「AWSリソースにタグを付ける」を参照してください。
• タグ付けの制限については、『AWS一般リファレンス』の「タグ命名の制限と要件」を参照してくださ

い。
• ベストプラクティスとタグ付け戦略については、「タグ付けのベストプラクティス」およびAWS「タグ

付け戦略のベストプラクティス」を参照してください。
• タグの使用をサポートするサービスのリストについては、「リResource Groups のタグ付け API リファ

レンス」を参照してください。

以下のセクションでは、Amazon Braket のタグに関する詳細を示します。
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Amazon Braket でサポートされるリソース
AmazonBraket の次のリソースタイプは、タグ付けをサポートしています。

• quantum-task リソース:
• リソース名:AWS::Service::Braket
• ARN の正規表現:arn:${Partition}:braket:${Region}:${Account}:quantum-task/
${RandomId}

注意:AmazonBraket コンソールでAmazon Braket ノートブックのタグを適用および管理するには、 
SageMaker コンソールを使用してノートブックリソースに移動します。詳細については、 SageMaker ド
キュメントの「ノートブックインスタンスのメタデータ」を参照してください。

タグの制限
AmazonBraket リソースのタグには、以下のような基本制限があります。

• リソースに割り当てることができるタグの最大数 :50
• キーの最大長: 128 文字 (ユニコード)
• 値の最大長: 256 文字 (ユニコード)
• キーと値の有効な文字:a-z, A-Z, 0-9, spaceと、次の文字。_ . : / = + - と @
• キーと値は大文字と小文字が区別されます。
• awsキーのプレフィックスとして使用しないでください。AWS使用に予約済みです。

Amazon Braket でタグを管理する
リソースのプロパティとしてタグを設定します。AmazonBraket コンソール、Braket、またはを使用し
て、タグの表示、変更、変更、変更、変更、変更、変更、変更、変更、変更、変更、変更、変更、変更、
変更API、変更、変更、変更、変更、変更AmazonAWS CLI 詳細については、「Amazon Braket API リ
ファレンス」を参照してください。

タグを追加する
タグ付きリソースには、次の場合にタグを追加できます。

• リソースを作成する場合:コンソールを使用するか、AWSAPITagsCreate のオペレーションにパラメー
タを含めます。

• リソースを作成したら:コンソールを使用してタスクまたはノートブックリソースに移動する
か、AWSAPITagResource のオペレーションを呼び出します。

リソースの作成時にタグを追加するには、指定したタイプのリソースを作成する権限も必要です。

タグの表示
コンソールを使用してタスクまたはノートブックリソースに移動する
か、AWSListTagsForResourceAPIオペレーションを呼び出すことで、タグ付け可能な任意のリソース
のタグを表示できます。Amazon
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AWSAPI次のコマンドを使用して、リソースのタグを表示できます。

• AWS API: ListTagsForResource

タグの編集
コンソールを使用してタスクまたはノートブックのリソースに移動してタグを編集するか、次のコマンド
を使用して、タグ付け可能なリソースに添付されたタグの値を変更できます。すでに存在するタグキーを
指定すると、そのキーの値が上書きされます。

• AWS API: TagResource

タグの削除
リソースからタグを削除するには、削除するキーを指定するか、コンソールを使用してタスクまたはノー
トブックリソースに移動するか、UntagResourceオペレーションを呼び出します。

• AWS API: UntagResource

Amazon Braket での CLI タグ付けの例
AWSCLI で作業している場合、Rigetti QPU のパラメータ設定を使用して作成する量子タスクに適用され
るタグの作成方法を示すコマンドの例を以下に示します。SV1タグは、例のコマンドの最後に指定されて
いることに注目してください。この場合は、キーには state の値が与えられ、値には Washington の値
が与えられます。

aws braket create-quantum-task --action /
"{\"braketSchemaHeader\": {\"name\": \"braket.ir.jaqcd.program\", / 
    \"version\": \"1\"}, / 
    \"instructions\": [{\"angle\": 0.15, \"target\": 0, \"type\": \"rz\"}], / 
    \"results\": null, / 
    \"basis_rotation_instructions\": null}" / 
  --device-arn "arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1" / 
  --output-s3-bucket  "my-example-braket-bucket-name" / 
  --output-s3-key-prefix "my-example-username"  / 
  --shots 100   / 
  --device-parameters / 
  "{\"braketSchemaHeader\": / 
     {\"name\": \"braket.device_schema.rigetti.rigetti_device_parameters\", / 
      \"version\": \"1\"}, \"paradigmParameters\": / 
       {\"braketSchemaHeader\": / 
         {\"name\": \"braket.device_schema.gate_model_parameters\", / 
          \"version\": \"1\"}, / 
          \"qubitCount\": 2}}" / 
          --tags {\"state\":\”Washington\"}

Amazon Braket API を使用したタグ付け
• AmazonBraketAPI を使用してリソースにタグを設定する場合は、を呼び出しますTagResourceAPI。

aws braket tag-resource --resource-arn $YOUR_TASK_ARN --tags {\"city\":
\"Seattle\"}
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• リソースからタグを削除するには、を呼び出しますUntagResourceAPI。

aws braket list-tags-for-resource --resource-arn $YOUR_TASK_ARN

• 特定のリソースに関連付けられているすべてのタグを一覧表示するには、を呼び出しま
すListTagsForResourceAPI。

aws braket tag-resource --resource-arn $YOUR_TASK_ARN --tag-keys "[\"city\",
\"state\"]"
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Amazon による Amazon Braket のモ
ニタリング CloudWatch

Amazon を使用して Amazon Braket をモニタリングすることで CloudWatch、raw データを収集し、リア
ルタイムに近い読み取り可能なメトリクスに加工することができます。最大 15 か月間の履歴情報、また
は Amazon CloudWatch コンソールで過去 2 週間に更新されたメトリクスを検索して、Amazon Braket の
パフォーマンスをよりよく把握できます。詳細については、「 CloudWatch 指標の使用」を参照してくだ
さい。

Amazon Braket のメトリクスとディメンション
CloudWatchメトリクスはの基本的な概念です。メトリクスは、に発行された時系列のデータポイントの
セットを表します CloudWatch。すべてのメトリクスは、一連のディメンションによって特徴付けられま
す。のメトリクスのディメンションの詳細については CloudWatch、「CloudWatch ディメンション」を参
照してください。

Amazon Braket は、Amazon Braket に固有の以下のメトリクスデータを Amazon CloudWatch メトリクス
に送信します。

タスクメトリクス

メトリクスは、タスクが存在する場合に使用できます。 CloudWatch これらはコンソールの AWS/Braket/
By Device の下に表示されます。

メトリクス 説明

Count (カウント) タスクの数

レイテンシー このメトリクスは、タスクが完了したときに発行
されます。タスクの初期化から完了までの合計時
間を表します。

タスクメトリクスのディメンション

タスクメトリクスは、deviceArnパラメータのディメンションに基づいて発行されます。。これ
は、arn:aws:braket:::device/xxxという形式です。

サポートされるデバイス
サポートされるデバイスおよびデバイス ARN のリストについては、「Braket デバイス」を参照してくだ
さい。。

Note

Amazon  SageMaker コンソールのノートブック詳細ページに移動すると、Amazon Braket 
CloudWatch ノートブックのログストリームを表示できます。Amazon Braket ノートブックの追
加設定は、SageMaker コンソールから利用できます。
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Amazon での Amazon Braket のイベ
ントと自動アクション EventBridge

Amazon EventBridge は、Amazon Braket タスクでのステータス変更イベントをモニタリングしま
す。AmazonBraket からのイベントは EventBridge、ほぼリアルタイムに提供されます。簡単なルールを記
述して、注目するイベント (イベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを含む) を指
定できます。トリガーできる自動アクションには、次が含まれます。

• AWS Lambda 関数の呼び出し
• AWS Step Functions ステートマシンのアクティブ化
• Amazon SNS トピックへの通知

EventBridge 次のAmazon Braket ステータス変更イベントをモニタリングします。

• タスクの状態の変更

AmazonBraket は、タスクステータス変更イベントの配信を保証します。これらのイベントは少なくとも 
1 回配信されますが、順序が乱れている可能性があります。

詳細については、の「イベントとイベントパターン」を参照してください EventBridge。

このセクションの内容:
• タスクステータスのモニタリング EventBridge (p. 189)
• Amazon Braket EventBridge イベントの例 (p. 190)

タスクステータスのモニタリング EventBridge
を使用すると EventBridge、Braket がAmazon Braket タスクに関するステータス変更の通知を送信すると
きに実行するアクションを定義するルールを作成できます。例えば、タスクのステータスが変化するたび
に E メールメッセージを送信するルールを作成できます。

1. AWS EventBridge Amazon使用権限のあるアカウントとBraketを使用してログインします。
2. https://console.aws.amazon.com/events/ で Amazon EventBridge コンソールを開きます。
3. 次の値を使用して、 EventBridge ルールを作成します。

• [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択
します。

• [Event source] (イベントソース) では、[Other] (その他) を選択します。
• [Event pattern] (イベントパターン) セクションで [Custom patterns (JSON editor)] (カスタムパターン 

(JSONエディター)) を選択し、次のイベントパターンをテキストエリアに貼付けます。

{ 
  "source": [ 
    "aws.braket" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "Braket Task State Change" 
  ]
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}

AmazonBraket からすべてのイベントをキャプチャするには、次のコードに示すように、detail-
typeセクションを除外します。

{ 
  "source": [ 
    "aws.braket" 
  ]
}

• [ターゲットタイプ] で [] を選択しAWS のサービス、[ターゲットの選択] で Amazon SNSAWS 
Lambda のトピックや機能などのターゲットを選択します。ターゲットは、Amazon Braket からタス
ク状態変更イベントを受信したときにトリガーされます。

例えば、Amazon Simple Notification Service (SNS) トピックを使用して、イベントが発生したとき
に E メールまたはテキストメッセージを送信できます。これを行うには、Amazon SNS コンソール
を使用して Amazon SNS トピックを作成する必要があります。詳細については、「ユーザー通知に 
Amazon SNS を使用する」を参照してください。

ルールの作成に関する詳細については、「イベントに反応する Amazon EventBridge ルールの作成」を参
照してください。

Amazon Braket EventBridge イベントの例
AmazonBraket タスクステータス変更イベントのフィールドに関する詳細については、「の「イベントと
イベントパターン」を参照してください EventBridge。

JSON の「詳細」フィールドには、次の属性が表示されます。

• quantumTaskArn  (str): このイベントが生成されたタスク。
• status  (オプション [str]): タスクの移行先のステータス。
• deviceArn  (str): このタスクが作成されたユーザーによって指定されたデバイス。
• shots(int):shots ユーザーによってリクエストされた数。
• outputS3Bucket  (str): ユーザーによって指定された出力バケット。
• outputS3Directory  (str): ユーザーが指定した出力キープレフィックス。
• createdAt  (str): ISO-8601 文字列としてのタスクの作成時間。
• endedAt  (オプション [str]): タスクが終端状態に達した時刻。このフィールドは、タスクが終端状態に

移行した場合にのみ表示されます。

次の JSON コードは、Amazon Braket タスクステータス変更イベントの例を示しています。

{ 
    "version":"0", 
    "id":"6101452d-8caf-062b-6dbc-ceb5421334c5", 
    "detail-type":"Braket Task State Change", 
    "source":"aws.braket", 
    "account":"012345678901", 
    "time":"2021-10-28T01:17:45Z", 
    "region":"us-east-1", 
    "resources":[ 
        "arn:aws:braket:us-east-1:012345678901:quantum-task/834b21ed-77a7-4b36-a90c-
c776afc9a71e" 
    ], 
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    "detail":{ 
        "quantumTaskArn":"arn:aws:braket:us-east-1:012345678901:quantum-
task/834b21ed-77a7-4b36-a90c-c776afc9a71e", 
        "status":"COMPLETED", 
        "deviceArn":"arn:aws:braket:::device/quantum-simulator/amazon/sv1", 
        "shots":"100", 
        "outputS3Bucket":"amazon-braket-0260a8bc871e", 
        "outputS3Directory":"sns-testing/834b21ed-77a7-4b36-a90c-c776afc9a71e", 
        "createdAt":"2021-10-28T01:17:42.898Z", 
        "eventName":"MODIFY", 
        "endedAt":"2021-10-28T01:17:44.735Z" 
      }
}
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の Amazon Braket 情報 CloudTrail

の Amazon Braket API のロギング 
CloudTrail

AmazonBraket はAWS CloudTrail、Braket のユーザー、ロール、またはAmazon Braket によって実行され
たアクションを記録するサービスであるサービスである。AWS のサービス CloudTrail AmazonBraketAPI 
へのすべてのコールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、Amazon 
Braket コンソールからの呼び出しと、BraketAmazon Braket のオペレーションへのコード呼び出しが含ま
れます。証跡を作成すると、Amazon Braket CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへのイベン
トの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールのイ
ベント履歴で最新のイベントを表示できます。によって収集された情報を使用して CloudTrail、Amazon 
Braket に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエストの実行日時などの
詳細を調べて、およびに対してどのようなリクエストが行われたかを判断できます。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

の Amazon Braket 情報 CloudTrail
CloudTrail AWS アカウントアカウントを作成すると、で有効になります。AmazonBraket でアクティビ
ティが発生すると、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴]AWS のサービス 内の他のイベント
と共にイベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウント で表示、検索、ダウンロードでき
ます。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

AmazonBraket, のイベントなどAWS アカウント、のイベントの継続的な記録については、証跡を作成し
ます。追跡により、 CloudTrail ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、
コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョン に適用されます 証跡は、AWS 
パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットに
ログファイルを配信します。さらに、 CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づいた行
動のために他のAWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• Amazon SNS の設定 CloudTrail
• CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルを受け取る、 CloudTrail および複数のアカウントから

のログファイルを受け取る

AmazonBraket アクションはすべてによってログに記録されます CloudTrail。たとえ
ば、GetQuantumTaskGetDeviceまたはの各アクションを呼び出すと、 CloudTrail ログファイルにエン
トリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか。

• リクエストが、別の AWS のサービス によって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。
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Amazon Braket ログファイルエントリの概要
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは、任意のソースから
の単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報が
含まれます。 CloudTrail ログファイルは、APIパブリックコールの順序付けられたスタックトレースでは
ないため、特定の順序では表示されません。

次の例では、量子タスクの詳細を取得する GetQuantumTask アクションのログエントリを示します。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "foobar", 
    "arn": "foobar", 
    "accountId": "foobar", 
    "accessKeyId": "foobar", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "foobar", 
        "arn": "foobar", 
        "accountId": "foobar", 
        "userName": "foobar" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2020-08-07T00:56:57Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2020-08-07T01:00:08Z", 
  "eventSource": "braket.amazonaws.com", 
  "eventName": "GetQuantumTask", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "foobar", 
  "userAgent": "aws-cli/1.18.110 Python/3.6.10 
 Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.17.33", 
  "requestParameters": { 
    "quantumTaskArn": "foobar" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "20e8000c-29b8-4137-9cbc-af77d1dd12f7", 
  "eventID": "4a2fdb22-a73d-414a-b30f-c0797c088f7c", 
  "readOnly": true, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "recipientAccountId": "foobar"
}

以下に、デバイスイベントの詳細を返す GetDevice アクションのログエントリを示します。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "foobar", 
    "arn": "foobar", 
    "accountId": "foobar", 
    "accessKeyId": "foobar", 
    "sessionContext": { 
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      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "foobar", 
        "arn": "foobar", 
        "accountId": "foobar", 
        "userName": "foobar" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2020-08-07T00:46:29Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2020-08-07T00:46:32Z", 
  "eventSource": "braket.amazonaws.com", 
  "eventName": "GetDevice", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "foobar", 
  "userAgent": "Boto3/1.14.33 Python/3.7.6 Linux/4.14.158-129.185.amzn2.x86_64 exec-env/
AWS_ECS_FARGATE Botocore/1.17.33", 
  "errorCode": "404", 
  "requestParameters": { 
    "deviceArn": "foobar" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "c614858b-4dcf-43bd-83c9-bcf9f17f522e", 
  "eventID": "9642512a-478b-4e7b-9f34-75ba5a3408eb", 
  "readOnly": true, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "recipientAccountId": "foobar"
}
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Amazon Braket の API & SDK リファ
レンスガイド

Amazon Braket には、API、SDK、コマンドラインインターフェイスが用意されています。これらのイン
ターフェイスを使用して、ノートブックインスタンスの作成と管理、モデルのトレーニングとデプロイを
行うことができます。

• Amazon Braket パイソン SDK (推奨)
• Amazon Braket API リファレンス
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP
• AWS SDK for Python (Boto)
• AWS SDK for Ruby

Amazon Braket GitHub チュートリアルリポジトリからコード例を取得することもできます。

• ブラケットチュートリアル GitHub
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ドキュメント履歴
以下の表は、Amazon Braket の今回のリリースのドキュメント内容をまとめたものです。

• APIバージョン:2022年4月28日
• APIリファレンスの最新アップデート:2022 年 4 月 28 日
• ドキュメントの最終更新日:2023 年 4 月 19 日

変更 説明 日付

AmazonBraketFullAccessポリ
シー情報を更新しました

AmazonBraketFullAccessポ
リシーの内容を定義す
るスクリプトを更新し
て、servicequotas: アクションと
cloudwatch:GetMetricData アク
ション、GetServiceQuotaおよび
クォータに関する制限に関する
情報を含めました。

2023 年 4 月 19 日

ガイド付きジャーニーの開始 Braket オンボーディングのより
最新で簡略化された方法を反映
するようにドキュメントを変更
しました。

2023 年 4 月 5 日

新しいデバイスRigetti Aspen-
M-3

Rigetti Aspen-M-3デバイスのサ
ポートが追加されました

2023 年 1 月 17 日

新しいアジョイントグラデー
ション機能

が提供するアジョイントグラ
デーション機能についての情報
を追加しましたSV1

2022 年 12 月 7 日

新しいアルゴリズムライブラリ
機能

ビルド済みの量子アルゴリズム
のカタログを提供する Braket ア
ルゴリズムライブラリについて
の情報を追加しました

2022 年 11 月 28 日

D-Wave出発 D-Waveすべてのデバイスの取り
外しに対応するようにドキュメ
ントを更新しました

2022 年 11 月 17 日

新しいデバイスQuEra Aquila QuEra Aquilaデバイスのサポー
トが追加されました

2022 年 10 月 31 日

ブラケットパルスのSupport Braket Pulseのサポートが
追加されました。これによ
り、RigettiOQCパルスコント
ロールをデバイスで使用できま
す。

2022 年 10 月 20 日

IonQ ネイティブゲートの
Support

ionQ デバイスが提供するネイ
ティブゲートセットのサポート
が追加されました

2022 年 9 月 13 日

新しいInstance クォータ ハイブリッドジョブに関連する
デフォルトのクラシックコン

2022 年 8 月 22 日
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ピューティングインスタンスの
クォータを更新しました

新しいService Dashboard サービスダッシュボードを含む
ようにコンソールのスクリーン
ショットを更新しました

2022 年 8 月 17 日

新しいデバイスRigetti Aspen-
M-2

Rigetti Aspen-M-2デバイスのサ
ポートが追加されました

2022 年 8 月 12 日

OpenQASM の新機能 ローカルシミュレーター 
(braket_sv と braket_dm) の 
OpenQASM 機能のサポートを追
加しました

2022 年 8 月 4 日

新しいコスト追跡手順 シミュレータとハードウェア
ワークロードの最大コスト見積
もりをほぼリアルタイムで取得
する方法を追加しました

2022 年 7 月 18 日

Xanadu Borealis新しいデバイス Xanadu Borealisデバイスのサ
ポートが追加されました

2022 年 6 月 2 日

新しいオンボーディングの簡素
化手順

新しく簡略化されたオンボー
ディング手順の仕組みに関する
情報を追加しました

2022 年 5 月 16 日

新しいデバイスD-
WaveAdvantage_system6.1

D-WaveAdvantage_system6.1デ
バイスのサポートが追加されま
した

2022 年 5 月 12 日

埋め込みシミュレーターの
Support

ハイブリッドジョブで組み込み
シミュレーションを実行する
方法と PennyLane Lightning シ
ミュレータを使用する方法を追
加しました

2022 年 5 月 4 日

AmazonBraketFullAccess -
Amazon Braket のフルアクセス
ポリシー

Amazon Braket 用に作成および
使用されるバケットをユーザー
が閲覧および検査できるように
する s3:ListAllMyBuckets 権限を
追加しました

2022 年 3 月 31 日

OpenQASM のSupport ゲートベースの量子デバイスと
シミュレータに OpenQASM 3.0 
のサポートを追加

2022 年 3 月 7 日

新しい量子ハードウェアプロ
バイダー、Oxford Quantum 
Circuitsおよび新しい地域、eu-
west-2

OQC と eu-west-2 のサポートが
追加されました

2022 年 2 月 28 日

Rigetti新しいデバイス Rigetti Aspen M-1 のサポートの
追加

2022 年 2 月 15 日

新しいリソースの制限 DM1SV1同時実行タスクとタス
クの最大数を55から100に増やし
ました

2022 年 1 月 5 日
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Rigetti新しいデバイス Rigetti Aspen-11 のサポートの追
加

2021 年 12 月 20 日

Rigetti廃止されたデバイス Rigetti Aspen-10デバイスのサ
ポートを中止

2021 年 12 月 20 日

新しい結果タイプ DM1局所密度マトリックスシ
ミュレータとデバイスがサポー
トする低密度マトリックス結果
タイプ

2021 年 12 月 20 日

ポリシーの説明を更新されまし
た

Amazon Braket はロールの 
ARNservicerole/ を更新し
てパスを含めました。ポリシー
の更新については、AWS管理ポ
リシーの Amazon Braket アッ
プデートの表を参照してくださ
い (p. 169)。

2021 年 11 月 29 日

Amazon Braket Jobs Amazon Braket Jobs (Amazon 
Braket)API のユーザーガイドが
追加されました

2021 年 11 月 29 日

Rigetti新しいデバイス Rigetti Aspen-10 のサポートの追
加

2021 年 11 月 20 日

D-Wave廃止されたデバイス D-WaveQPU のサ
ポートは中止されまし
た。Advantage_system1

2021 年 11 月 4 日

D-Wave新しいデバイス 追加のD-Wave QPU の
サポートが追加されまし
た。Advantage_system4

2021 年 10 月 5 日

新しいノイズシミュレーター 最大 17 の回路をシミュレート
できる密度行列シミュレーター 
(DM1)qubits とローカルノイズ
シミュレーター braket_dm のサ
ポートを追加

2021 年 5 月 25 日

PennyLane サポート Amazon Braket PennyLane で、
のサポートが追加されました

2020 年 12 月 8 日

新しいシミュレーター Tensor Network Simulator (TN1) 
のサポートが追加されました。

2020 年 12 月 8 日

タスクバッチ処理 Braket はカスタマータスクの
バッチ処理をサポート

2020 年 11 月 24 日

qubit手動割り当て Braket は、qubitRigettiデバイス
での手動割り当てをサポートし
ています

2020 年 11 月 24 日

調整可能なクォータ Braket は、タスクリソースのセ
ルフサービス調整可能クォータ
をサポートします。

2020 年 10 月 30 日

198



Amazon Braket デベロッパーガイド

のSupport PrivateLink Braket ジョブ用のプライベート 
VPC エンドポイントを設定でき
ます。

2020 年 10 月 30 日

タグのサポート Braket はAPI、量子タスクリソー
スのベースタグをサポート

2020 年 10 月 30 日

D-Wave新しいデバイス 追加のD-Wave QPU の
サポートが追加されまし
た。Advantage_system1

2020 年 9 月 29 日

初回リリース Amazon Braket ドキュメントの
初回リリース

2020 年 8 月 12 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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