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はじめに 

■ 米中への依存を避けたい欧州 

ドイツ・欧州は現在、高性能コンピューター、5G、クラウドコンピュー

ティングなど重要なデジタル技術の多くを（米国や中国など）他国に

依存している。ドイツ政府が「デジタル技術の次のパラダイムシフト」

と位置付ける量子技術では、下記の理由から欧州のテクノロジー主

権を重視する。 

• 貿易・テクノロジー摩擦の影響： ハイテク製品の輸出制限

により、米国製の部品を用いて欧州で量子コンピューターを

つくることが困難になってきている。将来、米国製の量子コ

ンピューターの購入やクラウドサービスの利用が簡単にでき

るとは限らない 

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

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

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

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

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

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

の懸念がある。特に量子通信・暗号分野の技術は国家安全保障に直接関わる 

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

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

向上の他、全く新しい製品・市場が生まれる可能性もある 

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

きく水をあけられていることである。 

■ 欧州が注力する「第 2 世代」の量子技術 

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

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

波を引き起こすと多くの人が考えている” 

カール・ツァイスの CEO Prof. Dr. M. Kaschke 

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

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

‘欧州のパラドックス’問題 

ドイツ・欧州は学術研究では

優れていても、それを製品化

することを苦手とする。例え

ば MP3 技術を開発したのは

ドイツだが、それを商用化し

たのは日本など他国である 

（1900 年のマックス・プランク

の量子仮説まで遡る）長い伝

統を誇る量子物理分野でも

対策を打たないと、優れた基

礎研究の成果が活かせず、

他国が先行して商業化する

ことを恐れている 
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への道のりがはっきりしている。医療、土木・建築、半導

体、天然資源開発、ナビゲーションシステム、情報通信、

防災・気候保護など、様々な分野において高精度・高感

度の測定や観察を可能にする 

• 量子コンピューティング/シミュレーション： 第 2 世代の量

子技術の中で突出して潜在市場規模が大きい。破壊的

イノベーションを引き起こす可能性があるが、最終的な目

標であるフォールトトレラント汎用量子コンピューターの実

現に向けたハードルは高い 

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

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

在力がある 

■ 国の支援が支え 

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

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

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

コロナの経済対策で未来投資 

ドイツ政府はコロナ危機に際した

経済対策の枠組みで、未来技術

にも大きく投資する。この中には

人工知能（AI）、5G/6G、グリーン

水素などの他、量子技術も含ま

れている 

（白黒つける）バイナリー思考の終わり？ 

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

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

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

世界観・生活状況にも影響を及ぼすとみる。 

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

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

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

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

ーターの未来は我々の世界が変わる、考え方が変わるメタファーとなる” 

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

スイス・ザンクトガレン大学 Prof. Dr. M. Meckel 

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

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

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

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

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

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

的に加わっている。 

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

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

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

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

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

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

通して、欧州における量子技術の最前線の動向や戦略が見えてくる。 

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

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

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

ピタルの状況（Part 3）まで広範にカバーしている。 

（米国でも中国でもない）欧州独自の道 

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

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

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

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

とを助ける” （2020 年 12 月）  

欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長（ドイツ人） 
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値を極めて正確に測定できる。（原子の量子状態に基づく）原子時計は既に数十年前から、欧州

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

使われている 

（出所：ドイツ教育研究省） 

図 2： 量子技術の各分野における学術論文の件数の推移（世界全体） 

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

図 3： 量子技術の各分野における特許出願の件数の推移（世界全体） 

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

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

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

表 1： 第 2 世代の量子技術の応用分野（ドイツ教育研究省の見解） 

技術分野 用途 潜在的なメリット 

量子センサー/計測 

地球観測 
高精度・高感度で重力や磁場・電場の測定が可能になる。例えば、

埋蔵物（鉱床）の探索が容易になる 

気候保護 
極地の氷の溶解、津波、洪水など気候変動の正確な測定・検知によ

り、気候保護の強化や自然災害の早期発見が可能になる 

医療技術 
センサーがより正確により高い解像度で測定し、細胞や脳活動の微

小な変化を見逃さない。病気を早期に発見し、治療するのに役立つ 

ナビゲーション 

（従来の GPS が陸海路で使用不可能な場合でも使える）正確で不正

操作ができないナビゲーションシステムは、航空・宇宙飛行・水上航

行や自動運転において重要になる 

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

間尺度の改善、地球規模の衛星ナビゲーションに活かせる 

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

保存するための書込み/読出しヘッドを開発できる 

量子通信/暗号 

国家安全保障、重要

インフラの保護 

量子物理法則により、いかなる盗聴・妨害でも僅かなデータ変化から

痕跡が読み取れる。自動運転車、原子力発電所、電力網などの不正

操作を排除する 

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

で、個人データを盗聴・不正操作から守る 

安全な取引 

量子物理学の特性を用いた暗号は、データ伝送における絶対的安

全を保障する。デジタル貨幣を用いた安全で匿名な金融取引を可能

にする 

量子コンピューター/

シミュレーション 

バイオテク 

生化学の用途のための複雑な分子シミュレーションがより詳細に計

算できる。製薬分野において、医薬品を効率的に組成し、低コストで

生産することが可能になる 

材料研究 

量子シミュレーションは、機能材料やその特性を完全に把握するのに

役立つ。材料欠陥の発見を容易にし、改善につなげられる。それぞ

れの用途に最適な材料特性を特定できる 

AI 研究 

新しいコンピューター・アーキテクチャや演算オペレーションの並列化

は計算時間を短縮する。ビックデータの処理や分析を人工ニューラ

ル・ネットワークに基づくパターン認識などによって可能にする 

最適化問題 

特に複雑に絡み合った多数の条件のある大きなシステムにおいて、

量子コンピューターは（現在のコンピューターでは処理できない）演算

オペレーションを実行する。例えば、データベースの検索アルゴリズ

ムの改善や交通フローの計算速度の向上につながる 

出所：ドイツ教育研究省 
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■ 研究成果が特許化されていない

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

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

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

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

図 12： 量子コンピューティング分野における論文の総数（国別） 

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

図 13： 量子技術分野における研究成果の特許化指数（国別） 

出所：SCOPUS / Institut für Innovation und Technik im VDI/VDE-IT / Heise 
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2.3.1. 量子コンピューティング 

■ 2013 年以降、出願件数が急増

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

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

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

が目立つが、中国も増加傾向にある。 

図 15： 量子コンピューティングに関する特許出願件数の推移 

出所：EC Joint Research Centre（Martino Travagnin） 

■ キュービット技術が中心

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

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

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

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

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

関する特許を出願した。 
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• ドイツ国立物理工学研究所（PTB）

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

• ドイツ航空宇宙センターの衛星測地学・慣性センサー技術研究所

• ザルトリウス（医薬品製造用機器や実験室用機器のメーカー）

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

ドイツ経済エネルギー省は「AI イノベーションコンテスト」の枠組みで、

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

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

る。大学・研究機関、量子スタートアップ、大企業、中小企業の計 15 の

組織が参画。 

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

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

概要 

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

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

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

トフォームを構築する。特に中小企業が使いやすいようにする

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

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

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

にする

期間 2020 年 1 月～2022 年 12 月 （3 年間） 

補助金 1,900 万ユーロ 

参画パートナー 

- シュトゥットガルト大学 

- ミュンヘン大学 

- ベルリン自由大学 

- フラウンホーファー オープン通信システム研究所 

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

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

- DB Systel（ドイツ鉄道の IT サービス子会社） 

- ドイツ連邦印刷会社 

- TRUMPF（世界的なレーザー装置・工作機械メーカー） 

- アクセンチュア（ドイツ子会社） 

- StoneOne（ソフトウェア企業） 

- regio iT（IT 企業） 

- Planerio（ソフトウェア企業） 

- d-fine（理系のコンサルティング会社） 

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

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

士通、NEC などを含む計 30 の組織（大企業、中小企業、学術機関） 

出所：自社作成 
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■ ドイツ語圏の大きな存在感

量子フラグシップのプロジェクトの国別内訳を見ると、参画しているプロジェクトの数、参画している組織

（研究機関、大学、企業）の数、プロジェクトの予算総額の全ての点で、ドイツが群を抜いている。スイスや

オーストリアも合わせたドイツ語圏の存在感が大きい。その他、フランス、英国、スペイン、イタリアといった

大きな国だけではなく、オランダや北欧諸国も量子フラグシップで重要な役割を果たしている。 

表 12： EU 量子フラグシップの共同研究プロジェクトの国別内訳 

出所：自社作成 

参画している
プロジェクトの件数

プロジェクト予算
合計（万ユーロ）

プロジェクトに参画
している組織の数

ドイツ 18 3369 34

スイス 9 1809 11

フランス 10 1408 17

英国 15 1392 18

スペイン 9 789 9

オーストリア 6 789 6

オランダ 4 703 8

イタリア 7 607 12

デンマーク 6 462 4

フィンランド 4 405 4

スウェーデン 3 369 4

イスラエル 6 238 3

ベルギー 3 152 3

ギリシャ 1 75 2

ポルトガル 3 69 2

ポーランド 1 66 1

ブルガリア 1 37 1

チェコ共和国 1 32 1

ハンガリー 1 32 1

ベラルーシ 1 22 1

リトアニア 1 12 1

全体 19 12837 143

EU「量子フラグシップ」の19件のプロジェクトの国別内訳
（プロジェクト期間：2018/10～2021/9）
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4.5. 量子センサー/計測 

表 18： EU 量子フラグシップのプロジェクト一覧（量子センサー/計測） 

量子センサー/計測分野 

macQsimal 

2018/10～

2021/9 

1,021 万€ 

検知・計測用途のための小型の原子蒸気セ

ル量子デバイス 

（Miniature Atomic vapor-Cells Quantum 

devices for SensIng and Metrology 

AppLications） 

目標： 5 つの主要な物理的観測量（磁場、時

間、回転、電磁放射線、ガス濃度）のための卓

越した感度の量子センターを開発する。これら

全てのセンサーは TRL（技術成熟度レベル）3

～6 に達し、それぞれの市場における他のソリ

ューションを上回る。これらの多様なセンサー

における共通のコア技術は、統合されたマイク

ロ電気機械システム（MEMS）として実現され

た原子蒸気セル。最新のセンサー物理学を

MEMS 原子蒸気セルの技術と組み合わせる。

同時に、スクイージング、もつれ、空洞量子電

磁力学の方法を小型センサーに初めて応用

し、量子技術を産業応用に大きく近づける 

https://www.macqsimal.eu/ 

プロジェクトコーディネーター 

• スイス電子・マイクロテクノロジー研究所（CSEM）

（スイス）：236 万€

研究機関・大学 

• フィンランド VTT 技術研究センター（フィンラン

ド）：97 万€

• ヌーシャテル大学（スイス）：79 万€

• シュトゥットガルト大学（独）：78 万€

• バーゼル大学（スイス）：71 万€

• コペンハーゲン大学（デンマーク）：60 万€

• 光化学研究所（ICFO）（スペイン）：57 万€

• ダラム大学（英）：57 万€

• フランス国立科学研究センター（CNRS）（仏）：42

万€

• アールト大学（フィンランド）：29 万€

企業 

• ボッシュ（ドイツ）：90 万€

• Orolia Switzerland（スイス）：79 万€

• MEGIN（フィンランド）：13 万€

プロジェクト管理会社 

• ACCELOPMENT（スイス）：34 万€

iqClock 

2018/10～

2021/9 

1,009 万€ 

統合された量子時計 

（Integrated Quantum Clock） 

目標： 光時計を堅固で小型にし、商品化に近

づける。最初の製品プロトタイプはフィールド

対応（実際の現場で使用可能）なストロンチウ

ム光格子時計で、（ネットワーク同期など）実

際のユースケースにおいてベンチマークテスト

にかける。さらに、次世代の時計である超放

射レーザーの光格子時計を実現する 

https://www.iqclock.eu/ 

プロジェクトコーディネーター 

• アムステルダム大学（蘭）：244 万€

研究機関・大学 

• バーミンガム大学（英）：150 万€

• コペンハーゲン大学（デンマーク）：100 万€

• ニコラウス・コペルニクス大学（ポーランド）：66 万

€

• ウィーン工科大学（オーストリア）：40 万€

• インスブルック大学（オーストリア）：38 万€

企業 

• TOPTICA Photonics（独）：132 万€

• NKT Photonics（デンマーク）：85 万€

• Teledyne e2v（英）：69 万€

• Chronos Technology（英）：43 万€

• Acktar（イスラエル）：33 万€

• ブリティッシュ・テレコム（BT）（英）：0 万€

ASTERIQS 

2018/10～

2021/9 

ダイアモンド量子センサーによる科学技術の

向上 

（Advancing Science and TEchnology thRough 

dIamond Quantum Sensing） 

プロジェクトコーディネーター 

• タレス（仏）：79 万€

研究機関・大学 

SAMPLE
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