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はじめに 

■ 米中への依存を避けたい欧州 

ドイツ・欧州は現在、高性能コンピューター、5G、クラウドコンピュー

ティングなど重要なデジタル技術の多くを（米国や中国など）他国に

依存している。ドイツ政府が「デジタル技術の次のパラダイムシフト」

と位置付ける量子技術では、下記の理由から欧州のテクノロジー主

権を重視する。 

• 貿易・テクノロジー摩擦の影響： ハイテク製品の輸出制限

により、米国製の部品を用いて欧州で量子コンピューターを

つくることが困難になってきている。将来、米国製の量子コ

ンピューターの購入やクラウドサービスの利用が簡単にでき

るとは限らない 

また、アジア太平洋に世界最大規模の自由貿易圏「RCEP」が生まれることから、将来的にアジア

が製品やサービスの標準・基準を定めるようになるかもしれないと、ドイツ・欧州では危惧している 

• データ保護の問題： 量子コンピューティングの主なクラウドサービスは現在、北米に設置されて

いるサーバーで提供されている。このため、欧州の量子アルゴリズム/ソフトウェア開発者や利用

者の知的財産、企業秘密、個人データなどが EU の法律で保護されないリスクがある 

• セキュリティーの問題： 外国の量子技術を‘ブラックボックス’として輸入すると、セキュリティー上

の懸念がある。特に量子通信・暗号分野の技術は国家安全保障に直接関わる 

• 巨大な潜在市場： 量子技術の商用化は、工業国のドイツにとって潜在的に大きな付加価値をも

たらす。（ドイツ企業が得意とする高性能センサーなど）既存の製品・サービスの性能の飛躍的な

向上の他、全く新しい製品・市場が生まれる可能性もある 

ドイツ・欧州の最大の問題は有力な IT 企業がほとんどなく、量子技術分野の特許でも北米やアジアに大

きく水をあけられていることである。 

■ 欧州が注力する「第 2 世代」の量子技術 

“デジタル化は世界を変えたが、これは 20 世紀の量子技術の‘製品’だ。最初の波は半導体技

術やレーザーのようなイノベーションをもたらした。21 世紀の量子技術は、世界を変える第 2 の

波を引き起こすと多くの人が考えている” 

カール・ツァイスの CEO Prof. Dr. M. Kaschke 

ドイツや EU は第 2 世代の量子技術として、下記の 3 分野に焦点をあわせている。 

• 量子センサー/イメージング/計測： 第 2 世代の量子技術の中で最も進んでいる分野で、商用化

‘欧州のパラドックス’問題 

ドイツ・欧州は学術研究では

優れていても、それを製品化

することを苦手とする。例え

ば MP3 技術を開発したのは

ドイツだが、それを商用化し

たのは日本など他国である 

（1900 年のマックス・プランク

の量子仮説まで遡る）長い伝

統を誇る量子物理分野でも

対策を打たないと、優れた基

礎研究の成果が活かせず、

他国が先行して商業化する

ことを恐れている 
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への道のりがはっきりしている。医療、土木・建築、半導

体、天然資源開発、ナビゲーションシステム、情報通信、

防災・気候保護など、様々な分野において高精度・高感

度の測定や観察を可能にする 

• 量子コンピューティング/シミュレーション： 第 2 世代の量

子技術の中で突出して潜在市場規模が大きい。破壊的

イノベーションを引き起こす可能性があるが、最終的な目

標であるフォールトトレラント汎用量子コンピューターの実

現に向けたハードルは高い 

• 量子通信・暗号： 盗聴不可能な量子通信を可能にし、データ交換の安全性を保障する。安全性

が数学的原理ではなく、物理的な自然法則に基づく。将来の IT アーキテクチャの根幹となる潜

在力がある 

■ 国の支援が支え 

‘ゲームを変える’可能性のある未来技術として、EU は 2018 年から長期的な大規模研究イニシアティブ

「量子フラグシップ」を推進する。EU の支援プログラムの他、ドイツ、英国、オランダ、フランス、スイス、オ

ーストリア、スウェーデン、フィンランドなども、それぞれ国家レベルの量子技術支援プログラムを用意して

コロナの経済対策で未来投資 

ドイツ政府はコロナ危機に際した

経済対策の枠組みで、未来技術

にも大きく投資する。この中には

人工知能（AI）、5G/6G、グリーン

水素などの他、量子技術も含ま

れている 

（白黒つける）バイナリー思考の終わり？ 

東西の冷戦から始まり、近年では米中の貿易・テクノロジー摩擦、英国の EU 離脱の国民投票など、

‘敵（反対）’か‘味方（賛成）’かの 2 択を迫るバイナリー的な考え方がはびこる。メディア/コミュニケー

ション管理の専門家 M. Meckel 教授は、その時代の支配的なテクノロジーがその時代を生きる人々の

世界観・生活状況にも影響を及ぼすとみる。 

“1950 年代からのデジタル・コンピューターの普及は我々の世界観を一貫して強めた。世界

は（0 と 1 の）バイナリーとなった … テクノロジーは媒体であるだけではなく、我々の生活状

況が変革するメタファーでもある。グーグルが昨秋、「量子超越性」の達成を発表したが、そ

れは来るべきパラダイムシフト、我々の生活状況の根本的な変化の前触れだ … コンピュ

ーターの未来は我々の世界が変わる、考え方が変わるメタファーとなる” 

ドイツの有力経済出版社 Handelsblatt Media Group の元編集長、取締役 

スイス・ザンクトガレン大学 Prof. Dr. M. Meckel 

従来のデジタル・コンピューターではコインが表か裏かのどちらかひとつであったが、量子コンピュータ

ーではコインが回転している状態で表でも裏でもある。米 IBM の M・ロメッティ会長は「量子は様々な

グレーの色調の物理的バージョン」と表現する。グーグルの S. ピチャイ CEO は、「自然は多くの点で

量子コンピューターのように機能しており、0 と 1 の 2 値ではなく、多くの中間状態を持つ。量子は我々

が世界をもっと深く理解し、シミュレーションすることを可能にする」と指摘する 
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いる。EU や各国政府が助成する共同研究プロジェクトには量子研究で知られる大学・研究機関の他、ほ

とんど全ての量子スタートアップが参画。量子技術の商用化を目指す既存の企業（特にボッシュ）も積極

的に加わっている。 

量子技術の研究開発には長い息が必要で「ハイリスク‐ハイリターン」のため、国の支援が決め手となる。

そこで、本レポートPart 1ではEUや欧州の国家の量子技術支援イニシアティブに焦点をあてる。まずは、

ドイツ工学アカデミーが 2020 年に発行した報告書「第 2 世代の量子技術のイノベーション潜在力」などを

ベースに、欧州から見た第 2 世代の量子技術について記述する。第 2 章で当該分野における競争力の

国際比較を行い、ドイツ・欧州の強みと弱みを多角的に分析。第 3 章では EU や欧州諸国の政府による

量子技術支援プログラムについて解説する。EU やドイツが助成する産学協同の研究開発プロジェクトを

通して、欧州における量子技術の最前線の動向や戦略が見えてくる。 

※ 本レポートシリーズでは 3 つの Part に分けて、欧州・ドイツの量子技術（特に量子コンピューティング）

を巡る動向を包括的に調査分析。当該分野における国際競争力の比較や国・地域レベルのイニシアティ

ブ（Part 1）から、大企業および大学・研究機関のアクティビティ（Part 2）、スタートアップやベンチャーキャ

ピタルの状況（Part 3）まで広範にカバーしている。 

 

  

（米国でも中国でもない）欧州独自の道 

“2020 年代はグリーンとデジタルの 10 年間にしたい。（AI や量子技術を含む）デジタル化で

も気候政策のように欧州が堂々と自信を持って振る舞うことに異存はない。成功のレシピは

米国に似せたり、中国の真似をしたりすることではない。我々の成功の秘訣は欧州自身で

あること、欧州独自の道を歩むことだ。デジタル技術はもっと健康で持続可能な社会を築くこ

とを助ける” （2020 年 12 月）  

欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長（ドイツ人） 



 

 

 第 2 世代の量子技術 
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1. 第 2 世代の量子技術 

1.1. 第 1 世代から第 2 世代へ 

■ ドイツ語圏と量子力学 

ドイツ語圏は「量子力学の心の故郷」ともいわれる。量子論は 20 世紀初め、ドイツの物理学者であるマッ

クス・プランクによって始まった。その後の発展においても、アルベルト・アインシュタイン、ヴェルナー・ハ

イゼンベルク、エルヴィン・シュレーディンガー、アルノルト・ゾンマーフェルトといったドイツやオーストリア

の学者が決め手となる貢献をした。現在でも、ドイツ語圏で量子物理学の研究が盛んなのは自然な流れ

といえる。 

■ ミクロの世界の力学 

量子力学は原子やそれを構成する電子など、ミクロ世界の物理現象を記述する力学である。古典物理学

（ニュートン力学、電気力学、熱力学）とはかなり異なるため、当時はアインシュタインでさえ量子力学を受

け入れようとしなかったことはよく知られる。今日では、量子力学は一般相対性理論と共に現代物理学の

根幹を成す理論となっている。 

量子力学的効果は原子や原子より小さい領域で起こり、量子技術の基礎となる。ドイツ工学アカデミーは

最も重要な量子力学的効果として、重ね合わせ、量子もつれ、不確定性原理、多体効果を挙げる。 

• 重ね合わせ： 「0」と「1」の状態の重ね合わせ（未決定状態）がとれる。「コインが回転中の状態」と

も表現される。正確な値は観測する際（「コインが倒れた際」）に初めて現れる。量子コンピューテ

ィングでは、そのような重ね合わせを積極的に利用しようと試みられている 

• 量子もつれ： 2 つの粒子が強い相互関係にある状態で、例えば一方の粒子を観測した時のスピ

ンが上向きであれば、もう一方は瞬時に下向きになる。「コインの裏表」のように運命共同体のよう

な状態を指す。量子もつれにある 2 粒子間の状態は、どれだけ大きな距離が離れていても維持

される。量子もつれを意図的に利用することは第 2 世代の量子技術の中核をなし、量子コンピュ

ーターの開発や量子暗号の発展に貢献することが期待されている 

• 不確定性原理： ミクロの世界では一定以上の精度で同時に測れない 2 つの物理量があり、粒子

の位置と運動量を同時に知ることは不可能とされてきた。電子など粒子の位置を知るには光を当

てる必要があるが、光の影響で電子の運動量（速度）の測定誤差が大きくなる。逆もまた然り。ひ

とつの物理量（例えば位置）を正確に計測することで、もうひとつの物理量（例えば速度）を特定

することも不可能である。この現象は情報を安全に伝達するための量子暗号において利用される  

• 多体効果： 多数の粒子が互いに量子力学的に影響を及ぼし合うとき、（単一の粒子の性質から

は想像できないような）多彩な奇妙な振る舞いを示すことがある。磁気特性や超伝導といった現

象もそのような量子多体効果によって起きていると考えられている。シミュレーションや新材料の

発見に利用できる 
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図 1： 第 2 世代の量子技術の機能と応用分野 

 

出所：ドイツ教育研究省 

■ 「第 1 世代」と「第 2 世代」の量子技術 

EU や欧州諸国の政府による量子イニシアティブでは、「第 1 世代」と「第 2 世代」の量子技術を区別して

いる。ただし、量子技術の第 1 世代から第 2 世代への発展は滑らかで、明確に 2 つの世代を区分できる

わけではない。 

• 第 1 世代の量子技術： （超電導など）多数の粒子をベースに量子力学的効果を受動的に利用。

第 1 世代の代表的な量子技術の例： 

- レーザー 

- 半導体技術 

- 衛星ナビゲーション 

- 磁気共鳴断層撮影（MRI） 

1920 年代に量子力学が完成すると、「第 1 次量子革命」が始まった。20 世紀を代表する多くの

機器（トランジスタ、マイクロプロセッサ、医用撮像スキャナ、レーザーなど）が商品化。半導体を

利用する電子機器の設計など、微細な領域に関するテクノロジーのほとんどは量子力学を基礎
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として成り立っている。そのため量子力学の適用範囲の広さと現代生活への影響の大きさは非

常に大きなものとなっている。例えば、パソコンや携帯電話、レーザーの発振器などは量子力

学の応用で開発されている。電子工学や超伝導は量子力学を基礎として展開している、 

• 第 2 世代の量子技術： 少数もしくは単一の粒子を操作・制御し、意図した量子力学的効果を能

動的に生成する。単一もしくは結合系の制御された量子状態を利用する。21 世紀初頭に「第 2

次量子革命」が始まった。もつれ、重ね合わせといった量子力学的効果を実用的に応用し、コン

ピューティング、センサー、通信・暗号など様々な分野で大きな技術的進歩をもたらしている 

第 1 世代の量子技術は 20 世紀（第 2 次世界大戦後）の人々の生活に大きな影響を与え、多くの新しい

産業分野を生み出した。欧州諸国の政府や EU は第 2 世代の量子技術が「次の技術革命」を引き起こし、

新しい活用分野・製品・市場が創出され、新たな時代が始まると期待している。 

■ 第 2 世代の量子技術のイノベーション 

ドイツや EU では AI と並んで、第 2 世代の量子技術を用いたイノベーションに研究開発の重点を置いて

いる。 

• 量子コンピューティング/シミュレーション 

• 量子通信/暗号 

• 量子を用いたセンサー/イメージング/計測 

第 2 世代の量子技術に関するテーマの中で、量子コンピューターに最も多くの関心が集まっている。この

分野における特許出願や学術論文の件数も多い。量子コンピューティングは量子技術の中でも最も複雑

な部類に入るが、同時に最も破壊的なイノベーションの潜在力を持つ。量子通信・暗号も注目度の高い

技術分野で、特許出願件数では最多。盗聴不可能な量子通信は、将来の IT アーキテクチャの根幹とな

る潜在性を持つ。量子効果を応用したセンサーは比較的に地味な分野ではあるが、第 2 世代量子技術

の中で最も進んでいる分野でもある。様々な業界で高精度・高感度の測定が可能になる。 

【ドイツ・EU が重点を置く量子技術の研究開発分野】 

• 量子コンピューター： デジタルコンピューターのビットとは異なり、量子コンピューターの最小計

算単位は量子ビット（キュービット）。キュービットは量子力学の特殊な規則性に従って互いにつ

ながり、はるかに複雑な全体的状態をとることができる。量子コンピューター/シミュレーターの実

現は非常に困難な課題と結びついている。まだ現在、量子コンピューターのデファクトスタンダー

ドはなく、様々な異なるハードウェア・プラットフォームやアーキテクチャが乱立している 

• 量子通信： 量子通信の中核テーマはデータ伝送の安全性。量子暗号では、個々の量子状態を

ベースに機密情報のための鍵を生成する。通常の暗号化方法とは異なり、安全性が数学的原理

ではなく、物理的な自然法則に基づく。それ故、単に数学的に計算されるのではなく、物理ベー

スの安全性を備えた通信回線が初めて可能になる 

• 量子を用いた計測技術： 量子状態は環境の影響に対して非常に脆弱であるため、高い測定感

度をもたらす。量子系を用いて、圧力、温度、位置、時間、速度、加速度、電磁場、重力など物理
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値を極めて正確に測定できる。（原子の量子状態に基づく）原子時計は既に数十年前から、欧州

の全地球航法衛星システム「ガリレオ」や GPS などにおいて正確な測定のための時間基準として

使われている 

（出所：ドイツ教育研究省） 

図 2： 量子技術の各分野における学術論文の件数の推移（世界全体） 

 

出所：Institut für Innovation und Technik im VDI/VDE-IT / Heise / SCOPUS 

図 3： 量子技術の各分野における特許出願の件数の推移（世界全体） 

 

出所：Institut für Innovation und Technik im VDI/VDE-IT / Heise / EPO-DOCDB 
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■ デジタル時代の課題解決、人々の日常生活の支援 

ドイツ教育研究省は、第 2 世代の量子技術を「今日のデジタル時代の社会的課題を解決したり、日常生

活において人々を支援するために的を絞って使うことができる」とし、下記の応用分野を挙げる。 

表 1： 第 2 世代の量子技術の応用分野（ドイツ教育研究省の見解） 

技術分野 用途 潜在的なメリット 

量子センサー/計測 

地球観測 
高精度・高感度で重力や磁場・電場の測定が可能になる。例えば、

埋蔵物（鉱床）の探索が容易になる 

気候保護 
極地の氷の溶解、津波、洪水など気候変動の正確な測定・検知によ

り、気候保護の強化や自然災害の早期発見が可能になる 

医療技術 
センサーがより正確により高い解像度で測定し、細胞や脳活動の微

小な変化を見逃さない。病気を早期に発見し、治療するのに役立つ 

ナビゲーション 

（従来の GPS が陸海路で使用不可能な場合でも使える）正確で不正

操作ができないナビゲーションシステムは、航空・宇宙飛行・水上航

行や自動運転において重要になる 

極めて正確な時計 
高精度の時計は、巨大データネットワークや電波望遠鏡の同期、時

間尺度の改善、地球規模の衛星ナビゲーションに活かせる 

データ保存 
高精度の磁場測定によって、ハード・ドライブにより多くのデータ量を

保存するための書込み/読出しヘッドを開発できる 

量子通信/暗号 

国家安全保障、重要

インフラの保護 

量子物理法則により、いかなる盗聴・妨害でも僅かなデータ変化から

痕跡が読み取れる。自動運転車、原子力発電所、電力網などの不正

操作を排除する 

プライバシー保護 
患者の電子カルテ、ソーシャルネットワーク、E メールのやり取りなど

で、個人データを盗聴・不正操作から守る 

安全な取引 

量子物理学の特性を用いた暗号は、データ伝送における絶対的安

全を保障する。デジタル貨幣を用いた安全で匿名な金融取引を可能

にする 

量子コンピューター/

シミュレーション 

バイオテク 

生化学の用途のための複雑な分子シミュレーションがより詳細に計

算できる。製薬分野において、医薬品を効率的に組成し、低コストで

生産することが可能になる 

材料研究 

量子シミュレーションは、機能材料やその特性を完全に把握するのに

役立つ。材料欠陥の発見を容易にし、改善につなげられる。それぞ

れの用途に最適な材料特性を特定できる 

AI 研究 

新しいコンピューター・アーキテクチャや演算オペレーションの並列化

は計算時間を短縮する。ビックデータの処理や分析を人工ニューラ

ル・ネットワークに基づくパターン認識などによって可能にする 

最適化問題 

特に複雑に絡み合った多数の条件のある大きなシステムにおいて、

量子コンピューターは（現在のコンピューターでは処理できない）演算

オペレーションを実行する。例えば、データベースの検索アルゴリズ

ムの改善や交通フローの計算速度の向上につながる 

出所：ドイツ教育研究省 
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1.2. 量子コンピューティング 

■ 破壊的イノベーション、巨大な潜在市場、長い息が必要 

量子コンピューターは量子ビット（キュービット）を用いる。キュービットは量子力学的効果（重ね合わせ、も

つれ）を利用し、演算オペレーションの高次の並列化を可能にする。このため、少なくとも理論上、従来の

デジタルコンピューターの計算能力をはるかに上回ることができる。 

ドイツ工学アカデミーによると、量子コンピューティングは「多くの活用分野において大きな破壊的潜在力、

巨大な市場潜在力を持つと同時に、非常に長い開発期間を要する」。第 2 世代の量子技術は主に漸進

的なイノベーションをもたらすが、量子コンピューターだけは革新的なイノベーションを引き起こすことが

考えられるという。第 2 世代の量子技術の中で、量子コンピューティングは飛び抜けて潜在市場規模が大

きく、最も多くのベンチャーキャピタルを引き付けている分野である。米国のベンチャー投資会社

Founders Fund は、量子コンピューティング分野の複数のスタートアップ（PsiQuantum、Rigetti Computing、

Zapata Computing）に投資しており、その理由を下記のように説明する。 

“量子コンピューティングは単に既存のシステムを漸進的に 5％、10％改善するのではなく、指

数関数的に向上させる潜在性があり、かつて不可能とされたことが可能になるかもしれない。こ

れは全く新しいアプリケーション、新しい産業、新しい市場を意味する。そのような新たな可能

性はベンチャー投資家にとって興味深い” 

近年、半導体のトランジスタ集積率が 18 カ月で 2 倍になるという「ムーアの法則」の限界が指摘されてい

る。従来のコンピューターの計算能力の継続的な向上が物理的限界に達することが予想される中、全く

新しい計算プラットフォームである量子コンピューターに大きな期待がよせられている。 

■ ‘流行期’、‘幻滅期’を経て実用化へ 

次ページの量子コンピューティング技術の成熟度を示すハイプ・サイクルを見ると、量子アニーリングは現

在、‘流行期’にあるが、次第に注目度・期待度が下がり、今度は NISQ デバイス（ノイズのある中規模な量

子コンピューター）が‘流行期’に差し掛かる。究極の目標であるフォールトトレラント汎用量子コンピュータ

ーはまだ‘黎明期’にある。 

量子アニーリングから NISQ デバイス、さらにフォールトトレラント汎用量子コンピューターへと進化するに

つれて、処理能力だけではなく（潜在的な）活用範囲も広がる。 

• 量子アニーリング： カナダのスタートアップ企業 D-Wave などによって既に商品化されている

が、厳密には量子コンピューターではない。組合せ最適化問題に特化した専用計算機である。

量子アニーリングマシンはある程度のノイズが存在しても近似解を出力できるため、商用化の難

易度が低い 

• 量子シミュレーター/エミュレーター： キュービットやその挙動を従来のコンピューター上でシミュ

レーションする。仏 IT 大手 Atos の「世界で最も高性能」という量子シミュレーターが知られる。

2020 年 10 月に立ち上がったスイス/オーストリアの合弁会社 QMware は量子回路のハードウェ
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アを特殊な高性能コンピューター上で仮想化し、過渡期の技術としてクラウド経由で提供する 

• NISQ デバイス： エラー訂正機能を搭載していないノイジーな中規模（〜数百のキュービット）の

量子コンピューター。3～10 年後に実現可能とされる。量子系のシミュレーションが可能になり、

化学・医療・材料科学分野における潜在用途が期待される 

• フォールトトレラント汎用量子コンピューター： 量子エラー訂正機能を搭載した大規模（100 万～

のキュービット）の量子コンピューター。（少なくとも理論上は）広範囲に使える汎用機で、様々な

問題分野のためにプログラミング可能。まだ多くの課題を解決しなければならず、実用化までに

最低 10～15 年かかるとドイツ・欧州の専門家は予想する 

図 4： 量子コンピューティング分野の各技術の成熟度、商品化までの年数 

 
出所：ZEISS Symposium 2018 Optics in the Quantum World 

■ 複数の異なる技術プラットフォーム 

量子コンピューターを実現するために、ＩＴ大手やスタートアップ企業が異なる技術プラットフォームを開発

している（詳細は本レポートの Part 2、3 に記載）。 

• 超電導回路： IBM、グーグル、Rigetti、アリババなど 

• イオントラップ： IonQ、ハネウェル、Alpine Quantum Technologies（AQT）など 

• フォトニック（光）： Xanadu、PsiQuantum など 

• 半導体/量子ドット： インテル、Silicon Quantum Computing など 

• トポロジカル： マイクロソフト 

その他、中性原子を用いた（イオントラップ技術と原理が似ている）手法やダイアモンド（NV 中心）ベース

のキュービットに取り組むスタートアップもある。 

• 中性原子： Atom Computing、PASQAL など 
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• ダイアモンド NV 中心： Quantum Brilliance など 

現在、最も進んでいるのは超電導回路とイオントラップ型の量子コンピューターで、NISQ 時代の有力技

術とされる。IBM やグーグルが超電導回路をベースとした量子コンピューターで注目を浴びたが、オース

トリアのインスブルック大学がイオントラップ技術で世界一流なこともあり、欧州ではイオントラップ型に対

する期待も高まっている。ただし、超電導回路もイオントラップ型も大規模な（キュービット数の大きな）量

子コンピューターに拡張するためには、技術的な障害が大きいとされる。また、超低温や真空など非常に

特殊な稼働環境を必要とする。 

フォトニック（光）と半導体/量子ドットはポスト NISQ 時代の有望な技術プラットフォームと考えられている。

光量子コンピューターは室温で機能し、モジュール式設計であることが利点。シリコンベース/量子ドット

の量子コンピューターは比較的容易に拡張可能で、既存の半導体技術を使って生産できるメリットがある。

ただし、超低温の稼働環境を必要とする。 

マイクロソフトがオランダの量子コンピューティング先端研究所 QuTech などと共同で開発を進めているト

ポロジカル量子コンピューターは、特殊な性質を持つマヨラナ粒子を用いる。実現まで最も遠く離れた技

術ではあるが、トポロジカルな性質は周囲の環境が多少変化しても変わらないため、本質的にエラー発

生率が低い利点がある。容易に拡張可能で、長期的には有望な技術とされる。 

ドイツや欧州の専門家はどの技術が将来的にデファクトスタンダードになるかまだ現在、全く読めない状

態という。また、中長期的にある 1 つの技術プラットフォームのみが有力となるか、活用分野によって異な

る技術プラットフォームが並行して使用されるか、専門家の間で見解が分かれているという。このため、ド

イツ政府は量子コンピューターの開発に潜在的に利用可能な 5 つの技術全てに取り組む方針でいる。 

■ 期待される活用分野 

量子コンピューターは、化学、材料、製薬、金属、エネルギー、物流、航空、自動車、医療、金融業界に

おける活用が主流になるとみられている。また、人工知能（AI）/機械学習（自動運転など）におけるパフォ

ーマンスの大きな向上が期待されている。下記にドイツ・欧州の企業が取り組んでいる/関心を示している

活用を記す（詳細は本レポートの Part 2 に記載）。 

• 最適化問題： 交通・輸送、物流、エネルギー網、生産（スケジューリング）、産業用ロボットの作業

経路/製造ライン、（航空機などの）設計、飛行、板取り・ネスティング問題（廃材の量が最小にな

るように製品・部品を切り出す問題）、金融ポートフォリオの最適化など 

• 量子シミュレーション（材料開発、創薬）： 次世代電池、CO2回収のための新材料、（極めて耐久

性のある、極めて軽量の）新しい材料、機能性被覆資材、活性物質など 

• 人工知能（AI）/機械学習： 自動運転、医療データ（併存疾患の相互作用の主要パターンの分

析・予測など）、‘ビックデータ’ 

量子コンピューターは大きな進展を遂げているが、現実世界の重要な問題の解決にはまだ使用されてい

ない。数年後には、ある特定の最適化問題やシミュレーションに商業的に利用することが可能になるかも

しれない。 
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■ 計算プラットフォームのシフト？ 

米インテルは、「量子コンピューティングはある種の問題を解くには効率・パフォーマンスに優れているが、

従来型コンピューターや Neuromorphic Computing といった他の新技術に取って代わることはない」との見

解を示す。ドイツ・欧州の専門家の多くも、量子コンピューターは現在の高性能コンピューターのように、

長期的にも特殊な問題分野にのみ利用されるだろうと予想している。全ての分野で優れたコンピューター

にはならず、ある特定の問題分野にのみメリットをもたらすとみている。このため、量子コンピューターには

従来のコンピューターとのハイブリッドシステムにおいて、コプロセッサとしての役割を期待する。 

一方で、現在まだ想像することすらできない、新しい活用分野が中期的に拓ける可能性もある。デジタル

コンピューターやパソコンの商業化の際にも当時、その需要や用途を予測することは極めて困難であっ

た。IBM の初代社長であるトーマス・J・ワトソンは 1943 年、「世界市場で約 5 台のコンピューターしか売れ

ないだろう」と言ったとされる。また、（有力なコンピューター企業であった）ディジタル・イクイップメント・コ

ーポレーションの創始者、ケン・オルセンは 1977 年、世界未来協会の会議で「誰であろうと、個人が自宅

にコンピューターを所有する理由はない」と発言した。 

  

QMware … 過渡期の技術として‘仮想量子コンピューター’ 

• スイス/オーストリアの合弁会社： スイスの量子スタートアップ Terra Quantum とオーストリアの高

性能コンピューター企業 Novarion は 2020 年 10 月、合弁会社 QMware を立ち上げた。合弁会社

の従業員は約 100 人 

• 仮想量子コンピューター： 量子回路のハードウェアを特殊な高性能コンピューター上で仮想化す

る。Terra Quantum が開発する量子アルゴリズム/アプリケーションを Novarion の仮想量子コンピ

ューター上で実行。顧客はクラウド経由でアクセスできる。2021 年第 1 四半期、最初の顧客にサ

ービスを開始する予定 

（※ Novarion の Gesek 社長によると、QMware の仮想量子コンピューターは量子アニーラより優

れており、量子シミュレーションでは 10,000 倍速いとう。従来の高性能コンピューターと比較して

も、速度上のメリットがあるとしている） 

• ターゲットは欧州企業： ますはドイツ語圏の企業を狙う。保険、金融、化学業界の（潜在的な）顧

客と交渉中。ドイツ株価指数（DAX）に入っている大手企業の数社も関心を示しているという。顧客

企業が量子コンピューティングの活用を単に試すのではなく、実際の企業の生産プロセスにおけ

る活用を想定している 

• 欧州のデータ主権： 欧州の（データ主権のための）クラウドインフラ「Gaia-X」に準拠したクラウド

ソリューションを介して提供する。欧州の法律に基づいて顧客の知的財産、企業秘密、個人データ

などを保護し、開発した量子アルゴリズムの権利は顧客に帰属する 
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1.3. 量子通信・暗号 

■ デジタル化時代の安全性向上 

量子通信は光ファイバー、空間、衛星を介した盗聴不可能な通信を可能にする。量子暗号は通信トラフ

ィックを安全にする暗号化キーの生成・交換の手段を用意する。量子ベースの通信・暗号化の最大のメリ

ットはデータ交換の安全性向上である。将来的に政府機関、銀行、保険、医療、重要インフラなどの機密

データの保護を強化することができる。今後、デジタル化が進むにつれ、サイバーセキュリティーの問題

が一層重要になる。モノのインターネット（IoT）の普及に伴い、システム間の通信、つながる車、インダスト

リー4.0 においてもサイバー攻撃から守る必要が生じる。 

図 5： 量子通信分野の各技術の成熟度、商品化までの年数 

 
出所：ZEISS Symposium 2018 Optics in the Quantum World 

■ 量子通信のための媒体 

量子を用いたデータ伝送・交換には異なるチャネル・媒体が利用できる。 

• 光ファイバー： 量子暗号化したデータを光ファイバーを介して伝送する。現在、量子鍵配送ネッ

トワークで実用化されている。データの最大伝送距離は 100 ㎞。このため、ある一定の距離ごとに

「トラステッドノード」にてデータを複合化・再暗号化しなくてはならず、これが攻撃の標的とされる

恐れがある 

• 空間： 量子暗号化したデータ（レーザーで生成した光子）を大気中（地上局や飛翔体の間）で伝

送する 

• 衛星： 量子暗号化したデータを衛星に伝送し、そこで複合化・再暗号化され、地上局や他の衛

星に転送する 

 



 

 

 第 2 世代の量子技術 

 

 

 

PRUDENTIA 欧州の量子技術・コンピューティング動向 ■ Part 1 

19 
 

■ 量子通信の発展段階 

量子通信分野では量子鍵配送など、既に商業化されたアプリケーションもある。量子鍵配送は、ランダム

な秘密の鍵を生成・配送する量子ベースの方法である。鍵は量子通信インフラを介して交換される。暗号

化されたデータ内容は従来のチャネルを介して伝送される。量子鍵配送はハイブリッド通信の形態をなし、

鍵交換は量子ベース、その他の内容は従来の方式で伝送される。この分野で中国が先端を行く。 

厳密には量子通信分野ではないが、将来の量子コンピューターによる攻撃から既存のデータを守るため

の耐量子暗号技術も既に商品化されている。この暗号化方法は量子ベースではなく、量子コンピュータ

ーでも（まだ）解けない問題構造の複雑な新しいタスクを開発している。 

量子通信分野にはまだ基礎研究の段階のテーマもある。そのひとつは量子リピーター。光子のもつれた

量子状態は不安定なため、現在、大気を介して最大 300～400ｋｍ、光ファイバーを介して 100 ㎞程度の

距離が伝送可能である。それ以上の長距離を伝送するためには、信号をテレポートしなくてはならない。

（光信号の代わりに）量子テレポーテーションを介したデータ伝送である。（データが複合化・再暗号化さ

れる）トラステッドノードを介した量子鍵配送による鍵交換とは異なり、量子リピーターでは情報を複合化す

ることなく、テレポート転送することが可能。情報・データが最初から最後まで暗号化されたままのため、安

全性がより高い。 

ドイツでも EU でも長期的なビジョンとして、（量子暗号化された情報を世界中に安全に伝送する）量子イ

ンターネットの構築を目指している。  
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1.4. 量子センサー/計測/イメージング 

■ 最も現実的な量子技術分野 

量子技術をセンサー/計測/イメージング分野に応用することで、より高精度・高感度の測定が可能になる。

新しい計測・イメージング手法を開発することもできる。 

• 量子センサー/計測： 量子効果を応用することで、様々な物理値（圧力、温度、位置、時間、速

度、加速度、電磁場、重力など）の測定精度・感度が大きく改善できる 

• 量子イメージング： 単一光子源を用いて、特に生細胞における画像検査法を改善する。ゴースト

イメージングのような全く新しい観察法も可能になる。（ゴーストイメージングは量子もつれを利用

し、ある物質を直接観察せずに、対象物の画像を作成できる技術） 

量子センサー/計測/イメージングは第 2 世代の量子技術の中で最も進んでいる技術分野である。現在

の開発状況から製品化までの道のりが比較的に直線的で、ロードマップや技術的問題が明確という。微

小粒子は様々な環境の影響（磁場、温度など）に高感度に反応し、不安定である。量子コンピューターで

は乱れを防ぐために、環境の影響から遮断し極低温で運用しなくてはならない問題があるが、センサー/

計測技術では逆にこの高感度が長所となる。また、ダイアモンド NV 中心は室温で機能し、冷却する必要

がないため、ハードルが低い。 

図 6： 量子計測/センサー分野の各技術の成熟度、商品化までの年数 

 
出所：ZEISS Symposium 2018 Optics in the Quantum World 

原子時計のように既に商品化された製品もあり、それに続く製品も商業化の一歩手前にある。ドイツ工学

アカデミーは今から数年後にセンサー/計測分野、5～10 年後にはイメージング分野における応用が商

品化されると予想している。独ボッシュの量子技術専門家も同様の見解である。 

“ボッシュのような企業は、近い将来達成できると思われる目標に集中しなくてはならない。量子

センサーは実現するだろう。我々は、5～10 年後に量子センサーが商品化できると思っている。 

ボッシュは量子技術をベースとした磁場センサーを開発している。可能性のある活用分野のひ

とつは、脳活動の計測。いつか将来、機器（車椅子など）が脳波だけで動くよう（思考制御）にな
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るかもしれない。全ての量子技術の中で、量子センサーが最初に幅広く市場に出るだろう“     

 ボッシュの量子技術専門家 Dr. Thomas Strohm 

図 7： 量子イメージング分野の各技術の成熟度、商品化までの年数 

 
出所：ZEISS Symposium 2018 Optics in the Quantum World 

■ 様々な業界・分野における付加価値 

量子センサー/計測の主な活用分野として、下記が挙げられる。 

- 医療（細胞や脳活動の計測） 

- 半導体産業（品質管理・欠陥の発見） 

- 天然資源開発（地下資源の探索） 

- 土木・建築（工事の前に掘ることなしに地下構造を確認） 

- 防災（自然災害の早期警報システム） 

- 慣性航法システム（衛星ナビゲーションに依存しないシステム） 

- 高精度の時計（巨大データネットワークや電波望遠鏡の同期、GPS やガリレオのような衛星ナビ

ゲーション） 

表 2： 量子計測/センサー分野の各技術の応用 

技術 活用分野 

NV 中心 医療用途（脳撮像…）、半導体（欠陥分析…）など 

物質波干渉法 天然資源開発、土木工学、慣性航法システムなど 

光原子時計/格子時計 ナビゲーションシステム（GPS）、金融（タイムスタンプ）、通信（同期）など 

空洞オプトメカニクス 慣性航法システムなど 

位相弁別/スクイズド光 通信（光データ伝送の改善）、産業用計測（光学干渉計の改善）など 

出所：ZEISS Symposium 2018 Optics in the Quantum World 
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量子イメージングでは主として、医療技術（癌細胞の見分け、手術の際に奥の構造の可視化など）および

研究分野（化学的処理せずに生体サンプルの観察など）における活用が期待されている。 

表 3： 量子イメージング分野の各技術の応用 

技術 活用分野 

ゴーストイメージング 生体医用イメージング（例えば発生生物学において） 

量子多光子顕微鏡 生体医用イメージング 

量子干渉法 干渉顕微鏡のための PIC 干渉センサーなど  

量子リソグラフィー リソグラフィーイメージングにおけるレイリーの解像限界の打破など 

量子コヒーレンス 

トモグラフィー 
生物学的研究、医療用途、機能的イメージング 

NV 顕微鏡 原子分解能領域での観察ツールとして走査電子顕微鏡（SEM）に取って代わる 

出所：ZEISS Symposium 2018 Optics in the Quantum World 

量子センサー/計測/イメージング分野では、（医療技術、土木・建築、半導体、情報通信・ナビゲーション、

自動運転など）様々な業界・分野における明確なメリットが期待されている。 

南ドイツの異業種 2 社 … 共同で量子センサーを商品化 

• レーザー装置メーカーとセンサーメーカー： レーザー装置メーカーTRUMPF と産業用センサーメ

ーカーSick は共同で量子センサーを量産化し、2021 年に最初の製品を市場に出す。両社ともに

南ドイツのバーデン＝ヴュルテンベルク州に本社を置く、それぞれの分野で世界的に有力な企業 

（※ ドイツ政府の景気対策プログラムの枠組みの補助金は得ていない。政府の援助なしでも競

争力のある量子センサーが商品化できるとしている） 

• 光学量子センサー： TRUMPF と Sick は（ダイアモンド NV 中心を用いた量子センサーではなく）レ

ーザー光を用いる。第 1 世代の量子センサーは靴箱ほどの大きさで、0.001mm の 5 分 1 の大きさ

の粒子が測定可能。粒子を検知するだけではなく、その大きさ、分散、濃度、速度、動く方向も測

定できる。価格は未公表 

（※ Sick は光学産業用センサーのスペシャリストとして、用途開拓と営業を担当。TRUMPF の量

子技術の子会社 Q-Ant はセンサーの心臓部であるレーザー光を用いた計測技術の開発を担当） 

• （潜在的な）活用分野： まずは両社が既に現在、納品している市場を狙う。その 1 つは半導体産

業。量子センサーを用いてクリーンルームの中のほこりの粒子を検知し、その量を計測できる。半

導体生産における汚染による不良率が最小化できるという。製薬産業の錠剤の生産、地下鉄の

駅などの空気の品質の検査にも利用可能 

“量子センサーで脳波を測定できる、壁の中に埋め込まれているプラスチック管の場所を突き止

められる、粒子の速度や分散を非常に正確に測定できる… 潜在的な用途について想像力に際

限はない”    TRUMPF の最高技術責任者 Dr. Peter Leibinger 
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2. 競争力の国際比較 

2.1. 量子技術の‘ホットスポット’ 

■ 北米、アジア、豪州、欧州 

下図に示すように、北米、欧州、アジア（特に日本、中国）、オーストラリアに量子技術に取り組む組織が

数多く存在する。 

図 8： 量子技術に取り組んでいる組織の分布マップ（世界全体） 

 
出所： Innovation Attaché Network （オランダ経済・気候政策省） / Quantum Computing Report 
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2.2. 学術論文 

■ 欧州レベルでは、米中に勝る 

マックス・プランク学術振興協会は 2019 年 10 月、量子技術に関する計量書誌学的分析の結果を発表し

た。分析対象は 2000～2016 年に公開された学術論文（Article）、学術会議のプロシーディング

（Conference Proceeding）、総説論文（Review）の文献。量子技術に関する文献の総数は 43,392 件という。 

量子技術分野の文献の総数で EU28 ヵ国は中国や米国を抜く。国レベルでも、中国、米国に次ぐ第 3 位

がドイツ、第 4 位が英国となっている。日本は第 5 位についている。図 10 に示すように、2012 年に中国

が米国を追い抜いた。2009 年頃まで日本はドイツと同水準にあったが、その後は少々伸び悩んでいる。 

‘質’の良い論文、すなわち最も多く引用された論文（上位 10％）の件数では、EU28 ヵ国、米国、中国の

順になっている（図 9、図 11 参照）。中国は論文の総数では米国を追い抜いているが、質の良い論文の

件数では米国の半分程度である。米国は引用頻度の高い（質の良い）論文の占める割合が 22％なのに

対し、中国ではこの割合が 10％に留まる。オーストリアやスイスは（国の規模が小さいため）論文の総数は

少ないが、質の良い論文が占める割合が約 30％と大きい。その他、オランダ、英国、ドイツでもこの割合

が約 24％に達する。アジアでは、シンガポールや日本が質の良い論文の割合が比較的に大きい。韓国

は論文の総数も少なく、質の良い論文の割合も 8％と小さい。 

欧州諸国がひとつにまとまれば、量子技術分野における研究力で米国や中国に太刀打ちできる。しかし、

後述するように研究成果の特許化が大きな課題となっている。 

図 9： 量子技術分野における論文の総数、引用頻度の高い論文の占める割合（国別） 

 

出所：マックス・プランク学術振興協会（Bornmann et al. 2019） 



 

 

 競争力の国際比較 

 

 

 

PRUDENTIA 欧州の量子技術・コンピューティング動向 ■ Part 1 

25 
 

図 10： 量子技術分野における論文の件数の推移（国別） 

 

出所： マックス・プランク学術振興協会（Bornmann et al. 2019） 

図 11： 量子技術分野における‘質の良い’論文の件数の推移（国別） 

 

出所： マックス・プランク学術振興協会（Bornmann et al. 2019） 

次ページの図 12 に、ドイツ技術者協会（VDI）とドイツ電気電子情報技術協会（VDE）のイノベーション技

術研究所が 2019 年後半に行った、量子コンピューティングに関する学術論文の国別内訳を示す。首位

は米国となっている。中国は長い間、量子通信に重点を置き、量子コンピューティングに力を入れ始めた

のは最近である。このため、まだ米国を追い抜いていない。この 2 大大国の後にドイツと英国が続く。第 5

位は日本。EU28 ヵ国が世界全体の量子コンピューティング分野の論文の 30％を占める。 
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■ 研究成果が特許化されていない 

図 13 は、それぞれの国が量子技術・コンピューティング分野の研究成果を特許化している程度を示す。

日本は量子コンピューティング分野で、この指数が最も高い（当該分野の論文件数では世界 5 位ながら、

特許出願件数では米国に次ぐ 2 位）。逆にドイツは論文件数では（量子技術全体でも量子コンピューティ

ングに限定しても）世界 3 位のポジションにありながら、特許出願件数は驚くほど少ない。 

図 12： 量子コンピューティング分野における論文の総数（国別） 

 
出所：SCOPUS / Institut für Innovation und Technik im VDI/VDE-IT / Heise 

図 13： 量子技術分野における研究成果の特許化指数（国別） 

 
出所：SCOPUS / Institut für Innovation und Technik im VDI/VDE-IT / Heise 
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■ 量子通信分野 … 中国が圧倒 

世界的には、中国が量子通信の研究と実践において非常に強い。欧州ではドイツの他、オランダ（デル

フト工科大学など）とオーストリア（オーストリア技術研究所（AIT）、ウィーン大学）が量子通信分野の研究

で有力。 

 

2.3. 特許出願 

■ 量子技術の専門家による特許分析 

本項は、欧州委員会の共同研究所（JRC）の量子物理学者が作成した「量子技術の特許分析」レポートに

基づいている1。クエリーで抽出された特許出願の一つ一つに量子技術の専門家が目を通して内容を確

認し誤検出を除外してある。このため、信頼性が高い。 

（※ JRC は欧州委員会の科学・学識サービスで、独立した科学的助言を行い、EU の政策をサポートす

るための機関） 

欧州委員会の共同研究所（JRC）による量子技術の特許分析について 

EU の共同研究所（JRC）は 2019 年 10 月、「量子技術の特許分析」の調査レポートを公開した 

• 分析対象： ‘第 2 次量子革命’の中核を成す量子技術（量子コンピューティング、量子鍵配送、

量子もつれ、冷却原子干渉法）に焦点をあてている。量子技術の応用分野の中で特許出願件

数が群を抜いて多い「量子コンピューティング」と「量子鍵配送」の他、「量子もつれ」や「冷却原

子干渉計」といった量子センサーへの応用に重要な特許も調査対象としている 

• 対象期間： 上記の分野における最初の特許出願があった年（1991 年）から、2019 年の調査時

点で公開されていた特許出願が対象。特許出願は通常、出願日から１年６ヶ月経過後に公開さ

れるため、2019 年の調査時点で公開されていた 2017 年の出願の一部までが含まれている 

• 分析方法： 量子物理学の専門家である Dr. Martino Travagnin のチームが、共通特許分類

（Cooperative Patent Classification：CPC）とキーワードの両方を用いて、欧州特許庁の「Global 

Patent Index データベース」を用いてクエリー（検索要求）を行った。クエリーで抽出された特許

出願の一つ一つに量子技術の専門家が実際に目を通して内容を確認し、誤検出を除外してあ

る。誤検出の割合は平均 20％で、ケースによっては 80％が誤検出だったという。一般の調査会

社が行う特許分析では実際に読んで内容を確認しておらず、誤検出が相当数含まれている可

能性が高い 

• 「国」の定義： 出願人の本社・本部のある国を「国」とした。他の一般的な調査レポートでは、

研究施設のある国や出願した特許庁を「国」としているケースが多い 

 

1  出 所 ： Martino Travagnin, Patent analysis of selected quantum technologies, 2019, ISBN 978-92-79-98120-3, 

doi:10.2760/938284, JRC115251. 
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■ 米国は量子コンピューティング、中国は量子鍵配送 

‘第 2 次量子革命’の核となる特許の出願件数は中国、米国、日本、カナダ、韓国の順に多い。中国は量

子鍵配送分野、米国は量子コンピューティング分野で圧倒する。カナダとオーストラリアは量子コンピュー

ティング分野に焦点をあわせている。 

図 14： 量子技術分野における特許出願件数（国別） 

 

出所：EC Joint Research Centre（JRC）/Nature 

■ 量子技術への関心が再熱 

次ページ以降に、欧州委員会の共同研究所（JRC）による「量子技術の特許分析」の詳細を分野・国別に

示す。これらの図は、過去 5～10 年間で量子技術に対する関心が再び高まっていることを示す。国家の

量子イニシアティブや民間企業による量子技術への投資が背景にある。 

• 国・公的資金による量子技術イニシアティブ（特に中国政府の量子通信分野における支援） 

• 量子コンピューティング分野における長期的なハイリスクの投資（特に米国の大手 IT・ネット企業） 

しかし、第 2 世代の量子技術に関する特許出願は世界全体の累積でも数千件に留まり、まだ限定的な数

である。 
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2.3.1. 量子コンピューティング 

■ 2013 年以降、出願件数が急増 

欧州委員会の共同研究所（JRC）によると、量子コンピューティングに関する特許出願件数は合計 1,149

件。90 年代には出願件数が緩やかに伸びたが、2000 年代は停滞。2013 年以降、再び急速に増加して

いる。2016 年の量子コンピューティング分野における特許出願件数は約 150 件という。特に米国の伸び

が目立つが、中国も増加傾向にある。 

図 15： 量子コンピューティングに関する特許出願件数の推移 

 
出所：EC Joint Research Centre（Martino Travagnin） 

■ キュービット技術が中心 

当該分野の特許の大半が、キュービットを実現するために用いる物理的プラットフォーム（超電導回路、

半導体材料、イオントラップ、量子ドット、ダイアモンド NV 中心、トポロジカル装置など）に関連している。

しかし、量子エラー修正、アルゴリズム、ある特定のアプリケーションに関する特許出願も少数ながらある。

例えば、米国の量子ソフトウェア・スタートアップ QCWare は「金融ポートフォリオ最適化のための量子アニ

ーリングコンピューターを用いた手法」、米ミシガン大学は「がん治療のための量子を用いた機械学習」に

関する特許を出願した。 



 

 

            競争力の国際比較 

 

 

 

 

30 
 

■ 米国、日本、カナダが有力国、中国が追随？ 

量子コンピューティングに関する特許の出願件数が最も多い国は米国で、日本、カナダ、欧州が続く。欧

州の中では、英国、ドイツ、イタリア、フランス、オランダ、オーストリア、デンマーク、フィンランドの順に出

願件数が多い。中国は近年、量子コンピューティング分野の特許出願件数が増加傾向にある。中国政府

が力を入れていることから、今後、急激に伸びる可能性がある。その他、オーストラリアと韓国も当該分野

における出願件数が比較的に多い。 

図 16： 量子コンピューティングに関する特許出願件数（国別） 

 
出所： EC Joint Research Centre（Martino Travagnin） 

■ 幅広い分野の 500 以上の組織が出願 

量子コンピューティングに関する特許出願件数は合計 1,149 件だが、出願人は大企業、スタートアップ、

研究機関、大学など幅広い分野の 500 以上の組織である。出願件数の多い組織 Top 34 が全体に占め

る割合は 2/3 程度で、量子コンピューティング技術への関心のすそ野が広いことを示す。 

• 大企業： 米国の大手 IT 企業（IBM、マイクロソフト、グーグル、HP、インテル）や軍事企業（ノース

ロップ・グラマン）の他、日本企業（東芝、NTT、日立、NEC、富士通）が Top 34 に入っている。欧

州の大企業では ST マイクロエレクトロニクスのみがランクイン。その他、ヤマハ、米ボーイング、米

シリコングラフィックス、仏 Atos、沖電気なども少数ながら当該分野で特許出願した 

• スタートアップ： D-Wave（カナダ）や Rigetti（米国）の量子ハードウェア企業の他、量子ソフトウェ

アを手掛ける 1QBit（カナダ）も上位に入っている 

（※ 量子スタートアップ企業に関しては本レポート Part 3 に記載） 
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• 研究・学術機関： 国立の研究機関では、日本の科学技術振興機構が 11 位。大学では英オクス

フォード大学が最上位で、米国の大学は 6 校がランクイン。その他、多数の大学が当該分野の特

許を少数ながら出願した 

図 17： 量子コンピューティングに関する特許出願の多い組織（世界全体） 

 

出所：EC Joint Research Centre（Martino Travagnin） 
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独エネルギー大手 … 量子アルゴリズムの特許出願 

• 特許出願： 電力・ガスなどを供給する欧州有数のエネルギー企業 E.ON（ドイツ）は 2020 年 11 月、

Vehicle-to-Grid（V2G）に関する量子アルゴリズムの特許出願を明らかにした 

• Vehicle-to-Grid（V2G）： 同社は多数の電気自動車をインテリジェントに電力網に統合するアルゴ

リズムを開発。電気自動車は充電のために電力網に接続されるが、同時に車載電池は電力網の

効率的な制御のためのバッファーとして利用できる。インテリジェントな電力負荷管理では、夜間

など余剰電力があるときに車両に蓄電し、車両に蓄積した電力を必要に応じて電力網に供給す

る。AI を用いて車載電池が双方向に持つ柔軟性を最適化し、（電力の需要と供給のバランスを助

ける「インフラ」として）商業的に利用する 

• 量子コンピューティング： （考慮すべきパラメーターの数が多いため）従来のコンピューターでは数

百台の車両でしか電力負荷管理の最適化ができない。車両の数が数十万、数百万台になると、

従来の手法では限界に達する。そこで E.ON の量子技術チーム「Data.on」は量子アルゴリズムの

コードを作成し、カナダの D-Wave 社の量子アニーリングマシン上で試験している。アルゴリズム

の中核は既に出来上がっており、DWave-2000 上で試験に成功しているという 

• 電力供給の分散化・デジタル化： 再生可能エネルギーへの移行は電力供給を分散化・デジタル

化する。風力・太陽光発電では天候などに大きく左右されるため発電量が極めて不安定である。

しかも住宅用太陽光発電を備えた十数万世帯の個人宅がエネルギー供給者として、余剰電力を

電力網に供給する。常時、需要と供給のバランスを取りながらコストを抑えるためには、電力網の

インテリジェントな制御が必要となる。相互作用するパラメーターの数が増え、エネルギーシステ

ムがどんどんと複雑化。エネルギーシステムを最適化するための演算オペレーションの量も指数

関数的に増加している。従来の方法では限界に達することが多くなり、（数百万というパラメーター

を持つ）非常に複雑なエネルギーシステムが量子コンピューティングで短時間に計算できるように

なることを期待している。E.ON では、Vehicle-to-Grid（V2G）以外のアプリケーションにおける量子

コンピューティングの利用にも取り組む 

• 量子コンピューティングの活用とサービス： 同社は、量子技術のノウハウを将来的にサービスと

して提供することも考えられるという。いずれにしても早い時期にチャンスと課題を試験することが

重要としている。欧州の他のエネルギー企業（伊 Enel、仏 EDF）も既に量子コンピューティングに

取り組んでいる 



 

 

 競争力の国際比較 

 

 

 

PRUDENTIA 欧州の量子技術・コンピューティング動向 ■ Part 1 

33 
 

2.3.2. 量子鍵配送（量子通信） 

■ 中国が急増、米国は関心を失う？ 

量子鍵配送に関する特許出願件数は合計 1,161 件。1992 年から 2005 年の間は出願件数が増加傾向

にあったが、その後は 2012 年まで停滞が続いた。2013 年以降、再び急速に増加しており、2016 年の出

願件数は約 150 件。特に中国と韓国で伸びており、米国は 2005 年を境に減少に転じている。 

図 18： 量子鍵配送に関する特許出願件数の推移 

 
出所： EC Joint Research Centre（Martino Travagnin） 

■ 技術開発が大半、ユースケース関連も 

欧州委員会の共同研究所（JRC）は（単一光子源、量子乱数ジェネレーター、データ保護手法、量子ネッ

トワークなど）広義の通信セキュリティーのための量子技術ではなく、明確に定義された（厳密な意味での）

量子鍵配送を調査対象とした。当該分野における特許出願の大半は技術開発に関連するが、（モバイル

商取引、配電網などのインフラ保護、決済認証、ビデオ会議システムなど）ある特定のユースケースに関

する出願も少数ながらあるという。 
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■ 中国が米国を追い抜く、日本と欧州は一定の水準 

中国は米国を追い抜いて、量子鍵配送分野における特許出願件数でトップ。第 3 位、第 4 位の日本と欧

州は、90 年代から今日まで一定の水準の出願件数を保っている。第 5 位の韓国はここ数年、増加傾向に

ある。欧州諸国の中では、英国、スイス、フランス、ドイツ、イタリア、フィンランドの順に多い。 

図 19： 量子鍵配送に関する特許出願件数（国別） 

 

出所： EC Joint Research Centre（Martino Travagnin） 

■ 日本の大企業の他、中国勢が圧倒 

量子鍵配送に関する特許出願件数は合計 1,161 件。出願件数の多い組織 Top 34 が全体に占める割合

は 66％で、当該分野における関心のすそ野は広い。出願人には大企業、専門企業・スタートアップ、研

究機関・大学など幅広い分野の組織が含まれている。 

• 大企業： エレクトロニクス・通信・IT 分野の企業では日本企業（東芝、NEC、三菱、NTT、日立）

の他、欧州（BT、ノキア）、米国（HP）、中国（アリババ）、韓国（SK テレコム）の企業もランクイン。

その他、英国の防衛技術企業 QinetiQ や米ボーイングも入っている 

• 専門企業・スタートアップ： 量子鍵配送に特化した中国企業（Anhui Qasky、Zhejiang QTEC、

QuantumCTek など）が多数ランクイン。他の国では、米国の MagiQ とスイスの ID Quantique が

入っている。（※ 韓国の SK テレコムは 2018 年、ID Quantique の株式の過半数を取得した） 

• 研究機関・大学： 国の研究機関では、マレーシアの国立応用研究開発センター（MIMOS 



 

 

 競争力の国際比較 

 

 

 

PRUDENTIA 欧州の量子技術・コンピューティング動向 ■ Part 1 

35 
 

Berhad）、韓国科学技術研究院、米ロスアラモス国立研究所、韓国電子通信研究院が当該分野

の特許出願件数が多い。大学では（華南師範大学など）中国の大学が圧倒するが、スイスのジュ

ネーブ大学もランクインしている 

図 20： 量子鍵配送に関する特許出願件数の多い組織（世界全体） 

 

出所：EC Joint Research Centre（Martino Travagnin） 
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2.3.3. 量子もつれ 

■ 米国、中国、日本が有力国 

もつれ（エンタングルメント）は‘第 2 次量子革命’の特徴的な量子現象のひとつとされる。この分野におけ

る特許出願では全体的なはっきりとした増加傾向はみられない。中国では大きく伸びているが、米国では

減少傾向にある。累積ではいまだに米国がトップで、第 2 位は中国。日本は僅差の第 3 位。欧州は大きく

引き離されている。欧州諸国の中では、英国、ドイツ、フランス、イタリアの順に出願件数が多い。 

図 21： 量子もつれに関する特許出願件数の推移 

 
出所： EC Joint Research Centre（Martino Travagnin） 

■ 技術開発と実用的応用 

量子もつれに関する特許出願は大まかに 2 つのカテゴリーに分けられる。 

• 技術開発（約 130 件）： 大部分がもつれた光子源に関連する特許だが、量子リピーターや量子

メモリーに関する特許もある。 

• 実用的応用（約 200 件）： 通信（特に通信セキュリティー）分野の特許が約 110 件と最も多い。セ

ンサー（目標検出、イメージング、ナビゲーション、人工衛星測距、時刻同期、顕微鏡法など）に
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関する特許は約 70 件ある。その他、コンピューティング、量子リソグラフィーなどに関連する特許

も少数ながらあるという 

図 22： 量子もつれに関する特許出願件数（国別） 

 

出所： EC Joint Research Centre（Martino Travagnin） 
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2.3.4. 冷却原子干渉法 

■ 中国、米国、フランスが有力 

冷却原子干渉法に関する特許出願は全体的に増加傾向にあり、特に中国の伸びが大きい。出願人の多

くは大学だが、スタートアップ、国立研究所、大企業などもこの分野の特許を出願。防衛関連の企業や組

織の出願も目立つ。 

• スタートアップ： AOSense（米国）、Muquans（フランス）、Coldquanta（米国） 

• 国立研究所： サンディア国立研究所（米国）、第 717 研究所（中国）、飛行自動控制研究所

(FACRI)、フランス国立科学研究センター、フランス国立航空宇宙研究所、チャールズ・スターク・

ドレイパー研究所（米国） 

• 大企業： ハネウェル（米国）、ノースロップ・グラマン（米国）、ロッキード・マーティン（米国）、タレ

ス（フランス）、サフラン（フランス） 

• 軍関連： 米海軍・空軍、国防科技大学（中国）、国防科学研究所（韓国） 

図 23： 冷却原子干渉法に関する特許出願件数の推移 

 
出所： EC Joint Research Centre（Martino Travagnin） 
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図 24： 冷却原子干渉計に関する特許件数（国別） 

 

出所： EC Joint Research Centre（Martino Travagnin） 

■ センサーが主な応用分野 

冷却原子干渉法は（主にセンサーのために）物質波の間の干渉を利用する。この分野における計 191 件

の出願の内、41 件は実現するために必要な技術（enabling technologies）で、残りの 150 件は技術開発

や潜在的な応用に関連した特許という。 

• 実現技術（enabling technologies）： レーザー、エレクトロニクス、マイクロ波装置、熱制御・制振な

ど 

• 技術開発： 磁気トラップ、原子のチップ、ビーム制御など 

• 潜在的な応用： 重力センサー（特にグラジオメータ）、ジャイロスコープ、角速度・加速度センサ

ー、時計、電場センサー、磁場センサー （※ 最も一般的な応用は重力センサー、位置・ナビゲ

ーションに用いる装置） 
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2.4. ベンチャー投資とスタートアップ  

■ 米・英のベンチャー投資会社が圧倒 

量子スタートアップに投資しているベンチャー投資会社は 2020 年 6 月現在、世界全体で約 200 社ある。

その半数近くが米国の投資会社（下図参照）。量子技術に投資している欧州のベンチャー投資会社は 57

社で、その内の 25 社（44％）が英国の会社となっている。アジアでは日本（7 社）とシンガポール（5 社）の

ベンチャー投資会社による量子技術分野への投資が目立つ。中国の民間投資に関しては、公開されて

いる情報がほとんどなく実態は不明。 

図 25： 量子スタートアップに投資しているベンチャー投資会社の件数（国別、世界全体） 

 
出所：Quantum Computing Report の情報をベースに集計 

■ 米欧、日韓の大企業のコーポレートベンチャー 

専業のベンチャー投資会社の他、大企業やその傘下のコーポレート・ベンチャーキャピタルも量子スター

トアップに投資している（次ページの表 4 参照）。米国では IT 巨人や金融機関、欧州では製造業大手に

よる当該分野への投資が目立つ。アジアでは日本の IT 企業や金融機関、韓国の電機メーカーが量子技

術分野に投資している。 

（※ 既存の大企業の量子技術動向については本レポート Part 2、コーポレート・ベンチャーキャピタルに

ついては Part 3 に記載） 
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表 4： 量子スタートアップに投資している大企業/コーポレート・ベンチャーキャピタル 

本社    企業（親会社） コーポレート・ベンチャーキャピタル 業界 

米国 マイクロソフト M12 IT 

米国 グーグル GV IT 

米国 アマゾン  IT 

米国 IBM  IT 

米国 ヒューレット・パッカード Hewlett Packard Pathfinder IT 

米国 ハネウェル Honeywell Ventures 複合テクノロジー 

米国 ロッキード・マーティン  防衛・航空宇宙 

米国 ゴールドマン・サックス  金融 

米国 シティグループ  金融 

米国 ブラックロック  金融 

米国 CME グループ CME Ventures 金融 

米国 ブルームバーグ Bloomberg Beta 情報サービス 

米国 コムキャスト Comcast Ventures メディア・情報通信 

米国 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati WS Investments 法律サービス 

欧州 エアバス Airbus Ventures 航空宇宙 

ドイツ ボッシュ Robert Bosch Venture Capital (RBVC) 複合テクノロジー 

ドイツ ドイツテレコム 
Deutsche Telekom Capital Partners 

(DTCP) 
電気通信 

ドイツ メルク M Ventures 化学・医薬品 

ドイツ アリアンツ Allianz X 保険 

ドイツ BASF BASF Venture Capital 化学 

英国 スコットランド王立銀行 RBS Silicon Valley Solutions 金融 

日本 NEC  IT 

日本 富士通  IT 

日本 新生銀行 新生企業投資 金融 

韓国 サムスン 
Samsung Catalyst Fund 

Samsung Next Q Fund 
電機 

韓国 SK テレコム  電気通信 

タイ サイアム商業銀行  金融 

出所：自社作成 

■ 欧州、量子スタートアップの数で米国を抜く 

米系の量子コンピューティング情報サイト Quantum Computing Report のデータを集計した結果を次ペー

ジの図に示す。欧州には量子技術分野のスタートアップが 70 社以上あり、その数は米国よりも多い。アジ

アでは日本が最多（8 社）。中国・香港は 5 社となっているが、（情報が少ないため把握できておらず）実

際の数はもっと多いと推測される。シンガポールには 4 社の量子スタートアップがある。 



 

 

            競争力の国際比較 

 

 

 

 

42 
 

図 26： 量子スタートアップの件数（国別、世界全体） 

 

出所：Quantum Computing Report の情報をベースに集計 

■ 資金調達で大きな差 

資金調達額の大きさでは、欧州のスタートアップは北米の競合にまだ引き離されている。図 27 に示す通

り、（公表されている）資金調達総額の大きな量子スタートアップ上位 4 社が北米に拠点を置く企業であ

る。PsiQuantumは英ブリストル大学の教授が設立した英国発祥のスタートアップだが、資金調達を容易に

するために 2019 年に米国に拠点を移した。2018 年までは北米とオーストラリアの少数の量子スタートアッ

プにベンチャー投資が集中していた。例えば、2017 年に大きな資金調達ラウンドを完了した主なスタート

アップは Silicon Quantum Computing（オーストラリア）、Rigetti（米国）、1QBit（カナダ）、IonQ（米国）、D-

Wave（カナダ）の 5社。例外は英国の世界的な量子ソフトウェア企業 Cambridge Quantum Computing で、

2013～2018 年に最も多く資金調達した量子スタートアップ 4 社（D-Wave、Rigetti、Silicon Quantum 

Computing、Cambridge Quantum Computing）の中に入った。 

■ 2019 年以降、欧州のスタートアップが資金調達 

欧州では 2019 年以降、量子スタートアップへの投資が本格化。欧州の量子コンピューター企業 IQM は

米国の有望な競合 IonQ と資金調達総額で並ぶ。欧州（特に英国、ドイツ語圏）のベンチャー投資会社が

積極的に量子技術分野に投資するようになった。さらに、欧州諸国の政府や EU は欧州の量子スタート

アップを積極的に支援している。EU は「EIC Accelerator program」の枠組みで IQM に投資。同社はフィ

ンランド政府からも「Business Finland」を介して補助金を得た。オーストリアの研究・技術・開発国家基金

やデジタル経済省は自国の量子コンピューター企業 Alpine Quantum Technologies（AQT）に投資した。

欧州の有望な量子スタートアップが（米国、中国）など非欧州の企業に買収されないよう、対策を講じてい

る。（※ 量子スタートアップやベンチャーキャピタルに関する詳細は本レポート Part 3 に記載） 
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図 27： 資金調達総額の大きな量子スタートアップ TOP25（世界全体） 

 

出所： Crunchbase、Tracxn Technologies、Pitchbook、CB Insights などの情報をベースに自社作成 
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2.5. 公的支援 

■ 先陣を切った欧州、コロナ危機後も強化 

EU は世界の他の主要国に先駆けて、1999 年に量子情報処理と量子通信の研究プログラムを開始。

2018 年までの 20 年間に 5.5 憶ユーロを量子研究に投資した。2018 年 10 月には「量子フラグシップ」イ

ニシアティブを立ち上げ、10 年間で量子技術の研究開発に 10 億ユーロを投資する。第 2 世代の量子技

術の全分野（量子通信、量子シミュレーション、量子コンピューター、量子計測・センサー、基礎研究）を

対象とする。 

EU レベルの支援プログラムの他、英国、オランダ、ドイツ、フランスなど個々の EU 加盟国もそれぞれ（数

十億ユーロ規模の）量子技術支援プログラムを持つ。ドイツはコロナ危機の景気対策プログラムの枠組み

で、さらに 20 億ユーロを投入する。その他、スイス、オーストリア、スウェーデン、フィンランドなども国家の

量子技術支援プログラムを用意している。（詳細は第 3 章を参照のこと） 

■ 北米やアジアとの激しい競争、新興国も‘量子レース’に参戦 

欧州以外では、米国、カナダ、中国、日本、シンガポール、韓国、オーストラリア、イスラエルなどが国家レ

ベルで量子技術の研究開発を積極的に支援している。 

• 中国： 既に長い間、量子技術が研究戦略の重点となっている。中国政府は過去 20 年間で 10 憶ド

ル近くを量子技術の研究開発に投資したという。特に量子通信分野における存在感が大きく、衛星

を介した量子鍵配送、量子鍵配送を用いた通信ネットワークの構築でブレイクスルーを達成。2030 年

までに量子技術の有力国になることを目指しており、そのために（今後 5 年間で）100 憶ドルを投資す

るとみられている（国の補助金に関して正確な数字は公表されていない）。その中の 30 憶ドルは量子

IQM … 欧州で最も多く資金調達した量子スタートアップ 

• 資金調達： 欧州の量子コンピューター企業 IQM は 2020 年 11 月、3,900 万ユーロのシリーズ A ラ

ウンドを完了（投資家の中には中国のテンセントも含まれる）。同社は 2018 年の設立だが、既に

計 7,100 万ユーロを資金調達した。米国の有力な量子スタートアップと対抗できる資金力がある 

• 欧州政府の支援： IQM はフィンランド・アールト大学とフィンランド国立技術研究センター（VTT）の

スピンオフで、本社は同国南部のエスポーに置く。共同設立者の J. Goetz CEO はドイツ人で、

2020 年春にドイツ・ミュンヘンにも子会社を設立。フィンランド政府やドイツ政府が資金を出して製

作を依頼する量子コンピューターは、同社の拡大戦略の追い風になるという 

• 用途ごとにハードウェア： 超電導技術を用いた量子コンピューターを開発しているが、IBM やグー

グルとはアプローチが異なり、異なるアプリケーション（金融、化学・医薬品、機械学習）向けにそ

れぞれ独自のハードウェアを製作する。コデザイン手法を用いて、それぞれの商業アプリケーショ

ン用にスリム化された超電導量子プロセッサーに焦点を絞る。汎用コンピューターのように高性能

のハードウェアでなくても、各アプリケーションにおいて同じ目的を達成できるという 
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コンピューティング分野における後れを取り戻すためにあてるとの情報もある。世界最大の量子技術

研究所となる国家量子情報科学研究所（National Laboratory for Quantum Information Science）の設

立だけでも 10 億ユーロを投資するといわれる。中国政府は、大手 IT・ネット企業のテンセント、アリバ

バ、百度、華為技術（ファーウェイ）が量子技術に大きく投資したり、（中国政府が組織する）会議に出

席して研究者と情報交換したりするよう要請している。実際、アリババは 150 憶ドルの研究開発予算

の一部を量子コンピューティングに投資すると発表した。中国の IT・ネット大手の量子技術のための

社内予算は数十億ドル規模と推測される。アリババの子会社 Alibaba Cloud は 2015 年、中国科学院

との共同研究所「中国科学院－アリババ量子コンピューティング研究所（CAS-Alibaba Quantum 

Computing Laboratory）」を開設した。 

軍事研究と民間の研究が緊密に絡み合っているのが中国の特徴で、軍事利用できる量子技術に特

別な重点を置いている。外国で優れた教育を受けた中国の学者が帰国するとともに、外国の有能な

人材もリクルートしている。中国政府の投資は幅広い量子技術分野をカバーするが、特に量子通信・

暗号と量子コンピューティングに重点を置く。 

• 米国： 2018 年 12 月、量子技術（特に量子コンピューティング）を助成するために 12 億ドルのプログ

ラム「国家量子イニシアチブ法（National Quantum Initiative Act）」を承認（中国や EU が量子技術開

発を強化していることへの対抗措置と推測される）。また、アメリカ国防高等研究計画局（DARPA）、イ

ンテリジェンス高等研究計画活動（IARPA）など国防省（米軍）や諜報組織の傘下の機関も量子技術

の研究において重要な役割を果たしている。量子コンピューターによって現在の暗号システムが解読

される可能性があるため、特に量子通信分野の研究に関心が高い。さらに、グーグル、IBM、インテ

ル、マイクロソフト、アマゾンといった IT・ネット大手や複合企業のハネウェルが量子コンピューティン

グに大きく投資。ベンチャー投資も盛んで、多数の有望な量子スタートアップが存在する。米国では

特に量子コンピューティングと量子情報技術に重点を置いている。 

最近では先進国に加えて、新興国も‘量子レース’に参戦。ロシア政府は 2019 年 12 月、今後 5 年間で

量子研究に 500 憶ルーブル（約 5.6 憶ユーロ）を投資すると発表。インドも 2020 年 2 月、量子技術に今

後 5 年間で 800 憶ルピー（約 9.2 憶ユーロ）の予算を割り当てると明らかにした。 

2.6. 米中との比較、強みと弱み 

■ IT・ネット大手のない欧州、商用化に課題 

次ページの表に米国、中国、欧州の量子技術に対する取り組みをまとめた。米国の強みは量子技術の

開発を支える柱が複数あること。IBM、グーグル、ハネウェルなど既存の大企業、Rigetti を始めとする有力

スタートアップの他、米軍・諜報機関も積極的に取り組み、米政府も支援プログラムを承認した。一方、中

国の強みは量子技術分野における軍事研究と民間研究が緊密に連携していること。中国政府は自国の

IT・ネット大手にも量子技術分野の強化・協力を要請している。  

欧州は基礎研究では第 2 世代の量子技術の全分野で米中と競えるレベルにある。しかし、特許出願件

数が米国、中国、日本と比べて桁違いに少ない。一般的に欧州は学術研究では優れていても、それを製

品化することを苦手とする。この弱みを克服するために、EU や国家レベルで量子技術の商用化を積極的
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に支援している。その成果もあり、ここ数年の間に有望なスタートアップが出てきている。製造業や金融機

関など量子技術の潜在的ユーザーも多く存在する。しかし、欧州には大きな IT・ネット企業がほとんどな

く、仏 Atos 以外には大きなスーパーコンピューターのメーカーもない。基礎研究では世界トップレベルで

も、特に量子コンピューティング分野では産業界のパートナーに欠けることが欧州最大の課題。 

表 5： 米国、中国、欧州の量子技術に対する取り組みの比較 

国・地域 量子技術に対する取り組みの比較 

米国 

 

※ 米国では量子技術への取り組みを支える柱が複数ある 

※ 特に量子コンピューティングと量子情報技術分野で有力 

• 政府： 2018 年 12 月、量子技術を助成するために 12 億ドルのプログラム「US 

Nation Quantum Initiative」を承認 

• 軍・諜報機関： 国防省や諜報組織の傘下の機関が量子技術（特に量子通信）の研

究に積極的 

• 既存の企業： IT・ネット大手（グーグル、IBM、マイクロソフト、インテル、アマゾン）や

複合テクノロジー企業（ハネウェル）が量子コンピューティング技術に注力 

• スタートアップ： ベンチャー投資が盛んで、有望な量子スタートアップが多数ある 

中国 

 

※ 軍事研究と民間研究が緊密に連携 

※ 特に量子通信分野で有力、今後は量子コンピューティングにも力を入れる 

• 政府： 過去 10 年間で約 10 億ドルを量子技術の研究開発に投資。2030 年までに

量子技術の有力国になることを目指し、そのために 100 憶ドルを投資する。その一

環で、「国家量子情報科学研究所（National Laboratory for Quantum Information 

Sciences）」を設立中 

• 既存の企業： IT・ネット大手（テンセント、アリババ、百度、華為技術）は政府から量

子技術分野の強化・協力を要請され、そのための社内予算は数十億ドルと推定。

2015 年、中国科学院とアリババの共同の量子コンピューティング研究所が開設 

欧州・EU 

※ EU レベルや国家レベルで産学官の連携プロジェクトを推進する 

※ これまで基礎研究、量子計測・センサー、量子通信分野の比重が大きかったが、最近は

量子コンピューティングにも注力 

• 政府： EU の「量子フラグシップ」の枠組みで、2018 年から 10 年間で量子技術の研

究開発に 10 億ユーロを投資。ドイツ、英国、フランスの各国もそれぞれ、数十億ユ

ーロ規模の量子技術支援プログラムを発表 

• 既存の企業： 特に量子計測・センサー分野ではドイツ企業（ボッシュ、カール・ツァイ

スなど）が世界市場でマーケットリーダーになるべく良い位置にいる。IT・ネット分野

の大企業がほとんどなく、量子コンピューターの開発・製作には（仏 Atos を除いて）

参入していない。製造業大手（自動車、航空機、化学・医薬品、エネルギー業界な

ど）を中心に、量子コンピューターの活用には非常に意欲的 

• スタートアップ： ここ数年の間に量子技術分野における起業が活発になり、現在は

米国よりも多くの量子スタートアップが存在する。ただし、資金調達額では北米の有

力スタートアップにまだ及ばない 

出所：自社作成 
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■ 量子センサーでは有力、課題は量子コンピューティング 

ドイツ教育研究省やドイツ工学アカデミー（acatech）の分析によると、第 2 世代の量子技術におけるドイ

ツ・欧州の最大の弱点は量子コンピューティング分野。それ以外の分野では、産学が量子技術の商用化

に向けて好位置につけている。 

“量子コンピューターでは強い競合に追いつかなくてはならない。他の量子技術ではドイツは

有力な技術国として競い合える” 

（量子センサーを開発した）TRUMPF 社の最高技術責任者 Dr. Peter Leibinger 

表 6： 量子技術の商業化におけるドイツの国際的な位置（2020 年） 

現在のドイツ

の位置 
基礎技術 

量子センサー/ 

計測/イメージング 
量子通信・暗号 

量子コンピューティ

ング 

良い ● ●   

中ぐらい   ●  

悪い    ● 

出所：ドイツ工学アカデミー（acatech） 

表 7： 量子技術の各分野におけるドイツの強みと弱み（2020 年） 

 強み 弱み 

量子技術全般 

• （技術設備・インフラの整った）優れ

た大学や研究機関がある 

• 高度な教育を受けた専門家が現在、

十分な数いる 

• （研究施設やスタートアップの近郊

に）様々な業界の潜在ユーザーが多

く存在する 

• 政界・経済界における注目度が高い 

• 研究成果の活用・工業化のコンセプ

トに欠けることが多い 

• 学術からの技術移管を促進するイン

センティブがない 

• 量子技術に大きな投資をする大企

業が少ない 

• （米英と比べて）ベンチャーキャピタ

ルが少なく、起業も少ない 

• 特許出願件数が少ない 

量子センサー/ 

計測/イメージング 

• フォトニクス、マイクロエレクトロニク

ス、顕微鏡、医療技術、センサー分

野の有力企業がある 

• 航空宇宙分野における計測/センサ

ーの高い専門能力がある 

• ドイツ企業の間で、初期の製品の需

要が控えめ 

• 利用者が要求する性能ではなく、基

本的な実現可能性に研究開発の重

点を置くことが多い 

量子通信・暗号 

• 量子通信インフラを構築するための

十分な資金力（補助金）のあるコンソ

ーシアム 

• （米国立標準技術研究所（NIST）が

現在、進めている）耐量子暗号の国

際標準化にドイツ・欧州の組織が参

画している 

• まだ確立した標準や認証がなく、初

期のアプリケーションの利用に躊躇

している 

• 野心的なインフラプロジェクトで、特

に中国と比べて遅れている 
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量子 

コンピューティング 

• ドイツ出身（もしくはドイツの大学で

教育を受けた）優秀な研究者が多数

いる

• 量子コンピューターの実現に潜在的

に利用可能な全ての技術プラットフ

ォームにおいて、国際的に競争力の

ある基礎研究が行われている

• ドイツの有力な大企業（自動車、化

学、製薬、金融業界など）が活用に

関心を持っている

• 現在のところ、量子コンピューティン

グのハードウェアを開発しているドイ

ツ企業がない

• 外国の量子コンピューターメーカーと

の提携では、ハードウェアに無制限

にアクセスできない

• グーグル、IBM、マイクロソフトと比較

できる規模のドイツ企業による投資

がない

出所：ドイツ工学アカデミー（acatech）の資料を参考に自社作成 
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3. EU・欧州諸国の量子イニシアティブ

3.1. 欧州諸国の概要 

■ 英国、オランダ、ドイツ語圏、フランス、北欧

欧州諸国の中で、量子技術の研究開発支援プログラムに早い時期に取り組み始めたのは英国とオラン

ダだが、（予定している）補助金の総額が最も大きいのはドイツである。フランスは少々遅れて 2020 年に

入ってから、量子技術の国家計画を打ち出した。国によって重点が異なり、英国では量子技術の商業化

に焦点を絞っているのに対し、ドイツは基礎研究も助成する。また、英国やドイツは第 2 世代の量子技

術の全分野を支援するが、オランダは主として量子コンピューティングと量子インターネットに重点を置く。 

【英国：世界最初の‘quantum-ready 経済’が目標】 

先駆者的な英国は、既に 2013 年に「英国国家量子技術プログラム（UKNQTP）」を作成。第 1 段

階（2014～2019 年）に続き、現在は第 2 段階（2019～2024 年）に入っている。第 1 段階では 4 つの「量子

ハブ」を立ち上げ、第 2 段階では「国家量子コンピューティングセンサー(NQCC)」を新設する。‘世界最初

の quantum-ready 経済’にする野望を掲げ、2014～2024 年の 10 年間で官民合わせて総額 10 億ポンド

を量子技術に投資する方針（政府側の投資額は約6憶ポンド）。この一環で英政府は2020年6月、7,000

万ポンドを投資して、量子技術の商用化のための新規プロジェクト 38 件を支援すると明らかにした。さら

に同年 9 月、同国初の商用量子コンピューターの開発・製作のために官民合わせて 1,000 万ポンド投資

すると発表。英国の国家プログラム（UKNQTP）は量子コンピューティング/シミュレーション、量子センサ

ー/計測、量子通信、量子イメージングの実用化に焦点をあてる。 

【オランダ：‘量子デルタ’を目指す】 

2014 年、量子コンピューティング/量子インターネットの先端研究所「QuTech」を官民パートナー

シ ッ プ と し て 設 立 。 さ ら に 2019 年 9 月 、 「 量 子 技 術 の た め の 国 家 計 画 （ Nationale Agenda 

Quantumtechnologie）」を発表した。量子技術のための年間総予算は約 1 億 200 万ユーロに上る。オラン

ダが「量子デルタ地帯（QΔNL）」、つまり量子技術研究・産業の世界的な一大拠点となることを目指す。

主に量子コンピューティングと量子インターネットに重点を置く。 

【ドイツ：欧州最大規模の投資計画】 

2018 年、「量子技術 – 基礎から市場まで」の骨子プログラムを打ち出し、3 年間で欧州最大規

模の 6 億 5,000 万ユーロを量子技術の研究開発にあてる。2020 年 2 月、追加で 5 憶ユーロを投資する

ことを発表。さらに同年 6 月、コロナ危機を克服するための景気対策の一環で、量子技術に 20 憶ユーロ

を投資することを明らかにした。この枠組みで、2 台の量子コンピューターの製作を適切なコンソーシアム

に発注する。量子通信、量子センサー/計測、量子コンピューティング/シミュレーション、量子イメージン

グの全分野を支援する。 
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【フランス：量子ハブ形成に着手】 

2020 年 1 月、量子技術のための国家計画「量子：フランスが逃さない技術的変化 Quantique : le 

virage technologique que la France ne ratera pas」を打ち出した。量子コンピューティング、量子センサー、

量子暗号分野に関する 37 項目の具体的な提案を発表。今後 5 年間で、官民、EU の支援など全て合わ

せて、量子技術に 14 億ユーロ投資する計画。パリ中心部、サクレー、グルノーブルの 3 拠点に「量子ハ

ブ」を創出する。 

【ドイツ語圏、北欧】 

その他、（量子スタートアップ企業が比較的に多い）スイス、オーストリア、スウェーデン、フィンランドなども

それぞれ国家の量子技術支援プログラムを用意している。 

欧州諸国の政府 … 量子コンピューティング分野を強化 

コロナ下であっても、（コロナ危機後の新時代に向けて自国が良いスタートを切るために）未来技術で

ある量子コンピューターに投資する機運が高まっている。ドイツ、フィンランド、英国の政府が相次い

で、自国初の量子コンピューターの製作を発注 

• ドイツ： ドイツ政府の支援を得て IBM の商用量子コンピューター「Q System One」が 2021 年

初めに（欧州で初めて）ドイツに設置される。ドイツ教育研究省は 2020 年 2 月、量子コンピュ

ーターの研究開発のために今後数年間で 3 憶ユーロを追加で投資すると発表（量子センサ

ーと量子通信分野では良いポジションにいるが、量子コンピューティング分野では支援をさら

に強化する必要があると判断したため）。さらに同年 6 月、景気対策の枠組みの「未来パッケ

ージ」として量子技術分野に 20 億ユーロを追加投資し、ドイツ製の量子コンピューター2 台の

製作を適切なコンソーシアムに発注すると明らかにした 

• 英国： 英国国家量子技術プログラム（UKNQTP）の第 2 段階で「国家量子コンピューティング

センサー(NQCC)」を立ち上げている。さらに英政府は 2020 年 9 月、同国初の商用量子コンピ

ューターの開発・製作のために官民合わせて 1,000 万ポンドを投資すると発表。米国の有力

な量子コンピューター・スタートアップ Rigetti Computing が開発する。オックスフォード・インス

トゥルメンツ（分析機器の開発・製造企業）、スタンダードチャータード銀行、Phasecraft（量子

ソフトウェア・スタートアップ）、エジンバラ大学といった、英国の企業や大学も開発に協力す

る。完成後はオックスフォード州アビンドンに設置される 

• フィンランド： フィンランド政府は 2020 年 5 月、フィンランド国立技術研究センター(VTT)が同

国初の量子コンピューターを得られるよう 2,070 万ユーロを資金提供すると発表。2024 年まで

に（フィンランド・アールト大学、VTT、量子スタートアップ IQM などが）産学連携で開発する 

少し前までは「EU や欧州諸国の投資額では米中に適わない」という論調が主流だったが、特にドイツ

が 20 億ユーロの投資を発表したことで、米国や中国とも対抗できる規模になったとの評価に変わっ

た。北米の有力プレイヤーと手を組みながら、並行して欧州で独自の量子コンピューターを開発・製作

する戦略を取る 
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表 8： 欧州諸国の主な量子技術イニシアティブ 

国・地域 各国政府のイニシアティブ 各国の中心的な研究機関・大学 

EU 

• EU は 1999 年、量子情報処理と量子通信の

研究プログラムを開始。2018 年までの約 20

年間で 5.5 憶ユーロを量子研究に投資した 

• 2018 年 10 月、EU の「量子フラグシップ」イ

ニシアティブがスタート。2028 年までの 10

年間で量子技術の研究開発に 10 億ユーロ

を投資する 

重点： 量子通信、量子シミュレーション、量子コ

ンピューター、量子計測/センサー、基礎研究の

全分野をカバー 

欧州各国の有力大学・研究機関 

（本レポート Part 2 参照） 

ドイツ 

 

• ドイツ政府は 2012 年、「ドイツフォトニクス研

究」プログラムの枠組みで量子技術も助成 

• 2018 年 9 月、「量子技術 – 基礎から市場

まで」の骨子プログラムを打ち出した。量子

技術の研究開発のために現在の任期中

（2021 年 10 月までの 3 年間）に 6.5 億ユー

ロを投資する 

• ドイツ教育研究省は 2020 年 2 月、「量子コ

ンピューターの戦略的イニシアティブ」を発

表。量子コンピューターの研究開発のため

に今後数年間で 3 憶ユーロを追加する 

• コロナ危機の景気対策の一環で、量子技術

に追加で 2 憶ユーロを投資する 

重点： 量子通信、量子センサー/計測、量子コ

ンピューティング/シミュレーション、量子イメージ

ングの全分野 

• フラウンホーファー研究機構 

• マックス・プランク研究所 

• ユーリッヒ研究機構 

• ドイツ航空宇宙センター（DLR） 

• ドイツ国立物理工学研究所（PTB） 

その他、複数の国立大学 

英国 

 

• 英政府は 2013 年、「英国国家量子技術プ

ログラム（UKNQTP）」を立ち上げた。第 1 段

階（2014～2019 年）では、2.7 憶ポンドを投

資した 

（※ この中には 4 つの「量子ハブ」支援のため

の 1 憶 2,000 万ポンドが含まれる） 

• 第 2 段階（2019～2024 年）では、3.29 憶ポ

ンド以上を投資する 

（※ この中には、量子技術を商用化するプロジ

ェクトを支援する「産業戦略チャレンジ基金

（Industrial Strategy Challenge Fund）」（1 憶

5,300 万ポンド）、国家量子コンピューティングセ

ンターを新設するための支援金（9,300 万ポン

ド）、量子ハブを継続するための支援金（9,400 万

ポンド）が含まれる） 

4 つの「量子ハブ」（第 1～第 2 段階） 

• 量子コンピューティング/シミュレー

ションハブ： オクスフォード大学が

中心 

• 量子センサー/計測ハブ： バーミン

ガム大学が中心 

• 量子通信ハブ： ヨーク大学が中心 

• 量子イメージングハブ： グラスゴー

大学が中心 

新しい施設（第 2 段階） 

• 国家量子コンピューティングセンサ

ー(NQCC) 
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• 2014～2024 年の 10 年間で、量子技術の商

業化のために官民合わせて総額 10 億ポン

ドを量子技術に投資する 

（※ 政府側の投資額は 6 憶ポンド程度） 

重点： 量子コンピューティング/シミュレーショ

ン、量子センサー/計測、量子通信、量子イメー

ジングの全分野（基礎研究は支援対象ではな

く、量子技術の商業化に焦点を絞る） 

フランス 

  

• 仏政府は 2020 年 1 月、量子技術のための

国家計画を発表。今後 5 年間で公共、民

間、地方政府、EU の支援など全て合わせ

て、量子技術に 14 億ユーロを投資する計

画 

- 20 件の調査プロジェクトを立ち上げる

（年間予算は最大 1,000 万ユーロ） 

- 3 つの卓越した研究開発拠点（CoE）を立

ち上げる 

- 2024 年までに 50 社の量子スタートアッ

プの設立を目指す 

- 3 億～5 億ユーロの後期ベンチャー投資

ファンドを創出する 

• パリ、サクレー、グルノーブルの 3

拠点に「量子ハブ」を創出する 

オランダ 

 

• 2014 年、デルフト工科大学とオランダ応用

科学研究機構（TNO）の共同研究所として、

「QuTech」を設立。米インテルや米マイクロ

ソフトと提携 

• オランダ政府は 2019 年 9 月、「量子技術の

ための国家計画（National Agenda for 

Quantum Technology）」を発表。年間総予算

は約 1 億 200 万ユーロ（この中の 6,900 万

ユーロは既存のプログラムでカバーされて

いる） 

重点： 主に量子コンピューティングと量子インタ

ーネット 

「量子デルタ（Quantum Delta NL）」のエ

コシステムを構築する 

• QuTech（デルフト）： 量子コンピュ

ーティング/量子インターネット 

• QuSoft（アムステルダム）： 量子ソ

フトウェア 

• QT/e（アイントホーフェン）： 量子

材料・技術 

その他、ライデン大学、トゥウェンテ大

学、ナイメーヘン大学、ユトレヒト大学、

フローニンゲン大学、オランダ応用科学

研究機構（TNO）、原子・分子物理学研

究所（AMOLF） 

出所：自社作成 
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3.2. ドイツ 

3.2.1. 政府の支援プログラムの概要 

■ 「デジタル化に続く一大ブーム」と位置付け 

メルケル首相の指揮の下、連邦首相府にて 2020 年 2 月に開かれた産学官トップ会談で「第 2 世代の量

子技術のイノベーション潜在力」が議題となった。「デジタル化の後に来る‘the Next Big Thing’は量子だ

が、まだ現在、ドイツにも十分にチャンスがある」との見解で一致したという。 

• 政府の骨子プログラム「量子技術 – 基礎から市場まで」（6.5 億ユーロ） 

ドイツ政府は既に 2018 年 9 月、量子技術の研究開発のために現在の任期中

（～2021 年 10 月）に 6 億 5,000 万ユーロをあてがうことを決定し、「量子技術 

－ 基礎から市場まで」という骨子プログラムを発表した。教育研究省が旗振り

役となり、ドイツにおける量子技術開発を戦略的に推進するために産学官の力

をひとつに束ねる。 

≪ドイツ政府の狙い≫ 

ドイツの研究機関・企業が‘第 2 次量子革命’で大きな役割を果たし、 

量子技術の基礎研究からその応用・商業化への移行をリードする 

• ドイツ教育研究省の「量子コンピューターの戦略的イニシアティブ」（3 憶ユーロ） 

ドイツ教育研究省（BMBF）は 2020 年 2 月、「量子コンピューターの戦略的イニ

シアティブ」を発表。量子コンピューターの研究開発のために今後数年間で 3 憶

ユーロを追加で投資することを明らかにした。ドイツは量子センサーと量子通信

分野で良い位置についているが、量子コンピューティング分野では支援をさらに

強化する必要があると判断したことがその背景にある。量子コンピューターの活

用だけではなく、その開発も視野に入れている。 

ドイツは量子コンピューターの開発に潜在的に利用可能な 5 つの技術全て（超電導回路、イオントラ

ップ、フォトニック（光）、半導体/量子ドット、トポロジカル）に取り組む方針。5 つの技術のどれが将来

有力になるかまだ全く分からず、ドイツが（過去に光学・レーザー分野で成功を収めたように）量子コン

ピューターでも成果を挙げることは現実味があるとしている。 

“量子コンピューターの技術を巡る競争はまだ終わっていない。普遍的に何にでも利用可能な

量子コンピューターが出てくるまで、まだ 10～15 年ぐらいかかるだろう。ドイツは、量子コンピュ

ーター分野でも世界のトップで競争したい”    

ドイツ教育研究大臣 A. Karliczek 
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ドイツは基礎研究では世界的にトップレベルにあり、自動車メーカーや化学・医薬品メーカーなど量子

コンピューターの潜在的なユーザーも多数いるため、ソフトウェアとハードウェアの両方を開発するチ

ャンスがあるとみている。 

“米国企業は消費者分野の膨大なデータを持つが、量子コンピューティングの活用分野として

主に軍事分野を念頭に置いている。それとは対照的に、ドイツは化学から金融まで全ての経済

分野における量子コンピューターの活用可能性を探求する”   

ドイツ教育研究次官 W.-D. Lukas    

ドイツ教育研究省による量子技術の支援 

• 研究開発プロジェクト： 現在、量子コンピューティング/シミュ

レーション、量子通信、量子計測、基礎技術のテーマの計 42

件のプロジェクトを助成している。重点は量子コンピューティ

ング/シミュレーション 

• スタートアップ企業の支援： 量子スタートアップの設立を支援し、研究成果が欧州域外に流出し

ないように守る 

• （将来の）ユーザーと連携： 量子コンピューターを実際に活用する準備をし、良いタイミングで市

場にアプローチするために、潜在的な企業ユーザーと連携する 

• コロナ危機の景気対策の枠組みで量子技術にも投資（2 憶ユーロ） 

ドイツ政府は 2020 年 6 月、コロナ危機を克服するための景気対策を打ち出した。ただ

単にコロナ危機から脱出するだけではなく、未来技術にも大きく投資し、デジタル技術

と環境技術で飛躍をはかる方針。量子技術の主要分野でドイツが経済的・技術的に

世界の頂点で競争できるよう、追加で 20 憶ユーロを投資する。ハードウェアとソフトウェアの両方で、

新しい産業の柱が成長することを期待している。量子コンピューター2 台を適切なコンソーシアムに発

注するために、フラウンホーファー研究機構と共同でドイツ製の量子コンピューターをつくるための戦

略を立てている。 
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3.2.2. 量子コンピューティング 

■ ステップ① 北米の量子コンピューター大手とタイアップ 

ドイツは現在まだ、独自の量子コンピューターを持っていない。ドイツの大手企業は量子コンピューティン

グの活用には積極的に取り組むが、北米の有力メーカーのハードウェアを利用しており、独自開発には

関心が薄い（本レポート Part 2 参照）。ここ数年、フィンランドの IQM やオーストリアの Alpine Quantum 

Technologies（AQT）など、量子コンピューターの有望スタートアップが欧州に次々と出てきているが、ドイ

ツには量子ハードウェアの注目すべきスタートアップはない（本レポート Part 3 参照）。長い間、基礎研究

に重点を置いてきたため、研究では一流だが商業化で後れをとっている。 

そこで、まずは北米の有力な量子コンピューター・メーカー（IBM、D-Wave、グーグル）と提携して、ドイツ

の研究機関や企業が量子コンピューターにアクセスできるようにする。 

■ 米 IBM の量子コンピューターをドイツに導入 

ドイツ教育研究省の支援を得て、欧州最大の応用研究機関であるフラウンホーファ

ー研究機構は IBM の商用量子コンピューター「Q System One」をドイツに導入す

る。メルケル首相も介入したそうで、IBM とフラウンホーファー研究機構は 2020 年 2

月、ドイツにおける量子コンピューティング分野の研究と活用を推進する契約書にサイン。IBM の超電導

量子コンピューター「IBM Q System One」をドイツ国内（バーデン・ヴュルテンベルク州 Ehningen の IBM

拠点）に設置し、ドイツの法律の下で運用する。EU のデータ保護法の要件も満たされる。2021 年 1 月に

稼働開始する。欧州の企業や研究機関はフラウンホーファー研究機構を介してアクセス権を得られる（詳

細は本レポート Part 2 に記載）。 

“IBM Q Systems を欧州に設置するのはこれまで例がなく、量子コンピューター戦略において、

欧州の法律に準拠した完全なデータ主権の下で新たな可能性が開かれる”  

フラウンホーファー協会の R. Neugebauer 会長 

※ （ドイツ連邦軍の士官候補生を養成する）ミュンヘン連邦軍大学は既に 2018 年、IBM と契約を結び

「IBM Q Hub」となった。米国に設置されている IBM の量子コンピューターへのクラウドを介したアクセスは

得られたが、設置場所が EU 域内ではないためデータ主権・データ保護の問題が残った。 

■ D-Wave の量子アニーリングマシンの利用契約 

物理とスーパーコンピューティング分野で有力な独ユーリッヒ研究機構

は 2019 年 10 月、カナダの D-Wave と量子アニーリングマシンの利用

契約に公式にサイン。ユーリッヒ・スーパーコンピューター・センター

（JSC）は D-Wave の量子クラウドベースシステム「Leap」の欧州初の設置場所となった。北米以外に D-

Wave の量子クラウドベースシステムが設置されるのは初めてという。欧州やドイツのユーザーは、D-Wave

のシステムに量子クラウドサービス「Leap」を介してアクセスできる。2020 年中にリリース予定の 5,000 キュ

ービットの量子アニーリングマシン Advantage もクラウド経由で利用できるようになる。 
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■ 米グーグルとドイツの関係 

ドイツ経済省は 2019 年 9 月、Altmaier 経済大臣のシリコンバレー視察に際して、 

グーグルと独ユーリッヒ研究機構が量子コンピューターの研究開発において提

携すると発表（詳細は本レポート Part 2 に記載）。量子コンピューターのハードウェアやアルゴリズムを共

同で開発する。グーグルの量子コンピューター開発のトップ、Hartmut Neven 氏はドイツ人（独ボーフム大

学出身）で、両国の橋渡しに一役買っている。 

■ ステップ② ドイツ製の量子コンピューターの開発 

ドイツは米国からの‘技術輸入’にずっと頼り続けるつもりはなく、‘Made in Germany’の量子コンピュータ

ーの開発を促進する。既にユーリッヒ研究機構は EU 量子フラグシップのプロジェクト「OpenSuperQ」の枠

組みで、欧州の産学のパートナーと共同で超電導量子コンピューターの開発を進めている（3.3.2 参照）。 

ドイツ政府はコンピューターの新時代への出発に乗り遅れないよう、景気対策プログラムで量子技術発展

のために 20 憶ユーロの予算を割り当てる。経済エネルギー省と教育研究省が分割して負担するという。

両省ともに産学のパートナーと連携している。 

• 教育研究省： どちらかというと基礎研究を重視。フラウンホーファー研究機構などと連携する 

• 経済エネルギー省： 産業政策に重点を置き、特に中小企業のニーズに沿った量子コンピューテ

ィングの活用可能性を視野に入れる。量子コンピューターがイノベーションと成長の推進力になる

とし、2025 年までにドイツ製の量子コンピューター技術が利用可能になることを目指す。ドイツ航

空宇宙センターなどと連携する 

ドイツ政府は出来るだけ早く、最低 2 台の量子コンピューターの開発・製作を 2 つの適切なコンソーシア

ムに発注する方針。この 2 つのコンソーシアムは量子コンピューターの研究開発で互いに競い合いなが

らも、意見交換すべきとしている。どのコンソーシアムが受注するかまだ決まっていないが、例えばニーダ

ーザクセン州の研究機関・大学・企業からなるアライアンス「Quantum Valley Lower Saxony」が立候補し

ている。 

■ Quantum Valley Lower Saxony ・・・ イオントラップ量子コンピューターの開発 

ニーダーザクセン州は 2020 年 10 月、同州に拠点を置く研究機関、大学、企業からなるアライアンス

「Quantum Valley Lower Saxony（クアンタムバレー ニーダーザクセン）」の形成を発表。参画する組織に

所属する 400 人を超える研究者の専門知識を束ね、2025 年までにイオントラップ技術に基づく量子コン

ピューターをドイツで開発する計画。2021 年 1 月、事務局を開設する。まずはニーダーザクセン州が

2,500 万ユーロを出してこのプロジェクトを助成する。さらにドイツ政府が景気対策の枠組みで 20 憶ユー

ロで助成する量子技術プログラムの支援も得られるよう申請する。 

【Quantum Valley Lower Saxony の設立メンバー】 

• ハノーファー大学 

• ブラウンシュヴァイク工科大学 



 

 

 EU・欧州諸国の量子イニシアティブ 

 

 

 

PRUDENTIA 欧州の量子技術・コンピューティング動向 ■ Part 1 

57 
 

• ドイツ国立物理工学研究所（PTB） 

• マックス・プランク重力物理学研究所（アルベルト・アインシュタイン研究所） 

• ドイツ航空宇宙センターの衛星測地学・慣性センサー技術研究所 

• ザルトリウス（医薬品製造用機器や実験室用機器のメーカー） 

■ PlanQK ・・・ 量子を用いた AI のためのプラットフォームとエコシステム 

ドイツ経済エネルギー省は「AI イノベーションコンテスト」の枠組みで、

「PlanQK - 量子を用いた AI のためのプラットフォームとエコシステム」

プロジェクトを 2020 年 1 月より 3 年間、1,900 万ユーロを出して助成す

る。大学・研究機関、量子スタートアップ、大企業、中小企業の計 15 の

組織が参画。 

表 9： ドイツ政府が助成する量子 AI プロジェクト「PlanQK」の概要 

PlanQK － 量子を用いた人工知能（AI）のためのプラットフォームとエコシステム 

概要 

ドイツ経済エネルギー省の「AI イノベーションコンテスト」の助成プロジェクト 

• 産業用のクラウドプラットフォーム： 量子コンピューターを産業用にし、複数の企業が

世界のどこからでも同一の量子コンピューターを共同で利用できるよう、クラウドプラッ

トフォームを構築する。特に中小企業が使いやすいようにする 

• アプリストア、エコシステム： 量子コンピューティングを専門知識なしでも簡単に利用

できるコンセプトを用意する。ユーザーは「量子アプリストア」を利用でき、開発者は量

子 AI アルゴリズムを作成・改善するために開発プラットフォームにアクセスできるよう

にする 

期間 2020 年 1 月～2022 年 12 月 （3 年間） 

補助金 1,900 万ユーロ 

参画パートナー 

- シュトゥットガルト大学 

- ミュンヘン大学 

- ベルリン自由大学 

- フラウンホーファー オープン通信システム研究所 

- HQS Quantum Simulations（量子ソフトウェアを手掛けるスタートアップ） 

- Telekom Innovation Laboratories（ドイツテレコムの研究開発ユニット） 

- DB Systel（ドイツ鉄道の IT サービス子会社） 

- ドイツ連邦印刷会社 

- TRUMPF（世界的なレーザー装置・工作機械メーカー） 

- アクセンチュア（ドイツ子会社） 

- StoneOne（ソフトウェア企業） 

- regio iT（IT 企業） 

- Planerio（ソフトウェア企業） 

- d-fine（理系のコンサルティング会社） 

- Frankfurt Consulting Engineers（エンジニアリング会社） 

準パートナー 
ダイムラー、シーメンス、ドイツ航空宇宙センター、インフィニオン、ルフトハンザ、IBM、富

士通、NEC などを含む計 30 の組織（大企業、中小企業、学術機関） 

出所：自社作成 
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■ （米国、中国など）他国への依存を避ける 

ドイツは量子コンピューティングに多大な投資をすることで、同国の経済産業にとって未来市場を拓くだ

けではなく、この新しい技術分野で他国のノウハウへの依存を避けたい思惑がある。‘ブラックボックス’と

して技術輸入する事態を避けるために、量子技術はドイツがマスターしなくてはならない 3 つの最新技術

のひとつとしている。 

• 貿易・テクノロジー摩擦： 米国はトランプ政権下で、自国のハイテク製品を保護する輸入制限を

始めた。量子コンピューターは安全保障上の重要技術とみなされている。EU 量子フラグシップの

Open SuperQ プロジェクト責任者でもある F. Wilhelm-Mauch 教授によると、輸出制限の影響で

米国のある研究所が作っている（量子コンピューターに用いる）ある特定のコンポーネントを簡単

に入手できなくなったという。フィンランドの量子コンピューター・スタートアップ IQM の J. Goetz 

CEO も、 「米国は既に重要なコンポーネントの輸出を禁止しており、米国製の部品を用いて欧

州で量子コンピューターを作ることが不可能になりかねない」と警告する。同氏はさらに、「量子コ

ンピューターを米国で簡単に買えるようになる、もしくはクラウドサービスとして容易に利用できる

ようになる」と高を括ると、とんでもない誤算になる可能性があると指摘する。ドイツの産業界は、

量子コンピューター分野でドイツ・欧州が蚊帳の外に置かれてしまう可能性があると危機感を抱

いている。もしもクラウド経由のアクセスを制限されたら、それをベースとしたソフトウェアやサービ

スを開発・提供するドイツ企業が直ちに窮地に立たされる。量子技術をハードウェア面でも制する

ことは、欧州にとって緊急の課題となっている。 

• データ主権とデータ保護： 現在、クラウドサービスを介した量子コンピューティングへのアクセス

は、そのほとんどが非欧州に置かれているサーバーで実行されている。このため、ドイツの量子ソ

フトウェア開発者やユーザーの知的財産、企業秘密、個人データなどがドイツ・EU の法律に基

づいて保護されない危険がともなう。 

EU やドイツ政府は、「欧州のテクノロジー主権に投資することは極めて重要」と繰り返し強調している。 
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3.2.3. 量子通信 

■ 量子通信インフラ構築のための助成プロジェクト 

ドイツと欧州は現在、（主に政府機関や極秘データを取り扱う企業が利用者となる）最初の量子通信イン

フラを計画・構築している。ドイツ政府は量子通信インフラ構築を推進するために、産学共同プロジェクト

を助成している。主要プロジェクトには下記が含まれる。 

• QuNET： 最初の目標は、ドイツ政府の施設・機関向けに安全（盗聴不可能）な通信を可能にす

ること。さらに、ドイツの量子通信インフラ構築のためのモデルとしての役割を担い、量子インター

ネットの構築に向けた道を拓く。具体的には、様々な伝送形態（光ファイバー、空間、衛星を介し

たレーザー信号、電子データ伝送）からなる異種ネットワークを量子通信向けにつなぐための物

理的・技術的な基礎を開発する 

• CUBE: 衛星を介した量子通信のために必要なインフラと技術を開発する。衛星を介した世界全

体の盗聴不可能な通信のためにハードウェアを開発することが目的。技術プラットフォームは低

価格の小型衛星で、いわゆる CubeSat に小型化した宇宙空間に適した量子通信コンポーネント

を装備する 

• Q.Link.X： 3 つの異なる技術プラットフォーム（量子ドット、ダイアモンド NV 中心、原子・イオンの

組み合わせ）に基づく、量子リピーターの実現を目指す。それぞれの技術プラットフォームの性能

を試験ラインで試し、（各々の長所を組み合わせた）ハイブリッド量子リピーターの基礎をつくる 

• QuantumRISC： 耐量子暗号化によるエンベデッドシステムの保護を推進する。今日、機器に組

み込まれるコンポーネントは数十年に渡り使用されるケースが多いと予想されるため、将来の量

子コンピューターによる攻撃からシステムを守ることを既に今考慮する必要がある。未来の車両

（自動運転車、つながる車）の保護に重点を置く 

さらに、EU が助成する量子通信分野の主要プロジェクト（EuroQCI、OpenQKD、CiViQ、UNIQORN など）

にもドイツの研究・学術機関や民間企業が参画している。 

■ QuNET ・・・ 盗聴不可能な量子通信ネットワーク 

ドイツ教育研究省は 2019 年 5 月、量子通信分野の大きなイニシアティブ「QuNET」を発表。7 年間で計 1

憶 6,500 万ユーロを投資する計画。ドイツ・欧州における将来的に安全なデータ通信のための量子技術

開発を推進する。 

【背景】 

中国は既に数年以上前から、量子ベースの衛星通信の実験に成功している。（移動通信システムにおけ

る華為技術への依存状態の二の舞を踏まず）他国の技術に頼らなくても大丈夫なように、ドイツ・欧州は

独自の専門能力・技術を構築する必要がある。QuNET は汎欧州のアーキテクチャーへの最初のステッ

プとなる。 
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【目的と長期的ビジョン】 

QuNET の目的は政府機関の間の安全な通信。このイニシアティブでは、ドイツ政府の施設・機関ための

盗聴・不正操作不可能な量子通信ネットワークを構築するための物理的基礎を開発する。さらに、ドイツ

の量子通信インフラ構築のための中心的プラットフォームとしての役割も担い、量子インターネットの構築

に向けた道をひらく。 

具体的には、様々な伝送形態（光ファイバー、空間、衛星を介したレーザー信号、電子データ伝送）から

なる異種ネットワークを量子通信向けにつなぐための物理的・技術的な基礎を開発する。量子暗号の大

規模な実用的応用のためには、データパケットが送信者から受信者までの道中で媒体を変えられるよう

にする必要がある。 

欧州レベルでは、安全な欧州のデータ空間創出を目標とする。長期的には、量子ベースの通信インフラ

をドイツ政府が推進する仮想データ空間「International Data Spaces」や欧州クラウドインフラ「Gaia-X」とつ

なぎ、欧州のデータ空間における最高レベルのデータ主権・セキュリティーと組み合わせる計画。 

（※ International Data Spaces（IDS）は、産業データの安全性・信頼性の高い交換・共有を可能にする仮

想データ空間。2014 年にフラウンホーファー研究機構が中心となり、ドイツの産学官連携プロジェクトとし

てスタートした） 

【3 段階のプロジェクト】 

7 年に渡る 3 段階のプロジェクトとなっている。2019 年秋、第 1 段階のプロジェクト「QuNET-alpha」がスタ

ート。 

• 第 1 段階（QuNET-alpha、2019/10～2020/12）： ハイブリッド通信システムのための量子通信技

術を研究し、2 つの政府機関の間に耐量子の試験ラインを構築する 

• 第 2 段階： 異種混合ネットワークにおけるマルチユーザー運用のための技術的基礎に取り組む。

他の欧州の量子ネットワークのイニシアティブとの互換性を目指す 

• 第 3 段階： 産業界やドイツ情報セキュリティ庁（BSI）と緊密に連携して、量子技術ベースの政府

機関ネットワークを実行に移す 

【参画パートナー】 

フラウンホーファー研究機構がリーダーとなり、マックス・プランク研究所やドイツ航空宇宙センター（DLR）

と共同で量子通信ネットワークの基礎を開発する。 

• フラウンホーファー応用光学・精密機械工学研究所（IOF）： プロジェクトリーダー 

• フラウンホーファー ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研究所（HHI） 

• ドイツ航空宇宙センター 通信・ナビゲーション研究所（DLR KN） 

• マックスプランク光科学研究所（MPL） 

さらに、電気通信、システム/コンポーネント開発、セキュリティー、衛生運用の分野における産業界のパ
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ートナーも参画している。 

• ドイツテレコム 

• ADVA Optical Networking 

• Tesat-Spacecom 

• ローデ・シュワルツ 

• 1&1 など 

■ Q.Link.X ・・・ （長距離の盗聴不可能な通信のための）量子リピーター 

【背景】 

光子のもつれた量子状態は不安定なため、現在、光ファイバーを介した伝送距離は 100 ㎞以内に限定さ

れる。100 ㎞をはるかに超える距離でも情報が伝送できるよう、信号をテレポートしなくてはならない。この

ためには、信号を安全（盗聴不可能）にテレポートできる量子リピーターの開発が目標となる。量子リピー

ターを実現するための様々な技術的手法について、現在まだ基礎研究を行っている段階である。ドイツ

では教育研究省が 2018 年、共同研究プロジェクト「Q.Link.X」をスタートし、1,500 万ユーロの補助金を

出して量子リピーターの研究開発を促進している。 

【目的と長期的ビジョン】 

Q.Link.X のプロジェクトでは、3 つの異なる技術プラットフォーム（量子ドット、ダイアモンド NV 中心、原

子・イオンの組み合わせ）に基づく、量子リピーターを初めて実現することを目標とする。それぞれの技術

プラットフォームの性能を試験ラインで試し、共通の伝送プロトコルを用いてそれぞれの長所・メリットを比

較する。（異なる技術の長所を組み合わせた）ハイブリッド量子リピーターの基礎をつくる。その際、産業

的・工学的観点から実現可能性に主眼を置く。また、光ファイバーへの（技術的に一般的な波長を用いた）

接続を分析し、将来の量子通信システムのための理論的基礎を開発する。このプロジェクトの研究成果

は特許出願や（参画している組織による）スタートアップ設立により、保護する。未来のドイツの量子情報

通信技術システムの学術的・経済的な前提条件をつくる。 

【参画パートナー】 

プロジェクトコーディネーターはボン大学で、計 19 の大学、3 つの研究機関、2 つのスタートアップ企業が

参画する。 

• HighFinesse Laser and Electronics Systems 社： 2000 年 7 月、テュービンゲン大学のスピンオフ

として設立。レーザー装置、精密電子、高精度光学測定装置を手掛ける 

• Swabian Instruments 社： 2016 年、シュトゥットガルト大学のスピンオフとして設立。データ収集・

信号発生システムを設計・製造する  

■ 国際的に有力なドイツの組織 

ドイツ航空宇宙センター（DLR）はレーザーを用いた空間を介した量子通信の分野で世界的に有力。ウ

ルム市に設ける独自の量子技術研究所で今後、宇宙における量子技術の応用について研究を行う予定。
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同センターは、産学官で推進するドイツの国家量子イニシアティブでも鍵となる役割を担う。ドイツ経済省

と連携しており、複数の民間企業（ボッシュ、TRUMPF、NXO など）とも量子技術の産業用開発を推進す

るためにコンソーシアムを形成する交渉をしている。 

量子通信・暗号分野では、国際的に統一した基準やインターオペラビリティのために、認証が重要になる。

ドイツ国立物理工学研究所（PTB）、ドイツ情報セキュリティ庁（BSI）、ドイツ規格協会（DIN）といったドイツ

の組織は、国内では QuNET プロジェクト、国際的には European Metrology Network for Quantum 

Technologies などの委員会で標準化・認証に関与している。 
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3.2.4. 量子センサー/計測/イメージング 

■ 大学、研究機関、民間企業の連携 

ドイツは量子を用いたセンサー/イメージング/計測における研究開発で世界的に有力。複数の大学や研

究機関（ドイツ国立物理工学研究所（PTB）、ドイツ航空宇宙センター、フラウンホーファー研究機構、マッ

クスプランク研究所）が連携して研究を推進している。さらに、ドイツの産業界もこの分野の研究開発に関

心が高く、積極的に取り組む。大企業（ボッシュ、カールツァイス）やこの分野に特化した中小企業

（NVision Imaging Technologies など）が、世界市場で重要な役割を果たすために良い位置についている。

機械・レーザー装置メーカーの TRUMPF も量子技術に熱心で、そのための子会社 Q.ANT を設立した。

TRUMPF 社と産業用センサーメーカーSick は共同で光学量子センサーを量産化し、2021 年に最初の製

品を市場に出す。 

■ （計測分野の）量子技術コンピテンスセンター（QTZ）の設立 

ドイツ政府の「ハイテク戦略 2025 年」の枠組みで、ドイツ国立物理工学研究所（PTB）に量子技術コンピテ

ンスセンター（QTZ）を立ち上げている。量子技術分野の研究成果の応用において産業界（特に中小企

業、スタートアップ）をサポートすることが目的。中小企業向けに量子技術に関する研修を行ったり、スタ

ートアップ企業がプロトタイプ試験を行う際に支援したりする。同研究所の専門能力・強みを活かし、量子

を用いた計測に重点を置く。 

■ ドイツ政府の助成プロジェクト 

連邦政府や州政府は補助金を出して、量子センサー/計測/イメージング分野の共同研究プロジェクトを

支援している。代表的なプロジェクトには下記が含まれる。 

• Opticlock： ユーザー向けの単一イオン光時計 

• Q-Mag： 量子磁力計 

• BrainQSens： 量子センサーをベースとしたブレイン・マシン・インターフェース 

• MiLiQuant： 量子センサーや量子イメージングシステムにおける産業用利用のための小型光源 

さらに、EU が助成する量子センサー分野のプロジェクト（macQsimal など）にもドイツの研究・学術機関や

企業が参画している。 

■ Opticlock ・・・ 実用に適した光時計 

ドイツ教育研究省は 2017～2020 年、「Opticlock（ユーザー向けの単一イオン光時計）」プロジェクトを助

成。永続的利用に適した小型の単一イオン光時計の実証用モデルを開発した。この光時計は実験室以

外でも運用でき、研究者以外の人でも容易に操作できるようになっている。 

【目標】 
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水素メーザー原子時計の代わりとなる光時計の開発が目的。原子時計は 1 億年に 1 秒狂うが、光時計は

100 億年に 1 秒狂うという正確度を誇る。しかし通常、光時計は巨大で操作が複雑なため、専門の実験室

にて特殊な条件下で研究者によって運用される。研究施設以外での実用的利用には適さなかった。この

プロジェクトでは、（2 つの冷蔵庫ほどの大きさに）小型化し、頑丈で永続的使用に適し、操作が簡単な時

計を開発。実験室以外でも運用できるようにした。 

【活用】 

天文学や地理的観測に利用できる。例えば、（宇宙からの微弱な信号を受信できるよう）世界中の電波望

遠鏡を正確に同期したり、高低差をより正確に計測することが可能になる。海抜の上昇、長期間における

大陸の上昇・下降など、気候変動に関連したデータの測定にも活用できる。また、通信分野における大

規模データネットワークの同期や GPS やガリレオのような衛星ナビゲーションシステムにおける利用も考え

られる。 

【参画パートナー】 

プロジェクトコーディネーターは TOPTICA Photonics 社で、1998 年設立のミュンヘン近郊に本社を置く、

レーザーフォトニクス分野の有力企業。その他、Menlo Systems など中小企業 5 社が参画。学術側のコー

ディネーターはドイツ国立物理工学研究所（PTB）で、その他、ジーゲン大学、ボン大学、フェルディナン

ドブラウン研究所/ライプニッツ遮断周波数技術研究所（FBH）も加わった。 

■ Q-Mag ・・・ 量子磁気測定 

「Q-Mag（量子磁気測定）」はバーデン＝ヴュルテンベルク州が半額を助成する、フラウンホーファー研究

機構の中心的なプロジェクト。期間は 2019～2024 年の 5 年間で、予算は計 1,000 万ユーロ。フラウンホ

ーファーの複数の研究所がシュトゥットガルト大学や産業パートナーと共同で、微小電流や磁場を高精度

で計測するための NV ダイアモンド技術に取り組む。例えば、医療技術分野における脳波の検知、測地

学における地球の磁場の測定に活用できる。 

【目標】 

微弱磁場を室温で高解像度・高感度で計測するための 2 つの（互いに補完し合う）量子磁力計を開発す

る。そのひとつはダイアモンド NV 中心をベースとし、もうひとつはアルカリ原子を利用する（光ポンピング

磁力計（OPM））。 

【参画メンバー】 

フラウンホーファー応用固体物理学研究所（IAF）がプロジェクトコーディネーター。フラウンホーファーの

他の 5 つの研究所も参画。その他、シュトゥットガルト大学、フライブルク大学、米コロラド大学ボルダー校

も協力する。 

【旗艦プロジェクト】 

「Q-Mag（量子磁気測定）」はフラウンホーファー研究機構の旗艦プロジェクトのひとつ。旗艦プロジェクト

では、学術的に独創性のあるアイデアを市場性のある製品に素早く実用化することを目的とする。ドイツ



 

 

 EU・欧州諸国の量子イニシアティブ 

 

 

 

PRUDENTIA 欧州の量子技術・コンピューティング動向 ■ Part 1 

65 
 

の産業界の利益となるよう、具体的なソリューションを開発する。参画している複数のフラウンホーファー

研究所はそれぞれの専門能力を束ね、早期に民間企業にも参加を求める。 

■ MiLiQuant ・・・ 量子センサー/イメージングのための小型化した光源 

MiLiQuant はドイツ教育研究省が助成する共同研究プロジェクト（950 万ユーロ; 2019 年 2 月～2022 年 1

月）。量子センサーや量子イメージングシステムにおける産業利用のための小型化した光源を開発する。

大学などにある研究用の装置は非常に大きく、稼働に手間がかかり、しかも故障しやすいため、産業用

には向かない。 

【目標】 

このプロジェクトでは、量子技術（量子センサー、量子イメージング）の産業利用を可能にするために、ダ

イオードレーザーをベースにした光源を開発する。そのためには、小型化した、周波数・性能が安定した、

実験室条件下でなくても調整・保守なしで利用できる、光源を実現する必要がある。 

【活用分野】 

想定している活用分野は、（手術中の脳・神経活動の検知など）医療診断のためのダイアモンド量子セン

サー、自動運転のためのセンサー（高精度の姿勢制御装置（ジャイロスコープ））、赤外域における量子

ベースの画像検査法（生きている細胞における放射線を減らした顕微鏡検査）など。 

【参画パートナー】 

企業ではボッシュ、カール・ツァイス（光学機器メーカー）、Q.ant（機械メーカーTRUMPF が設立した量子

技術スタートアップ）、Nanoscribe（3D 微細加工に特化した企業）、学術・研究機関ではマインツ大学、パ

ーダーボルン大学が参画する。 

■ BrainQSens ・・・ 量子センサーをベースとしたブレイン・マシン・インターフェース 

ドイツ教育研究省が助成する共同研究プロジェクト（予算：280 万ユーロ、期間：2017 年～2021 年）。プロ

ジェクトの目的は、（頭部で）聴覚皮質の弱い磁場を検知できる（1 ピコテスラの感度を持つ）内視鏡的セ

ンサーを開発すること。 

【参画パートナー】 

プロジェクトコーディネーターはシュトゥットガルト大学で、ボッシュ、マインツ大学、ウルム大学が参画。光

学機器メーカーのカール・ツァイスも協力する。 
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3.3. EU 

3.3.1. 「量子フラグシップ」の概要 

■ 「未来の注目技術」として助成 

1900 年のマックス・プランクの量子仮説まで遡る量子研究の長い歴史を持つ欧州は、この分野における

強いポジションを維持する戦略的重要性を強く認識している。 

• EU は 1998 年以降、「未来の注目技術（FET）プログラム」の枠組みで約 5 億 5,000 万ユーロを

量子研究に投資した 

• 2018 年、EU のプログラムとして「量子フラグシップ」を開始。10 年間で量子技術の研究開発のた

めに 10 憶ユーロを投資する 

「量子フラグシップ」は、2013 年にスタートした「ヒトの脳プロジェクト」お

よび「グラフェン・フラグシップ」と並ぶ、EU の第 3 の「未来の注目技術

（FET）フラグシップ」である。FET フラグシップは‘ゲームを変える’（根

本的変化をもたらす）可能性のある科学技術の課題に取り組む、長期的な大規模研究イニシアティブ。 

量子フラグシップの主な目的は、この分野における欧州の科学面でのリーダーシップと卓越性の集約・強

化をはかると共に、量子物理学の研究成果を（商業的アプリケーションや破壊的技術として）研究室から

市場に移すこと。欧州が‘第 2 次量子革命’の最前線に立って、量子技術による変革の恩恵を科学、産

業・経済、社会にもたらすようにする。長期的ビジョンとして、（量子コンピューター、量子シミュレーター、

量子センサーが量子通信ネットワークを介して相互につながる）‘量子ウェブ’の開発を構想している。そ

のために現在、まずは 4 つの応用分野（量子通信、量子シミュレーション、量子コンピューター、量子計測

/センサー）と基礎研究の計 20 のプロジェクトを行っている。 

表 10： EU 量子フラグシップのプログラム概要 

Quantum Flagship（量子フラグシップ） 

概要 

• EU の「未来注目技術（FET）フラグシップ」の第 3 弾 

• 「量子フラグシップ」は EU の大規模で長期的な研究イニシアティブ 

• 産学官をひとつにまとめて、当該分野における欧州の科学面でのリーダーシップと卓

越性の集約・強化をはかる 

• 量子研究の成果を商業的応用、破壊的技術として使えるようにする。欧州の量子産

業の発展を支援する 

目標 

長期ビジョン： 欧州にて‘量子ウェブ’を開発する 

※ 量子ウェブでは、量子コンピューター、量子シミュレーター、量子センサーが量子通信

ネットワークを介して相互につながる 

期間 2018 年 10 月から 10 年間 

予算 
計 10 憶ユーロ 

※ 立ち上げ段階（2018 年 10 月～2021 年 9 月）では、1 憶 3,200 万ユーロを 20 件のプロ



 

 

 EU・欧州諸国の量子イニシアティブ 

 

 

 

PRUDENTIA 欧州の量子技術・コンピューティング動向 ■ Part 1 

67 
 

ジェクトに割り当てる 

プロジェクト 

立ち上げ段階（2018 年 10 月～2021 年 9 月）では、下記の 4 つの応用分野および基礎研

究の計 20 件のプロジェクトを行う 

• 量子通信 

• 量子シミュレーション 

• 量子コンピューター 

• 量子計測/センサー 

• 量子技術の背景にある基礎科学 

専門家委員会/ 

ハイレベル運営委員会

の企業メンバー 

- ボッシュ（ドイツ、複合テクノロジー） 

- シーメンス（ドイツ、複合テクノロジー） 

- アトス（フランス、IT） 

- タレス（フランス、軍需・電機） 

- エアバスグループ（英国、航空宇宙） 

- ASML（オランダ、半導体製造装置） 

- KPN（オランダ、通信） 

- ST マイクロエレクトロニクス（イタリア、半導体） 

- エリクソン（スウェーデン、通信機器） 

- M2 Lasers（英国、フォトニクス・量子技術のスタートアップ） 

- ID Quantique（スイス、量子技術のスタートアップ） 

- VLC Photonics（スペイン、フォトニック集積回路を設計するファブレス企業） 

出所：自社作成 

■ ‘第 2 次量子革命’の応用分野全般に注力 

EU 量子フラグシップでは、量子コンピューター/シミュレーション、量子センサー/計測、量子通信の 3 分

野にほぼ均等に予算を割り振っている。 

表 11： EU 量子フラグシップの共同研究プロジェクトの分野別内訳 

 
出所：自社作成 

 

プロジェクトの
件数

プロジェクト予算
合計（万ユーロ）

1プロジェクト当たりの
平均予算（万ユーロ）

量子コンピューティング 2 1992 996

量子シミュレーション 2 1859 930

量子センシング・計測 4 3672 918

量子通信 4 3314 829

量子基礎科学 7 2009 287

量子プロジェクト管理 1 348 348

合計 20 13194 660

EU「量子フラグシップ」の20件のプロジェクトの分野別内訳
（プロジェクト期間：2018/10～2021/9）
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■ ドイツ語圏の大きな存在感 

量子フラグシップのプロジェクトの国別内訳を見ると、参画しているプロジェクトの数、参画している組織

（研究機関、大学、企業）の数、プロジェクトの予算総額の全ての点で、ドイツが群を抜いている。スイスや

オーストリアも合わせたドイツ語圏の存在感が大きい。その他、フランス、英国、スペイン、イタリアといった

大きな国だけではなく、オランダや北欧諸国も量子フラグシップで重要な役割を果たしている。 

表 12： EU 量子フラグシップの共同研究プロジェクトの国別内訳 

 
出所：自社作成 

参画している
プロジェクトの件数

プロジェクト予算
合計（万ユーロ）

プロジェクトに参画
している組織の数

ドイツ 18 3369 34

スイス 9 1809 11

フランス 10 1408 17

英国 15 1392 18

スペイン 9 789 9

オーストリア 6 789 6

オランダ 4 703 8

イタリア 7 607 12

デンマーク 6 462 4

フィンランド 4 405 4

スウェーデン 3 369 4

イスラエル 6 238 3

ベルギー 3 152 3

ギリシャ 1 75 2

ポルトガル 3 69 2

ポーランド 1 66 1

ブルガリア 1 37 1

チェコ共和国 1 32 1

ハンガリー 1 32 1

ベラルーシ 1 22 1

リトアニア 1 12 1

全体 19 12837 143

EU「量子フラグシップ」の19件のプロジェクトの国別内訳
（プロジェクト期間：2018/10～2021/9）
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■ EU レベルのイニシアティブの意味 

複数の欧州諸国でも量子技術の産業応用や商品化を目標とするイニシアティブが進行中だが、欧州レ

ベルで研究や資金をコーディネートすることで、米国や中国の技術大国にできるだけ後れを取らないよう

にする意味がある。EU 量子フラグシップには、欧州の 140 以上の産学の組織に所属する 5,000 人余りの

研究者が参画する。ただし、量子フラグシップの 10 億ユーロの予算は 10 年間の総額で、しかも多数のプ

ロジェクトに分割される。各プロジェクトは複数の研究グループから構成されるため、個々の研究グループ

が受け取る金額は決して大きくない。また、基礎研究、量子計測/センサー、量子通信分野の比重が大き

く、（実現に向けて大きな課題を抱える）量子コンピューティング分野の支援が十分とは言えない。 

2019 年 12 月、仏 IT 大手 Atos の CEO だった Thierry Breton が EU の域内市場・産業・デジタル単一

市場担当委員に任命された。同氏は CEO だった 2016 年、量子コンピューティングのソリューションを開

発するプログラム「Atos Quantum」を立ち上げ、量子コンピューターを将来の有力事業と位置付けた。量

子技術の支持者で、テクノロジー業界に強力なネットワークを持つ同氏は、EU レベルでの量子技術推進

の力強い味方として（欧州の量子スタートアップからも）期待されている。 

 

3.3.2. 欧州製の量子コンピューターの開発 

■ 欧州の量子コンピューター開発（超電導、イオントラップ、アニーリング） 

EU 量子フラグシップの枠組みで現在、2 件の量子コンピューター開発プロジェクトが進行している。2021

年末までにそれぞれ、超電導量子コンピューターとイオントラップ量子コンピューターをつくることが目標。

さらに 2020 年 4 月、EU の研究・イノベーション助成プログラム「Horizon 2020」の枠組みで、量子アニー

ラの開発プロジェクトが「未来の注目技術（FET）オープンイニシアティブ」に選ばれた。 

• OpenSuperQ（オープンな超電導量子コンピューター）： 欧州の産学の

計 10 の組織が共同で、超電導量子コンピューター（100 キュービット）を

独ユーリッヒ研究機構にて開発している。完成すれば欧州初の高性能量子コンピューターとなり、

世界的にもトップレベルになるという 

• AQTION（イオントラップ先端量子コンピューティング）： 欧州の産学の計 9 の組織

が共同で、イオントラップ量子コンピューター（最大 50 キュービット）をオーストリア・

インスブルック大学にて開発している 

• AvaQus（アニーリングに基づく変分量子プロセッサー）： 欧州の産学の計 8 の

組織が共同で、超電導コヒーレント量子アニーラを開発している 
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表 13： EU の超電導量子コンピューター開発プロジェクト「OpenSuperQ」の概要 

OpenSuperQ 

An Open Superconducting Quantum Computer（オープンな超電導量子コンピューター） 

概要 

EU 量子フラグシップのプロジェクト 

• 欧州製の量子コンピューター： 2021 年末までに、100 キュービットの（欧州初の高性

能の）超電導量子コンピューター「OpenSuperQ」の開発を目指す 

• オープン性： 開発後、この量子コンピューターを独ユーリヒ総合研究機構に設置す

る。オープンソースソフトウェアを介して、クラウド経由で外部のユーザーが誰でも利用

できるようにする。次世代の量子科学者・開発者・利用者の育成に貢献する 

• 想定している活用分野： 特に化学・材料科学分野のシミュレーションや人工知能（AI）

の機械学習に利用する 

期間 2018 年 10 月～2021 年末 （3 年間） 

予算 1,033 万ユーロ 

参画パートナー 

- チャルマース工科大学（スウェーデン） 

- チューリッヒ工科大学（スイス） 

- Zurich Instruments （スイス、量子プロセッサー制御システムのサプライヤー） 

- フィンランド VTT 技術研究センター（フィンランド） 

- ユーリヒ総合研究機構（ドイツ） 

- ザールラント大学（ドイツ） 

- バスク大学（スペイン） 

- Bluefors（フィンランド、無冷媒希釈冷凍システムのメーカー） 

- Low Noise Factory（スウェーデン、ローノイズのマイクロ波増幅器のメーカー） 

- EURICE - European Research and Project Office（ドイツ、プロジェクト管理サービス） 

出所：自社作成 

表 14： EU のイオントラップ量子コンピューター開発プロジェクト「AQTION」の概要 

AQTION 

Advanced quantum computing with trapped ions（イオントラップ先端量子コンピューティング） 

概要 

EU 量子フラグシップのプロジェクト 

• イオントラップ方式： 捕獲イオンをベースとした、安定した小型の量子コンピューター

を欧州で開発する。現在の実験室ベースのイオントラップ量子コンピューターを産業用

に移行することが目標 

• 50 キュービット： スーパーコンピューターを上回る性能の量子コンピューターを目指

す。50 キュービットのシステムを開発し、従来のコンピューターの能力を超える計算を

可能にする。イオントラップ量子コンピューターが、化学分野や機械学習における計算

問題など商業的に重要な問題を解けることを実証する 

• 産業環境での活用： イオントラップ量子コンピューターの拡張性、可用性、適用性の

側面に重点を置く。産業環境における長期的な運用を実現することが目標。安定した

ハードウェアとソフトウェアスタックにより、非専門家ユーザーがハードウェアの特別な

知識なしに、アプリケーションを考案・運用できるようにする。そのために、拡張可能で

小型で‘超安定ラボ環境’を必要としないシステムを開発する 

期間 2018 年 10 月～2021 年末 （3 年間） 
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予算 959 万ユーロ 

参画パートナー 

- インスブルック大学（オーストリア） 

- スイス連邦工科大学チューリッヒ校（スイス） 

- TOPTICA Photonics（ドイツ、レーザー装置の開発・製造企業） 

- マインツ大学（ドイツ） 

- フラウンホーファー応用光学・精密機械工学研究所（IOF）（ドイツ） 

- Atos/Bull（フランス、IT 大手） 

- オクスフォード大学（英国） 

- スウォンジー大学（英国） 

- AKKA DSW（ドイツ） 

出所：自社作成 

表 15： EU の量子アニーラ開発プロジェクト「AvaQus」の概要 

AvaQus 

Annealing-based Variational Quantum processors（アニーリングに基づく変分量子プロセッサー） 

概要 

EU の未来の注目技術（FET）オープンイニシアティブ 2019 のプロジェクト 

• 量子アニーリング： コヒーレント量子アニーリングを実証し、現実世界の最適化問題

を解く潜在性をもつ量子プロセッサーをつくる。量子アニーラを運用するための全ての

ハードウェア・コンポーネントとソフトウェアを開発する 

• 現在の量子アニーラを超える技術開発： 超電導量子回路の最新の研究成果を用い

て現在の量子アニーリング技術の限界を克服し、量子アニーラの急進的な改善を目

指す 

• 超電導コヒーレント量子アニーラ： 高い接続性、相互作用可変な長いコヒーレンス時

間を持つ、5 キュービットの量子アニーラの試作品をつくり、運用する。主要なハードウ

ェア開発の中には、演算サイクルを通じてコヒーレントであり続けるキュービットも含ま

れる 

• 汎用量子コンピューターの代替： （量子ゲートエラーに寛容な）量子アニーラは、ゲー

トベースの汎用量子コンピューターの代替として、短期的に大きな潜在性がある 

• 現実世界の問題のための量子演算・シミュレーション： 現実世界の問題のためのコヒ

ーレント量子アニーリング・アルゴリズムの活用を探求する。この中には、物流、ナビ

ゲーション、交通、金融、量子化学、機械学習分野における最適化・シミュレーション

が含まれる 

期間 2020～2023 年 （3 年間） 

予算 300 万ユーロ 

参画パートナー 

- 高エネルギー物理学研究所（IFAE)（スペイン） 

- カールスルーエ工科大学（ドイツ） 

- フランス国立科学研究センター（CNRS）（フランス） 

- グラスゴー大学（英国） 

- スペイン高等科学研究院（スペイン） 

- Delft Circuits（オランダ、超電導回路のスタートアップ企業） 

- Qilimanjaro Quantum Tech（スペイン、量子アニーラのスタートアップ企業） 

- HQS Quantum Simulations（ドイツ、量子ソフトウェアのスタートアップ企業） 

出所：自社作成 
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■ 量子コンピューティングと HPC の統合 

2018 年、欧州諸国が共同出資して「欧州高性能コンピューティング協同事業（EuroHPC JU）」を立ち上げ

た。欧州委員会は 2020 年 9 月、EuroHPC JU の第 2 段階（2021～2033 年）のために第 1 段階（2018～

2020 年）よりもはるかに大きな 80 憶ユーロの予算を提案。この事業の枠組みで、高性能コンピューティン

グ（HPC）のインフラに統合する量子コンピューティング/シミュレーションのインフラを開発・配備する計画。

EuroHPC JU には現在、欧州 32 ヵ国が参画している。 

 

3.3.3. 欧州量子通信インフラの構築 

■ 汎欧州の量子通信インフラ（EuroQCI） 

ドイツを含む EU の 7 ヵ国は 2019 年 6 月、欧州における量子通信インフラ（EuroQCI）の実現に向けて共

同で取り組むことに合意した。2020 年 10 月までに、EU の 25 ヵ国が欧州量子通信インフラ（EuroQCI）を

構築する共同宣言に署名している。 

• 概要： 共同宣言に署名した EU 加盟国は欧州委員会と共に欧州宇宙機関（ESA）の支援を得て、

今後 10 年以内に EU 全土にまたがる量子通信インフラを開発・展開する 

• 目的： 欧州の経済・社会をサイバー攻撃の脅威から守るために、量子通信インフラに基づく欧

州のサイバー防護楯を構築する 

- 量子技術を用いて極めて安全な方法で機密情報・データの伝送や保管ができるように

する（※ 量子コンピューティングが発展すると、現在の技術で暗号化されたデータにア

クセスされる恐れがあるため） 

- 欧州の重要インフラ（スマートグリッド、航空交通管制、金融機関、医療機関など）や暗

号システムをサイバー攻撃の脅威から守る。各国や国家間の重要情報を傍受から守り、

政府のデータ、金融取引、健康・国家安全保障・防衛などの分野の重要データの長期

的な機密性を確かにする 

- 最終的には、量子技術を用いて EU 全土の（公的・民間の）重要な通信アセットや通信

手段をつなぐ 

• 地上ベースと宇宙ベース： 量子技術やシステムを従来の通信インフラに統合する。地上ベース

と宇宙ベースの 2 つのコンポーネントからなる。地上ベースのコンポーネントは既存のファイバー

通信網を利用し、国やクロスボーダーレベルで戦略的重要拠点をつなぐ。宇宙ベースのコンポ

ーネントは、EU 全土や他の大陸への長距離をカバーする 

• 最初のステップ： 2020 年末までに準備作業を完了する。現在、量子鍵配送を用いた実験的な

テストベットを開発するプロジェクト「OpenQKD」を行っている。量子通信インフラ（EuroQCI）を活

用した最初のサービスは量子鍵配送で、初期のユーザーとして（機密情報を伝送するために高
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度なセキュリティーを必要とする）EU や加盟国の官庁・政府機関を想定している。長期的には量

子鍵配送の他、デジタル署名、認証、機密共有スキーム（例：電子投票）などの追加機能も提供

する計画 

• 長期計画： 最終的には、量子通信インフラ（EuroQCI）が欧州の「量子インターネット」の基盤と

なる。量子ネットワークで量子コンピューター、量子シミュレーター、量子センサーをつなぎ、EU

全土で情報・データや量子リソース（量子コンピューティングなど）が安全に流通できるようにする。

量子インターネットの実現は EU の量子技術戦略の長期的（15～20 年後の）目標である 

• 欧州企業・研究機関の支援： 2019 年 10 月、欧州の 24 の企業・研究機関が支援を表明。 

- タレス（フランス） 

- エアバス（ドイツ） 

- Opton Lasers（フランス） 

- QTLabs（オーストリア） 

- InfiniQuant（ドイツ） 

- フラウンホーファー研究機構（ドイツ） 

- LusoSpace（ポルトガル） 

- テレフォニカ（スペイン） 

- KPN（オランダ） 

- GMV（スペイン） 

- Single Quantum（オランダ） 

- Toptica（ドイツ） 

- Veriqloud（フランス） 

- オーストリア技術研究所（AIT）（オーストリア） 

- LuxTrust（ルクセンブルク） 

- Sitael（イタリア） 

- Eutelsat（フランス） 

- IT4Innovation（チェコ） 

- Leonardo（イタリア） 

- OHB（ドイツ） 

- SES（ルクセンブルク） 

- Telsy（イタリア） 

- QuSide（スペイン） 

- Ariane Group（フランス） 
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表 16： EU の欧州量子鍵配送テストベット「OpenQKD」の概要 

OpenQKD 

Open European Quantum Key Distribution Testbed（オープンな欧州量子鍵配送テストベット） 

概要 

• 目的： 量子通信の最前線で欧州の世界的な地位を強化する 

• 参画パートナー： EU13 ヵ国の企業、大学、研究機関など計 38 の組織が参画。欧州

の主要な通信機器メーカー、エンドユーザー、重要インフラのプロバイダー、ネットワ

ークオペレーター、量子鍵配送機器のサプライヤー、デジタルセキュリティの専門家、

科学者などからなる学際的なチームを結集 

• 試験的な量子通信インフラ： 欧州 12 ヵ国に 4 つの大きなテストベット、12 のデモンス

トレーター（小規模のデモ用モデル）を立ち上げ、量子鍵配送対応の実験プラットフォ

ームをつくる。国境を越える長距離リンク、将来の大規模量子通信ネットワークのため

の欧州ファイバー・インフラ「GEANT」の試験、衛星を用いた量子鍵配送の研究、地上

波量子鍵配送ネットワークへのインターフェイスの開発など、汎欧州の量子ネットワー

クの土台をつくる 

• 量子鍵配送エコシステム： 欧州中の耐量子技術やソリューションの透明な統合を実

証する。幅広いユースケースのために、量子鍵配送を既存のセキュリティーやネットワ

ークにシームレスに統合する。標準化したインターフェイスや量子鍵配送エコシステム

へのインターオペラビリティを確保する 

• ユースケースの運用： 30 以上の試験的なユースケースを実証する。データセンター

間の通信、電子政府、高性能コンピューティング、電力供給、金融サービス、認証、耐

量子暗号との統合、患者データの安全なクラウド保管サービスやデータ送信など、

様々な分野における重要な用途のセキュリティーを強化する 

• 認知度・関心の向上： オープンな量子鍵配送テストベッドの構築により、ネットワーク

機能やユースケースを潜在的エンドユーザーや（産学の）主要ステークホルダーに‘宣

伝’する。外部のパートナー（学術、中小企業、大企業、公共部門）がテストベットで直

接、量子鍵配送を自ら体験することで、活用に向けて関心を喚起する 

• 教育の場： イノベーションエコシステムや教育の場を創出し、量子通信分野の技術や

ソリューションのサプライチェーンの発展を促す。汎欧州の耐量子デジタルインフラを

展開する基盤を構築し、量子を意識した労働力を教育・指導するための土台とする 

• 標準化の推進： 量子鍵配送対応技術の標準化・認証のためのイニシアティブを推進

するためにテストベットを活用。量子暗号の標準化や機密保護証明に貢献する 

期間 2019 年 9 月～2022 年 9 月 （3 年間） 

予算 1,797 万ユーロ （EU の補助金：1,500 万ユーロ） 

参画パートナー 

プロジェクトコーディネーター 

• オーストリア技術研究所（AIT）：301 万€ 

スタートアップ 

• ID QUANTIQUE（スイス）：184 万€  

大手企業（子会社も含む） 

• 東芝の欧州子会社 TOSHIBA EUROPE（英）：135 万€ 

• ドイツテレコム：50 万€ 

• テレフォニカの子会社 Telefónica Investigación y Desarrollo（西）：48 万€  

• ブリティッシュ・テレコム（英）：19 万€ 

NPL MANAGEMENT（英）：18 万€ 

• ノキアの子会社 Nokia Bell Labs のフランス拠点：14 万€ 

• タレスの子会社 Thales SIX GTS France （仏）：14 万€ 
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• タレス・アレーニア・スペース（仏）：10 万€ 

• ORANGE（旧フランス・テレコム）：6 万€ 

中堅・中小企業 

• ADVA OPTICAL NETWORKING（独）：55 万€ 

• ローデ・シュワルツの子会社 Rohde & Schwarz Cybersecurity（独）：45 万€ 

• iXblue（仏）：31 万€ 

• Mellanox Technologies（MLNX）（イスラエル）：14 万€ 

• Mt Pelerin（スイス）：6 万€ 

• Citycom Telekommunikation（オーストリア）：3 万€ 

研究機関 

• マックス・プランク研究所（独）：67 万€ 

• ポーランド科学アカデミー：36 万€ 

• オーストリア科学アカデミー：23 万€ 

• フランス国立科学研究センター（CNRS）：23 万€ 

• ドイツ航空宇宙センター：22 万€ 

• フォトニック科学研究所(ICFO)（西）：18 万€ 

• IMDEA ソフトウェア研究所：16 万€ 

• fragmentiX Storage Solutions（オーストリア）：13 万€ 

• ドイツ規格協会：12 万€ 

大学 

• ジュネーブ大学（スイス）：56 万€ 

• パドヴァ大学（伊）：39 万€ 

• デルフト工科大学（蘭）：38 万€ 

• マドリード工科大学（西）：31 万€ 

• Services Industriels de Genève (SIG)（スイス）：28 万€ 

• ミュンヘン大学（独）：28 万€ 

• オストラヴァ工科大学（チェコ）：24 万€ 

• ケンブリッジ大学（英）：23 万€ 

• INSTITUT MINES-TELECOM（仏）：18 万€ 

• デンマーク工科大学：15 万€ 

• グラーツ医科大学（オーストリア）：10 万€ 

• サラエボ大学（ボスニアヘルツェゴビナ）：5 万€ 

出所：自社作成 
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4. 今後の展望

中国の国家資本主義や米国の巨大企業による支配に対抗するためには、欧州レベルの強力なイニシア

ティブが必要なことを EU やドイツは 2017 年頃から認識。コロナ危機をきっかけにこの傾向はさらに強くな

っている。現在、情報通信技術で（米国、中国など）非欧州の国に大きく依存しているが、デジタル技術の

次の大きなパラダイムシフトでは欧州のテクノロジー主権（独立性）を取り戻すべく、EU や欧州諸国の政

府は量子技術の商業化に力を入れる。第 2 世代の量子技術の中で、産業化の遅れが懸念されている分

野が量子コンピューティングだが、ドイツ政府が景気対策の枠組みで 20 憶ユーロを投入することで、追

い上げに本腰が入った。 

4.1. 量子コンピューティング 

■ 北米の量子ハードに依存 → 欧州に設置（データ主権） → 欧州製の量子ハード

これまでドイツ・欧州の研究者は、北米企業の非欧州に設置されている量子コンピューターをクラウド経由

で利用することが一般的だった。ドイツ政府の支援を得て 2021 年 1 月、IBM の商用量子コンピューター

がドイツ国内に設置され、ドイツ・EU の法律の下で運用される。独フラウンホーファー研究機構を介して、

欧州の企業や研究機関はクラウド経由のアクセス権を得られる。懸念されていたデータ主権やデータ保

護の問題が解決される。 

オランダの量子コンピューティング先端研究所 QuTech は 2020 年 4 月、欧州初の公共の量子コンピュー

ティング・プラットフォームを開始。ドイツのユーリッヒ研究機構（FZJ）も様々な量子コンピューターへの統

一したポータル「JUNIQ」を提供し始めた。欧州の研究機関や企業が（公的に）アクセスできる量子コンピ

ューティング・プラットフォームが使用可能になると、量子アルゴリズム/アプリケーションの研究開発に弾

みがつく。中長期的には米国や中国の技術に頼らなくて済むように、欧州製の量子コンピューターを開

発する。欧州の量子スタートアップや研究機関・大学が連携して、欧州で量子コンピューティングのシステ

ムを構築し、欧州で生成したノウハウ・専門技術を欧州内に留める意向。 

■ 様々な技術プラットフォームにリスク分散

ドイツは量子コンピューターの開発に潜在的に利用可能な 5 つの技術全て（超電導回路、イオントラップ、

フォトニック（光）、半導体/量子ドット、トポロジカル）に取り組む方針。どの技術が将来有力（デファクトス

タンダード）になるかまだ予測不可能なため、リスク分散するという。EU 量子フラグシップでは現在、NISQ

デバイスとして有望な 2 つの技術（超電導回路、イオントラップ）を助成している。さらに、「未来の注目技

術（FET）オープンイニシアティブ」の枠組みで、（短期的にゲートベースの汎用量子コンピューターの代

替となる）量子アニーラの開発プロジェクトも支援する。 

過渡期の技術として、欧州では量子シミュレーター/エミュレーターにも力を入れる。量子フラグシップで

は、1,000 以上の原子/イオンに拡張した量子シミュレーションプラットフォームを開発している。仏 Atos は

既に「世界で最も高性能な商用量子シミュレーター」を提供しており、スイス/オーストリアの合弁企業

QMware も（量子回路のハードウェアを特殊な高性能コンピューター上で仮想化する）「仮想量子コンピュ
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ーター」に参入する。 

欧州諸国が共同出資する「欧州高性能コンピューティング協同事業（EuroHPC JU）」の枠組みで、量子コ

ンピューティング/シミュレーションのインフラを高性能コンピューティング（HPC）のインフラに統合する計

画もある。量子コンピューターには従来のコンピューターとのハイブリッドシステムにおいて、コプロセッサ

としての役割を期待する。 

■ 国による調達、欧州の量子スタートアップに追い風 

ドイツ、フィンランド、英国の政府が 2020 年 5 月～9 月にかけて相次いで、自国初の量子コンピューター

を発注すると発表。英国では米国の量子コンピューター・スタートアップ Rigetti Computing が中心となっ

て英国の企業・大学と共同で開発するが、フィンランドとドイツは欧州製の量子コンピューターにこだわる。

フィンランドの量子コンピューター企業 IQM は欧州の政府が資金を出して製作を依頼する量子コンピュ

ーターは、自社の拡大戦略の追い風になるとみる。同社ではフィンランド政府だけではなくドイツ政府にも

大きな期待を寄せており、ミュンヘン拠点で量子コンピューターをつくることを政府に提案したという。 

■ 欧州レベルの連携、エコシステムの構築 

【産学連携】 

ＥＵレベルの共同研究プロジェクト（OpenSuperQ、AQTION、AvaQus）を介して、欧州の大学・研究機関、

量子スタートアップ、既存の企業が連携している。 

【量子スタートアップ同士の連携】 

ここ最近、欧州の量子コンピューティング分野の企業が（国境を越えて）提携する例が相次ぐ。 

• 量子ハード⚭量子ソフト（オーストリア⚭ドイツ）： オーストリアのイオントラップ量子コンピューター

で有力な Alpine Quantum Technologies（AQT）は 2020 年 4 月、ドイツの有望な量子ソフトウェア

会社 HQS Quantum Simulations と戦略的提携 

• 量子ハード⚭量子シミュレーター（フィンランド⚭フランス）： 超電導量子コンピューターで有望な

フィンランドの IQM 社は 2020 年 6 月、フランスの IT 大手 Atos と提携。量子シミュレーター、汎

用プログラミング環境、量子ハードウェアからなる包括的な 100％欧州の量子エコシステムの創出

を目指す 

• 量子サービス⚭高性能コンピューター（スイス⚭オーストリア）： スイスの有望な量子スタートアップ

Terra Quantum は 2020 年 10 月、オーストリアの高性能コンピューター・システムのメーカー

NOVARION と合弁会社「QMware」を設立。共同で仮想量子コンピューター（量子シミュレーター）

と量子アルゴリズム/アプリケーションを提供する 

• オランダの研究所と複数のスタートアップ： オランダの量子スタートアップ Orange Quantum 

Systems は、同国の量子コンピューティング先端研究所（QuTech）や他の量子スタートアップ

（Delft Circuits、Qblox、Qu & Co）と共同で、（NISQ プロセッサーをベースとした）量子コンピュー
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ターの独自製品を開発している 

汎欧州の量子コンピューティングエコシステムが構築されつつある。米中の 2 大大国に対抗するために

は、欧州レベルの連携が欠かせない。下記に記すように、（潜在的な）ユーザーとの提携も増えている。 

■ アーリーアダプターの先発者利益 

量子コンピューティングの活用に関心のあるドイツ・欧州企業はこれまで、北米の量子コンピューティング

企業と提携するのが一般的だった。しかし最近は、欧州同士の連携も増えてきている。 

• 化学・医薬品⚭量子ソフト： ドイツの大手化学・医薬品メーカーのメルクは 2019 年、化学・医薬品

業界向けに量子アルゴリズムを開発しているスタートアップ HQS Quantum Simulations（ドイツ）と

3 年に渡る提携を結んだ 

• 石油・エネルギー⚭量子ソフト/シミュレーター： 仏トタルは 2020 年 4 月、CCUS（二酸化炭素回

収・有効利用・貯留）技術の研究強化のために、英国の量子ソフトウェア・スタートアップ

Cambridge Quantum Computing (CQC)と数年に渡る提携を結んだ。2020 年 7 月には、（量子シ

ミュレーターを提供する）仏 Atos とも数年に渡る提携を結び、「脱炭素化したエネルギー効率の

優れた未来」のための新しい方法を量子技術を用いて共同で研究する 

• 複合テクノロジー⚭量子ソフト研究所： 独ボッシュは 2019 年 2 月、オランダの量子ソフトウェア研

究所 QuSoft と研究提携を開始。両組織の研究者は今後 2 年間、ボッシュにおける量子コンピュ

ーティングの潜在的なユースケースを探求する 

• 自動車メーカー⚭量子ハード： 量子コンピューター・メーカーの IQM も現在、潜在的ユーザーと

なる大企業の提携パートナーを探しており、ドイツの自動車メーカーと交渉中という 

自動車メーカーや医薬品メーカーなど潜在的なユーザーと緊密に連携することで、産業界の実際のニー

ズに応じた量子ソフトウェア/サービスを早期に開発することが可能になる。また、量子コンピューターの先

駆者的ユーザーとなっている欧州企業は、先発者利益の恩恵を得られるメリットがある。 

■ 欧州クラウドインフラ「Gaia-X」 

米中の大手クラウドベンダー（アマゾン、マイクロソフト、グーグル、アリババ、IBM）の全てが、量子コンピュ

ーティングに積極的に取り組んでいる。量子コンピューターは所有せずクラウド経由での利用が一般的に

なると予想される。このため、欧州のデータ主権を守るためには欧州製の量子コンピューターを開発する

だけではなく、欧州製のクラウドも必要になる。 

ドイツ政府は 2019 年秋、アマゾンやグーグルといった大手クラウドベンダーに欧州のデータ主権を握られ

ないよう、欧州独自のクラウドインフラ「Gaia-X」を立ち上げる構想を発表。現在、フランスなど他の欧州諸

国と共同で、産学官が連携して「Gaia-X」の実現に向けて推進している。この‘欧州クラウド’の潜在的ユ

ースケースのひとつが「サービスとしての高性能コンピューティングと量子コンピューティング」である。量

子シミュレーターを提供している仏 IT 大手 Atos がこのユースケースを担当している。 
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Gaia-X のクラウドインフラが構築されれば、欧州の量子スタートアップが積極的に利用する可能性が高い。

例えば、スイス/オーストリアの量子コンピューティング合弁会社 QMware は、量子アルゴリズム/量子コン

ピューティングを Gaia-X に準拠したクラウドソリューションを介して提供するという。 

 

4.2. 他の量子技術 

■ 量子通信・暗号分野 … 国がパイオニア的役割 

ドイツ・欧州は現在、（主に政府機関や極秘データを取り扱う企業が利用者となる）最初の量子通信インフ

ラを計画・構築している。 

【チャンス】 

• EU やドイツ政府が量子通信インフラ構築を推進するために、（汎欧州の）大規模な産学共同プロ

ジェクトを助成している 

• まずは EU や加盟国の官庁・政府機関の施設向けに盗聴不可能な通信を可能にし、量子通信イ

ンフラ構築のためのモデルケースとして国がパイオニア的役割を果たす方針 

• （長距離の盗聴不可能な）量子通信の鍵を握る要素である量子リピーターの開発・実用化に産

学共同で取り組んでいる 

【リスク・課題】 

• 中国が量子通信分野の特許を多数出願している 

• 国際的に規格・標準が統一されず、国・地域（米国圏 VS 中国圏）によって異なる標準が確立さ

れ、欧州が米中の‘テクノロジー戦争’に巻き込まれる恐れがある 

• 現在、移動通信技術を巡り問題になっているように、量子通信分野でも（中国など）非欧州のサ

プライヤーに頼ると、欧州のテクノロジー主権が危なくなる。  

■ 量子センサー/イメージング/計測分野 … 産学官が強いポジション 

量子を用いたセンサー/計測/イメージングは実現可能性の高い技術分野である。ドイツ企業は商品化 

で良い位置におり、高性能・高価格帯の市場セグメントにおける強いポジションを保持するチャンスがある。 

【チャンス】 

• EU やドイツ政府が助成する共同研究プロジェクトを介して、ボッシュやカール・ツァイスといった

企業と大学・研究機関が緊密に連携している 

• 欧州最大の応用研究機関であるフラウンホーファー研究機構が「旗艦プロジェクト」として、産業

用のダイアモンドを用いた量子センサーを民間企業と連携して開発している 
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• 機械・レーザー装置メーカーの TRUMPF 社とセンサーメーカーの Sick 社は共同で光学量子セ

ンサーを量産化し、2021 年に最初の製品を発売する 

• ドイツ国立物理工学研究所（PTB）に新設される量子技術コンピテンスセンター（QTZ）は、特に

量子計測に関して中小企業やスタートアップを支援する 

• 医療技術、土木・建築、情報通信分野などのドイツ・欧州企業が量子センサー/イメージング/計

測技術のアーリーアダプターになれば、2 次的付加価値も創出できる。 

 

4.3. 総括 

■ いずれ訪れる「量子の冬の時代」 … 国が支え 

欧州（特にドイツ語圏）では伝統的に量子物理学が盛んだが、グーグルが量子超越性の実証を発表した

2019 年秋以降、当地の政界・産業界・一般メディアでも量子技術の注目度が一気に高まった。（第 2 世代

の）量子技術は世間の注目が大きくなり、「黎明期」から「流行期」に差し掛かっている。しかし、量子セン

サーなど一部を除くと、実用化までに長い息を必要とする課題・難題の多い技術分野である。短期的に

は過度（非現実的）な期待に応えられず、急速に関心が失われ「幻滅期」に入る可能性がある。一般の民

間企業では補助金がなければ、投資を打ち切らず得ない状況に陥るかもしれない。そのような「量子の冬

の時代」を長期的なテクノロジー主権の観点から、欧州諸国が力を合わせて支え続けられるかどうかがポ

イントとなる。 

„政治、応用研究、産業が今後数年間、一致団結した場合のみ、ドイツ・欧州の産業界は量子

技術分野の競争上の優位性を得ることができる。忍耐力をもってのみ、欧州は量子研究におけ

る優れた研究成果を商業的ソリューションに変換することができる。もし今、自動車、機械、電気、

化学・製薬業界が共同の研究開発プロジェクトに乗り出すなら、今後数年間、数十年間に渡り

量子技術の利益を得ることができる“ 

ドイツ教育研究省の「量子システム諮問委員会」のスポークスマン 

（量子センサーを手掛ける）TRUMPF の最高技術責任者（CTO） Dr. Peter Leibinger 
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付録：EU の「量子フラグシップ」のプロジェクト一覧 

4.4. 量子コンピューティング/シミュレーション 

表 17： EU 量子フラグシップのプロジェクト一覧（量子コンピューティング/シミュレーション） 

量子コンピューティング分野 

OpenSuperQ 

2018/10～

2021/9 

1,033 万€ 

オープンな超電導量子コンピューター 

（An Open Superconducting Quantum 

Computer） 

目標： 2021 年末までに、100 キュービットの

超電導量子コンピューターを開発する。開発

後は独ユーリヒ総合研究機構に設置し、クラ

ウド経由で外部のユーザーが利用できるよう

にする。化学・材料科学分野の量子シミュレー

ション、最適化問題、機械学習に活用する 

https://opensuperq.eu/project  

プロジェクトコーディネーター 

• ザールラント大学（独）：85 万€ 

研究機関・大学 

• チャルマース工科大学（スウェーデン）：233 万€ 

• スイス連邦工科大学チューリッヒ校（スイス）：200

万€ 

• フィンランド VTT 技術研究センター（フィンラン

ド）：123 万€ 

• ユーリヒ総合研究機構（独）：120 万€ 

• バスク大学（スペイン）：43 万€ 

企業 

• Zurich Instruments（スイス）：158 万€ 

• Bluefors（フィンランド）：21 万€ 

• Low Noise Factory（スウェーデン）：18 万€ 

プロジェクト管理会社 

• EURICE - European Research and Project Office 

（独）：33 万€ 

AQTION 

2018/10～

2021/9 

959 万€ 

イオントラップ先端量子コンピューティング

（Advanced quantum computing with trapped 

ions） 

目標： 現在の実験室ベースのイオントラップ

量子コンピューターを産業用に移行する。50

キュービットのシステムを開発し、従来のコン

ピューターの能力を上回る計算を可能にす

る。化学分野や機械学習における計算問題な

ど商業的に重要な問題を解けることを実証す

る。産業環境における長期的な運用を実現す

ることが目標。そのために、拡張可能で小型

で‘超安定ラボ環境’を必要としないシステム

を開発する 

https://www.aqtion.eu/  

プロジェクトコーディネーター 

• インスブルック大学（オーストリア）：195 万€ 

研究機関・大学 

• スイス連邦工科大学チューリッヒ校（スイス）：177

万€ 

• オクスフォード大学（英）：159 万€ 

• マインツ大学（独）：97 万€ 

• フラウンホーファー応用光学・精密機械工学研究

所（IOF）（独）：87 万€ 

• スウォンジー大学（英）：53 万€ 

企業 

• TOPTICA Photonics（独）：108 万€ 

• Atos / Bull（仏）：73 万€ 

• AKKA DSW（独）：10 万€ 

量子シミュレーション分野 

Qombs 

2018/10～

2021/9 

934 万€ 

量子カスケードレーザー（QCL）周波数コムに

おける量子シミュレーションと量子もつれ工学 

（Quantum simulation and entanglement 

engineering in quantum cascade laser 

frequency combs） 

プロジェクトコーディネーター 

• イタリア学術会議（CNR）（伊）：253 万€ 

研究機関・大学 

• スイス連邦工科大学チューリッヒ校（スイス）：145

万€ 

https://opensuperq.eu/project
https://www.aqtion.eu/
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目標： 光格子中の冷却原子を用いた量子シ

ミュレーションプラットフォームを開発する。こ

の量子プラットフォームは新しい世代の量子カ

スケードレーザー（QCL）周波数コムの設計を

可能にする 

https://www.qombs-project.eu  

• フランス国立科学研究センター（CNRS）（仏）：97

万€ 

• イタリア宇宙機関（伊）：40 万€ 

• ミュンヘン工科大学（独）：27 万€ 

企業 

• Alpes Lasers（スイス）：120 万€ 

• IRsweep（スイス）：96 万€ 

• Menlo Systems（独）：80 万€ 

• タレス（仏）：40 万€ 

• ppqSense（伊）：35 万€ 

PASQuanS 

2018/10～

2021/9 

926 万€ 

プログラム可能な原子の大規模量子シミュレ

ーション 

（Programmable Atomic Large-Scale Quantum 

Simulation） 

目標： 原子やイオンを用いた最新の量子シミ

ュレーションプラットフォームの成果をベース

に、1,000 以上の原子/イオンに拡張する。制

御方法を改善し、完全にプログラム可能にす

ることで、既存の量子シミュレーションプラット

フォームや従来のコンピューターをはるかに上

回る性能を実現する。デジタル量子計算よりも

速く、量子アニーリングや最適化の問題に対

処できるようにする。基礎科学、材料開発、量

子化学、産業界の重要な現実世界の問題の

ために、プログラム可能なアナログ・シミュレー

ターに向けた決定的なステップとする 

https://pasquans.eu/  

プロジェクトコーディネーター 

• マックス・プランク研究所（独）：173 万€ 

研究機関・大学 

• オーストリア科学アカデミー（オーストリア）：141

万€ 

• フランス国立科学研究センター（仏）：134 万€ 

• ストラスクライド大学（英）：75 万€ 

• ハイデルベルク大学（独）：67 万€ 

• 光学大学院（仏）：66 万€ 

• パドヴァ大学（伊）：33 万€ 

• ベルリン自由大学（独）：33 万€ 

• ユーリヒ研究機構（独）：33 万€ 

企業 

• Atos / BULL（仏）：40 万€ 

• TOPTICA Photonics（独）：40 万€ 

• My Cryo Firm（仏）：30 万€ 

• Muquans（仏）：30 万€ 

• Azur Light Systems (ALS)（仏）：30 万€ 

エンドユーザー委員会のメンバー 

• エアバス 

• ボッシュ（独） 

• シーメンス（独） 

• バイエル（独） 

• HQS Quantum Simulations（独） 

• フランス電力会社（EDF）（仏） 

• トタル（仏） 

• フランス原子力・代替エネルギー庁（仏） 

 

  

https://www.qombs-project.eu/
https://pasquans.eu/
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4.5. 量子センサー/計測 

表 18： EU 量子フラグシップのプロジェクト一覧（量子センサー/計測） 

量子センサー/計測分野 

macQsimal 

2018/10～

2021/9 

1,021 万€ 

検知・計測用途のための小型の原子蒸気セ

ル量子デバイス 

（Miniature Atomic vapor-Cells Quantum 

devices for SensIng and Metrology 

AppLications） 

目標： 5 つの主要な物理的観測量（磁場、時

間、回転、電磁放射線、ガス濃度）のための卓

越した感度の量子センターを開発する。これら

全てのセンサーは TRL（技術成熟度レベル）3

～6 に達し、それぞれの市場における他のソリ

ューションを上回る。これらの多様なセンサー

における共通のコア技術は、統合されたマイク

ロ電気機械システム（MEMS）として実現され

た原子蒸気セル。最新のセンサー物理学を

MEMS 原子蒸気セルの技術と組み合わせる。

同時に、スクイージング、もつれ、空洞量子電

磁力学の方法を小型センサーに初めて応用

し、量子技術を産業応用に大きく近づける 

https://www.macqsimal.eu/  

プロジェクトコーディネーター 

• スイス電子・マイクロテクノロジー研究所（CSEM）

（スイス）：236 万€ 

研究機関・大学 

• フィンランド VTT 技術研究センター（フィンラン

ド）：97 万€ 

• ヌーシャテル大学（スイス）：79 万€ 

• シュトゥットガルト大学（独）：78 万€ 

• バーゼル大学（スイス）：71 万€ 

• コペンハーゲン大学（デンマーク）：60 万€ 

• 光化学研究所（ICFO）（スペイン）：57 万€ 

• ダラム大学（英）：57 万€ 

• フランス国立科学研究センター（CNRS）（仏）：42

万€ 

• アールト大学（フィンランド）：29 万€ 

企業 

• ボッシュ（ドイツ）：90 万€ 

• Orolia Switzerland（スイス）：79 万€ 

• MEGIN（フィンランド）：13 万€ 

プロジェクト管理会社 

• ACCELOPMENT（スイス）：34 万€ 

iqClock 

2018/10～

2021/9 

1,009 万€ 

統合された量子時計 

（Integrated Quantum Clock） 

目標： 光時計を堅固で小型にし、商品化に近

づける。最初の製品プロトタイプはフィールド

対応（実際の現場で使用可能）なストロンチウ

ム光格子時計で、（ネットワーク同期など）実

際のユースケースにおいてベンチマークテスト

にかける。さらに、次世代の時計である超放

射レーザーの光格子時計を実現する 

https://www.iqclock.eu/ 

プロジェクトコーディネーター 

• アムステルダム大学（蘭）：244 万€ 

研究機関・大学 

• バーミンガム大学（英）：150 万€ 

• コペンハーゲン大学（デンマーク）：100 万€ 

• ニコラウス・コペルニクス大学（ポーランド）：66 万

€ 

• ウィーン工科大学（オーストリア）：40 万€ 

• インスブルック大学（オーストリア）：38 万€ 

企業 

• TOPTICA Photonics（独）：132 万€ 

• NKT Photonics（デンマーク）：85 万€ 

• Teledyne e2v（英）：69 万€ 

• Chronos Technology（英）：43 万€ 

• Acktar（イスラエル）：33 万€ 

• ブリティッシュ・テレコム（BT）（英）：0 万€ 

ASTERIQS 

2018/10～

2021/9 

ダイアモンド量子センサーによる科学技術の

向上 

（Advancing Science and TEchnology thRough 

dIamond Quantum Sensing） 

プロジェクトコーディネーター 

• タレス（仏）：79 万€ 

研究機関・大学 

https://www.macqsimal.eu/
https://www.iqclock.eu/
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975 万€ 目標： 超高純度ダイヤモンドの NV 中心を用

いた量子センシングを活用し、まだ解決策の

ない社会的・経済的ニーズにソリューションを

もたらす 

1） 磁場測定を用いた先端アプリケーション 

（ナノメートルスケールの測定のために完全に

統合されたダイヤモンド磁力計、電気自動車

用電池を制御するためのハイダイナミックレン

ジ（高い輝度幅）の磁場センサー、病気の早期

診断のための lab-on-a-chip（ラボオンチップ）

の核磁気共鳴（NMR）検出器、生物学やロボッ

ト工学のための磁場画像カメラ、無線通信管

理のための瞬時スペクトル分析器） 

2） センシングの新しい用途（セル内の温度の

感知、高圧下における物質の新しい状態のモ

ニタリング、究極の感度による電界の感知） 

3） 新しい測定ツール（製薬業界向けに核磁

気共鳴（NMR）による単一分子の化学構造の

解明、新世代のスピンベースの電子装置のた

めのナノスケールでのスピントロニク装置の構

造の解明） 

上記の目標を達成するための技術（超低不純

物レベルの最高級ダイヤモンド材料、残留ノイ

ズを克服するための高度なプロトコル、小型で

効率的なデバイスのための最適化された設

計）を開発する 

https://www.asteriqs.eu  

• フランス国立科学研究センター（CNRS）（仏）：81

万€ 

• ウルム大学（独）：67 万€ 

• バーゼル大学（スイス）：50 万€ 

• マインツ大学（独）：42 万€ 

• 大学間マイクロエレクトロニクス研究所（IMEC）

（ベルギー）：42 万€ 

• スイス連邦工科大学チューリッヒ校（スイス）：42

万€ 

• シュトゥットガルト大学（独）：41 万€ 

• フラウンホーファー研究機構（独）：40 万€ 

• ENS パリ・サクレー校（仏）：39 万€ 

• ライプツィヒ大学（独）：37 万€ 

• ザールラント大学（独）：35 万€ 

• ヘブライ大学（イスラエル）：33 万€ 

• Wigner 物理研究センター（ハンガリー）：32 万€ 

• ミュンヘン工科大学（独）：30 万€ 

• ユーリッヒ研究機構（独）：28 万€ 

• シュトゥットガルト大学 技術移転イニチアチブ

（TTI）（独）：22 万€ 

• 物理科学技術研究所（FTMC）（リトアニア）：12 万

€ 

企業 

• NVision Imaging Technologies（独）：59 万€ 

• ボッシュ（独）：54 万€ 

• Element Six（英）：37 万€ 

• attocube systems（独）：30 万€ 

プロジェクト管理会社 

• ARTTIC（仏）：42 万€ 

MetaboliQs 

2018/10～

2021/9 

667 万€ 

安全なこの種の初のマルチモーダルの心臓

画像診断を可能にするための常温ダイアモン

ド量子動力学の利用 

（Leveraging room temperature diamond 

quantum dynamics to enable safe, first-of-

its-kind, multimodal cardiac imaging） 

目標： 欧州の優れた 2 つの領域（ダイアモン

ドを用いた量子センシング、医療画像）をひと

つにまとめる。NV 中心の量子動力学に基づ

き、新たに開発された磁気共鳴映像法（MRI）

の過分極の方法を使う。この画期的な量子技

術は、これまで不可能だった代謝活動の高感

度の定量化を可能にし、心血管疾患や他の代

謝性疾患の正確な診断と適切な個別化治療

への道をひらく。心血管疾患分野における前

臨床実験のためのダイアモンドを用いた偏光

子を開発する 

http://www.metaboliqs.eu/ 

プロジェクトコーディネーター 

• フラウンホーファー研究機構（独）：150 万€ 

研究機関・大学 

• ミュンヘン工科大学病院（独）：122 万€ 

• スイス連邦工科大学チューリッヒ校（スイス）：94

万€ 

• ヘブライ大学（イスラエル）：39 万€ 

企業 

• NVision Imaging Technologies（独）：143 万€ 

• Element Six（英）：96 万€ 

• Bruker BioSpin（独）：23 万€ 

 

https://www.asteriqs.eu/
http://www.metaboliqs.eu/
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4.6. 量子通信 

表 19： EU 量子フラグシップのプロジェクト一覧（量子通信） 

量子通信分野 

QIA 

2018/10～

2021/9 

1,041 万€ 

量子インターネット連合 

（Quantum Internet Alliance） 

目標： 汎欧州の量子インターネットの‘青写

真’を開発する。そのために全てのハードウェ

アとソフトウェアのサブシステムを開発・統合・

実証する。エンドノード（イオントラップ型キュー

ビット、ダイヤモンド NV キュービット、中性原

子キュービット）と量子リピーター（希土類ベー

スのメモリ、原子ガス、量子ドット）の両方で最

先端技術を推進し、その両方のサブシステム

の初の統合を目指す。3～4 の量子ネットワー

クノード間でエンタングルメントとテレポーテー

ションを実証し、2 地点間接続から初のマルチ

ノードネットワークへの飛躍をはかる。メモリベ

ースの量子リピーターの主要な実現能力を実

証し、（世界最長のリンクを含む）実世界にお

ける長距離リピーターリンクの原理証明試験

を行う。最終段階ではマルチノード量子ネット

ワーク上で実行する完全に統合されたネット

ワークスタックの初の実験証明を行う。クラウ

ド経由で量子計算を実行することで、小規模

な量子インターネット上における（ハードとソフ

トの）フルスタックを検証する。実世界のファイ

バーデータを用いた汎欧州量子インターネット

の大規模シミュレーションにより、開発した‘青

写真’のアーキテクチャ設計を検証する 

http://quantum-internet.team/  

プロジェクトコーディネーター 

• デルフト工科大学（蘭）：263 万€ 

研究機関・大学 

• フォトニック科学研究所(ICFO)（西）：76 万€ 

• フランス国立科学研究センター（CNRS）：62 万€ 

• インスブルック大学（オーストリア）：60 万 € 

• コペンハーゲン大学（デンマーク）：58 万€ 

• マックス・プランク研究所（独）：55 万€ 

• ジュネーブ大学（スイス）：46 万 €  

• ソルボンヌ大学（仏）：41 万€ 

• オーストリア科学アカデミー：33 万€ 

• オランダ応用科学研究機構：32 万€ 

• シュトゥットガルト大学（独）：31 万€ 

• バーゼル大学（スイス）：22 万€ 

• 電気通信研究所（ポルトガル）：16 万€ 

大手企業 

• SAP（独）：20 万€ 

中堅・中小企業 

• TOPTICA PHOTONICS（独）：40 万€ 

• ELEMENT SIX（英）：26 万€ 

• JPE（蘭）：13 万€ 

• SURFSARA（蘭）：11 万€ 

スタートアップ 

• MY CRYO FIRM（仏）：24 万€ 

• CRYSTALLINE MIRROR SOLUTIONS（オーストリ

ア）：20 万€ 

• MUQUANS（仏）：20 万€ 

• SWABIAN INSTRUMENTS（独）：16 万€ 

• VERIQLOUD（仏）：14 万€  

UNIQORN 

2018/10～

2021/9 

998 万€ 

誰にも手の届く量子通信：製作から活用へ量

子エコシステムの改革 

（Affordable Quantum Communication for 

Everyone: Revolutionizing the Quantum 

Ecosystem from Fabrication to Application） 

目標： 量子通信システムのための（実用に適

した高性能で小型でコストパフォーマンスの良

い）主要コンポーネントを開発する。量子光学

システム全体をシステム・オン・チップ（SoC）と

し、システム/ネットワークレベルの統合を進め

るために高度に小型化したソリューションを開

発する。現在数メートルの大きさのブレッドボ

ードに搭載されている複雑なシステムを数ミリ

プロジェクトコーディネーター 

• オーストリア技術研究所（AIT）（オーストリア）：75

万€ 

研究機関・大学 

• フラウンホーファー研究機構（独）：169 万€ 

• ブリストル大学（英）：93 万€ 

• パダボーン大学（独）：68 万€ 

• デンマーク工科大（デンマーク）：63 万€ 

• インスブルック大学（オーストリア）：61 万€ 

• ウィーン大学（オーストリア）：55 万€ 

• 通信・コンピューターシステム研究所（ICCS）（ギリ

シャ）：54 万€ 

• 大学間マイクロエレクトロニクス研究所（IMEC）

http://quantum-internet.team/
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の大きさのチップに押し込み、量子通信に対

応できる光通信技術を提供する。サイズとコス

トを削減するだけではなく、堅牢性と再現性の

面でも改善をはかる。このシステムには下記

が含まれる。（i）リアルタイムの量子乱数発生

エンジンを備えたネットワークアダプターカー

ド、（ii）低コストの量子鍵配送（1 kB/s）用のプ

ラグ接続可能な SFP モジュール（光トランシー

バ）としての差動位相シフト（DPS）トランスミッ

タ、（iii）紛失通信（OT）と量子 FPGA（フィール

ド・プログラマブル・ゲート・アレイ）システム 

https://quantum-uniqorn.eu  

（ベルギー）：52 万€ 

• アイントホーフェン工科大学（蘭）：50 万€ 

• ミラノ工科大学（伊）：25 万€ 

企業 

• SMART Photonic（蘭）：66 万€ 

• Mellanox Technologies（イスラエル）：55 万€ 

• Cordon Electronics Italia（伊）：36 万€ 

• VPIphotonics（独）：32 万€ 

• Micro Photon Devices（伊）：22 万€ 

• Cosmote Mobile Telecommunications（ギリシャ）：

21 万€ 

CiViQ 

2018/10～

2021/9 

997 万€ 

連続変数量子通信 

（Continuous Variable Quantum 

Communications） 

目標： 量子通信技術（特に連続変数量子鍵

配送（CV-QKD））を光通信ネットワークに柔軟

にコスト効率良く統合するための根本的に新

しい手段を開発する。量子鍵配送技術そのも

のと新たな‘ソフトウェアネットワーク’のアプロ

ーチの両方を発展させて、両者のシームレス

な統合の基礎を築く 

https://civiquantum.eu/  

プロジェクトコーディネーター 

• フォトニック科学研究所(ICFO)（西）：116 万€ 

研究機関・大学 

• フラウンホーファー研究機構（独）：78 万   

• オーストリア技術研究所（AIT）：71 万€ 

• デンマーク工科大学：61 万€ 

• Institut Mines-Télécom (IMT)（仏）：54 万€ 

• マックス・プランク研究所（独）：52 万€ 

• マドリード工科大学（西）：48 万€ 

• フランス国立科学研究センター（CNRS）：42 万€ 

• ヨーク大学（英）：34 万€ 

• パラツキー大学オロモウツ（チェコ）：32 万€ 

• フランス国立情報学自動制御研究所：31 万€ 

大手企業（子会社も含む） 

• テレフォニカの子会社 Telefónica Investigación y 

Desarrollo（西）：54 万€ 

• 華為技術のドイツ現地法人 HUAWEI 

TECHNOLOGIES Deutschland：45 万€ 

• ノキアの子会社 Nokia Bell Labs のフランス拠点：

42 万€ 

• ドイツテレコム：40 万€ 

• ORANGE（旧称：フランス・テレコム）：26 万€ 

中堅・中小企業 

• メラノックステクノロジーズ（イスラエル）：44 万€ 

• NEXTWORKS（伊）：40 万€ 

• Coriant R&D（独）：28 万€ 

スタートアップ 

• VLC Photonics（西）：32 万€ 

• QUSIDE TECHNOLOGIES（西）：27 € 

QRANGE 

2018/10～

2021/9 

319 万€ 

量子乱数ジェネレーター：もっと安く、もっと速

く、もっと安全に 

（Quantum Random Number Generators: 

cheaper, faster and more secure） 

目標： 量子乱数生成技術の幅広い分野にお

ける商業的利用を可能にする。そのために、

プロジェクトコーディネーター 

• ジュネーブ大学（スイス）：58 万€ 

研究機関・大学 

• フォトニック科学研究所(ICFO)（西）：44 万€ 

• ルーヴェン・カトリック大学（ベルギー）：34 万€ 

• ブルーノ・ケスラー財団（FBK）（伊）：32 万€ 

https://quantum-uniqorn.eu/
https://civiquantum.eu/
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既存の物よりも安く、速く、安全な 3 種類の量

子乱数ジェネレーターのプロトタイプを開発す

る。(i）通常の CMOS 技術を用いた完全に統

合された低コストの量子乱数生成 (ii）最大

10Gb/s ビットレートのランダム位相関係を持

つレーザーパルス干渉をベースとした高速位

相拡散方式 (iii)デバイスに依存しない、デバ

イスに関する仮定をほとんど行わず、生成さ

れたエントロピーの継続的な推定を可能にす

る自己テスト型の量子乱数生成 

https://qrange.eu/  

• トレント大学（伊）：26 万€ 

• ブリュッセル自由大学（ベルギー）：24 万€ 

大手企業 

• ボッシュ（独）：42 万€ 

スタートアップ 

• ID QUANTIQUE（スイス）：33 万€  

• QUSIDE TECHNOLOGIES（西）：25 万€ 

 

  

https://qrange.eu/
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4.7. 基礎科学 

表 20： EU 量子フラグシップのプロジェクト一覧（基礎科学） 

基礎科学分野 

PhoQuS 

2018/10～

2021/9 

300 万€ 

量子シミュレーションのための光子 

（Photons for Quantum Simulation） 

目標： フォトニック量子流体をベースとした、

量子シミュレーションの新しいプラットフォーム

を開発する。天体物理学から固体物理学に至

るまで非常に異なる性質のシステムをシミュレ

ーションする。光子流体プラットフォームでは、

超伝導、ブラックホール物理、量子重力などの

根本的な未解決問題に取り組む 

http://www.phoqus-project.eu/  

プロジェクトコーディネーター 

• ソルボンヌ大学（仏）：45 万€ 

研究機関・大学 

• フランス国立科学研究センター（CNRS）：70 万€ 

• インペリアル・カレッジ・ロンドン（英）：36 万€ 

• Instituto Superior Técnico（ポルトガル）：35 万€ 

• ボン大学（独）：35 € 

• グラスゴー大学（英）：34 万€  

• イタリア学術会議（伊）：15 万€ 

• ローマ・ラ・サピエンツァ大学（伊）：15 万€ 

• パリ大学（仏）：15 万€ 

QMiCS 

2018/10～

2021/9 

300 万€ 

量子マイクロ波の通信とセンシング 

（Quantum Microwave Communcation and 

Sensing） 

目標： 連続変数伝搬マイクロ波の量子特性

に基づいて、新しいコンポーネント、実験技

術、理論モデルを開発する。長期ビジョンは、

（i）マイクロ波の量子ローカルエリアネットワー

ク（QLAN）を介した分散量子コンピューティン

グ・通信 （ii）量子マイクロ波の対象物の照射

を用いたセンシング技術の応用（量子レーダ

ー） 

https://qmics.wmi.badw.de/  

プロジェクトコーディネーター 

• バイエルン科学アカデミー（独）：53 万€ 

研究機関・大学 

• アールト大学（フィンランド）：41 万€ 

• フィンランド VTT 技術研究センター：41 万€ 

• リヨン高等師範学校（仏）：36 万€ 

• バスク大学（西）：32 万€ 

• 電気通信研究所（ポルトガル）：18 万€ 

中堅・中小企業 

• オックスフォード・インストゥルメンツ（英）：64 万€ 

• TTI NORTE（西）：15 万€ 

S2QUIP 

2018/10～

2021/9 

300 万€ 

拡張可能な 2D 量子フォトニック集積回路 

（Scalable Two-Dimensional Quantum 

Integrated Photonics） 

目標： 拡張可能で低コストの集積チップ量子

光源の開発にパラダイムシフトをもたらす。２D

半導体材料（2DSM）を最新の CMOS 互換ナ

ノフォトニック回路に統合することで、拡張可

能でコスト効率の良いオンチップの量子フォト

ニック・ハイブリッド・マイクロシステムを開発す

る。20 の多重量子光源を達成することで、（大

規模量子コンピューティング、通信、センサー

など）様々な量子技術向けの拡張可能なオン

チップ量子光源に対する期待に応える 

https://www.s2quip.eu/  

プロジェクトコーディネーター 

• スウェーデン王立工科大学：78 万€ 

研究機関・大学 

• ヘリオット・ワット大学（英）：41 万€ 

• アールト大学（フィンランド）：40 万€ 

• ミュンヘン工科大学（独）：39 万€ 

• スペイン国立研究協議会（CSIC）（西）：35 万€ 

• バレンシア大学（西）：33 万€ 

中堅・中小企業  

• LASER QUANTUM（独）：20 万€ 

• VLC PHOTONICS（西）：14 万€ 

SQUARE 

2018/10～

2021/9 

拡張可能な希土類イオン量子コンピューティ

ングノード 

（Scalable Rare Earth Ion Quantum Computing 

Nodes） 

プロジェクトコーディネーター 

• カールスルーエ工科大学（独）：50 万€ 

大学 

http://www.phoqus-project.eu/
https://qmics.wmi.badw.de/
https://www.s2quip.eu/
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299 万€ 目標： 希土類イオンが拡張可能な多機能な

量子材料として機能することを示す。個別にア

ドレス可能な希土類イオンを量子コンピュータ

ーの基本的な構成要素として確立し、拡張可

能な量子ハードウェアに向けた主要な障害を

克服する。複数のキュービットが量子ストレー

ジ、量子ゲート、コヒーレントなスピン光子量子

状態マッピングに使用でき、多機能な量子プ

ロセッサノードの基本要素を実現する 

https://square.phi.kit.edu/  

• フランス国立科学研究センター（CNRS）：40 万€ 

• フォトニック科学研究所(ICFO)（西）：40 万€ 

• シュトゥットガルト大学（独）：40 万€ 

• ルンド大学（スウェーデン）：40 万€ 

• オーフス大学（デンマーク）：34 万€ 

大手企業 

• タレス（仏）：22 万€ 

中堅・中小企業 

• ATTOCUBE SYSTEMS（独）：33 万€ 

2D-SIPC 

2018/10～

2021/9 

298 万€ 

拡張可能な量子フォトニック集積回路のため

の 2D 量子材料・デバイス 

（Two dimensional quantum materials and 

devices for Scalable Integrated Photonics 

Circuits） 

目標： 新しい 2D 材料量子デバイスの光チッ

プへの統合をベースとした、拡張可能な量子

ネットワークを開発する。全光のオンチップ量

子処理を実証する。様々な 2D 材料とヘテロ

構造を最大限に活かし、革新的な機能を備え

た新しい量子デバイスのプロトタイプを作成す

る。電動のもつれた単一光子エミッター、広帯

域・高温の単一光子検出器、超高速の導波路

統合光変調器、非線形ゲートなどを開発す

る。オンチップ光量子処理が実証できれば、拡

張された安全な量子通信、量子コンピューター

/シミュレーターの拡張、量子センシングの新

しいアプリケーションなど、多くの量子ネットワ

ークのコンセプトにとって重要なマイルストー

ンとなる 

https://2d-sipc.eu/  

プロジェクトコーディネーター 

• フォトニック科学研究所(ICFO)（西）：98 万€ 

大学 

• ケンブリッジ大学（英）：71 万€ 

• マンチェスター大学（英）：71 万€ 

• 電気通信のために国家大学間コンソーシアム

（CNIT）（伊）：34 万€ 

スタートアップ 

• SINGLE QUANTUM（蘭）：24 万€ 

PhoG 

2018/10～

2021/9 

276 万€ 

コヒーレントな拡散フォトニクスによるサブポア

ソン光子ガン 

（Sub-Poissonian Photon Gun by Coherent 

Diffusive Photonics） 

目標： サブポアソン光からマルチモードエンタ

ングルメントまで全て単独の技術プラットフォ

ームを用いて、極めて非古典的な状態の決定

論的な小型の光源を提供する。実用的なプロ

トタイプを作成し、高度な光学イメージング/計

測における利用のための技術基盤を開発す

る。この光源はフォトニックデバイスの新しい

パラダイム、散逸結合フォトニック回路で動作

する拡散コヒーレントフォトニクス（diffusive 

coherent photonics）をベースとする。1）メゾス

コピックの非古典的、もつれた状態を堅固に

生成できる小型のサブポアソン光子ガンのフ

ァミリーを実現する 2）量子もつれよって増強

されたイメージングおよび原子時計における

プロジェクトコーディネーター 

• セント・アンドルーズ大学（英）：34 万€ 

研究機関・大学 

• ヘリオット・ワット大学（英）：94 万€ 

• スイス電子・マイクロ技術研究所（CSEM）：68 万€ 

• パーダーボルン大学（独）：57 万€ 

• ベラルーシ国立科学アカデミー B.I. Stepanov 

Institute of Physics：22 万€ 

https://square.phi.kit.edu/
https://2d-sipc.eu/
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活用の実現可能性調査を行う 

https://www.st-andrews.ac.uk/~phog/  

MicroQC 

2018/10～

2021/9 

236 万€ 

マイクロ波を用いたイオントラップ量子コンピュ

ーティング 

（Microwave driven ion trap quantum 

computing） 

目標： （拡張可能なマイクロ波の量子論理回

路をチップに搭載した）大規模な量子コンピュ

ーティングを実現する長期的なビジョンに取り

組む。最先端の量子エンジニアリングを通し

て、速いフォールトトレラントのマイクロ波の 2

キュービットや複数のキュービットのゲートを

実証し、この技術を複数のキュービットの量子

プロセッサーに応用する拡張可能な技術コン

ポーネントを設計する 

http://microqc.eu/  

プロジェクトコーディネーター 

• 理論・計算物理学及び天体物理学振興財団（ブ

ルガリア）：37 万€ 

大学 

• ジーゲン大学（独）：56 万€ 

• サセックス大学（英）：55 万€ 

• ハノーファー大学（独）：55 万€ 

• ヘブライ大学（イスラエル）：34 万€ 

 

 

 

 

https://www.st-andrews.ac.uk/~phog/
http://microqc.eu/
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