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はじめに 

■ 基礎研究では世界一流

「ドイツはこれまで眠れる巨人だったが、今、起き上がった」と独ユーリッヒ研究機構の量子コンピューティ

ング責任者は表現する。欧州では優れた基礎研究を行ってきたが、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という。実際、量子コンピューティングに関する論文の総数で EU は世界全

体の 30％を占め、米国（21％）や中国（13％）を上回る。特にスイス、オーストリアを含むドイツ語圏、オラ

ンダ、英国では量子技術分野の論文の‘質’（引用頻度の高い論文の割合）が世界でトップレベルにある。

IBM、マイクロソフト、インテル、グーグルといった米国の巨大テック企業は欧州の大学・研究機関と提携

して、量子コンピューターを開発している。 

■ 製造業大手が‘アーリーアダプター’

一方、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’を目指す。特にドイツの自動車メーカー（フォルクスワーゲン、ダイムラー、BMW）が量

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（エアバス）、自動車部品・産業機器メーカー

（ボッシュ）、化学・医薬品メーカー（メルク、BASF、バイエルなど）、石油・エネルギー企業（トタルなど）、

機械メーカー（TRUMPF）などが積極的に取り組む。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いでいる。例えば、米アマゾ

ンが 2020 年 8 月に正式にスタートした量子コンピューターのクラウドサービス「Braket」の最大の顧客はフ

ォルクスワーゲンである。メルク、ダイムラー、トタルなどは、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既に着手した。 

■ ドイツは量子センサーで有力

ドイツは量子を用いたセンサー/イメージング/計測分野で世界的に有力

国のひとつ。大学・研究機関のみならず、産業界もこの分野に関心が高

く、マーケットリーダーの地位を守るために早期に研究開発に乗り出し

た。それぞれ自社の事業分野における応用に重点を置く。ボッシュやカ

ールツァイスといった大企業の他、（インダストリー4.0 の先駆者として知ら

れる）機械メーカーの TRUMPF も量子技術に熱心で、そのための子会社

も設立した。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、この‘量子

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

本レポート Part 2 では、量子技術分野で有力な欧州の研究機関・大学および大企業に焦点をあてる。第

1 章では、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）

および大学（40 校以上）を紹介する。第 2 章では、最初にドイツ・欧州の産業界の立ち位置を分析し、続

いて欧州の大企業（20 社）の量子技術分野におけるアクティビティーや動向を分析する。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・研究機関および大企業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。

“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” 

ボッシュ 
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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 
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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有力

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。 

• 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

12 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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■ 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。 
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2. 欧州の大企業の動向

2.1. 産業界の概要 

■ ドイツ・欧州の大企業の強みと弱み

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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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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• 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的に重要な多くの分

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

SAMPLE



 

         米国の IT 大手と欧州の関係 78 

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。 

■ オランダの量子コンピューティング先端研究所 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
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