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はじめに 

■ ‘もぎとりやすい果実’に焦点 

ドイツの光学機器メーカーが主催したシンポジウムにて、欧州の産学の量子技術専門家の見解を基に作

成されたハイプ・サイクルを下記に記す。現在、‘流行期’にある量子アニーリングは次第に注目度・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。

量子計測・センサー分野では、NV 中心・電磁場センサーが‘流行期’に近づきつつある。量子通信に関

しては、量子乱数ジェネレーターが‘幻滅期’を経て、実際に利益を生み出す段階に進んでいる。 

 

ドイツ・欧州の製造業を中心とした大企業は中長期的なロードマップを作成しながらも、まずは「近い将来

達成できると思われる、もぎとりやすい果実」に焦点を合わ

せている。 

• NISQ デバイス： 3～5 年後に実現可能とされる、

初期の量子コンピューター。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。欧州企業は、特に時

事的な課題の解決（電気自動車用の次世代電池

の開発、CO2 回収のための新材料発見、創薬）に

活用する気運がある。 

• 量子センサー： NV 中心・電磁場センサーの最初

の商品化は 3～7 年後と予想される。医療技術や

（半導体生産の品質管理など）様々な業界におけ

る計測技術にとって重要になる。 

“今後数年で、電気自動車のための電

池研究の標準的なワークフローが革

新され、実験室での実験の多くが速く

て正確なシミュレーションに取って代

わるだろう”          ダイムラー 

“量子コンピューティングの‘低いところ

にぶら下がっている果実’は、まさに当

社の事業分野の中核だ”    メルク 

“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 
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■ 産業への技術移転に重点 

欧州では量子技術分野における優れた基礎研究を行ってきた。ここ最近は、産業への技術移転・産業応

用に注力する動きが加速している。 

• 産業界を支援する研究所： ドイツ国立物理工学研究所（PTB）やドイツ航空宇宙センター（DLR）

はそれぞれ、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）のサポートを目

的とした新しい研究所を次々と設立。 

• クラウドアクセスの提供： 欧州の複数の研究機関

（オランダの QuTech、独ユーリッヒ研究機構

（FZJ）、独フラウンホーファー研究機構）が北米の

量子コンピューター・メーカーと提携して、様々な

技術ベースの量子ハードウェアをクラウド経由で提

供し始めた。欧州の企業や機関のユーザーが量

子コンピューティングの活用シナリオやアルゴリズ

ムの開発に取り組みやすくすることが目的。 

■ 米国のテック大手と‘コーペティション’ 

量子センサー/イメージング/計測分野では、大学・研究機関に加えて産業界も積極的に研究開発を行

っており、商業化に向けてドイツは非常に良い位置にいる。量子通信においても中々良いポジションにつ

けているが、微妙なのが量子コンピューティング分野。 

• 一流の基礎研究： 欧州は量子コンピューティング分野の学術論文の総数や‘質’（引用頻度）で

世界トップレベル（9 ページ参照）。量子コンピューターを開発・製作する米国のテック大手（マイ

クロソフト、インテル、グーグル）はそれぞれ、欧州の大学・研究機関と研究提携している。 

• 商業化で出遅れ： IT 分野の大企業が欧州にほとんどなく、他の製造業大手は量子コンピュータ

ーの開発・製造に関心がない。（大学や研究機関からスピンオフした）有望なスタートアップ企業

が誕生したり、EU の「量子フラグシップ」の枠組みで量子コンピューターの製作に取り組み始めた

のはここ数年である。 

• アーリーアダプター： 欧州の大企業は活用には意欲

的で、量子コンピューティングの先駆者的なテストユー

ザーになっている。量子コンピューターや量子ソフトウ

ェア・アプリケーションを開発している企業と手を組む、

（様々な製造業分野の）欧州企業が相次ぐ。初期の量

子コンピューター（NISQ デバイス）でも数年後に経済的

に有益なメリットが得られるユースケースに取り組んで

いる。 

EU や欧州諸国の政府は‘欧州のテクノロジー主権’のために、（短期的には北米の企業に頼っても）中長

期的には欧州製の量子コンピューターを製作する戦略を推進する。 

中国のネット大手と協業 

オーストリア・ウィーン大学に 2020 年 9

月に開設したばかりの新しい研究所

は、中国のネット大手テンセントの子

会社と提携。共同で光量子コンピュー

ターとクラウドを開発し、オンラインで

一般向けにも提供するという 

アマゾンとフォルクスワーゲン 

米アマゾンは 2020 年 8 月、量子コ

ンピューターのクラウドサービス

「Braket」を正式にスタート。現在、

最大の顧客は独自動車メーカー

のフォルクスワーゲン 
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■ 米国や中国への依存を避けたい欧州 

ドイツ・欧州は‘地政学的リスク’から、量子技術分野において米国や中国への依存をできるだけ避ける方

針。人工知能（AI）分野と同様に、民主主義や自由主義、多国間主義の価値観を分け合う国々（日本、韓

国、オーストラリアなど）との関係強化に傾いてくると予想される。特に不足する部分を互いに補完できる

国との協業に関心が高い。量子技術の基礎研究では一流だが、特許出願件数は少なく、大きな IT 企業

もない欧州との連携強化は日本にとっても意味があるかもしれない。また、ドイツ・欧州の企業の量子技

術への取り組みを把握することは、競合分析の観点からも必要である。 

そこで、本レポート Part 2 では欧州の大学・研究機関と企業に焦点をあてる。まずは第 1 章で、欧州諸国

の量子研究‘ホットスポット’（17 地域）、量子技術分野で有力な研究機関（19 組織）と大学（40 校以上）を

紹介する。第 2 章では欧州の産業界における量子技術への取り組み状況を調査し、独仏の代表的な企

業 11 社についてはケーススタディーを示す。第 3 章では、量子コンピューターでリードしている米国のテ

ック大手（IBM、グーグル、マイクロソフト、インテル、アマゾン)と欧州の大学・研究機関、企業・スタートアッ

プとの関係を解き明かす。今後の展望を考察して締めくくる。 

※ 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・地域レベルのイニチアチ

ブ（Part 1）から、大学・研究機関および大企業のアクティビティ（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。 
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1. 欧州の研究機関・大学の動向 

1.1. 主要プレイヤー 

1.1.1. 国際的な比較 

■ 基礎研究でトップクラス、特にドイツと英国が際立つ 

欧州は量子技術分野における基礎研究では国際的に非常に良い位置にいる。量子コンピューティング

に関する論文の総数で、ドイツと英国は米国、中国に続く第 3 位の座を分かち合う。EU は世界全体の当

該分野における論文総数の 30％を占め、米国や中国を凌駕。本レポート Part 1 に示すように、オースト

ラリア、スイス、オランダ、英国、ドイツは量子技術分野の論文の‘質’でトップレベルにある。これらの国で

は、この分野の論文全体に占める「最も頻繁に引用された論文（上位 10％）」の割合が 23％を超える。 

ただし、特許出願件数に関しては、欧州は米国やアジアに大きく引き離されている。欧州の大学・研究機

関では論文（量と質）は直接的な評価対象だが、特許出願件数はほとんど評価されていないこともその背

景にある。 

（※ 量子技術分野における国際競争力の比較については本レポート Part 1 に記載）  

図 1： 量子コンピューティングに関する学術論文の件数（世界全体、国別） 

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

  

米国

21%

中国

13%

ドイツ

7%
英国

7%日本

6%

カナダ

4%
オーストラリア

3%

イタリア

3%

フランス

3%

インド

3%

ロシア

2%

スペイン

2%

オーストリア

2%

スイス

2%

その他

22%
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■ 量子コンピューティング … 北米、欧州、アジア、オセアニアに有力大学 

量子コンピューティング研究で有力な大学の中には、カナダのウォータールー大学、英国のオクスフォー

ド大学、米国の一連の著名大学、シンガポール国立大学、シドニー大学などが含まれる。ミュンヘン大学

やインスブルック大学といったドイツ語圏の大学も国際的に高い評価を得ている。本レポート Part 1 に示

すように、量子通信・量子鍵配送分野では中国の大学の存在感が非常に大きいが、スイスのジュネーブ

大学も著名な存在。欧州の研究機関の中では、フランス国立科学研究センター（CNRS）とオーストリア科

学アカデミーが量子コンピューティング分野の論文数で際立つ。 

（ピラミッド型の）英国やフランスなどとは異なり、ドイツには（同じぐらいのレベルの）質の良い大学や研究

機関が多数ある。このため、研究論文も一部の大学・研究機関に偏らず、多数の学術・研究機関に分散

している。 

表 1： 量子コンピューティング研究で有力な大学 TOP 12（世界全体） 

The Quantum Daily（量子コンピューティングに特化したニュースサイト）による 

量子コンピューティング研究の有力大学 TOP 12 （2019 年 11 月） 

ウォータールー大学 量子コンピューティング研究所 

https://uwaterloo.ca/institute-for-quantum-computing/ 
カナダ 

オックスフォード大学 

http://oxfordquantum.org/ 
英国 

ハーバード大学 ハーバード量子イニチアチブ 

https://quantum.harvard.edu/about 
米国 

マサチューセッツ工科大学 理論物理センター 

http://www-ctp.mit.edu/ 
米国 

シンガポール国立大学 / 南洋理工大学 量子技術センター 

https://www.quantumlah.org/  
シンガポール 

カリフォルニア大学バークレー校 バークレー量子情報・コンピューティングセンター 

http://bqic.berkeley.edu/  
米国 

メリーランド大学カレッジパーク校 共同量子研究所 

https://jqi.umd.edu/ 
米国 

中国科学技術大学 量子物理学・量子情報部 

https://quantum.ustc.edu.cn/web/en  
中国 

シカゴ大学 シカゴ量子エクスチェンジ（CQE）  

https://quantum.uchicago.edu/  
米国 

シドニー大学 

https://sydney.edu.au/science/our-research/research-

areas/physics/quantum-science-group.html  

オーストラリア 

ミュンヘン大学 量子応用・研究ラボラトリー（QAR-Lab） 

http://www.mobile.ifi.lmu.de/en/qar-lab/  
ドイツ 

インスブルック大学 量子情報・計算グループ 

https://www.uibk.ac.at/th-physik/qic-group/  
オーストリア 

出所：The Quantum Daily 

https://uwaterloo.ca/institute-for-quantum-computing/
http://oxfordquantum.org/
https://quantum.harvard.edu/about
http://www-ctp.mit.edu/
https://www.quantumlah.org/
http://bqic.berkeley.edu/
https://jqi.umd.edu/
https://quantum.ustc.edu.cn/web/en
https://quantum.uchicago.edu/
https://sydney.edu.au/science/our-research/research-areas/physics/quantum-science-group.html
https://sydney.edu.au/science/our-research/research-areas/physics/quantum-science-group.html
http://www.mobile.ifi.lmu.de/en/qar-lab/
https://www.uibk.ac.at/th-physik/qic-group/
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表 2： 量子コンピューティング研究の論文数の多い組織 TOP 30（世界全体） 

 

出所： Dhawan, S. & Gupta, Brij Mohan & Bhusan, Sudhanshu. (2018). Global Publications Output in Quantum Computing 

Research: A Scientometric Assessment during 2007-16. Emerging Science Journal. 2. 10.28991/esj-2018-01147. 

  

順位 組織 国 論文総数 引用総数

1 オクスフォード大学 英国 102 2.928

2 ウォータールー大学 カナダ 99 2.915

3 マサチューセッツ工科大学 米国 63 1.515

4 シンガポール国立大学 シンガポール 63 1.175

5 フランス国立科学研究センター（CNRS） フランス 61 765

6 ハーバード大学 米国 51 1.992

7 清華大学 中国 51 890

8 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 日本 51 1.741

9 カリフォルニア大学バークレー校 米国 49 3.275

10 東京大学 日本 45 589

11 中華人民共和国教育部 中国 42 362

12 アメリカ国立標準技術研究所 米国 42 1.569

13 クイーンズランド大学 オーストラリア 42 2.802

14 スタンフォード大学 米国 39 4.029

15 科学技術振興機構 日本 39 503

16 シドニー大学 オーストラリア 38 757

17 メルボルン大学 オーストラリア 38 1.147

18 ペリメータ理論物理研究所 カナダ 36 1.083

19 カリフォルニア工科大学 米国 36 1.253

20 中国科学技術大学 中国 35 794

21 オーストリア科学アカデミー オーストリア 34 1.800

22 インスブルック大学 オーストリア 33 1.342

23 メリーランド大学 米国 33 920

24 日本電信電話 日本 33 367

25 南フロリダ大学 米国 32 978

26 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 米国 32 1.401

27 プリンストン大学 米国 31 3.060

28 サンディア国立研究所 米国 31 283

29 ブリストル大学 英国 31 980

30 パデュー大学 米国 30 743

量子コンピューティング研究の論文数の多い組織 TOP 30
（世界全体、2007～2016年）
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1.1.2. 欧州の量子研究‘ホットスポット’ 

■ ドイツ ・・・ 複数の州に分散 

地方分権型のドイツでは量子技術の研究もドイツ全土に分散する。各地方の複数の大学・研

究機関が‘第 2 次量子革命’の研究に取り組んでおり、特に下記の地方が要所となっている。 

• ウルム、シュトゥットガルト、フライブルク（バーデン＝ヴュルテンベルク州南部） 

• ミュンヘン、ニュルンベルク、エアランゲン（バイエルン州） 

• ブラウンシュヴァイク、ハノーファー、イェーナ（ニーダーザクセン州と隣のテューリンゲン州） 

• ノルトライン＝ヴェストファーレン州 

ドイツの連邦政府と州政府が 2018 年にドイツの大学における先端研究を強化するために選択した 57 の

「卓越クラスター（Exzellenzcluster）」の内、7 つが量子技術に関連する。その中の 5 つのクラスター（下記）

は 2019 年、「Quantum Alliance（量子連合）」を形成した（www.quantum-alliance.de）。  

• ML4Q（量子コンピューティングのための物質と光）： ケルン大学、アーヘン工科大学、ボン大学、

ユーリッヒ研究機構（www.ml4q.de） 

• MCQST（ミュンヘン量子科学技術センター）： ミュンヘン大学、ミュンヘン工科大学、マックス・プ

ランク量子光学研究所（MPQ）、バイエルン学術アカデミー ヴァルター・マイスナー研究所、ドイ

ツ博物館（www.mcqst.de） 

• Quantum Frontiers（量子フロンティアにおける光と物質）： ハノーファー大学、ブラウンシュヴァイ

ク工科大学、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）、ハノーファー レーザー研究所（Laser Zentrum Hannover）、ブレー

メン大学 応用宇宙技術・微小重力センター（ZARM）（www.quantumfrontiers.de） 

• ct.qmat（量子物質における複雑性とトポロジー）： ヴュルツブルク大学、ドレスデン工科大学、ヘ

ルムホルツ ドレスデン・ロッセンドルフ研究所（HZDR）、ライプニッツ固体材料研究所（IFW）、マ

ックス・プランク固体化学物理学研究所（MPI CPfS）、マックス・プランク複雑系物理学研究所

（MPI PKS）、バイエルン応用エネルギー研究センター（ZAE Bayern）（www.ctqmat.de） 

• CUI: Advanced Imaging of Matter： ハンブルク大学、ヘルムホルツ協会ドイツ電子シンクロトロン

（DESY）、マックス・プランク物質構造・動力学研究所（MPSD）、欧州 X 線自由電子レーザー

（European XFEL）（www.cui-advanced.uni-hamburg.de） 

その他、下記の大学・研究機関の連合も「Quantum Alliance（量子連合）」に加わっている。 

• IQST（統合した量子科学技術）： シュトゥットガルト大学、ウルム大学、マックス・プランク固体物

理学研究所（MPI-FKF）（www.iqst.org） 

  

http://www.quantum-alliance.de/
http://www.ml4q.de/
http://www.mcqst.de/
http://www.quantumfrontiers.de/
http://www.ctqmat.de/
http://www.cui-advanced.uni-hamburg.de/
http://www.iqst.org/
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■ 他のドイツ語圏 ・・・ オーストリアやスイスにも‘ホットスポット’ 

オーストリアでは、ウィーンとインスブルックが量子技術の世界的な先端研究の中心地に発展

した。特にイオントラップ型の量子コンピューターに関する研究で国際的にトップレベルにある。 

• インスブルック： インスブルック大学、オーストリア科学アカデミーのインスブルック量子光学・量

子情報研究所（IQOQI Innsbruck） 

• ウイーン： ウィーン量子科学技術研究所（VCQ）※、ウィーン大学、ウィーン工科大学、オーストリ

ア科学アカデミーのウィーン量子光学・量子情報研究所（IQOQI Wien） 

※ ウィーン量子科学技術研究所（VCQ）は 4 つの研究組織（ウィーン大学、ウィーン工科大学、オースト

リア科学アカデミーウイーン量子光学・量子情報研究所、オーストリア科学技術研究所）の共同イニシア

ティブで、首都ウィーンの量子物理学者をひとつの連携研究センターに束ねる。 

スイス最大の都市、チューリッヒは量子技術の研究開発の‘ホットスポット’。2011 年以降、（世

界有数の工科大学である）スイス連邦工科大学チューリッヒ校が量子技術に関するスイスの国

家レベルの中核研究拠点となっている。 

• チューリッヒ： スイス連邦工科大学チューリッヒ校 

その他、スイス第 2 の都市ジュネーブは量子通信・暗号化、第 3 の都市バーゼルは量子センサーの分野

で知られる。 

■ 英国 ・・・ 4 つのハブ + 国家量子コンピューティングセンサー 

英政府は「英国国家量子技術プログラム（UKNQTP） 第 1 段階」の枠組みで、量子技術の研

究開発のための 4 つのハブを創出。 

• ネットワーク量子情報技術（NQIT）ハブ： オクスフォード大学が中心。17 の大学や 25 以上の民

間・政府系の組織が連携する。2020 年、「量子コンピューティング＆シミュレーションハブ（QCS）」

となった 

• 量子センサー/計測ハブ： バーミンガム大学が中心。その他、グラスゴー大学、インペリアル・カ

レッジ・ロンドン、ノッティンガム大学、サウサンプトン大学、ストラスクライド大学、サセックス大学、

イギリス国立物理学研究所（NPL）、英国地質研究所、産業界の 70 以上のパートナーが参画 

• 量子通信ハブ： ヨーク大学が中心。その他、ブリストル大学、ケンブリッジ大学、グラスゴー大学、

ヘリオットワット大学、ケント大学、オクスフォード大学、クィーンズ大学ベルファスト、シェフィール

ド大学、ストラスクライド大学の計 10 の大学、民間企業、公的機関が連携する 

• 量子イメージングハブ： グラスゴー大学が中心。その他、ブリストル大学、エジンバラ大学、ヘリ

オットワット大学、オクスフォード大学、ストラスクライド大学が含まれる。産業界と緊密に連携する 

さらに、「英国国家量子技術プログラム（UKNQTP） 第 2 段階」の枠組みで、オクスフォード近郊のテクノ

ロジーパーク Harwell Science and Innovation Campus に「国家量子コンピューティングセンサー(NQCC)」

を新たに設立する。 
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■ オランダ ・・・ デルフト、アムステルダム、アイントホーフェンにエコシステム 

オランダでは、量子コンピューティングと量子インターネットの先端研究所 QuTech のあるデル

フトが‘ホットスポット’。その他、首都アムステルダムは量子ソフトウェア、同国南部の工業都市

アイントホーフェンは量子材料・技術のエコシステムを形成する。 

• デルフト（量子コンピューティング・量子インターネットのハブ）： QuTech※、デルフト工科大学、

オランダ応用科学研究機構（TNO） 

※ QuTech は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 

• アムステルダム（量子アプリケーション・ソフトウェアのハブ）： QuSoft※、アムステルダム大学、ア

ムステルダム自由大学、アムステルダム応用科学大学  

※ QuSoft はオランダ国立情報数学研究所（CWI)、アムステルダム大学、アムステルダム自由大学が共

同で設立した研究所 

• アイントホーフェン（量子材料・技術のハブ）： QT/e※、アイントホーフェン工科大学 

※ QT/e は 2018 年、アイントホーフェン工科大学の応用物理・数学・情報学部と電気工学部の共同イニ

シアティブとしてスタートした。 

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、原子・

分子物理学研究所（AMOLF）がオランダの量子技術研究の主要プレイヤー。 

■ フランス ・・・ 3 つの量子ハブを創出 

フランス政府は 2020 年 1 月に発表した国家量子戦略の中で、3 つの‘量子ハブ’をパリ、サク

レー、グルノーブルに創出することを明らかにした。フランスの量子エコシステムの 80％がパリ

中央部、サクレー、グルノーブルの 3 地域に分かれている。 

• サクレ－： パリ=サクレー大学、複数の研究機関、タレスなどの企業 

• パリ中央部： 2014 年以降、パリ量子コンピューティングセンター（PCQC）がフランス国立科学研

究センター（CNRS）、ソルボンヌ大学、パリ大学の研究者を束ねている。フランス国立情報学自動

制御研究所（INRIA）のパリチーム、パリの量子スタートアップ、大企業と共にパリのハブを形成す

る 

• グルノーブル： フランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）、電子情報技術研究所（CEA-

LETI）、システム技術統合研究所（CEA-LIST）、ネール研究所（CNRS-NEEL）、グルノーブル学

際的研究所（CEA-IRIG）、グルノーブル・アルプ大学、IT 大手の Atos が集まる。ナノサイエンス・

低温学研究所（CEA-INAC）、ネール研究所（CNRS-NEEL）、電子情報技術研究所（CEA-LETI）

の 3 組織の研究者は「グルノーブル量子シリコングループ」を形成し、シリコンスピンキュービット

を用いた拡張可能な量子コンピューターを共同で開発している  
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1.1.3. 量子技術分野で有力な欧州の研究機関 

下記の表に、EU の「量子フラグシップ」の共同研究開発プロジェクトにおいて最も存在感のある 10 の研

究機関を示す。さらに付録①には、量子分野で有力な欧州の 17 の研究機関の概要を表にまとめた。 

表 3： EU の「量子フラグシップ」プロジェクトで存在感のある研究機関 TOP 10 

 
出所：自社作成 

■ ドイツ ・・・ 国を代表する全ての研究機関が取り組む 

ドイツでは基礎研究機関であるマックス・プランク研究所と並んで、応用研究機関のフラウンホーファー研

究機構の存在感が大きい。 

• マックス・プランク研究所： ドイツを代表する世界一流の基礎研究機関。現在、

86 の研究所・研究施設を運営する。量子技術分野の研究は 10 以上の研究所

で行われているが、特にマックス・プランク量子光学研究所（MPQ）とマックス・プランク光科学研

究所（MPL）が著名。光科学研究所（MPL）のスタートアップ InfiniQuant は量子通信の応用に特

化している。 

• フラウンホーファー研究機構： 欧州最大の応用研究機関

で、ドイツ全土に 80 以上の研究所・研究施設がある。現

在、計 14 のフラウンホーファー研究所が量子技術分野（量子コンピューティング、量子通信、量

子イメージング、量子 AI、量子センサー）の研究開発に取り組んでいる。特にフラウンホーファー

応用光学・精密工学研究所（IOF）とフラウンホーファー応用固体物理学研究所（IAF）の存在感

が大きい。 

フラウンホーファー研究機構は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」を 2021 年初めにドイツに導入する。欧州の研究者、IT 専門家、企業研究者らがク

研究機関 国
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）

フランス国立科学研究センター（CNRS） フランス 8 568 €

フラウンホーファー研究機構 ドイツ 5 524 €

光科学研究所（ICFO） スペイン 6 430 €

スイス電子・マイクロ技術研究所（CSEM） スイス 2 304 €

マックス・プランク研究所 ドイツ 3 280 €

イタリア学術会議 イタリア 2 268 €

フィンランド技術研究センター（VTT） フィンランド 3 261 €

ユーリヒ研究機構 ドイツ 3 181 €

オーストリア科学アカデミー オーストリア 2 174 €

オーストリア技術研究所（AIT ） オーストリア 2 146 €

EUの「量子技術フラグシップ」プログラムの枠組みで
最もアクティブな研究機関 TOP 10
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ラウド経由で利用できるようになる。フラウンホーファー研究機構の下で、量子コンピューティング

の技術、活用シナリオ、アルゴリズムが研究できる。ドイツの産業界・学術界が専門能力を構築し、

国際競争力の向上を目指す。（※ 詳細は 1.2.3．参照） 

フラウンホーファーはドイツ政府が推進する国家量子イニシアティブの一翼を担い、研究教育省

や連邦首相府と連携する。 

ヘルムホルツ協会に属するユーリッヒ研究機構（FZJ）が EU レベルで量子コンピューティングの中核拠点

に発展しつつある。 

• ユーリッヒ研究機構（FZJ）： 独ヘルムホルツ協会の創設メンバー

で、物理とスーパーコンピューティングが重点分野。量子コンピュー

ターのための研究中核拠点「ヘルムホルツ量子センター（HQC）」が

ユーリッヒに新設される。ユーリッヒ・スーパーコンピューター・センター（JSC）では、ドイツや欧州

のユーザーがクラウドを介して様々な量子コンピューターにアクセスできるよう、量子コンピュータ

ーへの統一したポータル「JUNIQ」を提供する。そのために、カナダの D-Wave 社の量子アニー

リングマシンを設置。EU レベルで共同開発している超電導量子コンピューター「OpenSuperQ」も

試作品が出来上がればユーリッヒに設置される。さらに、米グーグルと研究提携しており、量子コ

ンピューターのハードウェアとアルゴリズムを共同で開発している。 

ユーリッヒ研究機構と独アーヘン工科大学で形成する「ユーリッヒ-アーヘン研究連合（JARA）」は、

オランダの量子コンピューティング先端研究所 QuTech と研究開発のアライアンスを結んでいる。

欧州の有力な研究機関同士が連携を深めている。（※ 詳細は 1.2.2．参照） 

同じくヘルムホルツ協会に属するドイツ航空宇宙センターも量子技術の研究に集中的に取り組む。 

• ドイツ航空宇宙センター（DLR）： 量子技術分野の 3 つの新しい研究所（量

子技術研究所、衛星測地学・慣性センサー技術研究所、ガリレオ・コンピテ

ンスセンター）を立ち上げた。この 3 つの研究所では、研究成果の応用にお

ける産業界のサポートに重点を置く。ウルム市に設ける独自の量子技術研究

所で今後、宇宙分野における量子技術応用の研究を行う予定。ドイツ航空宇宙センターはレー

ザーを用いた量子通信の分野でも世界一流の研究機関のひとつ。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、さ

らに複数の民間企業（ボッシュ、TRUMPF、NXO など）と量子技術の産業用開発を進めるために

コンソーシアムを形成する交渉をしている。 

ドイツ国立物理工学研究所（PTB）も量子計測の分野で重要な役割を担う。 

• ドイツ国立物理工学研究所（PTB）： ドイツの国家計測技術研究所で、国

際的にも著名な存在。現在、量子技術コンピテンスセンター（QTZ）を立ち

上げている。同研究所のコアコンピタンス（核となるノウハウ・強み）を活か

し、量子を用いた計測に重点を置く。 

その他、ライプニッツ協会に属する様々な研究機関でも量子技術の研究が行われている。 
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■ 他のドイツ語圏 ・・・ オーストリア、スイスの研究機関も存在感 

オーストリアでは同国最大の基礎研究機関であるオーストリア科学アカデミーが量子技術研究においても

大きな役割を果たしている。同国最大の研究技術組織のオーストリア技術研究所（AIT）も EU の「量子フ

ラグシップ」のプロジェクトに積極的に参画する。 

• 量子光学・量子情報研究所（IQOQI）： IQOQI はオーストリ

ア科学アカデミーの研究所で、2003 年に開設。インスブルッ

クとウィーンに拠点があり、量子光学と量子情報分野におけ

る基礎研究を行っている。インスブルック大学およびウィーン大学と緊密に連携している 

• オーストリア技術研究所（AIT）： オーストリア最大の研究技術

組織。同国の量子通信技術のコンピタンス・センターとして機

能し、「欧州量子通信インフラ（QCI）」のパイロットプロジェクト「OPENQKD」のコーディネーターを

務める。EU の量子フラグシップの枠組みでは、量子通信分野のプロジェクト「UNIQORN」、

「CiVIQ」に参画 

スイスでは、国家研究能力センター（NCCR）の量子科学技術研究所が量子研究の中心となっている。 

• 国家研究能力センター 量子科学技術研究所（NCCR QSIT）： 

スイス全土の様々な学術・研究機関の計 31 の研究グループから

なる。スイス連邦工科大学チューリッヒ校がリーダーで、サブリー

ダーはバーゼル大学。その他、ジュネーブ大学、IBM チューリッヒ研究所、スイス連邦工科大学ロ

ーザンヌ校、ルガーノ大学なども加わっている。（※ 国家研究能力センター（NCCR）はスイス国

立科学財団によって設立された研究組織で現在、計 22 の研究所を運営する） 

その他、スイス電子マイクロ技術研究所（CSEM）が EU の量子フラグシップのプロジェクトにおいて重要な

役割を担っている。 

• スイス電子マイクロ技術研究所（CSEM）： マイクロ/ナノテクノロ

ジー、マイクロエレクトロニクス、システム工学、通信技術に重点

を置く研究開発センター。量子フラグシップのセンサー・計測分野のプロジェクト「macQsimal」で

コーディネーターを務める 

■ オランダ ・・・ 量子技術のための 3 つの研究機関 

14 ページに記したように、オランダは量子技術の研究開発を行う 3 つの研究機関を立ち上げた。 

• QuTech： 2014 年、デルフト工科大学とオランダ応用科学研究機

構（TNO）が共同で設立。目標は拡張可能な量子コンピューター

と量子インターネットの開発。2015 年、米国の半導体大手のイン

テルと 10 年間に渡る提携を結んだ。提携の重点は（超電導回路やシリコン・スピンキュービットを

用いた）フォールト・トレラント量子コンピューターの開発。2017 年には米マイクロソフトとも 10 年に

渡る提携を開始。提携の目的はトポロジカル量子コンピューターの共同開発。マイクロソフトは

2019 年、自社の量子ラボを（QuTech のある）デルフト工科大学内に開設した。その他、オランダ
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の電気通信事業者 KPN やオランダの銀行 ABN AMRO とも提携する。欧州最初の公的な量子

コンピューティング・プラットフォーム「Quantum Inspire」を展開し、複数の異なる技術を用いた量

子コンピューター（超電導回路、シリコン・スピンキュービット）へのクラウド経由のアクセスを提供

する。同研究所からスピンオフした量子スタートアップには、Orange Quantum Systems、Qblox が

ある。（※ 詳細は 1.2.1．参照） 

• QuSoft： 量子ソフトウェアの研究所で、2015 年にオランダ国立情

報数学研究所（CWI)、アムステルダム大学、アムステルダム自由

大学のパートナーシップとしてスタート。小～中規模の量子コンピューターの試作品向けに新し

いプロトコル、アルゴリズム、アプリケーションを開発している。産業界の様々なパートナーと緊密

に連携しており、独ボッシュとは 2019 年 2 月に 2 年間に渡る提携を開始した。仏 Atos とも量子

プログラミングのワークショップで協業する。オランダの ABN AMRO 銀行とは耐量子のオンライン

/モバイルバンキングの共同プロジェクトを始めた。量子ソフトウェアの製品・サービスを提供する

スピンオフ企業を立ち上げる計画がある。 

• QT/e： 量子材料・量子技術の研究所で、2018 年にアイントホーフェン工科大学

の応用物理・数学・情報学部と電気工学部の共同イニシアティブとして始まった。

量子シミュレーション、耐量子暗号化、量子プロトコル、量子ナノフォトニクス、量子

材料・装置の研究に取り組んでいる。ナノテクノロジー、材料科学、統合フォトニク

ス分野におけるアイントホーフェン工科大学の専門知識を量子技術に応用する。

QuTech やマイクロソフトとマヨラナ粒子を用いたトポロジカル量子コンピューティングの実現に向

けた研究を行っている。 

その他、オランダ応用科学研究機構（TNO）や原子・分子物理学研究所（AMOLF）でも量子技術分野の

研究が行われている。 

■ フランス ・・・ 3 つの大きな公的研究機関 

フランス国立科学研究センター（CNRS）、フランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）、フランス原子

力・代替エネルギー庁（CEA）の 3 つの公的研究機関が同国における量子技術研究を推進している。 

• フランス国立科学研究センター（CNRS）： フランス最大の基礎研究機関。ドイツの

マックス・プランク研究所と似た存在だが、さらに規模が大きい 

• フランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）： フランスの IT・制御分野

の中核的な国立研究所 

• フランス原子力・代替エネルギー庁（CEA）： 原子力の開発応用を推進するフラ

ンス政府の研究所 

NISQ デバイス（誤り訂正機能のない小～中規模の量子コンピューター）に関する研究は、フランス国立科

学研究センター（CNRS）と下記の大学の共同研究所で行われている。 

• パリ量子コンピューティングセンター（PCQC）： フランス国立科学研究センター（CNRS）、ソルボ

ンヌ大学、パリ大学の共同研究所 
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• コンピューターサイエンス基礎研究所（IRIF）： フランス国立科学研究センター（CNRS）、パリ大

学の共同研究所 

• パリ第 6 コンピューターサイエンス研究所（LIP6）： フランス国立科学研究センター（CNRS）、ソル

ボンヌ大学の共同研究所 

• ロレーヌ・コンピューターサイエンス・アプリケーション研究所（Loria）： フランス国立科学研究セ

ンター（CNRS）、ロレーヌ大学、フランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）の共同研究所 

さらに、フランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）やフランス原子力・代替エネルギー庁（CEA）のシ

ステム技術統合研究所（CEA-LIST）も NISQ デバイスに関する研究に取り組んでいる。 

（シリコンベースのキュービットの）大規模な量子コンピューターの研究は、主にフランス国立科学研究セ

ンター（CNRS）のネール研究所（CNRS-NEEL）、フランス原子力・代替エネルギー庁（CEA）の電子情報

技術研究所（CEA-LETI）及び同庁のグルノーブル学際的研究所（CEA-IRIG）にて行われている。 

■ その他の地域 … 南欧や北欧にも有力な研究機関 

スペインでは、フォトニック科学研究所（ICFO）が量子技術（特に量子通信分野）の研究開発で知られる。 

• フォトニック科学研究所（ICFO）： 光の科学技術に特化した研究所で、

2002 年にカタルーニャ州政府とカタルーニャ工科大学によって設立さ

れた。量子フォトニクス・量子通信分野の研究開発で知られる。EU の量子フラグシップでも特に

量子通信分野で存在感が大きい。同研究所からスピンオフしたスタートアップ企業 Quside は、独

自の量子乱数生成技術を用いた量子コンポーネントを設計・生産する。 

その他、スペイン国立研究協議会（CSIC）も有力。 

• スペイン国立研究協議会（CSIC）： 同国最大の公的研究機

関。スペイン国内における 20 件以上の量子研究プロジェク

トをコーディネートしている。2019 年、同研究機関やマドリー

ド自治大学の研究者が量子コンピューター「IBM Q System」にアクセスできるように IBM と契約し

た（※ IBM の「量子ハブ」については 3.2.1．参照） 

北欧では、フィンランド技術研究センター（VTT）が存在感がある。 

• フィンランド技術研究センター（VTT）： 北欧最大の研究受託機関。数百件

の国際協力プロジェクトや欧州共同研究プロジェクトに参画している。EU の

量子フラグシップにおいても 3 件の共同研究プロジェクトに加わっている。フィンランド政府は

2020 年 5 月、同研究センターがフィンランド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の

IQM などが）産学連携で開発する。 

その他、イタリア学術会議（Consiglio Nazionale delle Ricerche）も EU の量子フラグシップで目立つ。 
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• イタリア学術会議（CNR）： イタリアにおける基礎研究で中心的な役割を担う。

ドイツのマックス・プランク研究所やオーストリア科学アカデミーなどと同様の

存在。EU の量子フラグシップでは、プロジェクト「Qombs」でコーディネーター

を務める 

 

1.1.4. 量子技術分野で有力な欧州の大学 

下記の表に、EU の「量子フラグシップ」の共同研究開発プロジェクトにおいて最も存在感のある 20 の大

学を示す。さらに付録②には、量子分野で有力な欧州の大学（44 校）をリスト化した。 

表 4： EU の「量子フラグシップ」プロジェクトで存在感のある大学 TOP 20 

 
出所：自社作成 

大学 国
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）

スイス連邦工科大学チューリッヒ校 スイス 5 658 €

インスブルック大学 オーストリア 4 354 €

デルフト工科大学 オランダ 1 263 €

アムステルダム大学 オランダ 1 244 €

チャルマース工科大学 スウェーデン 1 233 €

コペンハーゲン大学 デンマーク 3 219 €

シュトゥットガルト大学 ドイツ 4 190 €

オクスフォード大学 英国 1 159 €

バーミンガム大学 英国 1 150 €

バーゼル大学 スイス 3 143 €

マインツ大学 ドイツ 2 140 €

パーダーボルン大学 ドイツ 2 125 €

デンマーク工科大学 デンマーク 2 124 €

ミュンヘン工科大学病院 ドイツ 1 122 €

ザールラント大学 ドイツ 2 120 €

アールト大学 フィンランド 3 110 €

ヘブライ大学 イスラエル 3 106 €

ジュネーヴ大学 スイス 2 104 €

ミュンヘン工科大学 ドイツ 3 97 €

ブリストル大学 英国 1 93 €

EUの「量子技術フラグシップ」プログラムの枠組みで
最もアクティブな大学 TOP 20
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■ ドイツ語圏 ・・・ オーストリア、スイスにも有力大学 

ミュンヘン大学が国際的に著名。同大学の Harald Weinfurter 教授を中心とした研究グルー

プは量子情報の伝送（量子ネットワーク）で知られる。その他、マインツ大学、ミュンヘン工科

大学、カールスルーエ工科大学、ザールラント大学、パーダーボルン大学、シュトゥットガルト大学、ウル

ム大学などが量子物理学で知られる。大学発の量子スタートアップとしては、カールスルーエ工科大学の

スピンオフ HQS Quantum Simulations が最も有名。同社は量子化学のソフトウェアを開発している。 

ドイツの様々な大学では、量子コンピューターを実現するための異なる（競合する）技術の研究が行われ

ている。 

• 超電導キュービット： カールスルーエ工科大学 

• イオントラップキュービット： マインツ大学、ジーゲン大学 

• トポロジカルキュービット： ケルン大学 

• 半導体スピンキュービット： アーヘン工科大学、ミュンヘン工科大学、カールスルーエ工科大学 

• ダイアモンド NV 中心キュービット： シュトゥットガルト大学、ライプツィヒ大学、ルール大学連合（ド

ルトムント工科大学、ルール大学ボーフム、デュースブルク・エッセン大学） 

オーストリア・インスブルック大学はイオントラップ技術で世界トップ。イオントラップ技術をベー

スとした汎用量子コンピューターを商業化するために、スタートアップ企業 Alpine Quantum 

Technologies（AQT）を設立した。量子コンピューターのハードウェアアーキテクチャの設計を請け負う

ParityQC も同大学発のスタートアップ。また、独半導体メーカーのインフィニオン（オーストリア子会社）と

も提携して、商用量子コンピューターの廉価なコンポーネントを共同で開発している。 

ウィーン大学も量子コンピューターの研究を強化。2020 年 9 月、同大学に光量子コンピューターの新しい

研究所（CD-Labor für Optische Quantencomputer）を開設。物理学者の Philip Walther 教授が率いる研

究グループが中国のネット大手の子会社 Tencent Mobility と共同で光量子コンピューターを開発し、クラ

ウド上で一般に提供するという。科学研究や産業応用に適した量子コンピューターを開発するとともに、

Tencent Mobility のウエブサービス分野における豊富な経験を活かして量子コンピューター用のクラウド

も開発する。 

スイスにおける量子技術研究では、世界的に著名なスイス連邦工科大学チューリッヒ校が頂

点に立つ。バーゼル大学は量子センサー技術に強く、同大学発のスタートアップ Qnami は高

精度の量子センサーを開発している。一方、ジュネーブ大学は量子通信・暗号化分野で知られ、同大学

の応用物理学者 4 人が設立した ID Quantique（IDQ）は耐量子セキュリティーの世界的なリーダーに成長

した。 

■ 英国 … 多数の大学が量子技術に取り組む 

名門校のオクスフォード大学は量子技術分野の研究においても世界的に一流で、同大学

発の量子スタートアップの数も多い。ブリストル大学、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン、ケ

ンブリッジ大学、ランカスター大学、サセックス大学からも量子スタートアップがスピンアウトしている。 
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• オクスフォード大学： Oxford Quantum Circuits (OQC)、ORCA Computing、Oxford Ionics、

PQShield、Quantum Dice、Quantum Motion Technologies 

• ブリストル大学： PsiQuantum、KETS Quantum Security、Phasecraft、QLM Technology 

• ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン： Q&I、Rahko、Phasecraft、Quantum Motion Technologies 

• ケンブリッジ大学： Cambridge Quantum Computing (CQC) 、Riverlane、Nu Quantum 

• ランカスター大学： Quantum Base 

• サセックス大学： Universal Quantum 

13 ページに記した通り、バーミンガム大学は量子センサー/計測、ヨーク大学は量子通信、グラスゴー大

学は量子イメージング分野でそれぞれ‘ハブ’を率いる。その他、インペリアル・カレッジ・ロンドン、ダラム

大学、ストラスクライド大学、ニューカッスル大学、シェフィールド大学などにも量子技術の研究グループ

がある。 

■ オランダ ・・・ デルフト、アムステルダム、アイントホーフェンに有力大学 

量子コンピューティング/量子ネットワーク分野においてデルフト工科大学がトップ。既に 90 年

代に量子技術の研究に取り組み始め、世界最初のキュービットはデルフト工科大学と NEC の

共同制作だったという。同大学発の量子スタートアップ企業にはDelft CircuitsやSingle Quantumがある。

14 ページに記したように、アムステルダム大学は量子ソフトウェア、アイントホーフェン工科大学は量子材

料に強い。デルフト工科大学、アイントホーフェン工科大学、アムステルダム応用科学大学はマイクロソフ

トと（トポロジカル量子コンピューターの開発において）研究提携している。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にも量子技術分野の研究グループが

ある。ライデン大学は応用量子アルゴリズムに関して、シェル（量子化学）やフォルクスワーゲン（量子最適

化）と連携。トゥウェンテ大学からスピンオフした量子スタートアップ QuiX は光量子コンピューターを開発

している。 

■ 北欧 ・・・ 著名な大学が複数 

北欧は国々の規模こそ小さいが、量子技術分野で有力な大学が複数ある。デンマークでは、

コペンハーゲン大学（ニールス・ボーア研究所）とデンマーク工科大学が（特に量子センサー

と量子通信分野で）著名。両校ともマイクロソフトの研究パートナーになっている。ニールス・ボーア研究

所からスピンオフしたスタートアップ Sparrow Quantum は（単一光子源装置など）光子技術コンポーネント

を開発している。 

フィンランドのアールト大学、スウェーデンのチャルマース工科大学も量子技術

の研究で最高水準にある。欧州で最も多く資金調達した量子ハードウェア・スタ

ートアップ IQM はアールト大学のスピンオフ。チャルマース工科大学は 2017 年、スウェーデンの実業家

一族 Wallenberg の財団から量子技術の研究のために 6 億クローネの資金を得た。両校ともに EU の量子

フラグシップのプロジェクトに参画する。 
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■ フランス … パリ、サクレ-、グルノーブル 

14 ページで言及したように、パリ=サクレー大学、ソルボンヌ大学、パリ大学、グルノーブル・ア

ルプ大学がフランスの‘量子ハブ’の一翼を担う。耐量子暗号のためのアルゴリズムを開発す

るスタートアップ CryptoNext Security はソルボンヌ大学とフランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）

のスピンオフ。パリ＝サクレ大学のキャンパスにある光学研究所（Institut d’Optique）は量子光学・原子の

研究で知られる。同研究所からスピンアウトしたスタートアップ Pasqal は中性原子の 2D/3D 配列をベース

とした量子プロセッサーを手掛ける。パリ高等師範学校（ENS）とリヨン高等師範学校（ENS-Lyon）からは、

エラーフリーの汎用量子コンピューターを開発するスタートアップ Alice&Bob がスピンオフした。 

■ その他  

イタリアではパドヴァ大学、ローマ・ラ・サピエンツァ大学、スペインではバスク大学が量子技術分野で存

在感がある。バスク大学の量子コンピューティング専門家 Enrique Solano 教授は、量子コンピューター企

業 IQM（フィンランド）のドイツ子会社のトップも務める。 
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1.2. 量子コンピューティング・プラットフォームの提供機関 

■ オランダとドイツの研究機関がクラウド経由のアクセス提供 

既に、オランダの QuTech は異なる技術ベースの複数の量子コンピューターへのクラウド経由アクセスを

提供している。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アクセスを提

供するサービスを立ち上げている。さらに、ドイツのフラウンホーファー研究機構も 2021 年初頭に IBM の

量子コンピューターを欧州のユーザーにクラウド経由で提供する予定。 

• QuTech： 2020 年 4 月、QuTech が開発した量子コンピューティング・プラットフォーム「Quantum 

Inspire」がスタート。ユーザーは現在、2 つの量子プロセッサー（超電導回路、シリコン・スピンキュ

ービット）にアクセスできる。プログラミング言語「cQASM」を提供しており、スイス連邦工科大学チ

ューリッヒ校の「ProjectQ」や IBM の「Qiskit」などにも対応している。欧州最初の公共の量子コン

ピューティング・プラットフォームとあり、登録すれば誰でも無料で利用可能 

• ユーリッヒ研究機構（FZJ）： 2019 年、様々な量子コンピューターへの統一したポータル「JUNIQ」

が始動。クラウド経由でドイツ・欧州のユーザーが同センターの量子コンピューターにアクセスで

きるようになる。D-Wave と量子アニーリングマシンの利用契約を結んでいる。EU が助成する共同

研究プロジェクト「OpenSuperQ」で開発中の超電導量子コンピューターも完成すれば、JUNIQ 上

でアクセス可能になる 

• フラウンホーファー研究機構： ドイツ政府の支援を得て、2021 年初めに IBM の超電導量子コン

ピューター「Q System One」をドイツに導入する。欧州の企業や研究機関のユーザーがクラウド経

由で利用できるようになる 

表 5： 量子コンピューティングのクラウド経由アクセスを提供する研究機関 

研究機関、サービス名 サポートする量子ハードウェア 量子 SDK 

QuTech 

Quantum Inspire 

（オランダ） 

- QuTech/インテル（超電導回路） 

- QuTech/インテル（シリコン・スピンキュービッ

ト） 

※ フルオープンアクセス。登録すれば、誰でも利

用可能 

量子プログラミング言語

cQASM 

（ProjectQ、Qiskit など Python

ベースの SDK にも対応） 

ユーリッヒ研究機構 

JUNIQ 

（ドイツ） 

- 2020 年～、D-Wave（量子アニーリング） 

- 2022 年～、現在、EU レベルで共同開発して

いる OpenSuperQ（超電導回路） 

※ ユーリッヒ研究機構の研究者の他、同機構の

（政府・学術機関の）顧客が利用可能。欧州の民

間企業の顧客もアクセス権を得ることができる 

D-Wave の Ocean SDK 

フラウンホーファー研究機構 

（ドイツ） 

- 2021 年～、IBM（超電導回路） 

※ フラウンホーファー研究機構を介して、企業や

研究機関はアクセス権を得られる 

IBM の Qiskit？ 

出所：自社作成 
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1.2.1. Qutech（オランダ） 

■ QuTech ・・・ オランダの国家を象徴する量子コンピューティング先端研究所 

QuTech は量子コンピューティングと量子インターネットとの先端研究所

で、2014 年にデルフト工科大学とオランダ応用科学研究機構（TNO）の

共同研究所として設立。 

QuTech の研究活動は、3 つのミッション型の科学技術ロードマップに従って組織されている。このロード

マップに従い、同研究所のゴール「拡張可能な量子コンピューターと量子インターネットの開発」に向けて

進んでいる。 

【3 つのミッション型の科学技術ロードマップ】 

• フォールトトレラント量子コンピューティング： （量子回路、制御エレクトロニクス、コンパイラー、ソ

フトウェアを含む）フルスタックの拡張可能な量子コンピューティングシステムを目指す。キュービ

ットのハードウェアシステムには 2 つのアプローチ（量子ドットの電子スピン、超電導量子回路）を

用いる 

≪提携パートナー≫ 米インテル（その他、試験・計測エレクトロニクスや低温装置のサプライヤ

ーとも緊密に連携） 

• 量子インターネットとネットワークコンピューティング： 目標は、多数の（小さな）量子コンピュータ

ーの光学的に接続されたネットワークを構築すること。地理的に異なる場所に設置された量子プ

ロセッサーの間の量子通信を可能にする技術を開発する。量子プロセッサーを量子ネットワーク

につなぎ、大きな量子コンピューティング・クラスターを作ることで、拡張性への‘自然な道’がひら

かれる。このアプローチは「ネットワーク量子コンピューティング」と称され、最終的に遠隔ユーザ

ー/プロバイダーが‘クラウド上’で安全な量子コンピューティングを実行することを可能にする。 

≪提携パートナー≫ オランダの電気通信事業者 KPN 

QuTech は、欧州 23 ヵ国の産学共同プロジェクト「Quantum Internet Alliance（量子インターネッ

ト連合）」も率いている （※ Quantum Internet Alliance については本レポート Part 1 に記載） 

• トポロジカル量子コンピューティング： マヨラナ束縛状態をベースとしたトポロジー的に保護され

たキュービットを開発・製作・実証することに焦点をあわせている。 

≪提携パートナー≫ 米マイクロソフト研究部門 Microsoft Research の「Station Q」  

■ 産業界のパートナーと連携 

上記に示唆したが、QuTech は米国やオランダの産業界の複数のパートナーと提携している。 

• インテル： QuTech は 2015 年、米国の半導体大手のインテルと 10 年間に

渡る提携を結んだ。インテルは5,000万ドルの資金援助の他、技術支援も行

っている。提携の重点はフォールト・トレラント量子コンピューターの開発。量子ドットのスピンキュ

ービット、超電導キュービット、極低温制御エレクトロニクス、キュービット-電子のインターフェイス、
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量子コンピューターのアーキテクチャに焦点をあてる。 

• マイクロソフト： QuTech は 2017 年、米マイクロソフトとも 10 年に渡る

提携をスタート。提携の目的はトポロジカル量子コンピューターの共

同開発。マイクロソフトは 2019 年、自社の量子ラボ「Microsoft Quantum Lab Delft」を（QuTech の

所在地でもある）デルフト工科大学内に開設した 

• KPN： QuTech は 2019 年 6 月、オランダの電気通信事業者 KPN と量子イ

ンターネット実現のために提携 

• ABN AMRO 銀行： 2019 年 6 月、オランダの銀行 ABN AMRO と

安全なオンライン/モバイルバンキングのための量子鍵配送技術を

開発するためにタイアップ 

■ Quantum Delft ・・・ オランダの国家エコシステムの中心的ハブ 

オランダは 2019 年、デルフト、アムステルダム、ライデン、ア

イントホーフェン、トゥウェンテの 5 都市の主要量子研究ハブ

からなる量子イノベーション国家エコシステム「Quantum 

Delta（量子デルタ）」を立ち上げた。それぞれのハブは研究機関、大学、大企業、スタートアップを含み、

異なる重点分野を持つ。デルフトのハブ「Quantum Delft」の重点は量子コンピューティングと量子インタ

ーネットで、国家レベルのエコシステムの心臓部となる。 

（※ オランダの量子エコシステム Quantum Delta については本レポート Part 1 に記載） 

デルフト工科大学は量子技術分野における EU の研究資金をこれまで最も多く調達した大学のひとつで、

Quantum Delft は既にこの分野の科学者、エンジニア、実業家のホットスポットとなっている。Quantum 

Delft の構成メンバーには量子技術だけではなく、センサー、アルゴリズム、エレクトロニクスなど重要なコ

ンポーネントに取り組む企業・機関も含まれている。また、オランダだけではなく、国外の大企業も入って

いる。 

Quantum Delft の設立者 

- QuTech 

- デルフト工科大学 

- オランダ応用科学研究機構（TNO） 

- デルフト市 

Quantum Delft に拠点を置く企業・機関 

- マイクロソフト 

- Kavli Institute of Nanoscience Delft（研究所） 

- Delft Circuits（量子スタートアップ企業）  

- Single Quantum（量子スタートアップ企業）  

- Qblox（量子スタートアップ企業）  

- Orange Quantum Systems（量子スタートアップ企業） 
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- Nenso Solutions 

- Bluefors 

- HennyZ 

Quantum Delft のパートナー 

- インテル 

- KPN（オランダの電気通信事業者） 

- ABN AMRO 銀行 

- Qu & Co（量子スタートアップ） 

（※ 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） 

■ フルスタックのアプローチ、4 つの異なる技術のキュービット 

Quantum Delft では量子コンピューターと量子インターネットを開発するために、（アルゴリズムやソフトウェ

アから、ハードウェア制御、量子チップの個々のキュービットまで）複数のレイヤーからなるフルスタックの

アプローチをとる。 

現在まだ、「どの技術に基づくキュービットが最終的に最も良く機能するか誰にも分からない」ため、

Quantum Delft では 4 つの異なる技術を用いたキュービットに同時進行で取り組んでいる。 

• 超伝導トランズモン・キュービット 

• シリコン・スピンキュービット 

• ダイアモンド NV 中心キュービット 

• トポロジカル・キュービット 

■ Quantum Inspire ・・・ 量子コンピューティング・プラットフォーム 

2020 年 4 月、QuTech が開発した量子コンピューティング・プラット

フォーム「Quantum Inspire」がスタート。Quantum Inspire は欧州最

初の公的な量子コンピューティング・プラットフォームである。市

場・社会の幅広い層に様々な異なる技術に基づく量子コンピューターへの（クラウド経由の）アクセスを早

期に提供することを目的とする。登録すれば、誰でも無料で利用できる。 

ユーザーは現在、2 つの量子プロセッサーと２つのシミュレーターにアクセスできる。 

• SPIN-2： シリコンの単一電子スピンキュービットをベースとした 2 キュービットのプロセッサー（世

界初のクラウド上のスピンキュービットの量子プロセッサー） 

• STARMON-5： 超電導トランスモン・キュービットをベースとした 5 キュービットのプロセッサー 

• QX-26： 最大 26 キュービットの量子コンピューターシミュレーター 

• QX-31： 最大 31 キュービットのプログラム可能な量子コンピューターシミュレーター 

Quantum Inspire は複数のレイヤーから構成されるフルスタックのシステムで、この中には量子チップのハ

ードウェア、従来の制御電子装置、量子コンパイラー、ソフトウェアのフロントエンド（クラウド経由でアクセ
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ス可能なウェブインターフェース）などが含まれる。 

「cQASM」というプログラミング言語も提供する。さらに、サードパーティーの Python ベースのプログラミン

グプラットフォーム（スイス連邦工科大学チューリッヒ校の「ProjectQ」、IBM の「Qiskit」など）にも対応して

いる。 

QuTech は今後、Quantum Inspire を拡張する計画。2021 年は、現在の 2 つの量子コンピューター技術

（スピンキュービット、超電導）においてキュービット数を増やすことに主眼を置く。また現在、他のプラット

フォームのプロバイダーとも（相互）接続について交渉中という。 

“量子コンピューティングは未来の主要テクノロジーで、オランダはこの分野で科学的リーダーだ。

デルフトの研究者・エンジニアは研究とイノベーション、起業家精神、後進の教育を組み合わせ

ており、大変誇りに思う。Quantum Inspire は最初のステップで、このプラットフォームをオランダ国

内、欧州レベルでもさらに拡張するつもりだ。コロナ危機の時期であっても、知識を共有し、明日

のイノベーションに取り組み続けることは重要だ” 

オランダの教育・文化・科学大臣 Ingrid van Engelshoven 

 

 

1.2.2. ユーリッヒ研究機構（ドイツ） 

■ ヘルムホルツ協会 

ド イ ツ 研 究 セ ン タ ー ヘ ル ム ホ ル ツ 協 会 （ Helmholtz-Gemeinschaft 

Deutscher Forschungszentren）は、16 の独立した研究機関から構成され

る。この中には、ユーリッヒ研究機構、ドイツ航空宇宙センター、カールス

ルーエ工科大学などが含まれる。各研究センターは、自然科学、工学、生物学、医学の重点分野の基礎

研究、工業化前段階の技術開発に取り組む。ヘルムホルツ協会は計 4 万人以上の従業員（その中の

40％は研究者）を擁し、年間予算は 48 憶ユーロ。ドイツ最大の研究組織である。予算の約 3 分の 2 はド

イツ政府や州政府からの公的資金で、残りの約 3 分の 1 は国や EU の研究プロジェクトの助成金。 

■ ユーリッヒ研究機構 

ユーリッヒ研究機構（Forschungszentrum Jülich（FZJ））はヘルムホルツ協

会の創設メンバーで、独ノルトライン＝ヴェストファーレン州ユーリッヒ（ケ

ルンの西 45㎞）にある。物理とスーパーコンピューティングに主眼を置き、

健康、エネルギー、環境、情報分野における学際的な研究を行っている。約 6,100 人の従業員が所属し、

この中の約 2,300 人は研究者。世界 62 ヵ国の約 520 人の客員研究員がいる。年間予算は約 7 憶ユー

ロ。この中の 60％はドイツ政府と州政府からの公的資金で、残りの 40％は国や EU が支援する研究プロ

ジェクトの助成金。 
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■ ヘルムホルツ量子センター（HQC） 

ヘルムホルツ協会は 5,000 万ユーロを投資し、ユーリッヒ研究機構に量子コンピューターのための研究中

核拠点「ヘルムホルツ量子センター（HQC）」を立ち上げている。同センターは（量子材料の研究からプロ

トタイプの開発まで）量子コンピューターの全ての研究範囲をカバーする。技術的に既に進んでいるシス

テムから有望な新しいコンセプトまで、様々なキュービットを研究するという。各キュービットにはそれぞれ

長所と短所があり、どのコンセプトが最終的にデファクトスタンダードとなるかまだ不明なことがその背景に

ある。ヘルムホルツ量子センター（HQC）は 2020 年 1 月にスタートしたが、全面稼働は 2025 年の予定。 

“米国のテック企業は現在、量子コンピューターの研究で先行している。言ってみれば、量子コ

ンピューティングの Windows や iOS だ。我々の目標は、ヘルムホルツ量子センター（HQC）で量

子コンピューティングの Linux のようなものを促進することだ” 

ユーリッヒ研究機構 Peter Grünberg 研究所の責任者 Prof. Dr. Frank Stefan Tautz 

■ JUNIQ（ユーリッヒ量子コンピューティング統一インフラ） 

2019 年 10 月、ユーリッヒ研究機構のユーリッヒ・スーパーコンピューター・センター（JSC）で「ユーリッヒ量

子コンピューティング統一インフラ（JUNIQ）」がスタート。JUNIQ は様々な量子コンピューターへの統一し

たポータルとなり、クラウドを介してドイツや欧州のユーザーが同センターの量子コンピューターにアクセ

スできるようにする。同センターが以前からスーパーコンピューターに関して行っているのと同様のサービ

スを量子コンピューターでも提供する。ドイツ教育研究省とノルトライン＝ヴェストファーレン州がそれぞれ

500 万ユーロの補助金を出して、JUNIQ の構築を支援する。 

同センターはカナダの量子コンピューター企業、D-Wave と量子アニーリングマシンの利用契約を結んで

おり、欧州やドイツのユーザーがアクセスできる。また、EU の支援を得て欧州のコンソーシアムが開発を

進めている超電導量子コンピューター「OpenSuperQ」の試作品が数年後に出来上がれば、同様に

JUNIQ 上でアクセスできるようにする。同センターは米グーグルとも量子コンピューター分野で連携してお

り、他の有力な量子コンピューター企業との協業にも関心が高い。 

“D-Wave Systems は我々にとって重要なパートナーだ。しかし JUNIQ に関して、量子コンピュ

ーター分野における全ての重要な企業との連携を目指している。量子コンピューターを従来の

スーパーコンピューターと共にハイブリッドモードで利用可能にする、我々のユニークなモジュ

ール式技術が企業ユーザーから評価されている”  

ユーリッヒ・スーパーコンピューター・センター（JSC）の責任者 Prof. Dr. Dr. Thomas Lippert 

■ カナダの D-Wave と提携 

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
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定の 5,000 キュービットの量子アニーリングマシン Advantage もクラウドを介して利用できるようになるとい

う。 

■ 米グーグルと提携 

ユーリッヒ研究機構は 2019 年 7 月、米グーグルとの量子コンピューティング分野に

おける研究提携を発表。量子コンピューターのハードウェアとアルゴリズムの共同

研究、および専門家の養成を共同で行う。両組織の研究者はユーリッヒ・スーパーコンピューター・センタ

ー（JSC）が所有するスーパーコンピューター上でのシミュレーション、グーグルの量子プロセッサーのベ

ンチマーク目的の実験を共同で行う。その際、ユーリッヒのユニバーサル量子コンピューター・シミュレー

ター（JUQCS）を利用する。 

「量子超越性」の実証にユーリッヒの研究者が協力 

ユーリッヒ研究機構とグーグルの連携は既に成果をあげている。両組織は 2019 年 10 月、量子コン

ピューターで「量子超越性」の実証に初めて成功。その際、ユーリッヒ研究機構の K. Michielsen 教授

を中心としたグループは、ユーリッヒのスーパーコンピューター「JUWELS」によるシミュレーションで

グーグルの量子プロセッサーの検証とベンチマークに協力した 

■ EU の「量子フラグシップ」 

ユーリッヒ研究機構は、EU の「量子フラグシップ」の複数の共同研究プロジェクトに参画

している。（※ EU の量子フラグシップの詳細は本レポート Part 1 に記載） 

- OpenSuperQ： 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 2021 年末までに目指す。開発後、この量子コンピューターをユーリッヒに設置し、外部

のユーザーがオープンソースソフトウェアを介してクラウド上でアクセスできるようにする 

- PASQuanS： 原子・イオンベースの（最大 500 個の原子を持つ）高度な量子シミュレーションプラ

ットフォームを作ることが目的 

- ASTERIQS： ダイアモンドの結晶格子欠陥を使って、高性能量子センサーを開発することが目的 

■ 欧州レベルの研究連合 

ユーリッヒ研究機構と独アーヘン工科大学は 2007 年以降、「ユーリッヒ-アーヘン研究連合（JARA）」を形

成している。さらに 2017 年 4 月、ユーリッヒ-アーヘン研究連合（JARA）はオランダの量子コンピューティ

ング先端研究所 QuTech と協定を結んだ。3 つの研究機関が連携を深めて、固体量子コンピューター分

野における学術・技術開発を推進することが目的。EU の量子フラグシップの枠組みでも、3 組織が力を合

わせる。固体量子情報処理（SQIP）と高性能計算機（HPC）の分野における、欧州の有力な研究機関の

連携を深める重要な一歩となった。量子技術分野における欧州の先端研究を強化する重要なステップで

ある。 

  



 

 

 欧州の研究機関・大学 

 

 

 

PRUDENTIA 欧州の量子技術・コンピューティング動向 ■ Part 2 

31 
 

1.2.3. フラウンホーファー研究機構（ドイツ） 

■ 欧州最大の応用研究機関 

フラウンホーファー協会は欧州最大の応用研究機関で、

総勢 28,000 人のスタッフを抱える。マックス・プランク学術振興協会、ヘルムホルツ協会、ライプニッツ協

会と並ぶドイツの代表的な研究機関である。企業に直接的な利益をもたらし、社会のためになる応用研

究を行うことを目的に 1949 年に設立された。本部はミュンヘンで、ドイツ全土 40 余りの拠点に 80 以上の

研究施設（その中の 74 は研究所）を運営する。欧州、北米、南米、アジアにも研究所や駐在員事務所が

あり、国際的なネットワークを持つ。 

研究予算は年間 28 億ユーロに達し、その 70％は民間企業や公共機関から委託された研究プロジェクト

で賄っている。残りの 30％は国や州からの助成金で、今すぐ直接の利益にはならないが、5～10 年後に

経済や社会にとって重要となる課題の研究に取り組むための予算とされる。従業員の大半が理系で、各

研究所はそれぞれ異なる応用分野を研究テーマとしている。 

■ 14 の研究所が量子技術に取り組む 

現在、計 14 のフラウンホーファー研究所が量子技術分野（量子コンピューティング、量子通信、量子イメ

ージング、量子 AI、量子センサー）の研究開発に取り組んでいる。特にフラウンホーファー応用光学・精

密工学研究所（IOF）やフラウンホーファー応用固体物理学研究所（IAF）の存在感が大きい。フラウンホ

ーファーの重要プロジェクトには、QUILT（先進的なイメージングソリューションのための量子手法）、

QMag（量子磁気測定）、QuNET（盗聴されない安全な量子通信）が含まれる。英グラスゴーにあるフラウ

ンホーファー応用フォトニクス研究所（CAP）は英国の量子ハブのメンバー。 

■ IBM と量子コンピューティング分野で提携 

フラウンホーファー協会と IBM は 2019 年 9 月、ドイツにおける量子コンピュ

ーティング分野の研究を推進するために提携を発表（75 ページも参照）。両

組織の連携にあたり、ドイツ教育研究省が支援し、メルケル首相も介入したと

いう。提携パートナーはドイツ政府の目標「量子技術の基礎研究から実用化レベルの応用への発展」を

支持し、ドイツの研究施設や全ての規模の企業のために応用量子コンピューティングのイニシアティブを

実現する。 

フラウンホーファー協会は 2020 年 3 月、IBM との契約書に正式にサインした。IBM との提携の中核は、 

• 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経由のアクセス 

• IBM の量子コンピューターをドイツ国内に設置し、ドイツの法律の下で運用すること 

学者、IT 専門家、企業研究者らが量子コンピューティングの技術、活用シナリオ、アルゴリズムを研究し、

ドイツの経済・学術のために国際競争力のある専門能力を構築できるよう、当地の企業（スタートアップ、

中小企業、中堅企業、大企業）および研究施設に IBM の量子コンピューターへのアクセスを提供するこ

とが目的。 
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■ ドイツに量子コンピューターを設置 

IBM との提携の枠組みで、超電導量子コンピューター「IBM Q System One」がシュトゥットガルト近郊にあ

る IBM ドイツ子会社のデータセンター内に設置される。2021 年初めに稼働する予定。IBM の量子コンピ

ューターが欧州に置かれるのは初めてとなる。ドイツ国内に置くことで、量子コンピューターのドイツの法

律に基づく運営を可能にし、欧州のデータ保護法の要件を満たすこともできる。 

“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会長 Prof. Dr. Reimund Neugebauer 

両組織の提携により、ドイツの企業や研究施設は米国にある IBM 量子コンピューターにもアクセスできる。

既に 2020 年 4 月以降、関心のある企業や研究施設はフラウンホーファー協会を通して、米ニューヨーク

州に設置されている計 20 台の IBM 量子コンピューターへのクラウド経由アクセスが得られる。 

■ 国家コンピタンスネットワーク 

フラウンホーファー協会と IBM の共同イニシアティブでは、産学のパートナーをコンピタンスネットワークに

束ねる。現在、7 州の地域コンピテンスセンターからなる「国家量子コンピューティング・コンピテンスネット

ワーク」を構築している。現在の所、11 のフラウンホーファー研究所が参画しており、各地域のコンピテン

スセンターに量子コンピューティングの専門能力を統合すべく動いている。 

図 2： ドイツの国家量子コンピューティング・コンピテンスネットワークの構造 

 

フラウンホーファー地域コンピテンスセンター 

• バーデン＝ヴュルテンベルク州： 「量子コンピューティング バーデ

ン＝ヴュルテンベルク」 （コーディネーター：フラウンホーファー応

用固体物理学研究所（IAF）） 

• ラインラント＝プファルツ州： 「量子-高性能コンピューティング」 

（コーディネーター：技術・経済数学研究所（ITWM）） 

• バイエルン州 （コーディネーター：フラウンホーファー応用・統合セ

キュリティ研究所（AISEC）） 

• ベルリン （コーディネーター：フラウンホーファーオープン通信シス

テム研究所（FOKUS）） 

• ザクセン州 （コーディネーター：フラウンホーファー工作機械・成形

技術研究所（IWU）） 

• ノルトライン＝ヴェストファーレン州 （コーディネーター：アルゴリズ

ム・科学計算研究所（SCAI）） 

• ヘッセン州 （コーディネーター：安全情報技術研究所（SIT）） 

フラウンホーファー量子コンピューティングセンター 

• 事務局 

• 研究所の委員会 

• 外部の諮問委員会 

 

IBM 

• IBM ドイツ： 量子コンピューター 

• IBM 米国： クラウドアクセス 

• IBM ドイツ： 試験施設   

情報・イノベーション 

• 産（スタートアップ、中小企業、中堅

企業、大企業） 

• 学（大学、研究組織、病院） 

• 官（議員、省庁、政府・公共機関、

社会）  

国家量子コンピューティング・コンピテンスネットワーク 

出所：フラウンホーファー協会 
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最初の地域コンピテンスセンターとして 2020 年 5 月、バーデン＝ヴュルテンベルク州のコンピテンスセン

ター「量子コンピューティング バーデン＝ヴュルテンベルク」が始動。フラウンホーファー応用固体物理

学研究所（Fraunhofer IAF）がフラウンホーファー生産管理工学研究所（Fraunhofer IAO）と共同で、この

コンピテンスセンターの調整役を担う。バーデン＝ヴュルテンベルク州政府は今後 4 年間で最大 4,000 万

ユーロを助成する。IBM 量子コンピューターがバーデン＝ヴュルテンベルク州に設置されることから、最も

重要な地域コンピテンスセンターとなる。2020 年 8 月には、ラインラント＝プファルツ州にあるフラウンホー

ファー技術・経済数学研究所（Fraunhofer ITWM）に「量子-高性能コンピューティング」が開設され、2 番

目の地域コンピテンスセンターとなった。 

国家量子コンピューティング・コンピテンスネットワークは欧州の法律とデータ主権の下、応用に焦点をあ

てた量子コンピューター戦略の発展と移管を目標とする。 
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2. 欧州の企業の動向 

2.1. 欧州企業の量子技術への取り組み 

■ ドイツ・欧州の企業の強みと弱み 

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 次量子革命’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。欧州には大きな IT 企業がほとんどないことがその背

景にある。量子コンピューター開発以外の分野では、産学が量子技術の商業化に向けて好位置につけ

ている。 

“ドイツの製造業は量子技術のテーマに大きな関心があり、量子技術の利用や開発に向けて第

一歩を踏み出した企業もある” 

機械メーカーTRUMPF の最高技術責任者（CTO） Dr. Peter Leibinger 

ドイツ政府はコロナ危機の景気対策の一環で 20 憶ユーロを量子技術に投じるが、ドイツの‘量子攻勢’に

は研究機関・大学の他、ボッシュ、TRUMPF、NXO といった民間企業も加担する。 

図 3： 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/ 

イメージング/計測 
量子通信・暗号化 

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） 

• 基礎技術・コンポーネント： ドイツは伝統的にレーザー技術に強い。（多くの量子技術の重要な

基礎技術である）特殊レーザーに関しても、世界市場で既に有力なドイツ企業がある。その他、

人工ダイアモンド、冷却装置、制御システムなど量子技術の利用に必要なコンポーネントを手掛

ける企業が欧州にある 

• 量子コンピューティング： ドイツ・欧州の自動車メーカー、航空機メーカー、医薬品・化学メーカ

ー、エネルギー企業などは既に、材料研究や最適化問題のために量子コンピューター/シミュレ

ーションを試しており、量子コンピューティングの先駆者的なテストユーザー。フランスの IT 大手

Atos は量子コンピューティングを将来の成長分野と位置づけ、量子シミュレーターや量子アルゴ

リズムなどを開発・提供する。他の欧州の大企業はこれまで量子コンピューターの開発に参入し

ておらず、北米のテック大手や米欧のスタートアップとの提携に頼っている 

• 量子センサー/イメージング/計測： ドイツの大企業（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

に良いスタート位置にいる 
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• 量子通信・暗号化： 欧州の電気通信事業者、半導体メーカー、ソフトウェア企業などが量子通信

や量子暗号化に積極的に取り組んでいる 

付録③に、量子技術の開発・活用に取り組んでいる欧州の大企業（20 社）を表にまとめた。 

■ 量子コンピューティング ・・・ ‘アーリーアダプター’を目指す大企業 

量子コンピューターに関しては、欧州ではまだどちらかというと学術的な色合いが強い。しかし、ここ数年

の間に IQM（フィンランド）や Alpine Quantum Technologies (AQT)（オーストリア）を始めとする、欧州のス

タートアップ企業が続々と誕生。2020 年 7 月現在、様々な競合する技術（超電導回路、イオントラップ、光

子、原子、シリコン量子ドット、カーボンナノチューブのスピンキュービット、量子アニーリング）をベースとし

た量子コンピューターを開発するスタートアップが計 15 社ある。Cambridge Quantum Computing(CQC)

（英国）、HQS Quantum Simulations（ドイツ）など量子コンピューティングのソフトウェアやサービスを手掛

けるスタートアップも 30 社近くある。（※ 量子スタートアップについては本レポート Part 3 に記載） 

ドイツの大企業では現在、量子コンピューターの開発を自社で推進したり、コンソーシアムに参加する動

きはみられない。小さな例外は半導体メーカーのインフィニオン。同社のオーストリア子会社は 2019 年よ

り、オーストリア・インスブルック大学やスイス連邦工科大学チューリッヒ校と連携して、商用量子コンピュー

ターの廉価なコンポーネントを開発している。 

EU の「量子フラグシップ」の枠組みで現在、量子コンピューター開発の 3 つの汎欧州プロジェクト

「OpenSuperQ（超電導量子コンピューター）」、「AQTION（イオントラップ量子コンピューター）」、「AvaQus

（量子アニーラ）」が進行中だが、そのどれもが研究機関やスタートアップが中心となっている。唯一、大企

業で参画しているのはフランスの IT 大手 Atos。同社では量子コンピューティングを将来の成長分野とし

て重要視する。「世界で最も高性能」という商用量子シミュレーター「Atos Quantum Learning Machine

（QLM）」を提供しており、量子プログラミング言語、量子を用いたアクセラレータなども開発している。（※ 

EU の量子フラグシップについては本レポート Part 1 に記載） 

ドイツ・欧州の製造業大手は量子コンピューターの開発には及び腰だが、活用には関心が高く‘アーリー

アダプター’を目指している。特に自動車メーカーが材料・電池開発や（生産、物流、MaaS の）最適化問

題における量子コンピューターの利用に意欲的。その他、航空機メーカー、化学・医薬品メーカー、石

油・エネルギー企業、複合テクノロジー企業、機械メーカーなどが積極的に取り組んでいる。ここ数年の

間に、量子コンピューターや量子ソフトウェア・アプリケーションを開発している企業と手を組む、欧州の

大企業が相次ぐ。今から専門能力を構築し、量子コンピューターが経済的に有益なメリットをもたらす将

来に備えている。 

量子コンピューティングの活用に積極的な欧州の大企業 

• フォルクスワーゲン（自動車、ドイツ） 

• ダイムラー（自動車、ドイツ） 

• BMW（自動車、ドイツ） 

• エアバス（航空宇宙、欧州） 

• ダッソー・アビアシオン（航空機、フランス） 

• トタル（石油・エネルギー、フランス） 
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• フランス電力（電力、フランス） 

• メルク（医薬品・化学、ドイツ） 

• BASF（化学、ドイツ） 

• バイエル（医薬品・化学、ドイツ） 

• サノフィ（医薬品・バイオテク、フランス） 

• ボッシュ（複合テクノロジー、ドイツ） 

• タレス（複合テクノロジー、フランス） 

• ジョンソン・マッセイ（複合テクノロジー、英国） 

• TRUMPF（機械・レーザー装置、ドイツ） 

など 

図 4： 欧州の大企業と量子コンピューティング企業（テック大手、スタートアップ）の提携 

 

出所：自社作成 

■ 量子センサー/イメージング/計測 ・・・ ボッシュなどがマーケットリーダーを目指す 

ドイツは量子を用いたセンサー、イメージング、計測の研究開発において、国際的に有力な国のひとつ。

大学・研究機関だけではなく、ドイツの産業界もこの分野における研究開発に関心が高い。マーケットリ

ーダーの地位を将来的にも守り、自社の知的財産（特許など）を創出するために、早期の研究開発を重

視。それぞれ自社の事業分野における応用に重点を置く。 

ドイツの大企業の中では、ボッシュが量子技術をベースとした磁場センサーを開発しており、このテーマ

に本気で取り組む。EU の「量子フラグシップ」の共同プロジェクトにも（大企業としては珍しく）積極的に参
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画。光学機器メーカーのカールツァイスでは顕微鏡分野における応用を念頭に置き、量子イメージングに

焦点をあてる。インダストリー4.0 の先駆者として知られる機械・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 を既に設立した。その他、NVISION IMAGING Technologies

（独ウルム大学のスピンオフ）、Qnami（スイス・バーゼル大学のスタートアップ）のように、センサーやイメー

ジング分野における量子技術の応用に特化した新興の中小企業もある。 

■ 量子通信・暗号化 ・・・ 通信企業、半導体メーカー、企業ソフト会社が関心 

欧州の大企業の中では、特に電気通信事業者（T-System/ドイツテレコム、エリクソン、KPN など）、半導

体メーカー（インフィニオンなど）、企業ソフトウェア会社（SAP）が量子通信、量子暗号化、耐量子暗号化

のアプリケーションの研究開発に積極的である。ドイツテレコムは 2018 年、（韓国の SK テレコムとの相互

投資協定の枠組みで）スイスの量子暗号化スタートアップ ID Quantique に投資。インフィニオンでは非接

触型スマートカードに耐量子暗号を実装した。ボッシュ、フォルクスワーゲン、タレス（フランスの軍需・セキ

ュリティー企業）なども IT/IoT セキュリティーの観点からこの分野に関心を寄せる。 

その他、欧州には量子通信、量子暗号化、耐量子暗号化分野のスタートアップ企業が 15 社以上ある。そ

の中で最も有力なのは、スイス・ジュネーブ大学のスピンオフ ID Quantique。 

「欧州量子通信インフラ（QCI）」のパイロットプロジェクト「OPENQKD」には、欧州の産学の計 38 の組織が

参画している。この中には、前述の ID Quantique、（ドイツテレコム、テレフォニカ、BT など）欧州諸国の電

気通信事業者、仏タレス、東芝の欧州現地法人も含まれる。さらに、ドイツの通信機器メーカーの ADVA 

Optical Networking や独エレクトロニクス企業のローデ・シュワルツも重要な役割を担う。 

■ 基礎コンポーネント ・・・ それぞれのニッチ分野で有力 

欧州諸国には、特殊レーザー、光子源、半導体や超電導の特殊材料、（温度をミリケルビンの範囲に下

げる）特殊な冷却技術などに取り組むスタートアップ企業が比較的に多い。その大半は大学や研究機関

のスピンアウトで、特に特殊レーザーや光子源の分野では国際的にもリーダー的な役割を果たす。 

ドイツ企業の中では、世界的に有力なレーザー装置メーカーTRUMPF がこの分野でアクティブ。その他、

特殊レーザーを手掛ける TOPTICA および Menlo Systems、単一光源検知に取り組む PicoQuant といっ

た比較的に新しい中小企業もドイツにある。スイスの Alpes Lasers も特殊レーザー分野で有名。冷却技術

では、独ミュンヘン工科大学から 2018 年にスピンオフした Kiutra が知られる。英国の Element Six は人工

ダイアモンドの世界的なサプライヤーで、人工ダイアを用いた量子技術の開発で有力。スイス連邦工科大

学チューリッヒ校のスピンオフ Zurich Instruments は試験・計測装置のメーカーで、2018 年に量子コンピ

ューティング制御システムを商品化した。 

■ EU・ドイツのネットワーク 

EU の「量子フラグシップ」の専門家委員会には、下記の欧州の大企業の代表者が入っている。 

- ボッシュ（ドイツ、複合テクノロジー） 

- エアバス（欧州、航空・宇宙） 

- Atos（フランス、IT） 
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- シーメンス（ドイツ、複合テクノロジー） 

- エリクソン（スウェーデン、通信機器） 

- タレス（フランス、軍需・電機） 

- ASML（オランダ、半導体製造装置メーカー） 

- KPN（オランダ、通信企業） 

- ST マイクロエレクトロニクス（欧州、半導体メーカー） 

上記の中でも、ボッシュ、タレス、Atos が「量子フラグシップ」のプロジェクトに積極的に参加しており、100

万ユーロ以上の補助金を得ている。 

表 6： EU の「量子フラグシップ」で存在感のある企業 

 

ドイツの大企業は量子コンピューターのための（非公式の）研究会を立ち上げ、下記の企業が参加してい

るという（ダイムラーはこの中には入らず、IBM と独自に取り組んでいる）。 

- ボッシュ 

- エアバス 

- シーメンス 

- カール・ツァイス（光学機器メーカー） 

- TRUMPF（工作機械・レーザー装置メーカー） 

- フォルクスワーゲン 

- BMW 

- SAP 

- T-Systems/ドイツテレコム 

付録③に、量子技術の開発・活用に取り組んでいる欧州の大企業（20 社）を表にまとめた。 

 

 

民間企業 国
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）

TOPTICA Photonics  ドイツ 4 319 €

NVision Imaging Technologies  ドイツ 2 202 €

ボッシュ  ドイツ 3 186 €

Element Six 英国 3 159 €

Zurich Instruments スイス 1 158 €

タレス フランス 3 142 €

Alpes Lasers スイス 1 120 €

アトス/Bull フランス 2 113 €

EUの「量子技術フラグシップ」プログラムの枠組みで
最もアクティブな企業 TOP 8
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2.2. 独仏の代表的な企業のケーススタディー 

2.2.1. エアバス（欧州） 

■ 欧州の航空宇宙大手 

エアバスは米国のボーイングと熾烈な競争を繰り広げる、欧

州 4 ヵ国（ドイツ、フランス、スペイン、英国）の航空宇宙企業。 

■ 量子技術は‘ゲームチェンジャー’ 

エアバスは量子技術が航空機の開発・製造や飛行の仕方に大きなパラダイムシフトをもたらすと予想し、

航空宇宙分野の複雑な課題を解き、製品・サービスの性能を向上するために、量子技術のアーリーアダ

プター（初期利用者）になることを目指す。同社では、航空宇宙分野の課題に応用できる量子技術を探

求している。 

• 量子コンピューティング： 航空宇宙産業には流体動力学、有限要素シミュレーション、空気力学、

飛行力学などの分野における複雑な計算のニーズがある。量子コンピューティングは従来の高

性能コンピューティング（HPC）と共に、大きな計算能力を必要とする問題の解決に役立つと期待

する 

• 量子通信： 現在の暗号アルゴリズムは将来の量子コンピューターによる攻撃に耐えられないと予

想される。量子情報技術を用いて、自社の航空宇宙プラットフォームのために将来的に安全な通

信インフラ（アルゴリズム、認証、キー）を開発することを目標とする 

• 量子センサー： 量子センサーは周波数、加速度、回転速度、電磁場、温度などの物理量を非常

に高い相対精度・絶対精度で計測するのに効果的。このため、（位置データを得るために正確な

加速度計測を用いている）自社のナビゲーションシステムの向上に直接的に応用できると期待す

る。また、量子センサーを搭載して様々な用途（衛星からの気候力学の調査、航空機からの地下

資源の調査など）に利用できるかもしれない 

■ 外部の専門家と連携 

エアバスでは量子技術が航空宇宙分野の専門技術と最適に融合するよう、大学やスタートアップの外部

専門家と連携している。 

• 量子技術アプリケーションセンター： 英ウェールズのニューポートに Airbus Endeavr Wales と連

携して、「量子技術アプリケーションセンター」を開設した。宇宙・航空・防衛分野における量子技

術のアプリケーションを外部の専門家と共同で研究する（※ Airbus Endeavr Wales はエアバスと

ウェールズ政府の共同イニシアティブで、ウェールズにおけるイノベーション支援を目的とする） 

• 量子スタートアップに投資： エアバスのベンチャー投資子会社

Airbus Ventures は 2016 年と 2018 年、米国の量子ソフトウェア

会社 QC Ware に投資。QC Ware は様々な量子ハードウェア上



 

 

            欧州の大企業 

 

 

 

 

40 
 

で実行可能なソフトウェアソリューションを開発している。クラウドベースのプラットフォームを介し

て、ユーザーは異なる量子ハードウェア上で量子コンピューティングのアルゴリズムを実行できる。

QC Ware は顧客のエアバス向けに、航空宇宙分野における量子コンピューティングのアプリケー

ション（設計検証最適化、飛行経路最適化など）を開発している。

Airbus Ventures は 2019 年 10 月、米国の量子コンピューター・スター

トアップ IonQ にも投資。IonQ はイオントラップ型の汎用量子コンピュ

ーターを開発している 

• エアバス量子コンピューティング チャレンジ： 大学やスタートアップとの橋渡しが目的。大学や

スタートアップの量子コンピューティング専門家がコンペティションを通して、航空宇宙分野の

様々な分野における現実問題に取り組むことを可能にする（下記に詳細を記載） 

• その他、エアバスは英ブリストル大学の量子技術イノベーションセンターを支援している 

■ エアバス量子コンピューティング チャレンジ 

エアバスは 2019 年 1 月、航空分野における課題に対する量子コンピューティングを用いた解決法を競う

コンペティション「Airbus Quantum Computing Challenge」への参加を呼び掛けた。比較的に容易な問題

（上昇飛行の最適化）から複雑な問題（ウィングボックス設計の最適化）まで、異なる難易度の課題が 5 つ

ある。 

• 課題①： 航空機の上昇飛行における時間と燃焼コストの最適化 

• 課題②： 計算流体動力学シミュレーション 

• 課題③： 偏微分方程式を解くための量子ニューラルネットワーク 

• 課題④： 航空機のウィングボックス設計の最適化 

• 課題⑤： 航空機の荷重の最適化 

量子コンピューティング分野の学生・院生、研究者、スタートアップ、専門家が対象。受賞者は量子ハード

ウェアにアクセスできる他、エアバスの専門家と連携して自らのアイデアを実用化に向けて開発するチャ

ンスを得られる。500 以上のチームがエントリー。2019 年 10 月に登録を締め切った。 

エアバス社内の専門家の他、量子コンピューティング分野の有力な学者や産業界の専門家が審査。この

中には、オランダの量子ソフトウェア研究機関 QuSoft、米国の量子スタートアップ QC Ware、シンガポー

ルの量子スタートアップ Horizon Quantum Computing の代表者も含まれる。2020 年春に受賞者を発表す

る予定だったが、新型コロナウイルスの影響を受けて延期された。  
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2.2.2. Atos（フランス） 

■ シーメンスと関係の深い仏 IT 企業 

Atos（アトス）はパリ郊外に本社を置く、フランスの IT サービス/コンサルティング企業。「デジタルトランス

フォーメーションのグローバルリーダー」と自称する。世界 73 ヵ国に約 11 万人の従業員を擁し、2019 年

度の売上高は 116 憶ユーロ。世界で 7 番目に大きな IT コンサルティング/システムインテグレーション企

業である。様々な業界の企業に、クラウド、ビックデータ・アナリティクス、サイバーセキュリティ、高性能コ

ンピューティング、マネージド・サービス、自動化（オートメーション）、モノのインターネット（IoT）などのサ

ービスを提供する。 

Atos は 2011 年、シーメンスの IT 部門を 8.5 憶ユーロで買収。この買収は「サクセスストーリー」とされ、

Atos にとって重要な成長ステップとなった。一方、シーメンスは Atos の筆頭株主になり、現在でも 11％の

株式を所有する。両社は 2011 年以降、戦略的提携を結んでおり、IoT 分野で関係を深めている。シーメ

ンスの製造業 IoT プラットフォーム「Mindsphere」を普及させるために、両社は緊密に提携。 

Atos で長年 CEO を務めた Thierry Breton 氏は 2019 年 12 月、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、CEO のポジションを退いた。 

■ Atos Quantum ・・・ 量子コンピューターは将来の有力事業 

Atos は量子コンピューターを未来・成長テーマとして重要視する。同社は 2016 年 11 月、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」をスタート。「量子研究開発ラボ」をパリ近

郊に開設した。さらに、世界的に認められている量子物理学者や数学者から成る「Atos Quantum 学術評

議会」を設置。量子コンピューティング分野で有力な地位を築くことを目標に掲げる。既に量子シミュレー

ターを販売しており、この事業で採算がとれているという。 

Atos Quantum プログラムでは、下記の 4 つの優先事項の開発と産業への統合を目指す。 

• 量子プログラミング/シミュレーションプラットフォーム： 研究者らが将来の量子コンピューターの

アルゴリズムやソフトウェアを開発・試験、トレーニング・学習できるよう、量子プログラミングとシミュ

レーシの環境を開発 ⇒ Atom Quantum Learning Machine 

• 量子アルゴリズム： （ビックデータ、AI・機械学習、スーパーコンピューティング、サイバーセキュリ

ティなどの）量子アプリケーションのために、量子アルゴリズムを開発する 

• コンピューティングアーキテクチャ： 量子を用いた新しいアクセラレータの設計。量子と従来のス

ーパーコンピューターのパワーの恩恵を得られるよう、革新的なコンピューティングアーキテクチ

ャを設計する 

• 耐量子暗号： 量子コンピューターによる攻撃にも安全な暗号の開発。（インターネットや電子ビジ

ネスの安全な運営、個人データ保護など）既存の安全レベルを守るために、新しい耐量子暗号ア

ルゴリズムを開発する 
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■ Atos QLM ・・・ 量子プログラミング/シミュレーションプラットフォーム 

Atos は 2017 年、「Atos Quantum Learning Machine（量子学習機械; 略称：Atos QLM）」を発売。量子ソ

フトウェア開発、トレーニング、学習のためのオンプレミス環境を提供する。研究者、学生、エンジニアらが

将来の量子アプリケーションやアルゴリズムを現在のコンピューターで開発・テストすることができる。 

Atos QLM のハードウェアは（エンタープライズ・

サーバーと同程度の大きさの）超小型スーパーコ

ンピューターで、汎用プログラミング言語「Atos 

Quantum Assembly Language（量子アセンブリ言

語 aQasm）」を搭載している。aQasm は世界基準

の量子アセンブリ言語 QASM をベースとする。最

大 40 キュービットをシミュレーションできる。Atos 

QLM は本物の量子コンピューターの動作をエミ

ュレートするため、Atos QLM 上で開発したソフト

ウェアは、コードを変更することなく、将来の量子コンピューター上で実行可能という。 

下記の研究機関や企業が既に Atos QLM を導入している。 

- Hartree Centre（英国） 

- アルゴンヌ国立研究所（米国） 

- デンマーク工科大学（デンマーク） 

- オークリッジ国立研究所（米国） 

- 原子力・代替エネルギー庁（フランス） 

- オーバーエスターライヒ専門大学 Hagenberg キャンパス（オーストリア） 

- アルゴンヌ国立研究所（米国） 

- トタル（フランス） 

- 高度コンピューティング開発センター(C-DAC)（インド） 

- CSC – IT Center for Science（フィンランド） 

- インテリジェント ウェイブ（日本） 

■ フィンランドの量子コンピューター・スタートアップ IQM と提携 

Atos は 2020 年 6 月、フィンランドの超電導量子コンピューター企業 IQM および

フィンランド国立科学 IT センター（CSC）との提携を発表。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を創出すること

が目的。このイニシアティブの一環で、IQM は Atos の量子シミュレーターAtos Quantum Learning 

Machine を利用して、自社の量子プロセッサーのために完全なプログラミング、コンパイル、実行環境を提

供する。 

■ EU の「量子フラグシップ」に参画 

量子シミュレーター Atos Quantum Learning Machine 

（出所：Atos） 
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Atos は EU の「量子フラグシップ」の共同研究プロジェクトに参画しており、「量子コンピ

ューティング」と「量子シミュレーション」の 2 つの主要研究分野における専門知識・技術

を提供する。 

• AQTION （イオントラップの高度な量子コンピューティング）： 完全に自動化されたイオントラップ

量子コンピューターの実現を目指す。プロジェクトリーダーはインスブルック大学（オーストリア）で、

欧州の産学の計 9 つの組織が参加。Atos はこの共同プロジェクトに自社の量子プログラミングプ

ラットフォーム「Atos Quantum Learning Machine （Atos QLM）」を提供する他、産業用の新しい

量子アプリケーションを考案する 

• PASQuanS （プログラム可能な原子の大規模量子シミュレーション）： 中性原子とイオンベースの

量子シミュレーションプラットフォーム（最大 500 個の原子）を開発する。プロジェクトリーダーはマ

ックス・プランク研究所（ドイツ）と光学研究所（フランス）。Atos は他の欧州企業（トタル、ボッシュ、

エアバス、シーメンスなど）と共に、アプリケーションの部分を担当する 

（※ EU の「量子フラグシップ」については本レポート Part 1 に記載） 

 

2.2.3. バイエル（ドイツ） 

■ 世界的な医薬品メーカー 

バイエル（Bayer）は、独ノルトライン＝ヴェストファーレン州レバークーゼンに本社を

置く、大手化学・医薬品企業。健康と農業のライフサイエンス分野を重点とする。ア

スピリンなどを商品化した世界的な医薬品メーカーとして知られる。 

■ 量子コンピューティングを用いた医療研究プロジェクト 

バイエルは 2018 年、量子コンピューティングを用いた医療研究のために仏 Atos、

独アーヘン工科大学と提携した。プロジェクトの名称は、「量子コンピューティング

を用いて医療研究を加速するための共同連携」。3 組織のパートナーは、

プロジェクトリーダー、技術設計者、量子コンピューティング専門家、ソフト

ウェア開発者、製薬・医療の専門家からなる包括的なチームを結成。（世界で最も高性能と自負する）

Atos 社の量子シミュレーター「Atos Quantum Learning Machine (QLM)」を利用して、症状の診査・分析

における量子コンピューター技術の活用可能性を評価。 

このプロジェクトでは、匿名化された集中治療患者の実際のビックデータを使い、マルチモビディティの進

行（併存疾患の関係、病気の進行）の主要パターンを分析・特定することを目的とした。マルチモビディテ

ィとは、同時に 2 つ以上の慢性疾患が併存している状態を指す。 

“心不全などある特定の病気の患者が複数の典型的な併存疾患を持つことは既に分かってい

る。なぜそうなのか、それが治療にどのような影響を与えるのか、我々は理解しなくてはならない。

2 つ以上の病気を持つ患者の健康状態をもっとよく理解しなくてはいけない。Atos の量子シミュ

レーターは、病気の進行と併存疾患の相互作用を分析する上で役に立つだろう“ 
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バイエルのデジタルヘルス・イノベーションの責任者 Dr. Ulf Hengstmann 

どのように複数の異なる病気が連動しているのか、それがどのように病気の進行に影響を与えるのか、量

子コンピューティングはその答えを見付けられるか、という問いがこのプロジェクトの背景にある。3 組織が

共同で開発した量子アルゴリズムを実際の（匿名化された）集中治療患者データを用いて、Atos の量子

シミュレーターで実行した。 

量子コンピューティングのユースケースの探求 

初期の量子プロセッサーで実行でき、従来のコンピューティングでは対処できない、もしくは 

従来よりも指数関数的に速く解ける、具体的な活用事例を見付けることが今後数年間の課題 

“量子コンピューティングはライフサイエンス業界、健康サービス、患者の治療方法に多大な

影響を及ぼす、有望な技術のひとつだ。量子コンピューティングはまだ初期の段階にある。

我が社はこの技術がどのように、そしてどの分野に最適に活用できるか見出したい” 

バイエルのデジタルイノベーション責任者 Dirk Schapeler 

ベンチマーキング 

量子コンピューティングのアプローチと並行して、アーヘン工科大学の計算生物医学共同研究所は（高

性能コンピューターを用いた）従来のアプローチでベンチマーキングを行い、正確性とパフォーマンスを

評価。 

“ビックデータを用いたメカニズムの構造化学習（機械学習）は、当研究所の重点分野だ。量子

コンピューティングと機械学習の組み合わせはまだ新しい分野である。医療データ分析のため

の大きな潜在性があるとみている。構造化学習（機械学習）における量子コンピューティングのメ

リットを評価するために、高性能コンピューターで比較するデータ分析を行う”  

アーヘン工科大学の計算生物医学共同研究所 所長 Prof. Andreas Schuppert 

ベンチマーキングの結果、量子コンピューティングを用いたアプローチでは、データ解釈のこれまでの限

界を突破できることを示したという。この新しい手法は実用的な付加価値を提供し、（病気の指標を分析

するために限られた患者数のよく整理されたデータに焦点を絞る）通常の臨床研究のアプローチを補完

するとしている。 

反響 

この共同プロジェクトは製薬業界における最初の量子コンピューティング・プロジェクトのひとつとあり、医

療・経済系のメディアからも国際的に注目された。参画した 3 組織は、2019 年の「DIGITAL LEADER 

AWARD（デジタル・リーダー賞）」の「SOCIETY（社会）」カテゴリーで受賞。量子コンピューティングを用い

て、医療診断のクオリティーを向上し、患者のためにより正確でより効果的な治療ができるようにする取り

組みが評価された。DIGITAL LEADER AWARD の創始者は NTT と IDG Business Media で、2016 年よ

り、ドイツにおけるデジタル化のためにベンチマークを打ち立てたプロジェクト/チーム/リーダーを表彰し

ている。 
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2.2.4. BMW（ドイツ） 

■ 高級自動車メーカー 

BMW は独バイエルン州ミュンヘンを拠点とする自動車および自動二輪車、エン

ジンメーカーである。BMW、MINI、ロールス・ロイスなどのブランドを傘下に持つ、

世界的に有力な高級車メーカー。 

■ 米国の量子スタートアップの顧客 

「BMW グループにとって、量子コンピューティングは非常に重要なテ

ーマ」と位置づけ、2017 年からこのテーマに取り組んでいる。BMW の

生産プロセス、製品、サービスへの量子コンピューティングの潜在的

な影響について調べ、ユースケース（使用事例）を特定。BMW は米国の量子ソフトウェア会社 QC Ware

の顧客で、初期段階の量子コンピューターにおけるユースケースの実現可能性を共同で調査した。QC 

Ware は様々な量子ハードウェア上で実行可能なソフトウェアソリューションを開発している。クラウドベー

スのプラットフォームを介して、ユーザーは異なる量子ハードウェア上で量子コンピューティングのアルゴリ

ズムを実行できる（71 ページ参照）。 

BMW の目的は今すぐに経済的メリットを引き出すことではなく、量子コンピューティング技術の現状につ

いて知見を得て、将来のプロジェクトために社内のノウハウを構築すること。例えば、新材料の組成のシミ

ュレーション、ロボットの作業の最適化に量子コンピューティング技術を活用することが考えられるという。

また、量子コンピューティングと AI を組み合わせて、自動運転分野における大きな進歩も期待する。包括

的なユースケースのポートフォリオを作成しており、実現可能性や企業プロセスへの潜在的な影響を考慮

して、ユースケースの優先順位をつけている。主要なユースケースは実験段階に移すという。 

自動車産業の生産プロセスや開発に重要な影響をもたらす、量子コンピューティングの最初の成果が出

るのは 5～10 年後と BMW ではみている。最初に成果が現れるのは、（製造ラインなどの）最適化や材料

シミュレーション分野と予想する。 

■ 「Quantum Computing as a Service」の利用 

量子コンピューティングのハードウェアとソフトウェアの開発は非常にダイナミックに発展しており、その開

発の最前線に触れるために、「量子コンピューティングの有力企業や研究機関と良いネットワークを築くこ

とが重要」としている。また、BMW は自社で量子コンピューターを持たず、量子コンピューターへのアクセ

スのある企業（QC Ware）と提携して「Quantum Computing as a Service」を利用することで、活用に焦点を

合わせる。BMW は（QC Ware のクラウドサービスを介して）、カナダの

D-Wave 社の量子コンピューター（量子アニーリングマシン）を利用し

ている。 
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≪D-Wave の量子アニーリングマシンを利用したユースケース≫ 

BMW はパイロットプロジェクトの枠組みで、産業用ロボットの作業経路を最適化するために量子コン

ピューターを利用。出来るだけ短い時間内に、出来るだけ多くの車体溶接部を防錆剤で処理できる

よう、産業用ロボットの最適な経路を算出した。量子コンピューターの知識を構築することが目的で、

生産性の向上についてはまだ何とも言えないという。 

“現在まだ、量子コンピューターの技術的成熟度は低く、量子コンピューターを用いてどの

程度の生産性向上が可能か分からない。いつになったら量子コンピューター技術が成熟

し、日常的利用に適するようになるか予測することも難しい。しかし、そうなったら直ぐに我

が社は活用できるようにしたい。そのために今準備をしている。適切なユースケースを特

定し、その最適化問題を量子コンピューターで計算できるようアルゴリズムを作成してい

る”  

BMW の AI・機械学習の上級顧問 Bernhard Pflugfelder 
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2.2.5. ボッシュ（ドイツ） 

■ IoT と AI の有力企業としてポジショニング 

ボッシュは 1886 年設立の複合テクノロジー企業で、独バ

ーデン＝ヴュルテンベルク州シュトゥットガルト近郊に本社を置く。主に自動車部品、産業機器、電動工

具、白物家電、エネルギー/ビル技術を手掛ける。 

同社は早くからデジタル化に取り組んでおり、モノのインターネット（IoT）を中核に据えた世界的なリーデ

ィングカンパニーになることを目指している。「インダストリー4.0」、「コネクテッドモビリティ」、「スマートシテ

ィ」、「スマートホーム」の 4 つの IoT 分野でソリューションを提供する。 

IoT（特に自動運転）は人工知能（AI）を用いてのみ実現可能なため、既に 10 年以上前から AI に取り組

み始めた。ドイツの製造業で最大の AI 部隊を擁し、最も野心的な AI 戦略を掲げる。現在、約 1,000 人の

AI 専門家がいるが、この数を 2021 年までに 4 倍の 4,000 人にする計画。2020 年までに全てのボッシュ

の製品がネットにつながり、2025 年までに同社の全ての製品に AI を活用することを目標とする。 

■ 量子技術の応用に‘本気’ 

「量子技術の破壊的な潜在能力は、これまで我々が知っているセンサー、コンピューター、セキュリティー

を変える」として、ボッシュは量子技術の応用に本気で取り組んでいる。独シュトゥットガルト近郊

Renningen にあるボッシュ研究・先行開発センターの Dr. Thomas Strohm 上級科学研究員が量子技術を

担当している。同社では、特に下記の 3 分野が永続的変化をもたらす可能性が高いとみている。 

• 量子センサー： 量子センサーによって、将来的にセンサーの性能が著しく向上する。ボッシュは

現在、小型センサー製品分野で世界的なマーケットリーダーだが、この地位を将来も維持するた

めに、量子センサーが鍵になるとみている。 

“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も開発している。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

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 

• 量子コンピューター、アルゴリズム： 量子コンピューターを利用することで、ボッシュは全く新しい

製品・サービスを開発したり、全く新しい技術分野を開拓したりできるとみている。同社にとって重

要な意味を持つ量子コンピューターのユースケース、メリットをもたらす分野を調べている。例え

ば、材料開発を介して製品の改善につなげたり、交通管理などの新しいサービスの開発・提供

に貢献するかもしれないという。 

- エネルギー貯蔵、センサー、機能性被覆などのために、新しい機能材料の開発や改良 

- エンジニアリング、物流（最適化した交通制御など）、スケジューリングなどの分野におけ

る最適化問題の解決 
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- AI 分野における活用 

“量子コンピューターを作るのは非常に難しい。進歩はしているが、性能の点で受け入れ

られる量子コンピューターが 10、20 年後に使用できるようになるか、今でも定かではない。 

2 つ目の課題は、そのような量子コンピューターができたとしても、それを使って何をする

かということだ。材料開発はまだ技術的に未熟な最初の量子コンピューターでも可能とさ

れるが、その他の活用の可能性は希少だ。多くの数学的課題では、量子コンピューター

は通常のコンピューターよりもそれほど優れて機能しない“      

ボッシュの量子技術専門家 Dr. Thomas Strohm 

• 量子暗号： 特に量子乱数ジェネレーターが IoT におけるセキュリティーの重要な要素となり、「つ

ながる世界」におけるセキュリティー向上に貢献できるかもしれないと、ボッシュはみている。 

■ 米国の量子スタートアップ２社（ソフトとハード）に投資 

ボッシュのベンチャー投資子会社 Robert Bosch Venture Capital

（RBVC）は 2019 年 4 月、米国の量子ソフトウェア会社 Zapata 

Computing のシリーズ A ラウンド（2,100 万ドル）に加わった。Zapata Computing は量子コンピューターの

ためのソフトウェアプラットフォームと量子アルゴリズム/アプリケーションの両方を開発している。化学、製

薬、自動車、航空、金融など様々な産業分野におけるアプリケーションを対象とし、量子ハードウェアを開

発している様々な企業（グーグル、IBM、Rigetti、ハネウェル、IonQ、マイクロソフト、Atos など）と連携して

いる。 

Robert Bosch Venture Capital は 2019 年 12 月、米国の量子コンピュー

ター企業 IonQ の資金調達ラウンド（5,500 万米ドル）に加わった。さらに

2020 年 6 月、米ロッキード・マーティンなどと共に追加のシリーズ B ラウ

ンド（700 万ユーロ）にも戦略的投資家として参加した。IonQ は 2015 年、米メリーランド大学の実験物理

学者と米デューク大学の量子情報学者によって設立。両教授の数十年に及ぶ研究成果をベースに、イ

オントラップ型の汎用量子コンピューターを開発している。クラウド経由で顧客に量子コンピューターへの

商業的なアクセスを提供する方針。ボッシュは量子コンピューターを活用することで製品開発を革新した

いという。 

“この資金調達ラウンドは、量子コンピューターを商業的に提供するという目的に向けた重要な

マイルストーンだ。Robert Bosch Venture Capital（RBVC）という強い新しい投資家が加わった。

ボッシュのような製造業大手は量子コンピューターの日常的応用の開発において、最前線で一

緒にプレイする” 

IonQ の P. Chapman CEO 

（※ IonQ に関しては本レポート Part 3 に記載） 
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■ QuSoft と連携してユースケースの探求 

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。QuSoft は 2015 年にオランダ国立情報数学研究所（CWI)、ア

ムステルダム大学、アムステルダム自由大学が共同で始めた量子ソフトウェアの研究所（18 ページ参照）。 

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。その際、エンジニアリングと AI・機械学習の分野に重点を置く。 

“量子コンピューティングは我々ボッシュにとって非常に重要になる。我が社の技術ポートフォリ

オは幅広いため、最適化、機械学習、物流など多くの潜在的なユースケースがあるだろう。最

適化は、もっと低コストで信頼性の高い製品の設計を求めるエンジニアリング分野で特に重要

だ。製造やスケジューリングでも同様に重要だろう。パワフルな量子コンピューターはまだ数年

先だが、今からユースケースの調査を始めることは必須と感じている。適切なハードウェアがで

きた時に準備ができているように” 

ボッシュの量子技術専門家 Dr. Thomas Strohm 

■ EU・ドイツの助成プロジェクトに参画 

ボッシュは量子技術に関して開かれたイノベーション戦略を取っており、EU の「量子フラグシップ」やドイ

ツ政府の量子技術イニチアチブの共同研究プロジェクトに数多く参画し、研究・学術機関の一流の研究

者と連携している。量子技術は現在まだ新しい研究分野のため、大学との連携や EU・ドイツ政府の助成

プログラムへの参加が特別な意味を持つとみている。 

“量子技術が幾つかの破壊的で産業にとって極めて興味深い要素を示すことに、製造業の我

が社は関心がある。我々はこの破壊的な技術を中長期的に製品に応用するために、早期に研

究機関や大学と連携する必要がある”       

ボッシュの最高技術責任者（CTO） Dr. Michael Bolle 

ボッシュ研究・先行開発センターで量子技術を担当する Thomas Strohm 上級科学研究員は、EU の「量

子コミュニティーネットワーク（QCN）」におけるドイツ産業界の代表者で、「量子フラグシップ」の調整室メ

ンバーとして非常にアクティブに活動している。 

❖ MiLiQuant： 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）で、「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。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）の産業用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。 

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。 
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ボッシュの他、Q.ant（機械メーカーのトルンプが設立した量子技術スタートアップ企業）、カール・ツァ

イス（光学機器メーカー）、Nanoscribe（3D 微細加工に特化した企業）、マインツ大学、パーダーボル

ン大学が参画。 

❖ 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」という名称のドイツ教

育研究省が助成する共同研究プロジェクト（280 万ユーロ； 2017 年 8 月～2020 年 7 月）。このプロジ

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。 

ボッシュの他、シュトゥットガルト大学、ウルム大学、マインツ大学が参画。 

❖ QRANGE： EU が「量子フラグシップ」の枠組みで助成している共同研究プロジェクト「量子乱数ジェ

ネレーター」。このプロジェクトの目的は、量子乱数発生技術の幅広い分野における商業的利用を可

能にすること。そのために、既存の物よりも安価で、速く、もっと安全な 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。 

ボッシュの他、ジュネーヴ大学（スイス）、ID Quantique（量子スタートアップ）、Fondazione Bruno 

Kessler（イタリアの科学技術研究所）、トレント大学（イタリア）、ルーヴェン・カトリック大学（ベルギー）、

ブリュッセル自由大学（ベルギー）、ICFO 光科学研究所（スペイン）、Quside Technologies（ICFO の

スピンオフ）が参画。 

❖ PASQuanS： EU が「量子フラグシップ」の枠組みで助成している共同研究プロジェクト「プログラム可

能な大規模な量子シミュレーション」（1,000 万ユーロ、2018 年 10 月～2021 年 9 月）。このプロジェク

トの目的は、原子・イオンをベースとした（500 個以上の原子を有する）量子シミュレーションプラットフ

ォームを作ること。ドイツのマックス・プランク研究所とフランスの光学研究所が中心となり、Muquans

（フランスの量子測定を専門とする企業）、Atos（フランス）、Azur Light Systems (ALS)（フランス）、フラ

ンス国立科学研究センター、ベルリン自由大学（ドイツ）、ユーリヒ研究機構（ドイツ）、My Cryo Firm

（フランス）、オーストリア科学アカデミー（オーストリア）、ストラスクライド大学（英国）、TOPTICA 

Photonics（ドイツ）、ハイデルベルク大学（ドイツ）、パドヴァ大学（イタリア）が参画。「エンドユーザー

委員会」の枠組みで、ボッシュ、シーメンス、エアバス、フランス電力会社（EDF）、トタルが準メンバー

として加わっている。 
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2.2.6. カール・ツァイス（ドイツ） 

■ 東西が再統合した光学機器メーカー 

カール・ツァイス（Carl Zeiss）は 1846 年、ドイツ東部イェーナで創業した光学機器・

精密機械メーカー。第二次世界大戦後のドイツの東西分断により、カール・ツァイス

も東西に分裂した。1970 年代には東西のカール・ツァイスが両社ともに世界的なメ

ーカーに成長し、競い合うようになった。1990 年のドイツ再統一により、東西に分裂

していたカール・ツァイスも再び統合の道を進む。東側のツァイスは旧東独の経済の低迷が元で、西側の

ツァイスに実質的に吸収合併された。それ以降、カール・ツァイス本社は（西側の）バーデン＝ヴュルテン

ベルク州オーバーコッヘンに置かれている。 

■ 量子センサー/計測/イメージングを重視 

ツァイスは医療技術、計測技術、顕微鏡法分野の製品を開発・製造・販売しているため、量子センサー/

計測/イメージング技術に非常に関心が高い。同社の研究・技術担当上級副社長は、自社にとって量子

技術の重要性が増々大きくなっているとする。 

“これまで、量子技術の可能性はどちらかというと過小評価されていた。いくつかの分野では、5

～10 年後に最初の具体的な製品が期待できる。イノベーションサイクルはどんどん短くなって

おり、ツァイスのような企業にとって十分早い時期に取り組むことが大切だ。数年前に考えてい

たよりも早く、量子技術は我が社にとって重要になる。特に量子センサーは、我々の分野である

医療技術、計測技術、顕微鏡技術にとって重要になる” 

ツァイスの研究・技術担当上級副社長 Dr. Ulrich Simon 

物理学者でツァイス社のフェロー（技術系社員の最高の役職）である Dr. Michael Totzeck は、量子技術

の応用分野が既に分かっていることが魅力という。 

“量子科学はワクワクする。なぜなら、我々はその応用分野に既になじみがあるからだ。いつも

そういうわけではなく、例えばレーザー技術が発見された時、‘それを用いて一体何をするの

か？’と問うた” 

ツァイスのフェロー（技術系社員の最高の役職） Dr. Michael Totzeck 

■ 同郷のボッシュや大学と連携 

ツァイスはバーデン＝ヴュルテンベルク州の産学官の繋がりを大切にし

ており、量子技術分野では特にボッシュと連携している。 

• ブレイン・マシン・インターフェースの構想： ツァイスは（バーデン＝ヴュルテンベルク州に本社を

置く）ボッシュやシュトゥットガルト大学と共同で、脳腫瘍の摘出手術の際に利用できるブレイン・

マシン・インターフェースを構想している。外科医は腫瘍のみ切除しているのか、重要な細胞も一

緒に切り取ってしまっているのか、見極めるのが難しい。そこで、量子技術を用いて脳波を極めて

正確に高精度に可視化して、脳手術の新しい可能性を創出する取り組みをしている。 
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• 助成プロジェクト： ツァイスとボッシュの両社は、ドイツ教育研究省が助成する共同研究プロジェ

クト「MiLiQuant」（950 万ユーロ; 2019 年 2 月～2022 年 1 月）に参画している。このプロジェクトで

は、「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化した光源」

を開発する。（※ 詳細は 49 ページ参照） 

• 量子イノベーションプログラム連合： 量子技術分野の共同研究プロジェクトを支援するプログラム

「Alliance for Quantum Innovation Program」に、産業パートナーとしてツァイスとボッシュの両社が

参画。バーデン＝ヴュルテンベルク州に拠点を置く大学・研究機関（ウルム大学、シュトゥットガル

ト大学、マックス・プランク固体物理学研究所、ヘルムホルツ研究所ウルム）の他、イスラエルのヘ

ブライ大学、東京大学、カナダのブリティッシュコロンビア大学も加わっている。 

■ 量子技術をテーマとしたシンポジウム主催 

ツァイスは 2016 年より、自社のイベント「ZEISS シンポジウム」をテーマを変えて隔年開催している。初回

のテーマは「デジタルの世界における光学」だった。光学分野の専門家が業界トレンドや研究ニーズを特

定するためのプラットフォームとして機能することを目的とする。国内外の数百人の科学者や有力な産業

界の代表者が参加し、基調講演、ワークショップ、パネルディスカッションなどを通して意見交換する。シ

ンポジウムの成果はホワイトペーパーとして公開。 

2 回目の Zeiss シンポジウムは 2018 年 4 月、「量子の世界における光学」をテーマに開催。ツァイスの

CEO（Prof. Dr. Michael Kaschke）は、量子技術に焦点をあてた理由を下記のように説明した。 

“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” 

ツァイスの CEO Prof. Dr. Michael Kaschke 

 
（出所：Zeiss） 

ドイツ国内外の学術・研究機関や民間企業の約 300 人の専門家が 2 日間に渡り、量子技術の未来と活

用分野について討論した。量子研究で知られる独シュトゥットガルト大学やパーダーボルン大学の教授、

IBM フェロー（技術系社員の最高の役職）の物理学者が基調講演した。パネルディスカッションには前述
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の 3 人に加えて、ボッシュの最高技術責任者や（量子技術分野で有力なドイツの中堅企業）Toptica 

Photonics の社長も加わった。参加者はパネルディスカッションやワークショップを通して、量子コンピュー

ター、量子センサー、量子通信のテーマについて討論。シンポジウムの成果としてホワイトペーパーを公

開した。量子技術（量子計測・センサー、量子イメージング、量子コンピューター、量子通信）がもたらす

チャンス、現在の状況、現在の課題と潜在的な障害、商業化のために必要な行動についてまとめてある。

付録④に、このホワイトペーパーからの抜粋（量子を用いた様々な技術の潜在的メリット、活用分野、商品

化までに予想される年数、成熟度）を記載した。 

■ Quantum Sensing & Imaging Challenge … 量子を用いた解決法のコンペティション 

ツァイスは 2019 年 9 月、量子技術を用いた解決法を競い合う「Quantum Sensing & Imaging Challenge」

への応募を呼び掛けた。医療技術、顕微鏡法、産業用計測技術の 3 分野における計 6 の課題に対する

量子技術を用いた解決法を公募。 

• 課題①（医療技術）： 脳腫瘍の手術中における腫瘍組織と健康な組織を区別する技術 

• 課題②（医療技術）： 手術中における組織表面からずっと奥の構造を可視化する技術 

• 課題③（顕微鏡法）： 生体サンプルの脳におけるニューロン活動の機能情報へのもっと優れたア

クセスを可能にする新しい画像技術 

• 課題④（顕微鏡法）： ラベルフリーの（細胞に標識をつけない）生物試料からもっと情報を引き出

せる新しい顕微鏡イメージング技術 

• 課題⑤（産業用計測技術）： 高精度のセンサーヘッドの３D 位置・姿勢計測のための新しい技術 

• 課題⑥（産業用計測技術）： 半導体産業のための高精度のオーバーレイ計測と位置合わせ計

測のための新しい技術  

世界中の個人やチームが参加。公募は 2020 年春に締め切り、現在は専門家がエントリーしたアイデアを

審査中。受賞者は賞金の他、「Zeiss Innovation Hub」におけるワークショップにてアイデアをさらに発展さ

せるチャンスを得られる。この際、ツァイスは研究と産業応用の間を橋渡し、社内で既に始めた量子研究

がさらに発展することを期待する。（※ Zeiss Innovation Hub は独カールスルーエ工科大学のキャンパス

内に新設した産学連携のイノベーションセンター） 
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2.2.7. ダイムラー（ドイツ） 

■ 乗用車とトラックの世界的なメーカー 

ダイムラーは独バーデン＝ヴュルテンベルク州シュトゥットガルトに本社を置く、乗用車および商用車の世

界的メーカー。 

■ 米シリコンバレーに量子コンピューティングの中核チーム 

ダイムラーは 2015 年、独バーデン＝ヴュルテンベルク州ジンデルフィンゲンにある研究開発本部で量子

コンピューターのテーマに取り組み始めた。同社の研究開発部門と IT 部門が共同でチームを立ち上げ、

量子コンピューター分野における適切な提携パートナーの探索を始めたという。ダイムラーの「量子コンピ

ューターチーム」は、ドイツ本社の研究開発や IT、（電池技術など）様々な専門部署、米シリコンバレー拠

点のメンバーから構成される。 

2018 年初め、メルセデスベンツ R&D 北米（MBRDNA）のイノベーションマネジメント責任者、Ben Boeser

がシリコンバレー拠点に 3 人の専門家（Tyler Takeshita、Russell Seeman、Eunseok Lee）からなる量子コ

ンピューティングの中核チームを作った。それ以来、メルセデスベンツ R&D 北米がダイムラーの量子コン

ピューティング・イニシアティブをコーディネートしている。世界中の社内の専門家、IBM やグーグルなど

テック大手、大学・研究機関などの外部の専門家とネットワークを築いている。 

■ 米国の IT 大手 2 社とそれぞれ研究提携 

ダイムラーの研究者は、IBM とグーグルがそれぞれ独自に開発した量子コンピューターにクラウド経由で

アクセスできる。 

• グーグルと提携： ダイムラーは 2018 年初め、米グーグルと量子コンピュ

ーターにおける研究提携をスタート。材料科学と量子化学シミュレーショ

ン分野で研究プロジェクトを行っている。研究提携を継続することで、ダイムラーはグーグルのハ

ードウェアや研究者にアクセスできる。量子コンピューティング応用のためのグーグルの最も重要

な研究パートナーの 1 社として、ダイムラーはグーグルの新しい量子プロセッサー「Sycamore」の

利用にも期待する 

• IBM と提携： グーグルとの提携とは別に、ダイムラーは量子コンピューティ

ング分野で IBM とも研究提携を結んでいる。両社の研究者は、次世代の

電気自動車用電池を開発するために量子コンピューターを利用している 

≪次世代のリチウム・硫黄電池開発≫ 

• IBM とダイムラーの研究者は、リチウムを含む 3 つの分子の双極子モーメントをモデリ

ングするために量子コンピューターを使用。次世代のリチウム・硫黄電池に向けて一歩

前進したという。分子のシミュレーションは極めて困難だが、分子を正確にモデリングす

ることは新しい材料を発見するために極めて重要としている 

• 「Quantum Chemistry Simulations of Dominant Products in Lithium-Sulfur Batteries  
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（リチウム・硫黄電池の主要物質の量子化学シミュレーション）」の研究論文で、4 つの産

業的に重要な分子（水素化リチウム（LiH）、硫化水素（H2S）、硫化水素リチウム

（LiSH）、硫化リチウム（Li2S））の量子化学シミュレーションについて報告している 

ダイムラーはドイツや米国の大学とのネットワークも拡大しており、院生がダイムラーの研究者と共同で博

士論文に取り組んでいるという。 

■ 量子コンピューターの利用可能性に焦点 

ダイムラーは量子コンピューターのハードウェア開発には関心がなく、量子コンピューターの利用可能性

に焦点をあわせる。同社の「量子コンピューターチーム」では、量子コンピューターの利用に適した計算

問題を探求している。 

“量子コンピューターの潜在性は巨大だ。我々が今見ているのはまだ非常に学術的な進歩だが、

今後の商業的利用のための準備は前途有望だ” 

メルセデスベンツ R&D 北米のイノベーション管理責任者 Ben Boeser 

≪ダイムラーから見た量子コンピューターの利用可能性≫ 

• 今現在： 量子コンピューターの最初の応用分野のひとつは材料科学と化学分野。例えば、ある特

定の化学元素から分子を作る計算に量子コンピューターを用いる。電気自動車用電池のための将

来の材料の予測、電池セル化学の正確なシミュレーション、劣化プロセス、性能の限界について高

い関心がある。量子コンピューターが今後数年で最初の成果を出し、新しい化合物の発見がもっと

性能の良い、もっと長持ちする、もっと低コストの車載電池につながることを期待する。 

❖ ダイムラーでは現在、量子コンピューティングの最も有望な研究分野は電池技術とし

ている。もっと性能・効率の良い/もっと長持ちする/もっと経済的・低コストな/もっと有

害物質の少ない電池セル化学を量子コンピューターで正確にシミュレーションするこ

とが潜在的に可能 

❖ 例えば現在、通常のリチウムイオン電池は高価で有毒なコバルトとニッケルでできて

いる。これを安価で無毒の材料（硫黄）に取って代えるためには、数十万回の実験室

的実験が必要。従来のコンピューターは複雑な化学反応を予想するには遅すぎる 

❖ 量子コンピューターで数十万の化学反応をシミュレーションし、数秒以内にその中の

有望な数百の候補を特定し、それを研究者が‘手作業’でさらに調査分析することが

可能になる。今後数年で、電気自動車のための電池研究の標準的なワークフローが

革新され、実験室での実験の多くが速くて正確なシミュレーションに取って代わると予

想している 

• 早くても中期的： 中長期的には、量子コンピューター技術を最適化の高度な問題に応用することが

目標。生産（世界中に分散する工場における車両生産計画の最適化）や物流（世界全体における

部品の物流の最適化）の計算問題を解くために利用する。MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス)に

おいても、人・貨物の輸送を時々の状況（事故による渋滞、電車路線の不通、悪天候など）に応じて

リアルタイムで最適化するための利用が考えられる 
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• 長期的： 長期的には人工知能（AI）も量子コンピューターのテーマ。例えば、ビックデータを用いた

機械学習のスピードアップのために量子コンピューターを利用する。「データが‘新しい石油’なら

ば、‘新しい石油’の精製所は高性能のデータセンターで、将来的に従来のスーパーコンピューター

を量子コンピューターと組み合わせることになるかもしれない」と予想する 

 

2.2.8. メルク（ドイツ） 

■ 長い歴史を持つ化学品・医薬品メーカー 

メルクは科学技術を重視する化学品・医薬品メーカーで、独

ヘッセン州ダルムシュタットに本社を置く。同社は 1668 年の創業で、世界で最も長い（350 年以上の）歴

史を持つ化学品・医薬品企業である。創業家であるメルク一族が資本の 70％を所有する。 

■ 量子コンピューターの活用に向けて 

メルクでは、専門分野・部署の垣根を越えた量子コンピューティングの作業グループを設けている。同社

の「最高デジタル組織（Chief Digital Organisation）」には量子化学の深い知識があるという。 

“量子コンピューターの応用分野は、メルクや我が社の顧客にとって直接重要な多くの分野、例

えば材料研究、活性薬剤の研究、AI、電子商取引に関わる” 

メルクの Silico Research（コンピューターを用いた研究）の責任者 Dr. Philipp Harbach 

≪メルクと量子コンピューターの関係≫ 

“量子技術は現在、初期段階にあるが、メルクのような企業にとって大きなチャンスをもたらす潜在性が

ある。例えば、量子コンピューティングは化学反応、材料特性、薬剤作用を予測するのに理想的。これら

の作用は本質的に量子力学的なもので、量子コンピューターの機能の仕方と直接的関係があるからであ

る。 

量子コンピューターを用いて複雑な生化学的相互作用をより良く理解することで、薬剤開発が加速するか

もしれない。新薬の生体関連環境への効果をもっと正確に合成、シミュレーションすることが可能になる

ため、新薬の開発スピードの向上につながるだろう。 

量子コンピューティングの「低いところにぶら下がっている（もぎ取りやすい）果実」は、まさにメルクがアク

ティブな分野の中核だ“ 

■ 量子スタートアップと連携して、量子化学ソフトウェア開発・商品化 

メルクは 2019 年 6 月、独バーデン＝ヴュルテンベルク州カールスルーエ

の量子スタートアップ企業、HQS Quantum Simulations と 3 年間に渡る提

携を発表。提携の重点は、量子コンピューターを用いた量子化学のためのソフトウェアの活用と商品化。

メルクは販売ライセンスのオプションも持つという。量子化学は、量子コンピューターの導入により最初に

恩恵を得られる応用分野のひとつ。HQS 社は量子コンピューター、特に NISQ コンピューター（ノイズのあ
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る中規模な量子コンピューター）上で量子化学を実現するための特別なノウハウを持つ。NISQ コンピュー

ターは量子エラーに対する脆弱性が高く、利用に向けて大きな課題となっている。この問題を画期的な手

法によって克服することが、両社の提携の柱という。 

■ 「応用量子カンファレンス」を共催 

メルクは 2020 年 2 月、ダルムシュタットに本部のある２つの研究機関（欧州宇宙運用センター（ESOC）、

反陽子・イオン研究施設（FAIR））と共同で「応用量子カンファレンス（Applied Quantum Conference）」を

開催した。 

カンファレンスでは 3 組織の主催者の他、量子コンピューティングで有力な研究機関やスタートアップ企

業の専門家も講演した。 

- オクスフォード大学（英国） 

- ユーリッヒ研究機構（ドイツ） 

- 欧州原子核研究機構（CERN）（スイス） 

- HQS Quantum Simulations（ドイツ） 

- PsiQuantum（英米） 

- Oxford Quantum Circuits（英国） 

- Cambridge Quantum Computing（英国） 

- SeeQC（米・伊・英） 

■ 米国の量子スタートアップに投資 

メルクのベンチャー投資子会社 M Ventures は 2020 年 4 月、米国の量子コンピュ

ーティング・スタートアップ Seeqc に 500 万ドルを投資。Seeqc は、（古典コンピュー

ティングと量子コンピューティングを組み合わせた）ハイブリッドアーキテクチャを用

いたコンピューティングシステムを開発している。今後 3 年以内に、（医薬品・化学

品のシミュレーションなど）現実世界の問題のためのコンピューターアーキテクチャを実現することが目標。 

メルクは Seeqc の技術を材料科学や医薬品開発のために活用することに関心がある。同社が手掛ける化

学製品や医薬品のシミュレーションは、（スーパーコンピューターを含む）従来のコンピューターで行うに

は多大な時間と費用がかかる。例えば、医薬品の作用（ポジティブ/ネガティブ）の予測はコンピューター

的に複雑な問題である。数年後に Seeqc の技術を用いて、医薬品・化学品のシミュレーションの時間とコ

ストが節約できることを期待する。量子コンピューティングは医薬品・材料の開発をスピードアップし、コスト

削減につなげる可能性を秘める。 

“Seeqc の技術が拡張可能となれば、我々にとってシミュレーションの世界を変えると思う。量子

コンピューター上で現実的な実験をシミュレーションできるなら、医薬品や化学製品の開発をは

るかに速くし、もちろんはるかに安くできる” 

メルクの Silico Research（コンピューターを用いた研究）の責任者 Dr. Philipp Harbach 
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2.2.9. トタル（フランス） 

■ 石油メジャー、CCUS 技術にも投資 

トタル（Total）はフランス・パリに本社を置く石油ガス企業である。

1924 年の設立で、「スーパーメジャー」の 7 社に含まれる国際石油

資本。石油とガスのバリューチェーン全域をカバーし、原油や天然ガスの探査・生産から、（低炭素）発電、

精製・石油化学、ポリマー・特殊化学品の生産、さらに貿易・輸送まで手掛ける。最近は CCUS（二酸化炭

素回収・有効利用・貯留）技術分野にも投資している。 

■ 量子コンピューターの実用化に向けて準備 

トタルは 2017 年、量子コンピューターの実用化に向けた準備を始めた。 

• 量子コンピューター技術の進化を把握する 

• 外部の研究パートナーやハードウェアプロバイダーと連携する 

• ビジネス・ユースケース（活用事例）の量子アルゴリズムを開発するために、社内の専門スキルを

早期に構築する 

将来、産業用量子コンピューターが実用化され、量子超越性が実証された時、準備できているようにする。 

■ 関心のある活用分野とロードマップ 

トタルでは、機械学習、組み合わせ最適化、計算材料科学の分野における量子コンピューティングの活

用に関心がある。 

機械学習、ハイパフォーマンス・データ分析 (HPDA)  

- 新しい訓練データセットとアルゴリズムの開発 

- 大規模なデータセットの分類とサンプリング 

- 物理制約ニューラルネットワークなど 

組み合わせ最適化 

- 一般的に MINLP 問題（特に精製混合、スケジューリング・生産・輸送、油田・油貯留の最適

化など） 

（※ MINLP とは Mixed Integer Nonlinear Programming（混合整数非線形計画問題）の略で、制

約式および目的関数が非線形で整数変数を含む数理計画問題） 

計算材料科学 

- フェルミオン系の基底状態の正確なモデル（触媒作用、溶媒、潤滑油、電池など） 

トタルのロードマップでは、まず（3～5 年後に実現可能な）NISQ デバイスで量子化学や組み合わせ最適

化に取り組み、5 年後以降に（プレ）QEC デバイスを機械学習、さらに線形代数の問題（常微分方程式、

偏微分方程式、逆問題）に活用する予定。 
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（※ NISQ デバイスとは Noisy Intermediate-Scale Quantum device の略で、数年〜10 年以内に実現可能

とされる、ノイズのある小～中規模（キュービット数〜数百個程度）の量子コンピューターの総称。一方、

QEC デバイスは量子エラー訂正（QEC）を逐次実行しながら量子計算を行うことができる、フォールトトレ

ラント量子コンピューターを指す） 

■ 量子コンピューティングの産業利用プロジェクト 

トタルは 2018 年、量子コンピューティングの産業利用プロジェクトをスタート。産学の協力ネットワークを築

き、仏 Atos の量子シミュレーターも購入。量子コンピューティング分野の研究者を集めて、NISQ デバイス

の社内スキルを開発している。2020 年は NISQ 向けアルゴリズムをさらに開発し、実際の量子ハードウェ

ア上で実行する計画。今から 5 年後に量子アルゴリズム設計の世界的なリーダーになることが目標。 

• 2018 年： 量子コンピューティング産業利用プロジェクトの設計、（産学の）協力体制の構築、量子

シミュレーター（Atos QLM 30 キュービット）の購入 

• 2019 年： 量子コンピューティングの研究体制（トタルの研究者 23 人、ポスドク 3 人、博士課程 3

人）、量子シミュレーターのアップグレード（Atos QLM 35 キュービット）、NISQ デバイスに関する

社内のスキル開発 

• 2020 年：  

- VQE の拡張可能性の調査、量子化学の他のアルゴリズムの調査 

- 組み合わせ最適化（巡回セールスマン問題）の調査の継続 

- 機械学習（パターン認識）や微分方程式など、量子コンピューティングの有望な活用法の追

求 

- 実際の量子ハードウェアでアルゴリズムを実行 

（※ VQE とは Variational Quantum Eigensolver（変分量子固有値ソルバー）の略で、現状の技術

で実現可能な量子プロセッサーと古典コンピューターを組み合わせて、量子化学計算などの大

規模な固有値問題を解く方法。量子古典ハイブリッドアルゴリズム） 

具体的には下記のポイントを念頭に置く。 

• 量子シミュレーター（Atos QLM）上で NISQ 向けアプリケーションを開発する（VQE、QAOA） 

• IBM の Qiskit、Rigetti の PyQuil/Forest SDK など、既存の量子プログラミング環境を把握する 

• 量子ハードウェアや量子アルゴリズムの実際の限界、潜在的なテストケースを理解する 

• ハイブリッドプログラミング 

NISQ デバイス（10２キュービット） 

3～5 年後 
(pre-)QEC デバイス（10

3(~6)
キュービット） 

5 年後以降 

量子化学 
量子組み合わせ

最適化 量子機械学習 量子線形代数 
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（※ QAOA は Quantum Approximate Optimazation Algorithm（量子近似最適化アルゴリズム）の略

で、NISQ アルゴリズムのひとつとされる） 

図 5： 仏トタルの量子コンピューティング・プログラムの概要 

 

出所：トタル 

■ 量子コンピューティングのための産学ネットワーク 

トタルは量子コンピューター技術の進展を理解し、自社のビジネス・ユースケース（活用事例）の量子アル

ゴリズムを開発するために、産学のネットワークを構築している。 

• 企業： 仏アトス、米 Rigetti、米グーグル、米 IBM、米 QC Ware、英 Cambridge Quantum 

Computing (CQC) 

• 大学： デンマーク・コペンハーゲン大学、オランダ・ライデン大学、仏パリ=サクレー大学 

• 研究機関： 独ユーリッヒ・スーパーコンピューティング・センター、仏パリ量子コンピューティング

研究所（PCQC）、仏モンプリエ コンピュータサイエンス・ロボティックス・マイクロエレクトロニクス

研究所（LIRMM）、欧州科学計算研究・特修センター（CERFACS） 

• EU の「量子フラグシップ」のプロジェクト： プログラム可能な原子の大規模量子シミュレーション

（PASQuanS） 

 

トタルにおける量子コンピューティングの 

プログラム概要 

量子ハードウェア 量子ソフトウェア アプリケーション 

シミュレーター（Atos QLM） 

ゲート型量子コンピューター 

（IBM、Rigetti、グーグルなど） 

量子アニーラ― 

（D-Wave など） 

ハイブリッド（QC-HPC） 

ハイブリッド 

コンピューティング 

プログラミングモデル 

数値演算ライブラリー 化学、材料科学 

最適化、機械学習 

常微分方程式、偏微分方程

式、線形代数、逆問題 

検証： シミュレーション、ベンチマーク、試験 

量子コンピューティング－ 

高性能コンピューティング 
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■ 仏 IT 大手 Atos と提携 … 脱炭素化とエネルギー効率の向上 

トタルは 2019 年 5 月より、フランスの IT 大手 Atos の量子シミュレーター

「Atos Quantum Learning Machine（QLM）」を利用している。Atos によると、

「世界で最も高性能な商用量子シミュレーター」という。トタルは部門間協力

研究プロジェクトの枠組みで、この量子シミュレーターを全ての事業分野で活用する。具体的な活用分野

には分子・材料化学の他、エネルギー網・車両フリート・工具の最適化、長期的には地震探査や流体力

学も含まれる。 

“Atos のシミュレーターを用いて量子コンピューティングの専門能力を獲得し、我が社のパイオ

ニア精神を今一度誇示する。問題解決の新しい道を探り、パフォーマンスや効率を向上するた

めに、当社の全ての事業分野において様々な研究テーマの量子アプローチを開発する” 

トタルの最高技術責任者（CTO） Marie-Noëlle Semeria 

トタルと Atos は 2020 年 7 月、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

ための新しい効果的な方法を量子技術を用いて共同で研究する。量子コンピューティングを使って、カー

ボンニュートラルを早期に可能にする新しい材料や分子を特定することが目標。トタルが 2019 年に購入

した Atos の量子シミュレーターで既存の量子アルゴリズムを試験したり、スピードアップしたり、新しいアル

ゴリズムを開発したりする。それにより、様々な分野、特に二酸化炭素回収やエネルギー貯蓄のための新

材料発見で大きな進展を目指す。現在、高性能コンピューティングでシミュレーション可能なものよりも、さ

らに大きな複雑な分子シミュレーションに重点を置く。そのようにして、もっと効率的でもっと低コストの吸

収材を発見するという。 

■ 英国の量子ソフトウェア・スタートアップと提携 … 二酸化炭素回収のための材料開発 

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

研究を強化するために、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。二酸

化炭素回収のための材料・物質を改良する、新しい量子アルゴリズムを開発することが目的。 

トタルは現在、年間の研究開発努力の最大 10％を CCUS 技術分野に投資しており、この技術分野にお

ける有力プレイヤーになることを目指す。同社では二酸化炭素回収を改善するために、吸着材と呼ばれ

るナノ細孔物質に取り組む。最も有望なソリューションのひとつとされ、ナノ細孔物質はトタルや他社が排

出する二酸化炭素を捕捉するためにいずれ使える可能性がある。回収した二酸化炭素は濃縮し、再利

用もしくは恒久的に貯留する。 

Cambridge Quantum Computing と連携して開発する量子アルゴリズムは、吸着材の全ての物理的・化学

的メカニズムを大きさ、形状、化学組成の関数としてシミュレーションする。開発するのに最も効率的な物

質・材料を選択することを可能にする。現在、そのようなシミュレーションを従来のスーパーコンピューター

で行うことは不可能で、量子計算の利用を正当化するという。Cambridge Quantum Computing の量子コ

ンピューティングや量子化学の専門技術・知識を活かし、特に同社の量子化学プラットフォーム「EUMEN」

を活用する。 
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“トタルは Cambridge Quantum Computing (CQC)との新しい提携を始めることを嬉しく思う。量子

コンピューティングは、極めて複雑な問題を解くために新しい可能性をひらく。二酸化炭素をも

っと効率的に回収できる新材料に関する研究に、量子コンピューティングを利用する最初の企

業のひとつになる。このようにして、2050 年にカーボンニュートラルを達成するために必須の

CCUS 技術の開発を加速するつもりだ” 

トタルの最高技術責任者（CTO） Marie-Noëlle Semeria 

 
2.2.10. TRUMPF（ドイツ） 

■ デジタル化の先駆者の機械メーカー 

TRUMPF（トルンプ）は独バーデン＝ヴュルテンベルク州シュトゥットガルト近郊に

本社を置く、世界的な工作機械・レーザー装置メーカー（売上高 38 憶ユーロ、従

業員 14,500 人）。ドイツ政府の戦略プロジェクト「インダストリー4.0」に 2011 年の

当初から参与しており、機械業界におけるデジタル化の先駆者として知られる。 

■ 量子技術にも注力 

TRUMPF はデジタル化だけではなく、量子技術にも積極的に取り組んでいる。 

“我が社は量子技術を用いて、現在まだ解決法のない‘本当の問題’に取り組むことで貢献する” 

                    TRUMPF の最高技術責任者（CTO） Dr. Peter Leibinger 

• ドイツ政府との関係： 同社の Peter Leibinger 最高技術責任者（CTO）は、ドイツ教育研究省の

「量子システム諮問委員会」のスポークスマンを務める 

• 量子技術の子会社： TRUMPF は量子技術の子会社 Q.ant を設立。現在、15 人の従業員がお

り、（量子センサーなど）量子技術のための特殊レーザーを手掛ける。ドイツ教育研究省が助成

する研究プロジェクト「MiLiQuant」の枠組みで、ボッシュやカール・ツァイスなどと共同で、量子セ

ンシングや量子イメージング分野に応用するためのダイオードレーザーを基にした光源を開発し

ている  

• 量子コンピューターの産業用プラットフォーム： TRUMPF は 2020 年 1 月より、量子コンピュータ

ーを産業向けにする研究を行っている。他の 14 の産学のパートナーと共にドイツ経済エネルギ

ー省が助成するプロジェクト「PlanQK」に参画。このプロジェクトの目的は、複数の企業が量子コ

ンピューターを共同で利用できるよう、独自のクラウドプラットフォームを構築して産業用に適した

形にすること。クラウドプラットフォーム上で、（特に中小企業の）ユーザー向けに「量子アプリスト

ア」も提供する計画。（※ ドイツ政府が助成するプロジェクトについては本レポートPart 1に記載） 

PlanQK プロジェクトにおける TRUMPF の役割は、量子コンピューターで処理できるよう、「ネステ

ィング問題」のデータを加工すること。同社では、ネスティング問題の最適解をリアルタイムで出せ

る、計算能力を持つ量子コンピューターが商品化されるまで、10～15 年かかるとみている。 
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≪ネスティング問題 … 量子コンピューターのユースケースの例≫ 

TRUMPF では例えば、レーザーを用いた板金加工の工程において、部材を有効利用するた

めには取りたい部品をどのように部材上に配置すればよいかという問題を抱える。一般的

に「ネスティング問題」と呼ばれている。このネスティング問題は様々な形状の部品を配置す

る必要があり、部品数が多くなると組合わせが爆発的に増える。さらに、切断後に部品が横

転しないように上手く配置する必要がある。通常のコンピューターを用いてこの最適化問題

を解決しようとすると、結果が出るまで数時間から数日かかるという。 
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2.2.11. フォルクスワーゲン（ドイツ） 

■ 世界最大級の自動車メーカー、モビリティープロバイダーを目指す 

フォルクスワーゲン（VW）グループは独ニーダーザクセン州ヴォルフスブルクに本

社を置く、世界最大級の自動車メーカー。中核ブランドのフォルクスワーゲンの他

にも、アウディやポルシェなど計 12 の自動車ブランドを傘下に持つ。同グループ

の Herbert Diess CEO は、「デジタル化により必然的に、純粋な自動車メーカーか

らソフトウェア主導型のモビリティープロバイダーに転換する」としている。 

■ 量子コンピューターを実用的に活用 

フォルクスワーゲン（VW）グループは、既に 2016 年から量子コンピューターのテーマに取り組んでいる。

この分野の専門知識を構築し、ビジネス的に意味のある応用分野における活用を探求している。量子コ

ンピュータ用のアルゴリズムのプログラミングに重点を置く。 

• 研究開発拠点： VW グループでは、米サンフランシスコの「Code:Lab（コード・ラボ）」とミュンヘン

の「Data:Lab（データ・ラボ）」の 2 つのイノベーション拠点で、約 20 人の専門家（量子物理学者、

数学者、IT 専門家など）が量子コンピューターのテーマに取り組む 

• 提携パートナー： VW グループは量子コンピューター分野

で、カナダの D-Wave および米グーグルと提携している。同

グループの IT 専門家は両社の量子コンピューティングシステ

ムにアクセスして利用している。 

フォルクスワーゲンは、AWS/アマゾンが 2020 年 8 月に正式

に開始した量子コンピューターのクラウドサービス「Amazon 

Braket」の顧客でもある。アマゾンのクラウドサービスを介し

て、D-Wave（量子アニーリング）、Rigetti（超電導回路）、

IonQ（イオントラップ）の異なるタイプの量子コンピューターにアクセスできる。 

“どの技術をベースとした量子コンピューターが将来、デファクトスタンダードとなるか、見極めるこ

とはまだ難しい。我が社のアルゴリズムがどの量子コンピューター上で最も良く機能するか、

Amazon Braket で比較することができる” 

フォルクスワーゲン（サンフランシスコ拠点）の量子コンピューティング責任者 Florian Neukart 

• 潜在的な活用分野： VW グループは、下記の分野における量子コンピューターの利用に特に関

心が高い。 

- ≪交通最適化≫ 個々の車両のためのソリューションから、自動・無人運転車フリートの

制御、都市全体の交通計画のためのソリューションまで含む。ナビゲーション情報と合わ

せて、電気自動車の充電所や空いている駐車場の情報もリアルタイムで発信するアイデ

アもある。長期的には、都市の交通管制システム、公共交通機関、天候条件といった上

位のファクターを組み込むことも考えている 
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- ≪電池技術の研究開発≫ 電池の中で原子レベルで何が起きているか正確に理解し、

もっと軽量でもっと性能の良い電気自動車用電池の開発につなげる 

- ≪材料の開発≫ 分子、及びその元素の相互作用のシミュレーションを通して、これまで

知られていなかった（例えば極めて耐久性のある、あるいは特に軽量の）車両に適した

材料の発見・開発につなげる 

- ≪量子コンピュータを用いた AI や IT セキュリティ≫ 機械学習のスピードアップ、耐量

子暗号など 

■ 電気自動車用の電池研究に活用 

フォルクスワーゲンは、（電気自動車用）電池の化学構造を量子コンピューターでシミュレーションするプ

ロジェクトを行っている。同社は 2018 年 6 月、世界的な IT 関連見本市「CEBIT（セビット）」にて量子コン

ピューティングの研究成果を発表した。 

2018 年、水素化リチウムや炭素鎖といった産業的に重要な分子を量子コンピューター上でモデリングす

ることに成功。さらに複雑な化合物のモデリングにも取り組んでいる。長期的には、電気自動車用電池の

全体の化学構造を量子コンピューターでシミュレーションすることを目指す。 

長期的な目標は「カスタムメイドの電池」で、電池の化学的構造設計を設定可能にする。電池の化学組

成を様々な異なる設定条件（例： 軽量化、最大の電力密度、元素組成）でシミュレーションし、生産のた

めの化学的構造設計を直接、導き出す。従来、時間やリソースが多大にかかった電池開発を大幅にスピ

ードアップできることを期待する。 

このプロジェクトには、フォルクスワーゲンの IT と研究部門が共同で取り組む。シリコンバレーにある同社

のイノベーション拠点「CODE Lab」で、量子アルゴリズムの開発を推進している。新たに開発した量子ア

ルゴリズムは電池の化学構造を量子コンピューターでシミュレーションし、最適化するためのベースとなる。

フォルクスワーゲンは、米国エネルギー省の研究所であるローレンス・バークレー国立研究所とも連携し

ている。 

■ 交通最適化（量子ルーティング）に活用 

フォルクスワーゲンは 2016 年から、量子コンピューティングを用いた都市の交通最適化のモデル「量子

ルーティング」を研究している。渋滞のないモビリティーを可能にするナビゲーションが目標。交通量の多

い時間帯でも渋滞が起きる前にそれを予測し、ほぼリアルタイムでルートの最適化をはかる。 

そのための量子アルゴリズムは、シリコンバレーにある同社のイノベーション拠点「CODE Lab」が開発。こ

のアルゴリズムをカナダの D-Wave 社の量子コンピュータ上で実行する。フォルクスワーゲンは独自に開

発した「量子ルーティング」をこれまで北京やリスボン（ポルトガル）で試験し、さらに開発を続けている。他

社の多くが量子コンピューティングにまだ学術的に取り組む中、フォルクスワーゲンでは「量子ルーティン

グ」の商業利用に向けて進んでいる。米国で特許出願済みという。 

“大都市における交通は道路利用者の数が多いため、非常に複雑だ。交通フローを最適化す

るために必要な計算能力は莫大だ。それ故、この最適化問題を D-Wave の量子コンピューター
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で解こうと試みた”  

フォルクスワーゲンの IT 部門の責任者 Martin Hofmann  

“最も大きな課題は、この最適化問題をスピーディーに解くこと。交通最適化ではできるだけ瞬

時に解答を必要とする。D-Wave の量子アニーリングマシンの計算速度はまさにこの応用分野

（交通最適化）で計算時間を大幅に短縮する。それにより、運転手は短い間隔で新たに更新さ

れた最適化ルート情報が得られる”  

フォルクスワーゲンのシリコンバレー拠点の量子技術の専門家 Florian Neukart 

≪世界で初めて、量子コンピュータの実用的な活用≫ 

フォルクスワーゲンは 2019 年 11 月、ポルトガルの首都リスボンで開催された欧州最大級のテクノロ

ジーカンファレンス「Web Summit」の期間中、「量子ルーティング」のパイロットプロジェクトを実施 

• リスボンの公共交通機関 CARRIS のバス 9 台を「量子トラベル」として投入。バスはリスボン

市内の最も重要な（最も乗客数の多い）地点（空港、カンファレンス会場、ホテル、繁華街な

ど）を結ぶ 

• フォルクスワーゲンが開発した「量子ルーティング」のアルゴリズムをカナダの D-Wave の量

子アニーリングマシン上で実行し、9 台の各バスのためにそれぞれ最適化された（最速）の

ルートをほぼリアルタイムで算出。その際、匿名化された携帯電話や‘つながる車’のデータ

を用いてリスボン市内の交通フローのパターンを突き止め、これを基に交通フローの予測を

計算した 

• 量子アニーリングマシンで計算した結果はクラウド経由で伝送。各バスの運転手はフォルク

スワーゲンが開発したナビゲーションアプリを介して、最適ルートの情報が得られる 

“30 秒ごとに最新の交通量を予測し、2 分ごとにカナダの量子コンピューターが 9 台の各バ

スの運転手に（クラウドとアプリを介して）それぞれ最適の運転ルートを送信する”   

フォルクスワーゲンの IT 部門の責任者 Martin Hofmann  

• 高い交通密度（渋滞）が予測されたルートは回避するため、通常のナビサービスが提案する

ルートから外れて走行する箇所が出てくる。量子ルーティングにより、バスは潜在的に起こり

得る渋滞を実際に生じる前に回避し、乗客を早く目的地に輸送できる 

このリスボンでのパイロットプロジェクトは模範例としての役割を持ち、基本的にどの都市にも、どの

台数の車両にも応用可能という。 

“現在の技術でも、リスボン市の全てのバスを量子ルーティングで制御できると思う。ハー

ドウェアが今後もこのテンポで進歩するなら、将来的に大都市の全ての道路利用者に量子

コンピューターで最適化されたルートを提供することが可能になる” 

フォルクスワーゲンの IT 部門の責任者 Martin Hofmann 

 



 

 

 欧州の大企業 

 

 

 

PRUDENTIA 欧州の量子技術・コンピューティング動向 ■ Part 2 

67 
 

公共交通機関、モビリティーサービス分野で商機 

フォルクスワーゲンは「量子ルーティング」システムの商品化に向けてさらに開発を続けている。今後、都

市の公共交通機関やモビリティーサービス会社が顧客になるかもしれないという。 

• 同社は（リスボン以外の）他の都市とも導入について交渉。何か大きな催し物がある際、その都市

の公共交通機関は通常の路線バスに加えて、臨時バスを出して乗客数が最も多いバス停を最

適化したルートで回ることが可能になる。 

• 同社は「量子ルーティング」が米 Uber のような配車サービスにメリットをもたらすとみている。潜在

的な乗客や需要が生じそうな地点を予測し、そこに前もって車両を向かわせることが可能で、乗

客の待ち時間が短縮できる 

• フォルクスワーゲンの子会社が 2019 年始めにハンブルクで開始したライドシェアサービス「Moia」

についても、将来的に「量子ルーティング」でナビゲーションすることが考えられるという。価格競

争が激しいモビリティーサービス市場で独自のセールスポイントが出せる 
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3. 米国のテック大手と欧州の関係 

3.1. 量子コンピューターとクラウドサービス 

■ 量子コンピューティング … 北米のテック大手とスタートアップが先行 

現在のところ量子ハードウェア分野で、米国の IT 大手（IBM、グーグル、インテル、マイクロソフト）と北米

のスタートアップ企業（D-Wave、Rigetti、IonQ）の存在感が大きい。その他、中国のアリババや複数の日

本企業も量子コンピューティング分野に参入している。米国の複合企業ハネウェルも 2020 年 6 月、（世界

で最も高性能と自負する）イオントラップ量子コンピューターを発表した。 

欧州には IT・ネット分野の大企業が元々少なく、仏 Atos のみが量子コンピューティング（シミュレーション

プラットフォーム、アクセラレータの設計など）に取り組む。しかし、欧州諸国には様々な異なる技術に基

づく量子コンピューターを開発しているスタートアップが計 15 社ある。さらに、EU の「量子フラグシップ」の

枠組みでも産学共同の開発プロジェクトにて様々なタイプの量子コンピューターを開発・製作している。 

（※ EU レベルのプロジェクトについては本レポート Part 1、量子スタートアップについては Part 3 に記載） 

図 6： 量子コンピューターを手掛ける主な大企業・研究機関、EU の共同プロジェクト 

 
出所：自社作成 

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、特に欧州ではイオ

ントラップ型に対する期待も高まっている。他にも、シリコン量子ドット、原子、光、トポロジカル（マヨラナ粒
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子）などを用いるアプローチがあり、どの技術が最終的にデファクトスタンダードになるか判断するのはま

だ時期尚早とされる。このためドイツ・EU では様々な競合する技術を支援する方針でいる。 

■ 北米のテック大手と欧州の関係 ・・・ 研究パートナー、ユーザーの両面 

第 1 章に示した通り、欧州は量子技術の基礎研究において世界一流の実績を誇るが、世界で最初に商

業的応用の開発に集中的に取り組んだのが北米である。量子コンピューターや量子情報技術の開発に

熱心な米国企業（特にインテル、マイクロソフト、グーグル、IBM）は国内外の‘専門知識集団’と大規模な

協力関係を築いており、欧州の研究機関・大学が果たす役割も大きい。 

長い間、基礎研究に重点を置いていた欧州では、EU の量子フラグシップ・プロジェクトや量子スタートア

ップの設立など、商業的応用に向けて動き出してからまだ数年余り。中長期的には、‘欧州のテクノロジー

主権’のために欧州製の量子コンピューターを作る戦略を固める。しかし、現状ではまだ、欧州の企業や

組織が量子コンピューティングのソフトウェア・アプリケーション/サービスを開発するためには、北米の量

子ハードウェア・メーカーと利用契約を結ばなくてはならない状況にある。 

図 7： 米国のテック大手と欧州の研究機関・大学、大企業の提携 

 
出所：自社作成 
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■ 量子コンピューティングと大手クラウドベンダー 

量子コンピューティングに熱心なテック企業は大手クラウドベンダーでもある。世界のクラウドインフラ市場

における首位はアマゾンで、マイクロソフト、グーグル、アリババ、IBM と続く。量子コンピューターは最先

端技術で製造や運営のコストが高く、大概（電気的・熱・磁気ノイズのない）非常に極端・特殊な環境（過

冷却された、真空に近い環境）で稼働する。このため、量子コンピューターは所有せずに、クラウド経由で

の利用が一般的になると予想されている。 

“企業・組織の大半は将来に渡って量子コンピューターを所有せず、クラウドベースのオンデマ

ンド型モデルを利用することになるだろう。生産可能規模の量子コンピューターは、初のクラウド

オンリーの技術になるかもしれない” 

アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）の副社長兼チーフエバンジェリスト Jeff Barr 

大手クラウドベンダーの中では、IBM が 2016 年にいち早く量子コンピューティングのクラウドプラットフォ

ームを展開。2019 年終わりには、マイクロソフトとアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）が相次いでクラウドベ

ース量子コンピューティングサービスを発表。グーグルも 2020 年、自社の量子コンピューターをクラウドコ

ンピューティングサービスとして、外部のユーザーに提供する計画があるという。 

• IBM： 量子コンピューティングのクラウドプラットフォームを積極的に展開。2016 年、同社の量子

プロセッサーの試作品にユーザーがクラウド経由でアクセスできるオンラインプラットフォーム

「IBM Q Experience」を開始。その翌年、量子ソフトウェア開発キット「Qiskit」をリリース。2019 年 9

月には専用の量子データセンターを立ち上げた。現在、計 20 台の自社の超電導量子コンピュ

ーター「IBM Q System One」へのクラウド経由のアクセスを提供している。 

• マイクロソフト Azure： 2019 年 11 月、（ハードウェア、ソフトウェア、ソリューションから成る包括的

な）クラウドベースの量子コンピューティングサービス「Azure Quantum」を発表。ハネウェル（イオ

ントラップ）、IonQ（イオントラップ）、Quantum Circuits (QCI)（超電導回路）の各社の量子コンピュ

ーターへのクラウド経由のアクセスを提供する。将来的には、マイクロソフトが独自に開発してい

るトポロジカル量子コンピューターも Azure Quantum 上で提供する予定。マイクロソフトの量子ソ

フトウェア開発キット「Quantum Development Kit」には、量子コンピューティング用の高級プログラ

ミング言語「Q#」も含まれている。 

• アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）： 2019 年 12 月、量子コンピューティングのクラウドサービス

「Amazon Braket」を発表。D-Wave（量子アニーリング）、IonQ（イオントラップ）、Rigetti（超電導回

路）といった複数のメーカーの量子コンピューターへのクラウドを介したアクセスを提供する。AWS

の量子ソフトウェア開発キット「Amazon Braket SDK」は、Python プログラミング言語に基づく。

2020 年 8 月、Braket のサービスを正式にスタート。 

• グーグル： 外部のユーザーが自社の量子コンピューターにアクセスできるよう、クラウドコンピュ

ーティングサービスを提供する計画という。グーグルは Python プログラミング言語をベースとした

（NISQ コンピューター用）量子ソフトウェア開発キット「Cirq」を開発。同社は有力なクラウドベンダ

ーとあり、今後、マイクロソフトの Azure Quantum や AWS の Amazon Braket と競合するサービス

を提供する可能性があり得る。 
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既存のテック大手だけではなく、北米の有力な量子スタートアップもクラウドサービスを展開。 

• Rigetti： 2017 年以降、ユーザーはクラウドプラットフォーム「QCS」を介して Rigetti の超電導量子

コンピューターにアクセスできる。同社の量子コンピューターを既存のクラウドインフラ（パブリック

クラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド）に直接、統合するためのソフトウェアも開発。

ソフトウェア開発キット「Forest SKD」を提供する。 

• D-Wave： 2018 年、量子クラウドサービス「Leap」を開始。現在、第 4 世代の量子アニーリングマ

シン「D-Wave 2000Q」を遠隔アクセスしたい顧客に「Leap」を介して提供している。ハードウェア

の他、ソフトウェアや開発ツールからなるフルスタックのシステムを提供する。 

• QC Ware： 2019 年 9 月、量子クラウドコンピューティングサービス「Forge」の公開β版を始めた。

同社では独自の量子コンピューター開発よりも、ソフトウェア開発に重点を置く。顧客は Forge を

介して（同社が過去数年間に顧客と共同開発した）量子アルゴリズムにアクセスできる。アルゴリ

ズムの実行には D-Wave（量子アニーリング）、Amazon Braket を介して Rigetti（超電導回路）、

IonQ（イオントラップ）の量子コンピューターが選択できる。 

表 7： 量子コンピューティング・クラウドサービスの主要プロバイダー 

企業、サービス名 サポートする量子ハードウェア 量子 SDK 

IBM（米国） 

IBM Q Experience 
- IBM（超電導回路） Qiskit 

マイクロソフト（米国） 

Azure Quantum 

- ハネウェル（イオントラップ） 

- IonQ（イオントラップ） 

- Quantum Circuits（QCI）（超電導回路） 

- 将来的にはマイクロソフト（トポロジカル） 

Quantum Development Kit 

量子プログラミング言語 Q# 

AWS/アマゾン（米国） 

Amazon Braket 

- D-Wave（量子アニーリング） 

- Rigetti（超電導回路） 

- IonQ（イオントラップ） 

Amazon Braket SDK 

グーグル（米国） - 2020 年?、グーグル（超電導回路） Cirq 

Rigetti（米国） 

QCS 
- Rigetti（超電導回路） Forest SDK 

D-Wave（カナダ） 

Leap 
- D-Wave（量子アニーリング） Ocean SDK 

QC Ware（米国） 

Forge 

- D-Wave（量子アニーリング） 

Amazon Braket を介して 

- Rigetti（超電導回路） 

- IonQ（イオントラップ） 

IBM の Qiskit、グーグルの Cirq

に対応 

出所：自社作成 

今後、さらに多くの企業が何らかの形で量子コンピューティングサービスに参入する可能性がある。この

中には既存のクラウドベンダーの他、（自社でクラウドサービスを立ち上げたい）量子ハードウェア企業、

（自社の量子アプリケーションと量子ハードウェアを束ねて販売したい）量子ソフトウェア企業も含まれる。 
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自社の量子ハードウェアのみ VS （他社の）複数の異なる量子ハードウェア 

IBM や Rigetti は現在、クラウド上で自社の量子コンピューターのみ提供している。一方、AWS/アマゾン、

マイクロソフト、QC Ware は複数の他社の量子コンピューターをサポートしている。後者のタイプでは、ハ

ードウェアプラットフォーム横断型のソフトウェア開発キットを提供し、ユーザーが同一のフロントエンドを

用いてプログラミングし、異なるハードウェアプラットフォーム間を比較的容易に切り替えられるようにする

ことがポイントとなる。 

イオントラップ量子コンピューターを開発している Alpine Quantum Technologies（AQT）（オーストリア）は、

量子ソフトウェア開発キットとして IBM の「Qiskit」もグーグルの「Cirq」もサポート。このため、IBM やグーグ

ルはそれぞれ自社のクラウド上で AQT の量子コンピューターを提供するハードルが低いと思われる。 

■ 量子ソフトウェア開発キット 

（アルゴリズムやアプリケーション、ソフトウェア、コンパイルや制御、ハードウェアの量子コンピューターの

全てを手掛ける）フルスタックのプロバイダーは、クラウド経由で量子コンピューターへのアクセスを提供す

る。その際、ユーザーは量子ソフトウェアプラットフォーム（量子ソフトウェア開発キット）を介して、量子コン

ピューターを利用する。IBM、グーグル、マイクロソフト、Rigetti、D-Wave といったフルスタックのプロバイ

ダーの他、スイス連邦工科大学チューリッヒ校なども量子ソフトウェアプラットフォームを開発した。 

主な量子ソフトウェアプラットフォーム（量子 SDK） 

• Ocean： D-Wave が開発したオープンソースの一連のツール。大半が Python プログラミング言語

で書かれている 

• Forest： Rigetti が開発。独自の量子命令言語「Quil」がベース 

• Qiskit： IBM の研究部門（IBM Research）が開発。オーストリアの量子コンピューター・スタートア

ップ AQT のイオントラップ技術もサポート 

• Cirq： グーグルの AI 量子チームが開発。オーストリアの量子コンピューター・スタートアップ AQT

のイオントラップ技術やフランスの量子コンピューター・スタートアップ Pasqal の中性原子をベー

スとした量子ハードウェア技術もサポートする 

• Quantum Development Kit： マイクロソフトの研究部門（Microsoft Research）が開発。独自の量

子プログラミング言語「Q#」を含む 

• t|ket>： 英国の量子ソフトウェア・スタートアップ Cambridge Quantum Computing（CQC）が開発し

た量子プログラミング環境とコンパイラー。シミュレーターの他、複数の量子ハードウェアのバック

エンドをサポートする。この中には、IBM や Rigetti の超電導、AQT やハネウェルのイオントラップ、

Pasqal の中性原子をベースとした、量子ハードウェアが含まれる 

• ProjectQ： スイス連邦工科大学チューリッヒ校が開発。同校の量子シミュレーターや量子エミュレ

ーター上の他、IBM の 5 キュービットの量子コンピューターにも対応 
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3.2. ビック 5 と欧州の研究機関・大学・企業 

3.2.1. IBM 

■ IBM Q … 汎用量子コンピューティング開発の取り組み 

米 IBM の研究部門、IBM research には、ニューヨーク州ヨークタウン・

ハイツ拠点に「量子コンピューティンググループ」がある。IBM のアプ

ローチは超電導量子回路と量子誤り訂正の利用をベースとする。同社はビジネス、エンジニアリング、科

学のための汎用量子コンピューターを開発する取り組み「IBM Q」を進めている。 

■ IBM Q Experience … 量子コンピューティングのオンラインプラットフォーム 

IBM は 2016 年、同社の量子プロセッサの試作品にユーザーがクラウド経由でアクセスできるようにする、

オンラインプラットフォーム「IBM Q Experience」を始めた。量子コンピューティングについて議論するネッ

ト掲示板「IBM Q Experience community forum」や量子コンピューティングに関するマニュアル・教材も合

わせて提供。ユーザーが量子コンピューティングの可能性を探るために、IBM Q Experience 上でアルゴリ

ズム・実験を実行できるようにした。 

これまで IBM のクラウドベース量子コンピューティングを利用して、20 万人以上のユーザーが数千億回の

実験を行い、合わせて 200 件以上の量子コンピューティングの研究論文を公開したという。 

■ QISKIT … 量子コンピューターのためのソフトウェア開発キット 

IBM は 2017 年、ユーザーがもっと容易にコードを作成し、IBM のクラウド量子コンピューティングサービス

「IBM Q Experience」上で実験を行えるよう、ソフトウェア開発者キット「Qiskit」をリリース。Qiskit は量子コ

ンピューティングのためのオープンソースのフレームワークで、ユーザーが量子プログラムを作成し、IBM 

Q Experienceの量子プロセッサ上で実行するためのツールを提供する。Qiskit は主に IBMの研究部門、

IBM Research が作成したが、（学術機関など）外部のサポーターも貢献した。 

IBM は最近、Qiskit がオーストリアの量子スタートアップ企業（Alpine Quantum Technologies（AQT））のイ

オントラップ技術もサポートすると明らかにした。今後、他社の量子コンピューティングハードウェアもサポ

ートする可能性がある。 

■ IBM Q Network … 企業・研究機関から成るネットワーク 

「IBM Q Network」は世界中の企業や研究機関から成るネットワークで、量子コンピューティングの発展の

ために IBM と協業するコミュニティー。「ハブ」、「パートナー」、「メンバー」のステータスがある。会員はクラ

ウド経由で IBM の量子コンピューターにアクセスできる。現在、IBM Q Network には（航空、自動車、金

融、保険、エネルギー、材料、エレクトロニクスなど）様々な業界の世界的な大企業が参画。その他、学術

機関、政府系の研究所、スタートアップ企業なども加わっている。 

• IBM 量子ハブ: 量子コンピューティングの教育・研究・開発・実践の地域の中心地で、IBM の量

子技術、IBM Q system の量子コンピューターへのオンラインアクセスを提供する。欧州の研究機



 

 

            米国の IT 大手と欧州の関係 

 

 

 

 

74 
 

関・大学では、フラウンホーファー研究機構（ドイツ）、ミュンヘン連邦軍大学（ドイツ）、オクスフォ

ード大学（英国）、スペイン高等科学研究院(CSIC)（スペイン）、国際イベリアナノテクノロジー研

究所（ポルトガル）がそれぞれハブを形成。（※ フラウンホーファー研究機構については 1.2.3．

参照） 2020 年 7 月、Cambridge Quantum Computing（CQC）（英国）が量子スタートアップとして

初めて、「IBM 量子ハブ」となった。 

• IBM Q Network パートナー： 産業界のパートナーは IBM と双務的な協力関係にある。IBM Q 

system 量子コンピューターにアクセスできるだけではなく、IBM の科学者・工学者と共同開発も行

う。量子コンピューターが従来のコンピューターよりも速く・効率的に解ける現実世界の問題を探

求し、幅広い潜在的な応用分野を見出す。欧州の産業界では、自動車メーカーのダイムラー（ド

イツ）がパートナーとなっている。IBM とダイムラーは、次世代の電気自動車用電池を開発するた

めに量子コンピューターを利用している。（※ 詳細は 2.2.7．参照） 

• IBM Q Network メンバー： 量子コンピューティングの一般的なアプローチに関する知識を構築し

たい、もしくは IBM の量子技術を活かしてこの分野を発展させたい組織（研究機関・大学、スター

トアップ）が対象。欧州の大学・研究機関では、CERN（欧州原子核研究機構）オープンラボ、モ

ンペリエ大学（フランス）、マドリード自治大学（スペイン）がメンバーになっている。欧州のスタート

アップ企業では、Cambridge Quantum Computing（英国）、Rahko（英国）、JoS QUANTUM（ドイ

ツ）、Zurich Instruments（スイス）、Qu & Co（オランダ）、Multiverse Computing（スペイン）、

QuantFi（フランス）がメンバー。 

■ IBM Q System One ・・・ 商用量子コンピューター 

IBM は 2019 年 1 月、世界初の商用量子コンピューター「IBM Q System One」を発表。20 キュービットの

量子コンピューターで、同社の研究部門が英国の工業デザイン会社 Map Project Office や建築・インテリ

アデザイン事務所 Universal Design Studio と協力して開発した。大企業、スタートアップ、学術・研究機関

などから成る「IBM Q Network」のメンバーがクラウドを介してアクセスできる。 

2019 年 9 月には、53 キュービットの量子コンピューターを発表。IBM は自社の量子コンピューターの「量

子ボリューム」を毎年、最低でも 2 倍にすることを目標とする。同社は 4 年連続で「量子ボリューム」を 2 倍

にすることに成功し、現在、32 の「量子ボリューム」を達成したという。（※ 「量子ボリューム」はキュービット

の数、キュービットの質、その他の要素を考慮した IBM 独自の測定基準で、量子コンピューターの全体的

な性能を示す） 

■ IBM Quantum Computation Center ・・・ 量子コンピューティングのクラウドインフラ 

IBM は量子コンピューティングのクラウドプラットフォームを積極的に展開しており、2019 年 9 月にはニュ

ーヨークに「IBM 量子コンピューティング センター」を開設。同センターには現在、計 20 台の量子コンピ

ューター（53 キュービットの 1 台を含む）がある。ユーザーはクラウド経由で量子コンピューターにアクセス

できる。 
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■ 商用量子コンピューター「IBM Q System One」を米国以外に設置 

IBM と欧州最大の応用研究機関である独フラウンホーファー研究機構は 2020 年 2 月、ドイツで量子コン

ピューター研究を推進するための契約書にサイン。商用量子コンピューター「IBM Q System One」を 2021

年 1 月、バーデン＝ヴュルテンベルク州 Ehningen（シュトゥットガルト近郊）にある IBM のデータセンター

内に設置する。米国以外で初めての設置となる。欧州の研究者、IT 専門家、企業研究者らがクラウド経

由で利用できるようになる。IBM の Ginni Rometty CEO は世界経済フォーラムで毎年、メルケル首相と会

っており、そこで同社の量子コンピューターをドイツに設置するアイデアが生まれたという。 

IBM は 2019 年 12 月、東京大学とも提携。米国、ドイツに続き、日本にも「IBM Q System One」が設置さ

れる。 

■ 英国の量子ソフトウェア・スタートアップと提携 

世界的に有力な量子ソフトウェア会社 Cambridge Quantum Computing

（CQC）（英国）は、2018 年に「IBM Q Network」に加わった最初のスタートアップの 1 社となった。IBM は

2020 年 1 月、同スタートアップに戦略的投資。2020 年 7 月、Cambridge Quantum Computing（CQC）は

スタートアップ企業として最初の「IBM 量子ハブ」となり、両社は提携を深めている。 

 

 

3.2.2. グーグル 

■ NASA と USRA と連携 … D-Wave の量子アニーリン

グマシン使用 

グーグルは量子コンピューティングの研究に力を入れており、2013 年にアメリカ航空

宇宙局（NASA）と米大学宇宙研究連合（USRA）と共同で、「量子 AI ラボラトリー

（Quantum Artificial Intelligence Lab（QuAIL））」を設立。同年、カリフォルニア州マウ

ンテンビューにある NASA エイムズ研究センター内に D-Wave（カナダ）の量子アニー

リングマシン「D-Wave 2」を設置。2015 年以降は同拠点で「D-Wave 2X」、2017 年以降は「D-Wave 

2000Q」を使用。 

■ UCSB と連携 … 独自の超電導量子コンピューター開発 

グーグルは 2014 年、米カリフォルニア大学サンタバーバラ校とタイアップして、超電導エ

レクトロニクスをベースとした量子プロセッサの開発イニチアチブを立ち上げた。同校の

John Martinis 教授を中心とする研究グループを採用した。研究拠点はグーグルのサンタ

バーバラ事務所。（John Martinis 教授は 2020 年 4 月、グーグルを辞職） 

グーグルは 2019 年 10 月、独自開発した（53 キュービットの）超電導量子プロセッサー「Sycamore」を用い

て、「量子超越性（quantum supremacy）」を達成したと発表。現在、57+キュービットの量子プロセッサーの

開発に取り組んでいるという。 



 

 

            米国の IT 大手と欧州の関係 

 

 

 

 

76 
 

≪グーグルにおける量子コンピューティングの研究開発≫ 

• 量子研究の重点分野： 超電導キュービットプロセッサ、キュービット計測、量子シミュレーション、量

子を用いた最適化、量子ニューラルネットワーク 

• 量子研究の責任者： グーグルの「量子 AI ラボラトリー」の設立者・責任者である Hartmut Neven は

ドイツ人。独ボーフム大学で博士号を取った、世界的に著名な量子コンピューターの専門家 

• 量子スタートアップ企業への投資： グーグルの親会社 Alphabet のベンチ

ャーキャピタル部門 GV は 2017 年、イオントラップ量子コンピューターを

開発しているスタートアップ IonQ に出資 

■ 英国の大学、スタートアップ企業と連携 

グーグルは 2018 年、英国工学・物理科学研究会議（EPSRC）が 550 万ポンドを出して支援するイニチア

チブ「繁栄パートナシップ」にユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）量子科学技術研究所、ブリスト

ル大学量子情報研究所と共に参画。英国の量子スタートアップ 2 社（GTN、PhaseCraft）も加わった。モデ

リングやシミュレーションのための量子ソフトウェアを共同で研究開発し、その成果を英国の量子ソフトウェ

ア産業の発展に活かすことが目的。 

■ 独ユーリッヒ研究機構と提携 

グーグルと独ユーリッヒ研究機構は 2019 年 7 月、量子コンピューティング

分野における研究提携を発表。量子コンピューターのハードウェアとアル

ゴリズムの共同研究と専門家の養成を共同で行う。両組織の研究者はユ

ーリッヒのスーパーコンピューターにおけるシミュレーション、グーグルの量子プロセッサのベンチマーク目

的の実験を共同で行う。 

グーグルの「量子超越性」の実証に際して、ユーリッヒ研究機構の研究者は同機構のスーパーコンピュー

ター「JUWELS」によるシミュレーションでグーグルの量子プロセッサの検証とベンチマークに協力した。 

グーグルの量子コンピューター開発のトップ、Hartmut Neven 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。 

■ ドイツの自動車メーカーと協業 

自動車メーカーのダイムラーは 2018 年、グーグルと量子コンピューテ

ィング分野で提携を結び、材料科学や量子化学シミュレーション分野

で共同研究プロジェクトを行っている。ダイムラーは、量子コンピューティング技術の応用のためのグーグ

ルの重要な研究パートナーの 1 社。研究提携により、ダイムラーはグーグルのハードウェア（Sycamore 量

子プロセッサー）や研究者にアクセスできる。競合のフォルクスワーゲンもグーグルと量子

コンピューティング分野で研究提携している。 
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■ 量子ソフトウェア開発キット「Cirq」 

グーグル AI 量子チームは 2018 年 7 月、第 1 回量子ソフトウェア・量子機械

学習国際ワークショップ（QSML）にて「Cirq」を発表。Cirq は Python プログラ

ミング言語をベースとした、NISQ コンピューター用の量子ソフトウェア開発キ

ット。（任意のハードウェアプラットフォーム上で）量子アルゴリズムを開発・実行するためのオープンソース

のフレームワークである。 

グーグルは Cirq を構築する際、アーリーテスター（早期の試験者）と連携して、フィードバックや NISQ コン

ピューターのアルゴリズム設計に関する識見を得たという。アメリカ航空宇宙局（NASA）の他、下記の量子

ソフトウェア・スタートアップ企業も Cirq のアーリーテスター/アダプターに含まれる。 

• Zapata Computing（米国） 

• QC Ware（米国） 

• Quantum Benchmark（カナダ） 

• HQS Quantum Simulations（ドイツ） 

• Cambridge Quantum Computing（英国） 

グーグルは欧州の量子ハードウェア・スタートアップ企業とも連携している。 

• Alpine Quantum Technologies (AQT)（オーストリア）： 2019 年 9 月以降、AQT 社の量子コンピ

ューターは量子アルゴリズム開発のために Cirq をサポートしている。世界中のユーザー（学者、

企業研究者）が Cirq を介して、インスブルックにある AQT のイオントラップ量子コンピューター

に直接アクセスできる 

• Pasqal（フランス）： Cirq を介して Pasqal 社の（中性原子の 2D/3D 配列をベースとした）量子ハ

ードウェア技術にアクセスできるよう、両社は協業している。量子プロセッサーはまだ開発中だ

が、Pasqal の API は現在、エミュレーター上でインスタンスを実行することが可能 

 

 

3.2.3. マイクロソフト 

■ （トポロジカル）汎用量子コンピューターの

ハードとソフトの開発 

マイクロソフトは、拡張可能でフォールト・トレラントの汎用量子コンピューターの開発にハードとソフトの両

面から取り組んでいる。同社の量子コンピューティングへの取り組みは、トポロジー（位相幾何学）の専門

家であるマイケル・フリードマン教授が 1998 年、マイクロソフトの研究部門 Microsoft Research に加わった

ことから始まった。同教授はトポロジカル量子コンピューティングの背景にある複雑な数学理論の研究を

専門とする。 

• Station Q： マイクロソフトは 2005 年、カリフォルニア大学サンタバーバラ校のキャンパスに研究

拠点「Station Q」を開設。研究の重点はトポロジカル量子コンピューティングで、フリードマン教授

が所長を務める。 
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• 量子アーキテクチャ＆コンピューティング（QuArC）グループ： 同社の研究部門 Microsoft 

Research は、本社所在地のレドモンドにも量子コンピューティングのチームを持つ。このチームは

「QuArC グループ」もしくは「Microsoft Quantum」と呼ばれ、量子コンピューターで使用するため

のソフトウェアアーキテクチャ（量子プログラミングプラットフォーム）や量子アルゴリズムの設計に

重点を置く。このチームの主な成果は「Language-Integrated Quantum Operations （LIQUi|>）」。

LIQUi|>は量子コンピューティングのためのソフトウェアアーキテクチャと一連のツールで、プログ

ラミング言語、最適化・スケジューリングアルゴリズム、量子シミュレーターを含む。高級言語で書

かれたアルゴリズムを量子デバイスのための低級の機械語に翻訳するために利用できる。 

• 大学との提携： マイクロソフトの研究部門はトポロジカル量子コンピューティング分野で主に下記

の大学と連携し、汎用量子コンピューターのための拡張可能なアーキテクチャを共同で開発して

きた。 

- デルフト工科大学 QuTech（オランダ） 

- コペンハーゲン大学 ニールス・ボーア研究所 量子デバイスセンター、Station Q 

Copenhagen（デンマーク） 

- シドニー大学 Station Q Sydney（オーストラリア） 

- パデュー大学（米国） 

- メリーランド大学（米国） 

- スイス連邦工科大学チューリッヒ校 Station Q Zurich（スイス） （※ マイクロソフトと協業

していた、同校の計算物理学グループの責任者 Matthias Troyer 教授は 2017 年、マイ

クロソフトの量子コンピューティング部門に完全に籍を移した） 

マイクロソフトは米国、欧州、オーストラリアに「マイクロソフト量子ラボ」のネットワークを展開する。オランダ

の拠点ではデルフト工科大学/QuTech、デンマークの拠点ではコペンハーゲン大学/ニールス・ボーア研

究所とデンマーク工科大学の研究者と協業する。 

≪マイクロソフトの量子ラボの拠点≫ 

• Microsoft Quantum Lab Redmond centers（米国） 

• Microsoft Quantum Lab Santa Barbara（米国） 

• Microsoft Quantum Lab Purdue（米国） 

• Microsoft Quantum Lab Delft（オランダ）： 量子デコヒーレンスの抑制 

• Microsoft Quantum Lab Copenhagen（デンマーク）： マヨラナ粒子の特性の制御と研究 

• Microsoft Quantum Materials Lab Copenhagen（デンマーク）： 量子コンピューターの物理的

なプラットフォームのための材料 

• Microsoft Quantum Lab Sydney（オーストラリア） 
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■ Azure Quantum ・・・ クラウドベースの量子コンピューティングサービス 

マイクロソフトは 2019 年 11 月、クラウドベースの量子コンピューティングサービス「Azure Quantum」を発

表。ハードウェア、ソフトウェア、ソリューションから成る包括的なサービスで、顧客や開発者に量子コンピ

ューティングへのアクセスを提供する。ユーザーは（量子コンピューティングの）コードを書いたり、複数の

異なる量子ハードウェアにアクセスしたりできる。 

Azure Quantum でサポートする量子ハードウェア： 

- QCI（Quantum Circuits Inc.）の超電導量子コンピューター 

- IonQ のイオントラップ量子コンピューター 

- ハネウェルのイオントラップ量子コンピューター 

- 将来的には、マイクロソフトのトポロジカル量子コンピューター 

 
出所：マイクロソフト 

Azure Quantum のハードウェアだけではなく、ソフトウェアやソリューションに関しても（1Qbit を始めとする）

量子コンピューティングの有力企業と提携している。Azure Quantum の顧客には、ケース・ウェスタン・リザ

ーブ大学（米国）、パシフィックノースウェスト国立研究所（米国）、コンサルティング会社のウイリス・タワー

ズワトソン、米自動車メーカーのフォードなどが含まれる。 

■ Microsoft Quantum Network ・・・ 量子コンピューティングのネットワーク 

Microsoft Quantum Network は「ソリューションパートナー」、「顧客・会員」、「大学研究パートナー」から成

るネットワークで、量子エコシステムの発展、実用的なソリューションの開発、量子コンピューティングの専

門家育成のためにマイクロソフトと協業する。下記の欧州の研究機関・大学、企業、スタートアップが加わ

っている。 

- 大学研究パートナー： 欧州の大学・研究機関では、デルフト工科大学（オランダ）、コペンハー

ゲン大学（デンマーク）、デンマーク工科大学（デンマーク）、アムステルダム応用科学大学（オラ
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ンダ）、アイントホーフェン工科大学（オランダ）、カタロニア・ナノサイエンス・ナノテクノロジー研究

所（ICN2）（スペイン）、ポール・シェラー研究所(PSI)（スイス）が参加 

- 顧客・会員： 欧州の企業では、ナショナル・ウエストミンスター銀行（英国）、ウイリス・タワーズワト

ソン（英国）が参加 

- ソリューションパートナー： 欧州の量子スタートアップ企業では、Cambridge Quantum Computing

（英国）、HQS Quantum Simulations（ドイツ）、GTN（英国）、Qu & Co（オランダ）、Multiverse 

Computing（スペイン）、Rahko（英国）、Riverlane（英国）などが参加 

■ Quantum Development Kit ・・・ 量子開発キット 

Microsoft Research の QuArC グループは開発者のために、オープンソースの「Quantum Development 

Kit」を開発した。この中には、量子コンピューティングのための新しい高級プログラミング言語 Q#、シミュ

レーター、オープンソースのライブラリーやサンプルが含まれている。 

 

3.2.4. インテル 

■ 半導体大手、市場シェアが縮小傾向 

インテルは、1968 年設立の米シリコンバレーに本社を置く半導体素

子メーカー。特にパソコンのマイクロプロセッサーで知られ、数年前は世界市場における約 80％のシェア

を誇っていた。しかし、2018 年以降、CPU 市場で競合の AMD にシェアを奪われている。また、AI・機械

学習チップ市場では現在、NVIDIA が有力。 

■ リスク分散の量子コンピューティング戦略 

インテルの研究部門 Intel Labs が量子コンピューティングに取り組んでいる。同社では、実用的な量子コ

ンピューティングへと導く可能性のある複数の異なる技術（超電導キュービット、シリコン・スピンキュービッ

ト）に投資リスクを分散。様々な量子ハードウェアやソフト-ハードの機器構成を製作・試験するために、オ

ランダの QuTech を始めとする世界の産学パートナーと協力関係を築いている。インテルは現在、シリコ

ン・スピンキュービットが商業規模の量子コンピューティングシステムのための有望な候補とみている。同

社のシリコン製造技術におけるリーダー的地位を活かせるメリットもある。（アーキテクチャ、アルゴリズム、

制御エレクトロニクスまで全て揃った）フルスタックの量子コンピューティングシステムの実用化を目指す。 

ただし、インテルでは量子コンピューティングの他、脳の働きを真似た Neuromorphic Computing の開発

にも注力しており、「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。 
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■ オランダの QuTech と提携 

インテルは2015年、量子コンピューティングの発展を加速するためにオ

ランダの研究所 QuTech と提携。QuTech はオランダ・デルフト工科大学

とオランダ応用科学研究機構（TNO）が共同で設立した、量子コンピュ

ーティングと量子インターネットの先端研究所。（※ 詳細は 1.2.1．参

照） 

インテルは QuTech に 5,000 万ドルの資金を提供。両組織の共同研究は量子デバイス、制御に必要なハ

ードウェア/ソフトウェアのアーキテクチャ、量子アプリケーションを含み、量子コンピューティングのシステ

ム全体に及ぶ。インテルの経験や強み（製造技術、制御エレクトロニクス、アーキテクチャの専門技術）を

活かして、実用的な量子コンピューティングシステムの開発を目指している。 

■ 量子コンピューティングのエコシステム 

インテルの量子コンピューティング分野のエコシステムには、QuTech 以外にも下記のメンバーが含まれる。

その他、多数の中小企業とも協業している。 

• カナダ・トロント大学 量子情報・量子制御研究所（CQIQC） 

• 米シカゴ大学 分子工学研究所 

エラー修正、ハードウェア/ソフトウェアベースの制御、量子アプリケーション開発のアプローチ/ツールな

ど、量子デバイスよりも上のレイヤーに関する研究を共同で行っている。 

■ 超電導量子プロセッサー 

インテルは 2018 年 1 月、電子機器の見本市 CES にて 49

キュービットの超電導量子試験プロセッサー「Tangle Lake」

を発表。同社の超電導量子プロセッサーの第 3世代で、7 キ

ュービットから 17 キュービット、そして 49 キュービットへと拡

張してきた（右図）。 

オレゴン州にある 300 ㎜製造施設で量子プロセッサーを製

作し、研究パートナーの QuTech（オランダ）に納入。Tangle Lake は「（アーキテクチャ、アルゴリズム、制

御エレクトロニクスまで全て揃った）量子コンピューティングのフルシステムの開発に向けた一歩」としてい

る。生産レベルの量子コンピューティングシステムを 10 年以内に実現することが目標。 

■ シリコン・スピンキュービット 

インテルは QuTech と共同で、超電導キュービットの他にスピンキュービットも研究している。QuTech は既

に、小規模のスピンキュービットを用いた量子コンピューティングシステムの試験を始めている。 

スピンキュービットは（インテルが半世紀に渡り製造している）トランジスタに似ており、類似した方法で製

造することが潜在的に可能。インテルの研究者は、300mm シリコンウエハーの製造に用いるプロセスをベ

ースにスピンキュービットを製造する方法を既に考案した。 
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既存の製造技術を活かせる可能性がある他、スピンキュービットには下記の潜在的メリットもあるという。 

• 作動温度の制約の削減： スピンキュービットも極低温（約 1 ケルビン）を必要とするが、超電導キ

ュービットほどの温度的な制約はない 

• 安定性と持続性の向上： スピンキュービットは超電導キュービットよりもはるかにコヒーレンス時間

が長いとされる 

• 物理的に小さなサイズ： 超電導キュービットよりもはるかに小さく、量子コンピューティングシステ

ムが拡張しやすいとされる 

商業規模のフルスタック量子コンピューティングシステムに向けた開発 

インテルは 2019 年 12 月、極低温環境（3 ケルビン）で動作するキュービット制御チップ「Horse Ridge」を

発表。研究パートナーの QuTech と共同で開発した。大規模な商用量子コンピューターの開発に向けて、

キュービット制御は重要な鍵のひとつとされる。従来の量子コンピューティングシステムでは、室温で動作

するキュービット制御装置から何百本ものケーブルを介して、冷凍機内の極低温で動作するキュービット

にアクセスして制御を行っていた。１キュービットごとにケーブルを外部の制御装置から冷凍機内に引き

込む必要があり、キュービット数を何百、何千へと拡張する妨げとなっていた。商業的に役に立つ量子コ

ンピューターには 100 万以上のキュービットが必要とされる。Horse Ridge によって、キュービット数の拡張

に向けて前進するという。 

さらに 2020 年 4 月、QuTech と共同で 1 ケルビンを超える温度の‘熱い’キュービットの制御に成功したと

発表。シリコン・スピンキュービットが、現在の（ミリケルビンの範囲で運用する）量子コンピューティングシス

テムよりも少し高い温度で動作できる可能性を証明した。制御エレクトロニクスとスピンキュービットを同じ

チップに統合すれば、相互接続が大きく簡素化される。それに向けて、キュービットの動作温度を上げる

ことが決定的としている。 

 

 

3.2.5. アマゾン 

■ 世界首位のクラウドベンダー 

アマゾンは米ワシントン州シアトルに本社を置くテクノロジー企業。同社はアップル、マイクロソフトに次い

で、時価総額が 3 番目に大きな企業で、IT 巨人 4 社（GAFA）のひとつ。電子商取引プラットフォームの大

手であるだけではなく、クラウドコンピューティング分野でも世界市場でマーケットリーダー。クラウドサービ

スは子会社 Amazon Web Services（AWS）を介して提供している。調査会社 Synergy Research Group によ

ると、 アマゾンの 2020 年第 2 四半期のクラウドインフラ市場におけるシェアは 33％。2 番手はマイクロソ

フト（18％）、3 番手はグーグル（9％）で、アリババ、IBM が続く。 

■ 自社の強み、クラウドコンピューティングを活かす 

クラウドコンピューティング分野でアマゾンと競合する大手 4 社（マイクロソフト、グーグル、アリババ、IBM）

全てが自社で量子コンピューター開発を推進する中、アマゾンは同様の事業を持っていなかった。そこで、

（今すぐに独自の量子コンピューターを開発するよりも）自社の強みであるクラウドコンピューティングを活
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かす戦略に出た。量子コンピューターはクラウドコンピューティングの‘理想的なパートナー’とされる。量

子コンピューターは高価で特別な環境に設置する必要があるため、将来的にも数少ない大手企業のみ

が自社用に購入でき、その他大勢はクラウド上でシェアするようになると予想される。 

アマゾンは 2019 年 12 月、量子コンピューティング技術に関する 3 つの主要イニシアティブを発表。 

• Amazon Braket： 量子コンピューターのクラウドサービス 

• AWS 量子コンピューティングセンター： カリフォルニア工科大学に新設する量子コンピューティ

ング技術の研究開発センター 

• Amazon Quantum Solutions Lab（アマゾン量子ソリューションラボ）： 顧客が自社事業に量子コン

ピューティングを活用できるよう支援するプログラム。顧客とアマゾンの量子コンピューター専門家、

提携している量子スタートアップの専門家をつなぐ 

■ Amazon Braket ・・・ 量子コンピューターのクラウドサービス 

2020 年 8 月 12 日、（プレビュー段階を終えた）Amazon Braket を正式にスタート。その 39 年前の 1981

年 8 月 12 日は、IBM が‘世界を変えた’最初のパソコンを発表した歴史的な日である。Amazon Braket は

アマゾンの子会社 AWS のクラウドサービスで、顧客に量子アルゴリズムの包括的な開発環境を提供する。

ユーザーはアルゴリズムを作成し、シミュレーション環境で試験し、実際の量子ハードウェア上で実行でき

る。 

量子ハードウェア 

アマゾンはこれまで、自社で独自の量子コンピューターを製作していない。そこで、北米の有力スタートア

ップ 3 社（D-Wave、IonQ、Rigetti）の異なる技術の量子コンピューターを AWS クラウドに統合し、統一し

た開発環境を提供する。 

• D-Wave（量子アニーリング） 

• IonQ（イオントラップ） （※ AWS/アマゾンは 2017 年、IonQ に出資） 

• Rigetti（超電導回路） 

ユーザー側のメリット 

Amazon Braket を介することで、ユーザーは各スタートアップ企業の（それぞれ異なる）独自の開発環境

を使用することなく、様々な技術を用いた量子コンピューターを試験し、それぞれの長所を調べることが

できる。量子アルゴリズム開発のための費用・時間が削減できる。 

“Amazon Braket は量子コンピューター技術開発の‘媒体’となることを目指す。顧客が異なる技

術をベースとした量子コンピューター上でアルゴリズムを同時に試すことを可能にする” 

AWS の量子コンピューター部門の責任者 Simone Severini 

キュービットは抽象的で、多くのソフトウェア開発者にとって量子コンピューティングのプロセスは取っつき

にくい領域である。Amazon Braket はこの複雑な新技術を利用する敷居を下げ、量子コンピューティング

技術の普及を目指す。 



 

 

            米国の IT 大手と欧州の関係 

 

 

 

 

84 
 

量子コンピューター・スタートアップ企業のメリット 

一般にはまだあまり知られていないスタートアップ企業（D-Wave、IonQ、Rigetti）にとっては、世界最大の

クラウドベンダーAWS/アマゾンを介して、顧客層を拡大するチャンス。 

アマゾン側のメリット 

クラウドコンピューティングの競合他社が量子コンピューター開発で先行する中、顧客企業が量子コンピ

ューティングを試すために、競合のクラウドベンダーに乗り換えることを黙ってみているわけにはいかない。

そうかといって、今直ぐに自社製の量子コンピューターを製作することも難しいため、有力スタートアップ

の量子コンピューターを AWS のクラウド・プラットフォームに組み入れることは早道となった。 

競合であるマイクロソフトの量子コンピューティング・クラウドサービス Azure Quantum は IonQ（イオントラッ

プ）、ハネウェル（イオントラップ）、Quantum Circuits（QCI）（超電導）の量子コンピューターを提供するが、

2020 年 8 月現在まだプレビューの段階。IBM は早くからクラウド経由の量子コンピューターへのアクセス

を展開するが、自社の超電導量子コンピューターに限定している。 

ハイブリッドアルゴリズム 

AWS のクラウドサービスには従来型コンピューティングのリソースもあり、（量子コンピューターとスーパー

コンピューターの計算能力を組み合わせた）ハイブリッドアルゴリズムにも容易に取り組める。ハイブリッド

アルゴリズムは、現在の量子コンピューターの限界を部分的に補填したり、量子コンピューターの高額な

計算時間を最小限に抑えたりできる。 

■ フォルクスワーゲンが最大の顧客 

現在、Amazon Braket の最大の顧客は独自動車メーカーのフォルクスワーゲン。同社

は既に数年前から量子コンピューティングに取り組んでおり、D-Wave やグーグルの量

子コンピューターを利用している。フォルクスワーゲンによると、サプライヤーと顧客の

関係というよりも研究パートナーとしての関係に近いという。 

“フォルクスワーゲンは、企業環境における量子コンピューティングの意味ある活用を深く理解したい。

様々な異なる量子コンピューター上でアルゴリズムを試験・開発していくことが鍵になるだろう。

Amazon Braket は、標準化されたプログラミング・インターフェイスを介して異なるメーカーの量子コン

ピューターにアクセス・利用することを初めて可能にする。開発作業を加速し、我が社の量子アルゴリ

ズムを改良する大きなチャンスを提供する” 

フォルクスワーゲン（サンフランシスコ拠点）の量子コンピューティング責任者 Florian Neukart 

その他、イタリアの電力・エネルギー大手 Enel（エネル）、米バイオテク大手のアムジェンなどがアーリーア

ダプターになっている。 

Amazon Braket の顧客 

• フォルクスワーゲン（ドイツ、自動車メーカー） 

• Fidelity Center for Applied Technology (FCAT)（米国） 

• アムジェン（米国、バイオテク企業） 
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• エネル（イタリア、電力・エネルギー企業） 

• ウォータールー大学（カナダ） 

• Rahko（英国、量子ソフトウェア・スタートアップ） 

• Qu & Co（オランダ、量子ソフトウェア・スタートアップ） 

■ AWS 量子コンピューティング研究所 

AWS は 2019 年 12 月、AWS 量子コンピューティング研究所（AWS Center for Quantum Computing）を設

立するために米カリフォルニア工科大学と提携。同大学のキャンパスに隣接した敷地に新設する。2021

年春にオープンする予定。 

この新しい研究所では、アマゾン、カリフォルニア工科大学、他の一流学術機関の量子コンピューティン

グ専門家が共同で、量子コンピューティング技術の研究開発を行う。もっとパワフルな量子コンピューティ

ングのハードウェアやソフトウェアを開発したり、新しい量子アプリケーションを特定したりすることが目的。

現在の量子ハードウェアを用いたアプリケーション、将来の汎用量子コンピューター製作のためのイノベ

ーションの両方に焦点をあてる。 

■ アマゾン量子ソリューション・ラボ 

アマゾン量子ソリューション・ラボ（Amazon Quantum Solutions Lab）の共同研究プログラムでは、（アマゾン

や提携している量子スタートアップの）専門家が顧客の事業分野における最も有望な（極めて近い将来

に可能な）量子コンピューティングの活用・ソリューションを探求する手助けをする。同時に、機械学習や

高性能コンピューティング（HPC）を用いた従来型のソリューション、量子コンピューターに着想を得たソリ

ューションも示す。それにより、顧客は初期段階の量子コンピューティングを利用したソリューションの性

能・実行可能性を評価するとともに、もっと効果的な従来型ソリューションを発見することもできるという。 

アマゾン量子ソリューション・ラボは、（計算化学、機械学習、最適化など）様々な異なる分野に特化した

量子スタートアップと提携している。これらのパートナー企業は量子コンピューティングの他、量子古典ハ

イブリッドコンピューティング、量子コンピューターに着想を得た従来型コンピューターを用いたアプロー

チ、高性能コンピューティングの専門知識も有する。 

• 1Qbit（カナダ） 

• Rahko（英国） 

• Rigetti（米国） 

• QC Ware（米国） 

• QSimulate（米国） 

• Qu & Co（オランダ） 

• Xanadu（カナダ） 

• QunaSys（日本） 

• Zapata（米国） 
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今後の展望 

■ ドイツだけで 20 憶ユーロの投資、産学官の連携 

ドイツ政府が景気対策の枠組みで量子技術に投入する 20 憶ユーロは、米国と対抗できる規模の金額で

ある。世界一流とされる基礎研究の成果を実用化に向けて産業界に技術移転することに重点を置く。こ

のため、研究機関や大学だけではなく、ボッシュや TRUMPF など民間企業も‘量子攻勢’に加わる。ドイ

ツの産業界（特に製造業）は量子技術に大きな関心を示しており、産学官連携に対する期待も大きい。

量子技術は現在まだ新しい研究分野とあり、大学との連携や EU・ドイツ政府の助成プログラムへの参加

が特別な意味を持つとしている。他の欧州諸国（英国、フランス、オランダ、スイス、フィンランド、スウェー

デンなど）や EU レベルでも、量子技術の商業化に向けて産学官が連携している。 

■ 産業への技術移転に重点を置く、新しい研究所 

量子技術分野における研究成果の産業応用に重点を置く、新しい研究所を開設する動きが活発である。

その際、中堅・中小企業やスタートアップの支援も意識している。下記にドイツやオーストリアにおける例

を挙げる。 

• 量子計測/センサー分野で世界的に知られるドイツ国立物理工学研究所（PTB）に現在、新しい

「量子技術コンピテンスセンター（QTZ）」を立ち上げている。主目的は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 

• ドイツ航空宇宙センター（DLR）は最近、量子技術分野の 3 つの新しい研究所（量子技術研究所、

衛星測地学・慣性センサー技術研究所、ガリレオ・コンピテンスセンター）を設立。この 3 つの研

究所では、研究成果の応用に際する産業界のサポートに重点を置く 

• 独ヘルムホルツ協会は 5,000 万ユーロを投じて、量子コンピューターのための研究中核拠点「ヘ

ルムホルツ量子センター（HQC）」を設立中。量子材料の研究から量子コンピューティングシステ

ムの開発まで、量子コンピューターの全域をカバーする。共同プロジェクトを通して、ドイツ・欧州

の産学のパートナーと連携する 

• オーストリアのウィーン大学に光量子コンピューターの新しい研究所を 2020 年 9 月に開設。中国

のネット大手の子会社 Tencent Mobility と共同で量子コンピューターとクラウドを開発し、オンライ

ンで一般向けにも提供する計画 

■ 量子コンピューター活用の敷居を下げるクラウドサービス 

24 ページに示したように、欧州の複数の研究機関が量子コンピューターをクラウド経由で提供し始めた。

オランダの QuTech は 2020 年 4 月より、異なる技術ベース（超電導、シリコンスピンキュービット）の複数

の量子コンピューターへのクラウド経由アクセスを提供する。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（D-Wave など）への統一したアクセスを提供するサービスを立ち上げている。さらに、ド

イツ政府の支援を得て、フラウンホーファー研究機構は 2021 年初めに IBM の超電導量子コンピュータ

ー「Q System One」をドイツに導入する。「量子ハブ」として、欧州の企業や研究機関のユーザーがクラウ

ド経由で利用できるようになる。 
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大手クラウドベンダーも量子コンピューティングのクラウドサービスを本格的に展開し始めた（70～72 ペー

ジ参照）。早くから量子コンピューティングのクラウドプラットフォームを提供している IBM は、2019 年 9 月

に専用の量子データセンターを立ち上げた。アマゾンは 2020 年 8 月、量子コンピューティングのクラウド

サービス「Amazon Braket」を正式にスタート。マイクロソフトも 2019 年 11 月、（ハードウェア、ソフトウェア、

ソリューションから成る包括的な）クラウドベースの量子コンピューティングサービス「Azure Quantum」を発

表（現在、プレビューの段階にある）。グーグルも 2020 年、自社の量子コンピューターをクラウドコンピュー

ティングサービスとして、外部のユーザーに提供する計画があるという。 

今後、研究機関や（アマゾン、マイクロソフト、グーグル、IBM といった）大きなプラットフォーマーが量子ス

タートアップと共に、量子コンピューティングやハイブリッドコンピューティングのクラウドサービスを拡充し

ていくと、企業ユーザーが増えてくると予想される。量子コンピューティングは複雑で抽象的な新技術とあ

り、多くのソフトウェア開発者にとって取っつきにくい領域である。開発環境やサポート体制の整ったクラウ

ドサービスは量子コンピューター活用の敷居を低くする。 

■ 量子技術の産業応用・商品化に向けた道 

ドイツ・欧州では製造業大手を中心に既に量子技術の産業応用・商品化に向けて進んでいる。政府の大

きな支援を背景に今後、追随する企業が増えてくると予想される。 

• 社内の「量子チーム」の立ち上げ 

• 外部の専門家とネットワークの構築 

- ＥＵや各国政府が助成する共同プロジェクトに参画 

- 大学・研究機関と直接、提携して共同プロジェクト（場合によっては共同研究所）の立ち上げ 

- 量子技術分野のスタートアップ企業と提携（場合によっては資本参加） 

- 量子コンピューティング分野の有力なテック大手と提携 

- 量子技術をテーマとしたシンポジウム、コンファレンス、コンペティションなどのイベント開催 

• 量子技術の開発・活用に向けたロードマップの作成 

• ユースケース（活用事例）の特定 

• パイロットプロジェクトの実施 

• 具体的な商業化・商品化の計画 

■ もぎ取りやすい‘果実’ 

付録④に様々な量子技術の‘成熟度’をハイプ・サイクルに可視化した。 

• 量子通信分野： 量子乱数ジェネレーターやファイバーを用いた量子鍵配送は今後、実際に利

益を生み出す段階に進むと予想される 

• 量子コンピューティング分野： 現在、‘流行期’にある量子アニーリングは次第に注目度・期待度

が下がり、今後は NISQ コンピューター（ノイズのある中規模な量子コンピューター）が‘流行期’に
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差し掛かる 

• 量子センサー/計測分野： NV 中心・電磁場センサーが‘流行期’に近づいてきている 

ボッシュやメルクのような欧州の大企業は‘低いところにぶら下がっている、もぎ取りやすい果実’に焦点

をあわせている。 

• 初期のノイズのある量子コンピューター（や既存のコンピューターと組み合わせたハイブリッドコン

ピューティング）に適した量子化学、新しい材料・電池開発： メルク、トタル、ダイムラーなど 

• 量子センサー（NV 中心・電磁場センサー）： ボッシュ、ツァイスなど 

• 量子技術の利用に必要な基礎コンポーネント（特殊レーザーなど）： TRUMPF など 
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付録① 量子技術分野で有力な欧州の研究機関（19 組織） 

表 8： 量子技術分野で有力な欧州の研究機関 

ドイツ 

Max-Planck-Gesellschaft 

(MPG) 

マックス・プランク研究所 

- ドイツ最大の基礎研究機関。現在、86 の研究所・研究施設を運営する 

- マックス・プランク量子光学研究所（MPQ）やマックスプランク光科学研究所

（MPL）を始め、同機構に属する 10 以上の研究所が量子技術分野の研究に取

り組む 

- スタートアップ： InfiniQuant（量子通信）はマックスプランク光科学研究所（MPL）

内に置かれている 

- EU 量子フラグシップ： PASQuanS（量子シミュレーション、プロジェクトコーディネ

ーター）、QIA（量子通信）、CiViQ（量子通信） 

Fraunhofer-Gesellschaft 

フラウンホーファー研究機構 

- 欧州最大の応用研究機関で、現在、80 以上の研究所・研究施設を運営する 

- フラウンホーファー応用光学・精密工学研究所（IOF）やフラウンホーファー応用

固体物理学（IAF）を始め、同機構の計 14 の研究所が量子技術分野の研究開

発に取り組む 

- パートナー： IBM の「量子ハブ」。IBM の量子コンピューター「Q System One」を

ドイツに設置し、欧州の研究機関や企業のユーザーがクラウド経由で利用でき

るようにする 

- EU 量子フラグシップ： UNIQORN（量子センサー）、MetaboliQs（量子センサー、

プロジェクトコーディネーター）、AQTION（量子コンピューティング）、CiViQ（量子

通信）、ASTERIQS（量子センサー） 

Forschungszentrum Jülich 

(FZJ) 

ユーリッヒ研究機構 

- （ドイツを代表する科学研究組織である）ヘルムホルツ協会に属する研究機関。

特に物理とスーパーコンピューティングで有名 

- ユーリッヒ・スーパーコンピューター・センター（JSC）は、様々な量子コンピュータ

ー（D-Wave、OpenSuperQ など）へのクラウド経由の統一したポータル「JUNIQ」

を提供する 

- 量子コンピューターのための国家研究中核拠点「ヘルムホルツ量子センター

（HQC）」を立ち上げている 

- パートナー： D-Wave と量子アニーリングマシンの利用契約。グーグルと研究提

携 

- EU 量子フラグシップ： OpenSuperQ（量子コンピューティング）、PASQuanS（量

子シミュレーション）、ASTERIQS（量子センサー） 

Deutsches Zentrum für Luft- 

und Raumfahrt (DLR) 

ドイツ航空宇宙センター 

- ヘルムホルツ協会に属する、航空宇宙分野の応用科学・基礎研究の機関 

- 最近、量子技術分野の 3 つの新しい研究所（量子技術研究所、衛星測地学・慣

性センサー技術研究所（SI）、ガリレオ コンピテンスセンター）を立ち上げた 

- 宇宙分野における量子技術応用、レーザーを用いた量子通信で知られる 

- パートナー： D-Wave の量子アニーリングマシンのユーザー 

Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt (PTB) 

ドイツ国立物理工学研究所 

- 国際的に著名なドイツの国家計測技術研究所 

- 特に、量子計測と量子センサーの分野における基礎研究と産業応用で世界的

に著名 

- 現在、新しい量子技術コンピテンスセンター（QTZ）を立ち上げている 
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オーストリア 

Österreichische Akademie 

der Wissenschaften (ÖAW) 

オーストリア科学アカデミー 

- オーストリア最大の基礎研究機関。27 の研究施設を運営する 

- 2003 年、量子光学・量子情報研究所（IQOQI）を開設。インスブルックとウィーン

に拠点がある 

- パートナー： インスブルック大学とウィーン大学と緊密に連携 

- スピンオフ： Alpine Quantum Technologies（AQT）（イオントラップ量子コンピュ

ーター）、ParityQC（量子コンピューターの設計、量子アルゴリズムの開発） 

- EU 量子フラグシップ： PASQuanS（量子シミュレーション）、QIA（量子通信） 

AIT Austrian Institute of 

Technology (AIT)  

オーストリア技術研究所 

- オーストリア最大の研究技術組織 

- オーストリアにおける量子通信技術のコンピタンス・センターとして機能する 

- EU 量子フラグシップ： UNIQORN（量子通信、プロジェクトコーディネーター）、

CiViQ（量子通信） 

スイス 

Nationaler 

Forschungsschwerpunkt (NFS) 

Quantenwissenschaften und -

technologie (QSIT) 

スイス国家研究能力センター  

量子科学技術研究所 

- 国家研究能力センター（NFS; 英語の略称 NCCR）は、スイス国立科学財団によ

って設立された研究組織。現在、計 22 のセンターを運営する 

- その中のひとつが量子科学技術研究所（QSIT）で、スイスにおける量子研究の

中心。同国の学術・研究機関の計 31 の研究グループから構成される。スイス連

邦工科大学チューリッヒ校がリーダーで、サブリーダーはバーゼル大学。その

他、ジュネーブ大学、IBM チューリッヒ研究所、スイス連邦工科大学ローザンヌ

校、ルガーノ大学なども参画 

Centre Suisse d’Electronique 

et de Microtechnique (CSEM) 

スイス電子・マイクロ技術研究

所 

- マイクロ/ナノテクノロジー、マイクロエレクトロニクス、システム工学、通信技術

に重点を置く、スイスの研究開発センター 

- EU 量子フラグシップ： macQsimal（量子センサー、コーディネーター）、PhoG（基

礎科学） 

オランダ 

QuTech 

- 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

として設立 

- 量子コンピューティングと量子インターネットの先端研究所で、この分野で欧州

トップレベル 

- 欧州最初の公的な量子コンピューティング・プラットフォーム「Quantum Inspire」

を開始。異なる技術（超電導、シリコン・スピンキュービット）を用いた量子コンピ

ューターへのクラウド経由のアクセスを提供する 

- パートナー： インテル、マイクロソフト、蘭 KPN、蘭 ABN AMRO 銀行 

- スピンオフ： Orange Quantum Systems（量子コンピューティング分野のエンジ

ニアリングサービス）、Qblox（量子コンピューティングのためのキュービット制御

システム） 

QuSoft 

- オランダ国立情報数学研究所（CWI)、アムステルダム大学、アムステルダム自

由大学が共同で設立 

- 量子ソフトウェアの研究所で、（小～中規模の）量子コンピューター向けのアル

ゴリズムやアプリケーションを開発している 

- パートナー： 独ボッシュ、仏 Atos、蘭 ABN AMRO 銀行 

- スピンオフ： 量子ソフトウェアの製品・サービスを提供するスピンオフ企業を設

立する計画を具体化している 



 

 

 付録 

 

 

 

PRUDENTIA 欧州の量子技術・コンピューティング動向 ■ Part 2 

91 
 

QT/e 

- 2018 年、アイントホーフェン工科大学の応用物理・数学・情報学部と電気工学

部の共同イニシアティブとしてスタート 

- 量子材料・技術の研究所。ナノテクノロジー、材料科学、統合フォトニクス分野

におけるアイントホーフェン工科大学の専門知識を量子技術に応用する 

- パートナー： マイクロソフト 

フランス 

Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS) 

フランス国立科学研究センター 

- フランス最大の政府系の基礎研究機関。ドイツのマックス・プランク研究所と同

様の存在だが、さらに規模が大きい 

- NISQ デバイスの研究は、主として大学との共同研究所（PCQC、IRIF、LIP6、

LORIA）で行われている。（シリコンベースの）大規模な量子コンピューターの研

究は、主にネール研究所（CNRS-NEEL）が取り組む 

- スピンオフ： Quandela（CNRS ナノ科学・技術研究所（C2N）のスピンオフで、単

一光子源装置を開発する） 

- EU 量子フラグシップ： PASQuanS（量子シミュレーション）、Qombs（量子シミュ

レーション）、ASTERIQS（量子センサー）、PhoQuS（基礎科学）、QIA（量子通

信）、CiViQ（量子通信）、macQsimal（量子センサー）、SQUARE（基礎科学） 

Institut National de Recherche 

en Informatique et en 

Automatique (INRIA) 

フランス国立情報学自動制御

研究所 

- フランスの IT・制御分野の中核的な国立研究所 

- NISQ デバイス（量子アルゴリズム）や量子通信（耐量子暗号化）の研究に取り

組む 

- スピンオフ： CryptoNext Security（耐量子暗号のためのアルゴリズム） 

- EU 量子フラグシップ： CiViQ（量子通信） 

Commissariat à l'énergie 

atomique et aux énergies 

alternatives (CEA) 

フランス原子力・代替エネルギ

ー庁 

- 原子力の開発応用を推進するフランス政府の研究所 

- NISQ デバイスの研究ではシステム技術統合研究所（CEA-LIST）、（シリコンベ

ースのキュービットの）大規模な量子コンピューターの研究では電子情報技術

研究所（CEA-LETI）、グルノーブル学際的研究所（CEA-IRIG）が知られる 

スペイン 

Institut de Ciències Fotònique 

(ICFO) 

フォトニック科学研究所 

- 2002 年、カタルーニャ州政府とカタルーニャ工科大学によって設立。健康、再

生可能エネルギー、情報技術分野における応用のための光の科学技術に特化

した研究所 

- 量子フォトニクス・量子通信分野の研究開発で著名 

- スピンオフ： Quside（独自の量子乱数生成技術を用いた量子コンポーネント） 

- EU 量子フラグシップ： CiViQ（量子通信、プロジェクトコーディネーター）、2D-

SIPC（基礎科学、プロジェクトコーディネーター）、QIA（量子通信）、macQsimal

（量子センサー）、QRANGE（量子通信）、SQUARE（基礎科学） 

Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 

(CSIC) 

スペイン国立研究協議会 

- スペイン最大の公的研究機関。スペイン国内における 20 件以上の量子研究プ

ロジェクトをコーディネート 

- パートナー： 2019 年に IBM と契約し、同社の超電導量子コンピューターへのア

クセスを提供できる「量子ハブ」となった 
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イタリア 

Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) 

イタリア学術会議 

- イタリアにおける基礎研究で中心的な役割を担う。ドイツのマックス・プランク研

究所やオーストリア科学アカデミーなどと同様の存在 

- EU 量子フラグシップ： Qombs（量子シミュレーション、プロジェクトコーディネータ

ー）、QRANGE（量子通信） 

フィンランド 

Teknologian tutkimuskeskus 

VTT (VTT) 

フィンランド技術研究センター 

- 北欧最大の研究受託機関。数百件の国際協力プロジェクトや欧州共同研究プ

ロジェクトに参画している 

- VTT がフィンランド初の量子コンピューターを得られるよう、フィンランド政府が

2,070 万ユーロを提供する。2024 年までに産学連携で開発する 

- EU 量子フラグシップ： OpenSuperQ（量子コンピューティング）、macQsimal（量

子センサー）、QMiCS（基礎科学） 

出所：自社作成 
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付録② 量子技術分野で有力な欧州の大学（45 校） 

表 9： 量子技術分野で有力な欧州の大学 

ドイツ 

Universität München (LMU) 

ミュンヘン大学 

- Harald Weinfurter 教授を中心とした研究グループが量子情報の伝送（量子ネッ

トワーク）で知られる 

- 主な提携パートナー： D-Wave（カナダ）のユーザー 

- 主な研究所・グループ： Experimental Quantum Physics; Quantum Applications 

and Research Laboratory (QAR-Lab) 

https://xqp.physik.uni-muenchen.de/index.html  

http://www.mobile.ifi.lmu.de/en/qar-lab/  

Universität Mainz 

マインツ大学 

- Ferdinand Schmidt-Kaler 教授を中心としたグループは、イオントラップ（冷却イ

オン）を用いた量子情報処理の研究を行っている 

- Patrick Windpassinger 教授を中心としたグループは、冷却・中性原子を用いた

量子光学・情報学の研究を行っている 

- 主な研究所・グループ： QUANTUM Mainz 

http://www.quantum.physik.uni-mainz.de 

https://www.quantenbit.physik.uni-mainz.de 

https://www.qoqi.physik.uni-mainz.de  

- EU の量子フラグシップ： AQTION（量子コンピューティング）、ASTERIQS（量子

センサー） 

TU München 

ミュンヘン工科大学 

- Jonathan Finley 教授を始め、複数の研究グループが半導体スピンキュービット

の研究を行っている 

- 主な研究所・グループ： Walter Schottky Institute 

https://www.wsi.tum.de/index.php  

- スピンオフ： Kiutra（量子コンピューターなどのための極低温の冷却装置） 

- EU の量子フラグシップ： S2QUIP（基礎科学）、ASTERIQS（量子センサー）、

Qombs（量子シミュレーション）  

Universität des Saarlandes 

ザールラント大学 

- Frank Wilhelm-Mauch 教授の率いる量子固体理論グループは、量子情報処理

などの研究を行っている 

- 主な研究所・グループ： Quantum and Solid State Theory 

https://quantumtheorysaarl.wixsite.com/qtsaar 

- EU の量子フラグシップ： OpenSuperQ（量子コンピューティング、プロジェクトコ

ーディネーター）、ASTERIQS（量子センサー） 

Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT) 

カールスルーエ工科大学 

- 同大学で超電導量子コンピューターを研究していた Martin Weides 教授は、英グ

ラスゴー大学に移籍した 

- 主な研究所・グループ： Institute for Quantum Materials and Technologies 

(IQMT); Physikalisches Institut (PHI) 

http://www.iqmt.kit.edu  

http://www.phi.kit.edu/index.php  

- スピンオフ： HQS Quantum Simulations（化学・医薬品業界向けの量子ソフトウ

https://xqp.physik.uni-muenchen.de/index.html
http://www.mobile.ifi.lmu.de/en/qar-lab/
http://www.quantum.physik.uni-mainz.de/
https://www.quantenbit.physik.uni-mainz.de/
https://www.qoqi.physik.uni-mainz.de/
https://www.wsi.tum.de/index.php
https://quantumtheorysaarl.wixsite.com/qtsaar
http://www.iqmt.kit.edu/
http://www.phi.kit.edu/index.php
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ェア） 

- EU の量子フラグシップ： SQUARE（基礎科学、プロジェクトコーディネーター） 

Universität Paderborn 

パーダーボルン大学 

- 主な研究所・グループ： Institute for Photonic Quantum Systems (PhoQS); 

Center for Optoelectronics and Photonics (CeOPP); Integrated Quantum 

Optics (IQO) 

https://www.uni-paderborn.de/phoqs 

https://www.ceopp.de 

https://physik.uni-paderborn.de/silberhorn/ 

- EU の量子フラグシップ： UNIQORN（量子通信）、PhoG（基礎科学） 

Universität Stuttgart 

シュトゥットガルト大学 

- Jörg Wrachtrup 教授らがダイアモンド NV 中心に関する研究をしている 

- 主な研究所・グループ： Center for Applied Quantum Technology; Institute for 

Functional Matter and Quantum Technologies (FMQ) 

https://www.zaquant.uni-stuttgart.de/  

https://www.fmq.uni-stuttgart.de/ 

- 提携パートナー： ボッシュ、ツァイス（量子センサー分野の研究） 

- EU の量子フラグシップ： macQsimal（量子センサー）、ASTERIQS（量子センサ

ー）、SQUARE（基礎科学）、QIA（量子通信） 

RWTH Aachen 

アーヘン工科大学 

- 主な研究所・グループ： Institute for Quantum Information (IQI) 

https://www.quantuminfo.physik.rwth-

aachen.de/cms/~dqvn/Quantuminfo/?lidx=1  

- 提携パートナー： Atos、バイエル（量子コンピューティングを用いた医療研究）  

Universität Ulm 

ウルム大学 

- 主な研究所・グループ： Institute of Quantum Physics; Institute for Quantum 

Optics; Institute of Quantum Matter 

https://www.uni-ulm.de/nawi/institut-fuer-quantenphysik/ 

https://www.uni-ulm.de/nawi/institut-fuer-quantenoptik/ 

https://www.uni-ulm.de/nawi/institut-fuer-quantenmaterie/ 

- EU の量子フラグシップ： ASTERIQS（量子センサー） 

オーストリア 

Universität Innsbruck 

インスブルック大学 

- イオントラップ量子コンピューターの研究で世界的に一流 

- 主な研究所・グループ： Quantum Information & Computation; Quantum 

Interfaces; Quantum Optics and Spectroscopy; Research Center Quantum 

Physics 

https://www.uibk.ac.at/th-physik/qic-group/ 

https://www.uibk.ac.at/exphys/quantum-interfaces/ 

https://quantumoptics.at/en/ 

https://www.uibk.ac.at/forschung/profilbildung/quantenphysik.html.en  

- 提携パートナー： 独インフィニオン（商用量子コンピューターの廉価なコンポー

ネントの共同開発） 

- スピンオフ： Alpine Quantum Technologies（AQT）（イオントラップ量子コンピュ

ーター）、ParityQC（量子コンピューターの設計、量子アルゴリズム） 

- EU の量子フラグシップ： AQTION（量子コンピューティング、プロジェクトコーデ

ィネーター）、UNIQORN（量子通信）、QIA（量子通信）、iqClock（量子センサー） 

https://www.uni-paderborn.de/phoqs
https://www.ceopp.de/
https://physik.uni-paderborn.de/silberhorn/
https://www.zaquant.uni-stuttgart.de/
https://www.fmq.uni-stuttgart.de/
https://www.quantuminfo.physik.rwth-aachen.de/cms/~dqvn/Quantuminfo/?lidx=1
https://www.quantuminfo.physik.rwth-aachen.de/cms/~dqvn/Quantuminfo/?lidx=1
https://www.uni-ulm.de/nawi/institut-fuer-quantenphysik/
https://www.uni-ulm.de/nawi/institut-fuer-quantenoptik/
https://www.uni-ulm.de/nawi/institut-fuer-quantenmaterie/
https://www.uibk.ac.at/th-physik/qic-group/
https://www.uibk.ac.at/exphys/quantum-interfaces/
https://quantumoptics.at/en/
https://www.uibk.ac.at/forschung/profilbildung/quantenphysik.html.en
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Universität Wien 

ウィーン大学 

- 主な研究所・グループ： Vienna Center for Quantum Science and Technology 

(VCQ) ; Quantum Optics, Quantum Nanophysics and Quantum Information; CD 

Labor für optische Quantencomputer 

https://vcq.quantum.at/  

https://quantum.univie.ac.at/ 

- EU の量子フラグシップ： UNIQORN（量子通信） 

スイス 

ETH Zürich 

スイス連邦工科大学 

チューリッヒ校 

- 主な研究所・グループ： Computational Physics 

https://itp.phys.ethz.ch/research/comp.html 

https://comp.phys.ethz.ch/  

- スピンオフ： Zurich Instruments（量子コンピューティングの計測技術） 

- EU の量子フラグシップ： OpenSuperQ（量子コンピューティング）、AQTION（量子

コンピューティング）、Qombs（量子シミュレーション）、MetaboliQs（量子センサ

ー）、ASTERIQS（量子センサー） 

Universität Basel 

バーゼル大学 

- 主な研究所・グループ： Basel QC2 Center (Basel Center for Quantum 

Computing and Quantum Coherence) 

https://www.quantum.unibas.ch/  

- スピンオフ： Qnami（高精度の量子センサー） 

- EU の量子フラグシップ： macQsimal（量子センサー）、ASTERIQS（量子センサ

ー）、QIA（量子通信） 

Université de Genève 

ジュネーブ大学 

- 主な研究所・グループ： Quantum Information & Communication 

https://www.unige.ch/gap/qic/  

- スピンオフ： ID Quantique（IDQ）（耐量子セキュリティー） 

- EU の量子フラグシップ： QRANGE（量子通信、プロジェクトコーディネーター）、

QIA（量子通信） 

英国 

University of Oxford 

オクスフォード大学 

- 英国の「量子コンピューティング＆シミュレーションハブ」のリーダー 

- 主な研究所・グループ： Oxford Quantum 

http://oxfordquantum.org/  

- 主な提携パートナー： IBM など 

- スピンオフ： Oxford Quantum Circuits (OQC)（超電導回路量子コンピュータ

ー）、ORCA Computing（光量子コンピューター）、Oxford Ionics（イオントラップ量

子コンピューター）、PQShield（耐量子暗号化アルゴリズム）、Quantum Dice（量

子乱数発生器）、Quantum Motion Technologies（シリコン・スピンキュービットの

量子コンピューター） 

- EU の量子フラグシップ： AQTION（量子コンピューティング） 

University of Bristol 

ブリストル大学 

- 主な研究所・グループ： Bristol Quantum Information Institute; Quantum 

Engineering Technology Labs (QET Labs); Quantum Technology Enterprise 

Centre (QTEC) 

http://www.bristol.ac.uk/research/institutes/quantum/ 

http://www.bristol.ac.uk/qet-labs/  

http://www.bristol.ac.uk/qtec/   

https://vcq.quantum.at/
https://quantum.univie.ac.at/
https://itp.phys.ethz.ch/research/comp.html
https://comp.phys.ethz.ch/
https://www.quantum.unibas.ch/
https://www.unige.ch/gap/qic/
http://oxfordquantum.org/
http://www.bristol.ac.uk/research/institutes/quantum/
http://www.bristol.ac.uk/qet-labs/
http://www.bristol.ac.uk/qtec/
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- 主な提携パートナー： グーグル（英国のイニチアチブ「繁栄パートナシップ」の

枠組み） 

- スピンオフ： PsiQuantum（シリコンベースの光量子コンピューター）、KETS 

Quantum Security（耐量子の通信技術）、Phasecraft（量子ソフトウェア）、QLM 

Technology（量子光学センサー） 

- EU の量子フラグシップ： UNIQORN（量子通信） 

University College London, 

(UCL) 

ユニヴァーシティ・カレッジ・ロ

ンドン 

- 主な研究所・グループ： Quantum Science and Technology Institute (UCLQ) 

https://www.ucl.ac.uk/quantum/  

- 主な提携パートナー： グーグル（英国のイニチアチブ「繁栄パートナシップ」の

枠組み） 

- スピンオフ： Q&I（量子技術コンサルティング）、Rahko（量子ソフトウェア）、

Phasecraft（量子ソフトウェア）、Quantum Motion Technologies（シリコン・スピン

キュービットの量子コンピューター） 

University of Cambridge 

ケンブリッジ大学 

- 主な研究所・グループ： Centre for Quantum Information and Foundations 

http://www.qi.damtp.cam.ac.uk/centre-quantum-information-and-foundations  

- スピンオフ： Cambridge Quantum Computing (CQC)（量子ソフトウェア・プラットフ

ォーム）、Riverlane（量子ソフトウェア）、Nu Quantum（単一光子の放出・検出量

子デバイス） 

- EU の量子フラグシップ： 2D-SIPC（基礎科学） 

University of Sussex 

サセックス大学 

- 主な研究所・グループ： Sussex Centre for Quantum Technologies 

https://www.sussex.ac.uk/research/centres/sussex-centre-for-quantum-

technologies/  

- スピンオフ： Universal Quantum（イオントラップ量子コンピューター） 

- EU の量子フラグシップ： MicroQC（基礎科学） 

University of Birmingham 

バーミンガム大学 

- 英国の「量子センサー/計測ハブ」のリーダー 

- 主な研究所・グループ： Quantum Matter and Nanoscale Science 

https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/physics/quantum/index.aspx  

- EU の量子フラグシップ： iqClock（量子センサー） 

University of York 

ヨーク大学 

- 英国の「量子通信ハブ」のリーダー 

- 主な研究所・グループ： York Centre for Quantum Technologies (YCQT) 

https://www.york.ac.uk/physics/ycqt/  

- EU の量子フラグシップ： CiViQ（量子通信） 

University of Glasgow 

グラスゴー大学 

- 英国の「量子イメージングハブ」のリーダー 

- 主な研究所・グループ： Quantum Theory Group 

https://www.gla.ac.uk/schools/physics/research/groups/qtg/  

- EU の量子フラグシップ： PhoQuS（基礎科学） 

Lancaster University 

ランカスター大学 

- 主な研究所・グループ： Quantum Technology Centre (QTC) 

https://www.lancaster.ac.uk/quantum-technology/  

- スピンオフ： Quantum Base（量子セキュリティー装置） 

  

https://www.ucl.ac.uk/quantum/
http://www.qi.damtp.cam.ac.uk/centre-quantum-information-and-foundations
https://www.sussex.ac.uk/research/centres/sussex-centre-for-quantum-technologies/
https://www.sussex.ac.uk/research/centres/sussex-centre-for-quantum-technologies/
https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/physics/quantum/index.aspx
https://www.york.ac.uk/physics/ycqt/
https://www.gla.ac.uk/schools/physics/research/groups/qtg/
https://www.lancaster.ac.uk/quantum-technology/


 

 

 付録 

 

 

 

PRUDENTIA 欧州の量子技術・コンピューティング動向 ■ Part 2 

97 
 

Imperial College London 

インペリアル・カレッジ・ロンド

ン 

- 主な研究所・グループ： Imperial Centre for Quantum Science, Engineering and 

Technology (QuEST) 

https://www.imperial.ac.uk/quantum-engineering-science-technology  

- EU の量子フラグシップ： PhoQuS（基礎科学） 

Durham University 

ダラム大学 

- 主な研究所・グループ： Joint Quantum Centre 

https://www.jqc.org.uk/  

- EU の量子フラグシップ： macQsimal（量子センサー） 

University of Strathclyde 

ストラスクライド大学 

- 主な研究所・グループ： Institute of Photonics 

https://www.strath.ac.uk/science/physics/instituteofphotonics/  

- EU の量子フラグシップ： PASQuanS（量子シミュレーション） 

Sheffield University  

シェフィールド大学 

- 主な研究所・グループ： Sheffield Quantum Centre 

https://quantum.shef.ac.uk/  

オランダ 

TU Delft 

デルフト工科大学 

- オランダの量子コンピューティング・量子インターネットのハブ 

- 主な研究所・グループ： Quantum & Computer Engineering 

https://www.tudelft.nl/eemcs/the-faculty/departments/quantum-computer-

engineering/  

- 主な提携パートナー： マイクロソフト（トポロジカル量子コンピューターの開発） 

- スピンオフ： Delft Circuits（量子ハードウェアのサプライヤー）、Single Quantum

（単一光子検出器） 

- EU の量子フラグシップ： QIA（量子通信、プロジェクトコーディネーター） 

Universiteit van Amsterdam 

(UvA) 

アムステルダム大学 

- オランダの量子アプリケーション・ソフトウェアのハブ 

- 主な研究所・グループ： Quantum Matter & Quantum Information 

https://www.uva.nl/en/about-the-uva/organisation/faculties/faculty-of-

science/research/research-priority/quantum-matter-and-quantum-

information.html 

- EU の量子フラグシップ： iqClock（量子センサー、プロジェクトコーディネーター） 

Technische Universiteit 

Eindhoven (TU/e) 

アイントホーフェン工科大学 

- オランダの量子材料・技術のハブ 

- 主な研究所・グループ： Center for Quantum Materials and Technology 

Eindhoven (QT/e) 

https://www.tue.nl/en/research/research-groups/center-for-quantum-

materials-and-technology-eindhoven/  

- 主な提携パートナー： マイクロソフト（トポロジカル量子コンピューターの開発） 

- EU の量子フラグシップ： UNIQORN（量子通信） 

Universiteit Leiden 

ライデン大学 

- 主な研究所・グループ： Applied Quantum Algorithms（AQA） 

https://www.aqa.universiteitleiden.nl/  

- 主な提携パートナー： シェル（量子化学）、フォルクスワーゲン（量子最適化）  

Universiteit Twente 

トゥウェンテ大学 

- 主な研究所・グループ： Quantum Transport in Matter (QTM) 

https://www.utwente.nl/en/tnw/qtm/ 

- スピンオフ： QuiX（光量子コンピューター） 

https://www.imperial.ac.uk/quantum-engineering-science-technology
https://www.jqc.org.uk/
https://www.strath.ac.uk/science/physics/instituteofphotonics/
https://quantum.shef.ac.uk/
https://www.tudelft.nl/eemcs/the-faculty/departments/quantum-computer-engineering/
https://www.tudelft.nl/eemcs/the-faculty/departments/quantum-computer-engineering/
https://www.uva.nl/en/about-the-uva/organisation/faculties/faculty-of-science/research/research-priority/quantum-matter-and-quantum-information.html
https://www.uva.nl/en/about-the-uva/organisation/faculties/faculty-of-science/research/research-priority/quantum-matter-and-quantum-information.html
https://www.uva.nl/en/about-the-uva/organisation/faculties/faculty-of-science/research/research-priority/quantum-matter-and-quantum-information.html
https://www.tue.nl/en/research/research-groups/center-for-quantum-materials-and-technology-eindhoven/
https://www.tue.nl/en/research/research-groups/center-for-quantum-materials-and-technology-eindhoven/
https://www.aqa.universiteitleiden.nl/
https://www.utwente.nl/en/tnw/qtm/
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Hogeschool van Amsterdam 

(HvA) 

アムステルダム応用科学大

学 

- 主な研究所・グループ： Applied Quantum Computing 

https://www.amsterdamuas.com/create-it/shared-content/research-

groups/research-group-quantum-computing/quantum-computing.html  

- 主な提携パートナー： マイクロソフト 

デンマーク 

Københavns Universitet 

Niels Bohr institutet 

コペンハーゲン大学 

ニールス・ボーア研究所 

- 主な研究所・グループ： Quantum Optics and Photonics; Center for Quantum 

Devices 

https://www.nbi.ku.dk/english/research/quantum-optics-and-photonics/  

https://qdev.nbi.ku.dk/  

- 主な提携パートナー： マイクロソフト 

- スピンオフ： Sparrow Quantum（光子技術のコンポーネント） 

- EU の量子フラグシップ： iqClock（量子センサー）、macQsimal（量子センサー）、

QIA（量子通信） 

Danmarks Tekniske 

Universitet (DTU) 

デンマーク工科大学 

- 主な研究所・グループ： QuantumDTU (Center for Quantum Technologies); 

bigQ (Center for Macroscopic Quantum States) 

http://www.quantum.dtu.dk/ 

https://orbit.dtu.dk/en/organisations/center-for-macroscopic-quantum-states  

- 主な提携パートナー： マイクロソフト 

- EU の量子フラグシップ： UNIQORN（量子通信）、CiViQ（量子通信） 

フィンランド 

Aalto-yliopisto 

アールト大学 

- 主な研究所・グループ： Quantum Computing and Devices (QCD) 

https://www.aalto.fi/en/department-of-applied-physics/quantum-computing-

and-devices-qcd  

- スピンオフ： IQM（超電導量子コンピューター; 欧州で最も多く資金調達した量子

ハードウェア企業） 

- EU の量子フラグシップ： QMiCS（基礎科学）、S2QUIP（基礎科学）、macQsimal

（量子センサー） 

スウェーデン 

Chalmers tekniska högskola 

チャルマース工科大学 

- 主な研究所・グループ： Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) 

https://www.chalmers.se/en/centres/wacqt/Pages/default.aspx  

- スピンオフ： Low Noise Factory (LNF)（量子コンピューティング向けの極低温の

低雑音マイクロ波増幅器） 

- EU の量子フラグシップ： OpenSuperQ（量子コンピューティング） 

フランス 

Université Paris-Saclay 

Institut d'Optique 

パリ＝サクレ大学 

光学研究所 

- 主な研究所・グループ： QUANTUM (Centre for Quantum Science and 

Technology); Institut d'Optique 

https://www.institutoptique.fr/en 

https://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/axes-et-grands-

projets/quantum-centre-en-sciences-et-technologies-quantiques   

- スピンオフ： Pasqal（中性原子の 2D/3D 配列をベースとした量子プロセッサー、

光学研究所） 

https://www.amsterdamuas.com/create-it/shared-content/research-groups/research-group-quantum-computing/quantum-computing.html
https://www.amsterdamuas.com/create-it/shared-content/research-groups/research-group-quantum-computing/quantum-computing.html
https://www.nbi.ku.dk/english/research/quantum-optics-and-photonics/
https://qdev.nbi.ku.dk/
http://www.quantum.dtu.dk/
https://orbit.dtu.dk/en/organisations/center-for-macroscopic-quantum-states
https://www.aalto.fi/en/department-of-applied-physics/quantum-computing-and-devices-qcd
https://www.aalto.fi/en/department-of-applied-physics/quantum-computing-and-devices-qcd
https://www.chalmers.se/en/centres/wacqt/Pages/default.aspx
https://www.institutoptique.fr/en
https://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/axes-et-grands-projets/quantum-centre-en-sciences-et-technologies-quantiques
https://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/axes-et-grands-projets/quantum-centre-en-sciences-et-technologies-quantiques
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- EU 量子フラグシップ： PASQuanS（量子シミュレーション、光学研究所）、CiViQ

（量子通信、Institut Mines-Télécom） 

Université Grenoble Alpes 

グルノーブル・アルプ大学 

- 主な研究所・グループ： Quantum Engineering 

https://quantum.univ-grenoble-alpes.fr/  

Sorbonne Université 

ソルボンヌ大学 

- 主な研究所・グループ： LIP6 (Laboratoire d'Informatique de Paris 6) ; Paris 

Centre for Quantum Computing (PCQC) 

https://www.lip6.fr/  

http://www.pcqc.fr/  

- スピンオフ： CryptoNext Security（耐量子暗号のためのアルゴリズムの開発） 

- EU 量子フラグシップ： PhoQuS（基礎科学、プロジェクトコーディネーター）、QIA

（量子通信） 

Université de Paris 

パリ大学 

- 主な研究所・グループ： IRIF (Institut de Recherche en Informatique 

Fondamentale); Paris Centre for Quantum Computing (PCQC) 

https://www.irif.fr/ 

http://www.pcqc.fr/  

- EU 量子フラグシップ： PhoQuS（基礎科学） 

ENS Paris-Saclay 

パリ＝サクレ高等師範学校 

- 主な研究所・グループ： LuMIn (Light, Material and Interfaces) Laboratory 

https://ens-paris-saclay.fr/en/research/research-laboratories/lumin  

- EU 量子フラグシップ： ASTERIQS（量子センサー） 

ENS Lyon 

リヨン高等師範学校 

- 主な研究所・グループ： Quantum Circuit Group 

http://physinfo.fr/  

- スピンオフ： Alice&Bob（超電導量子コンピューター） 

- EU 量子フラグシップ： QMiCS（基礎科学） 

スペイン 

Euskal Herriko Unibertsitatea 

バスク大学 

- 主な研究所・グループ： Quantum Technologies for Information Science 

(QUTIS) 

https://www.qutisgroup.com/  

- QUTIS グループを率いる Enrique Solano 教授は量子コンピューター企業 IQM

（フィンランド）のドイツ子会社のトップ 

- EU の量子フラグシップ： OpenSuperQ（量子コンピューティング）、QMiCS（基礎

科学） 

イタリア 

Sapienza Università di Roma 

ローマ・ラ・サピエンツァ大学 

- 主な研究所・グループ： Quantum Information Lab 

https://www.quantumlab.it/ 

- EU の量子フラグシップ： PhoQuS（基礎科学）  

出所：自社作成 

 

 

  

https://quantum.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.lip6.fr/
http://www.pcqc.fr/
https://www.irif.fr/
http://www.pcqc.fr/
https://ens-paris-saclay.fr/en/research/research-laboratories/lumin
http://physinfo.fr/
https://www.qutisgroup.com/
https://www.quantumlab.it/
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付録③ 量子技術に取り組む欧州の大企業（20 社） 

表 10： 量子技術に取り組む欧州の主な大企業 

企業 業界 
取り組んでいる/ 

関心のある分野 
提携など 

エアバス 

（欧州） 
航空宇宙 

- 量子コンピューティングの活用

（航空機設計の最適化、材料開

発、上昇飛行の最適化など） 

- 量子通信（航空宇宙プラットフォ

ームのセキュリティー） 

- 量子センサー（ナビゲーションシ

ステムの向上、衛星からの気候

力学の調査、航空機からの地下

資源の調査など） 

- 2016 年と 2018 年、量子ソフトウェア・スタ

ートアップ QC Ware（米）に投資。同社とア

プリケーション開発のために戦略的提携 

- 2019 年、量子コンピューター・スタートアッ

プ IonQ（米）に投資 

- 量子コンピューティングを用いた課題解決

法のコンペティション主催 

- ブリストル大学（英）の量子技術イノベーシ

ョンセンターを支援 

- EU の量子フラグシップ： PASQuanS（量

子シミュレーション、エンドユーザー委員

会）  

Atos 

（フランス） 
IT 

- 量子コンピューティング（量子シ

ミュレーター、量子アセンブリプ

ログラミング言語、ソフトウェアな

どの提供） 

- 2020 年、量子コンピューター・スタートアッ

プ IQM（フィンランド）と提携（欧州の量子

エコシステムを形成するため） 

- 欧州、米国、日本の研究機関や企業に量

子シミュレーターを販売 

- EU の量子フラグシップ： AQTION（量子コ

ンピューティング）、PASQuanS（量子シミュ

レーション） 

BASF 

（ドイツ） 
化学 - 量子コンピューティングの活用 

- 2019 年 4 月、量子ソフトウェア・スタートア

ップ Zapata Computing（米国）に投資 

バイエル 

（ドイツ） 

医薬品・

化学 

- 量子コンピューティングの活用

（病気の症状・進行のパターン

の分析） 

- 2018 年、Atos（仏）、アーヘン工科大学

（独）と提携（量子コンピューティングを用

いた医療研究のため） 

BMW 

（ドイツ） 
自動車 

- 量子コンピューティングの活用

（材料開発、産業ロボット・製造

ラインの最適化、AI・自動運転な

ど） 

- 量子ソフトウェア・スタートアップ QC Ware

（米）の顧客 

- D-Wave（カナダ）の量子アニーリングマシ

ンを利用 

ボッシュ 

（ドイツ） 

複合テク

ノロジー 

- 量子センサー（医療技術など） 

- 量子暗号（IoT におけるセキュリ

ティー） 

- 量子コンピューティングの活用

（材料開発、最適化問題、AI） 

- 2019 年、量子ソフトウェア・スタートアップ

Zapata Computing（米）に投資 

- 2019 年と 2020 年、量子コンピューター・

スタートアップ IonQ（米）に投資 

- 2019 年、量子ソフトウェア研究所 QuSoft

（オランダ）と研究協力（量子コンピューテ

ィングのユースケースを調査するため） 

- EU の量子フラグシップ： macQsimal（量

子センサー）、ASTERIQS（量子センサ
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ー）、QRANGE（量子通信）、PASQuanS

（量子シミュレーション、エンドユーザー委

員会）  

カール・ 

ツァイス 

（ドイツ） 

光学機器 
- 量子センサー/イメージング（医

療技術、計測技術、顕微鏡法） 

- ボッシュやシュトゥットガルト大学（独）と連

携（量子センサー/イメージング分野の研

究開発のため） 

- 量子技術をテーマとしたシンポジウム開

催 

- 量子技術を用いた課題解決法のコンペテ

ィション主催 

ダイムラー 

（ドイツ） 
自動車 

- 量子コンピューティングの活用

（電池・材料の開発、生産・物

流・MaaS の最適化、AI） 

- （超電導量子コンピューターを開発してい

る）グーグル、IBM とそれぞれ提携 

ドイツテレコム 

（ドイツ） 
電気通信 

- 量子通信（量子暗号化、量子通

信インフラ） 

- 2019 年、量子暗号化スタートアップ ID 

Quantique (IDQ)（スイス）に投資 

- EU の量子フラグシップ： CiViQ（量子通

信） 

フランス電力

（EDF） 

（フランス） 

電力・エ

ネルギー 

- 量子シミュレーションの活用（電

力生産施設の材料の劣化、光

電池の開発など） 

- 量子コンピューティングの活用

（最適化、確率論的安全研究、

機械学習など） 

- 量子計測・センサー 

- 量子通信・暗号化（電力生産施

設の保護） 

- 2020 年 7 月、量子コンピューター・スター

トアップ Pasqal（仏）と提携（Pasqal が開発

している中性原子を用いた量子プロセッ

サー上で、電気自動車のための電力配分

のスケジューリングなど最適化問題を解

く、量子近似最適化アルゴリズム（QAOA）

を実行するため） 

- パリ＝サクレ大学のキャンパスにある光

学研究所（Institut d’Optique）（仏）と連携

（エネルギー管理分野の組合せ最適化問

題への断熱量子計算・量子アニーリング

技術の応用） 

- イル＝ド＝フランス地域圏のサクレーに集

積する複数の研究機関・大学、トタルなど

の企業と連携 

- EU の量子フラグシップ： PASQuanS（量

子シミュレーション、エンドユーザー委員

会）  

エネル 

（イタリア） 

電力・エ

ネルギー 

- 量子コンピューティングの活用

（資源計画の最適化） 

- AWS/アマゾンの量子コンピューターのク

ラウドサービスを利用 

エリクソン 

（スウェーデン） 
電気通信 

- 量子通信（耐量子暗号化、量子

鍵配送） 

- 量子コンピューティング（ネットワ

ーク設計の最適化など） 

 

インフィニオン 

（ドイツ） 
半導体 

- 量子通信（耐量子暗号化） 

- 量子コンピューティング（量子コ

ンピューターのコンポーネント） 

- 2019 年、スイス連邦工科大学チューリッヒ

校、インスブルック大学（オーストリア）と

提携（量子コンピューターのコンポーネント

を開発するため） 
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ジョンソン・マッセ

イ 

（英国） 

化学 
- 量子コンピューティングの活用

（材料科学） 

- 量子ソフトウェア・スタートアップ Rahko

（英）、キングス・カレッジ・ロンドン、イギリ

ス国立物理学研究所との共同プロジェクト

で、アマゾン/AWS の量子コンピューター

クラウドサービスを利用（材料の量子レベ

ルのモデリング） 

メルク 

（ドイツ） 

化学・医

薬品 

- 量子コンピューティングの活用

（量子化学・材料開発・創薬、AI） 

- 2019 年より、量子ソフトウェア・スタートア

ップ HQS Quantum Simulations（ドイツ）と

3 年に渡る提携開始（量子化学のための

ソフトウェアの活用と商品化のため） 

- 2020 年 4 月、量子コンピューティング・ス

タートアップ Seeqc（米）に投資 

- 「応用量子カンファレンス」を開催 

SAP 

（ドイツ） 

企業ソフト

ウェア 

- 量子コンピューティング（ソフトウ

ェア） 

- 量子通信（IoT セキュリティー） 

- EU の量子フラグシップ： QIA（量子通信） 

タレス 

（フランス） 

複合テク

ノロジー 

- 量子通信（サイバーセキュリティ

ー） 

- 量子センサー 

- 量子コンピューティング 

- フランス国立科学研究センター（CNRS）、

パリ=サクレー大学など学術パートナーと

連携 

- EU の量子フラグシップ： ASTERIQS（量

子センサー）、Qombs（量子シミュレーショ

ン）、SQUARE（基礎科学） 

トタル 

（フランス） 

エネルギ

ー 

- 量子コンピューティングの活用

（量子化学、組み合わせ最適

化、機械学習など） 

- Atos（仏）の量子シミュレーターを購入 

- 超電導量子コンピューターを開発している

Rigetti（米）、グーグル、IBM と連携 

- 量子ソフトウェア・スタートアップ

Cambridge Quantum Computing (CQC)

（英）、QC Ware（米）と提携 

- EU の量子フラグシップ： PASQuanS（量

子シミュレーション、エンドユーザー委員

会）  

TRUMPF 

（ドイツ） 
機械 

- 量子コンポーネント、量子センサ

ー（量子技術のための特殊なレ

ーザー） 

- 量子コンピューティングの活用

（機械分野の最適化問題） 

- 量子技術のための特殊レーザーを手掛け

る、子会社 Q.ant を設立 

- ドイツ経済エネルギー省が助成する共同

研究プロジェクト「PlanQK」に参画（量子コ

ンピューティング分野） 

フォルクスワーゲ

ン 

（ドイツ） 

自動車 

- 量子コンピューティングの活用

（交通最適化、電池開発、材料

開発、AI） 

- 量子暗号（IT セキュリティー） 

- D-Wave（カナダ）、グーグルとそれぞれ提

携 

- AWS/アマゾンの量子コンピューター・クラ

ウドサービスを利用（D-Wave、Rigetti、

IonQ の量子コンピューターにアクセス） 

出所：自社作成 
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付録④ 様々な量子技術の潜在的メリット、活用分野、商品

化までの年数、成熟度 

光学機器メーカーのカール・ツァイスは 2018 年 4 月、「量子の世界における光学」をテーマにシンポジウ

ムを開催した。このシンポジウムの成果をまとめたホワイトペーパー1から、様々な量子技術の潜在的メリッ

ト、活用分野、商品化までの年数、成熟度（ハイプ・サイクル）を抜粋して下記に記す。 

表 11： 量子計測・センサー分野の各種技術、潜在的メリット、活用分野 

技術 潜在的メリット 活用分野 

NV 中心 高精度の電場・磁場の計測 
医療用途（脳撮像…）、半導体（故障解析

…）など 

物質波干渉法 
高精度のドリフトフリーの比重

測定、加速度測定、動揺測定 

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 
時間・周波数標準の向上 

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 高精度の力センサー 慣性航法システムなど 

位相弁別/ 

スクイズド光 

位相変調方式の光信号のため

の信号対ノイズ比の向上 

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 

 

図 8： 量子計測・センサー分野の各種技術の成熟度、商品化までの年数 

 
出所：ZEISS Symposium 2018 Optics in the Quantum World 

 

 

1 https://www.zeiss.com/corporate/int/newsroom/events/zeiss-symposium.html#quantum  
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表 12： 量子イメージング分野の各種技術、潜在的メリット、活用分野 

技術 潜在的メリット 活用分野 

ゴーストイメージング 

低強度のイメージングのための

信号対ノイズ比の向上、光と検

出器や物体の相互作用の分離 

生物医学イメージング（例えば発生生物学

において） 

量子多光子顕微鏡 
さらに低い強度、さらに高い選

択性、さらに高い解像度 
生物医学イメージング 

量子干渉法 高感度の位相推定 
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 さらに高い解像度 
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 

解像度の向上、最大の距離分

解能 

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 

 

図 9： 量子イメージング分野の各種技術の成熟度、商品化までの年数 

 
出所：ZEISS Symposium 2018 Optics in the Quantum World 
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図 10： 量子コンピューティング分野の各種技術の成熟度、商品化までの年数 

 

出所：ZEISS Symposium 2018 Optics in the Quantum World 

 

図 11： 量子通信分野の各種技術の成熟度、商品化までの年数 

 

出所：ZEISS Symposium 2018 Optics in the Quantum World 
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