
量子コンピュータと量子機械学習の最新トレンド
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代表者略歴 

blueqat株式会社　代表取締役 

湊雄一郎（みなとゆういちろう） 

 

2004年　東京大学工学部建築学科卒業 

2005年　株式会社隈研吾建築都市設計事務所勤務 

2008年　MDR株式会社設立 

2020年　blueqat株式会社に名称変更 

 

2015年　総務省異能vation最終採択 

2017年　内閣府ImPACT山本プロジェクトPM補佐 

2019年-　文科省さきがけ量子情報領域アドバイザー 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翔泳社(2020/1/24)  
専門書 
 

インプレス (2019/5/20)  
ビジネス書 

著書紹介 

秀和システム(2021/ 3/6) 
実践本 

ビジネス書から実践本まで幅広いラインナップを網羅 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ビジネス中心、最近は少し研究も 
Explainable Natural Language Processing with Matrix 

Product States  

APS -APS March Meeting 2021 - Event - Explainable Natural 
Language Processing with Matrix Product States

https://www.nature.com/collections/ecehgdfcba 

2019年に初めて共著
論文投稿。物理学分野
でTop8

Finding Hadamard Matrices by a Quantum  
Annealing Machine  

量子機械学習で自然
言語処理をディープ
ラーニング。量子機
械学習セッションは唯
一の日本人

https://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/X32.14
https://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/X32.14
https://www.nature.com/collections/ecehgdfcba


企業名  blueqat株式会社 

（ブルーキャット）  

所在地  東京都文京区本郷2-40-14  

設立  2008年 

資本金  1億3,000万円 

（資本準備金94,986,050円）  

事業内容  量子コンピュータクラウド  

機械学習ソリューション  

社名由来  ドラえもん 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企業概要 

blueqat SDK + クラウド

シミュ
レータ

実機
イオントラップ、超電導

アプリストア
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日本からは２社 

世界で11社のAmazon社の量子パートナー 

https://aws.amazon.com/jp/quantum-solutions-lab/

カナダ 日本 スペイン 米国

米国

米国
米国カナダ

オランダ
イギリス日本

https://aws.amazon.com/jp/quantum-solutions-lab/
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Qiskitはとてもいいツール。日本のベンチャーで初のIBMの量子パートナー 

IBM Quantumのパートナー 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海外企業からの採用も増えている 

Strangeworks社の量子プラットフォーム 

Strangeworks Launches Quantum Ecosystem to Globalize and Humanize Access 
to Quantum Technologies - Strangeworks

https://strangeworks.com/newsroom/strangeworks-launches-global-quantum-ecosystem
https://strangeworks.com/newsroom/strangeworks-launches-global-quantum-ecosystem
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2019のニュース：Googleが量子超越を達成 
従来のスパコンで1万年かかる計算を200秒で 
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51384140V21C19A0000000/

2020のニュース：中国科学技術大学が量子超越を達成 
スパコン富嶽で6億年かかる計算を200秒で。GBS。 
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODB089GO0Y0A201C2000000

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51384140V21C19A0000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODB089GO0Y0A201C2000000?unlock=1


１、NISQ時代：量子と既存コンピュータのハイブリッド利用 

市場規模：2500-5500億円(20-50億ドル) / 2019年- 

 

２、量子超越時代：量子コンピュータの性能がスパコンを凌駕 

市場規模：2兆7000-5兆5000億円(250-500億ドル) / 2024年- 

 

３、汎用マシン時代：量子コンピュータが完成し市場が爆発的に拡大 

市場規模：50兆-93兆円(4500-8500億ドル) / 2050年- 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Where Will Quantum Computers Create Value—and When? BCG Report
https://www.bcg.com/publications/2019/quantum-computers-create-value-when.aspx

段階的な技術発展とともにアプリケーション市場規模が爆発的に増大しており、開発も加速。

現在、市場規模が爆発的な伸びに成長中 

現在位置

https://www.bcg.com/publications/2019/quantum-computers-create-value-when.aspx
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国内市場も順調に市場規模が拡大見込み 

2020年度の国内量子コンピュータ市場は62億円、2030年度に2300億円に―矢野経済研究所

https://it.impress.co.jp/articles/-/20443

https://it.impress.co.jp/articles/-/20443
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IonQイオントラップマシンによる、論理量子ビットの作成 

https://arxiv.org/pdf/2009.11482.pdf

IonQは16:1もしくは32:1のオーバーヘッドでしばら
く誤り訂正を実装

Mid-circuit measurement and active feed-forward in the Honeywell QCCD

APS -APS March Meeting 2021 - Event 
- Mid-circuit measurement and active 
feed-forward in the Honeywell QCCD 
quantum computer

experimentally realize repeated rounds of 
real-time fault-tolerant quantum error 
correction on a full d=3 code.

https://arxiv.org/pdf/2009.11482.pdf
https://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/P32.14
https://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/P32.14
https://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/P32.14
https://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/P32.14
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シリコン量子ビットも開発が進む 

https://www.inside.unsw.edu.au/academic-excellence/renown
ed-quantum-physicist-joins-silicon-quantum-computing Intel、量子コンピュータ用の冷却機。300mmの大型ウェハを絶対零度近くまで冷や

せる - PC Watch (impress.co.jp)

Google量子超越のハード責任者が移籍 インテルを筆頭に着実に実用化に向かう

集積化に優位、比較的高温で動作など

https://www.inside.unsw.edu.au/academic-excellence/renowned-quantum-physicist-joins-silicon-quantum-computing
https://www.inside.unsw.edu.au/academic-excellence/renowned-quantum-physicist-joins-silicon-quantum-computing
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1312356.html
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1312356.html


光量子コンピュータ
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２０２１年は光量子コンピュータアプリケーション開発元年

Xanadu announces programmable photonic 
quantum chip able to execute multiple 
algorithms (phys.org) 中国発の光量子計算による量子アドバンテー

ジで用いられた手法の解説  | blueqat

光量子超越
GBS!

PsiQuantum expects commercial quantum 
computer by 2025 | Financial Times (ft.com)

https://phys.org/news/2021-03-xanadu-programmable-photonic-quantum-chip.html
https://phys.org/news/2021-03-xanadu-programmable-photonic-quantum-chip.html
https://phys.org/news/2021-03-xanadu-programmable-photonic-quantum-chip.html
https://blueqat.com/cc7a5408-5d18-4c4a-bd32-4d5306813760/d63e091c-427d-41f4-8715-26d2cc2a6cf9
https://blueqat.com/cc7a5408-5d18-4c4a-bd32-4d5306813760/d63e091c-427d-41f4-8715-26d2cc2a6cf9
https://www.ft.com/content/a5af3039-abbf-4b25-92e2-c40e5957c8cd
https://www.ft.com/content/a5af3039-abbf-4b25-92e2-c40e5957c8cd
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中国新興、量子コンピューターを開発 
現在は24ビットの量子コンピューターがデバッグ段階に入っており、旧正月（2月中旬）前後にもローンチされる予定で、今年末か

ら来年初めにかけては64ビットの量子コンピューターをローンチする予定だという。  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ22BE50S1A120C2000000/

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ22BE50S1A120C2000000/
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量子コンピュータ企業IonQがNY証券取引所に初上場 
IonQが量子コンピュータ企業として、SPACで株式公開  

IonQ to go public via SPAC deal, becomes quantum computing pure play | ZDNet

https://www.zdnet.com/article/ionq-to-go-public-via-spac-deal-becomes-quantum-computing-pure-play/
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デスクトップ/サーバーラック型量子コンピューター  

https://ascii.jp/elem/000/004/000/4000031/2/

量子コンピュー

ターをおうちで

自作しよう！ 

ハッカーの楽し

い挑戦 

https://www.quantaneo.com/Bringing-a-two-qubit-deskt
op-quantum-computer-to-life_a393.html

NMR型のデスク

トップ量子コン

ピュータが中国

で発売

IonQ投資家向け資料より引用
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量子コンピュータクラウド４強 

ローンチ済み 2021年ローンチ予定



様々なハードウェア競争

超電導方式（ IBM/Google）
2015-

イオントラップ方式（ IonQ/Honeywell）
2020-

フォトニクス方式（Xanadu/PsiQ）
2021,2025?-

シリコン量子ビット（ Intel/SQC）
2025,2030?-



QAOA
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量子コンピュータとアプリケーション 

NISQアルゴリズムFTQCアルゴリズム

量子アニーリング

FTQC、NISQアルゴリズム

1985-
量子アルゴリズム 1.0

2015-
量子アルゴリズム 2.0

2020-
量子アルゴリズム 3.0

ハードなし

2012-
D-wave

Google / IBM Honeywell / IonQ

光連続量計算

PsiQ / Xanadu

量子位相推定

グローバー 量子振幅推定

量子機械学習

VQE 量子位相推定
量子断熱時間発

展
量子振幅推定

量子機械学習

時間発展

量子化学

組合せ最適

金融

機械学習

ボルツマンマシン

NISQ : Noisy Intermediate Scale Quantum
FTQC : Fault Tolerant Quantum Computer
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4ステップで開発 

 
 

開発環境はOSS中心に整っている。

シミュレータでテスト
手元PCなど

量子プログラミング
手元PCなど

量子コンピュータ実機
クラウド経由

結果の後処理
手元PCなど

OSSツールをダウンロード クラウド契約

量子ゲート
量子アニーリング

光量子コンピュータ

GitHub - Blueqat/Blueqat: Quantum 
Computer Library for Everyone

GitHub - Blueqat/Photonqat: 
Library for continuous variable 
programming blueqat.com

https://github.com/Blueqat/Blueqat
https://github.com/Blueqat/Blueqat
https://github.com/Blueqat/Photonqat
https://github.com/Blueqat/Photonqat
https://github.com/Blueqat/Photonqat
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頑張ってストアまでは作る。。。 

 
 

キラーアプリも頑張って作る。。。



blueqat julia
新言語。中国や米国の先端技術現場で使われる。 



実機の利用にはまだまだ課題もある

シミュレータの実行が多く、
実機を使った成果発表はか
なり限定的。

https://arxiv.org/pdf/2009.12472.pdf



実機の利用にはまだまだ課題もある
とにかく値段が高い。機械学習を回すのに最新機種で 数十万から数百万円 かかる。特に量子機械学
習はエスカレートしており、資金力のある会社でないとそもそも実機を使ったパフォーマンスのチェック
や論文が書けない。コモディティ化よりも先に値段の高騰が来ている。。。



VQE  

https://journals.aps.org/prx/pdf/10.1103/PhysRevX.6.03100
7

固有値、変分原理
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量子位相推定 
固有値
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量子フーリエ変換 
時系列の波を周波数帯に分解する離散高速フーリエ変換の量子版
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QAOA 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https://arxiv.org/pdf/1712.05771.pdf

変分＋量子断熱時間発展



量子断熱時間発展 
量子シミュレーション  

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1511/1511.03316.pdf
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グローバー、量子振幅増幅
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マーキング 平均反転

IBMより



2048ビットのRSA暗号は８時間で解かれる。
暗号解読アプリケーション自体は現状の技術で作成可能  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https://www.technologyreview.com/s/613596/how-a-quantum-computer-could-
break-2048-bit-rsa-encryption-in-8-hours/?utm_campaign=site_visitor.unpaid.e
ngagement&utm_source=twitter&utm_medium=social_share&utm_content=20
19-06-12

Factoring 2048 RSA integers in 177 
days with 13436 qubits and a 
multimode memory

[2103.06159] Factoring 2048 RSA integers in 177 days 
with 13436 qubits and a multimode memory (arxiv.org)

対策は耐量子コンピュータ暗号や量子暗号など。すでに
対策や製品が出始めている段階。量子コンピュータに
耐性のある暗号や量子の特性を使った暗号。

https://www.technologyreview.com/s/613596/how-a-quantum-computer-could-break-2048-bit-rsa-encryption-in-8-hours/?utm_campaign=site_visitor.unpaid.engagement&utm_source=twitter&utm_medium=social_share&utm_content=2019-06-12
https://www.technologyreview.com/s/613596/how-a-quantum-computer-could-break-2048-bit-rsa-encryption-in-8-hours/?utm_campaign=site_visitor.unpaid.engagement&utm_source=twitter&utm_medium=social_share&utm_content=2019-06-12
https://www.technologyreview.com/s/613596/how-a-quantum-computer-could-break-2048-bit-rsa-encryption-in-8-hours/?utm_campaign=site_visitor.unpaid.engagement&utm_source=twitter&utm_medium=social_share&utm_content=2019-06-12
https://www.technologyreview.com/s/613596/how-a-quantum-computer-could-break-2048-bit-rsa-encryption-in-8-hours/?utm_campaign=site_visitor.unpaid.engagement&utm_source=twitter&utm_medium=social_share&utm_content=2019-06-12
https://arxiv.org/abs/2103.06159
https://arxiv.org/abs/2103.06159


光量子コンピュータはまた別の計算理論を利用

Xanaduより引用



光量子、出口戦略第一弾はGBSの社会応用
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perfect matchingアルゴリズムや組合せ最適化を光量子で実行し、社会問題を解く。
量子ビットとは異なる新しいコミュニティが必要。ツールやユーザーが少ない。

オンラインコミュニティ

https://join.slack.com/t/photonqat/shared_invite/zt-nknunctg-3sjRV4CPKuLbIzRPdvid3A

勉強会の告知

光量子コンピュータ  - connpass

ツールphotonqat
GitHub - Blueqat/Photonqat: Library for continuous variable programming

チュートリアル、こちらの step5
GitHub - Blueqat/Blueqat-tutorials: Tutorials for Blueqat

https://join.slack.com/t/photonqat/shared_invite/zt-nknunctg-3sjRV4CPKuLbIzRPdvid3A
https://newdltech.connpass.com/
https://github.com/Blueqat/Photonqat
https://github.com/Blueqat/Blueqat-tutorials


量子機械学習
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量子古典ハイブリッド機械学習が主流。PQC、パラメトリック量子回路を利用した機械学習モデ
ルの研究が過熱。



QCBM+TN
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量子回路ボルンマシンQCBMとテンソルネットワークを統合したモデルを採用。

Quantum convolutional neural networks

Quantum convolutional neural networks | Nature Physics

https://www.nature.com/articles/s41567-019-0648-8


Holographic VQE / TE
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MCMR(Mid-Circuit Measurement and qubit Reuse)を利用したテンソルネットワークモデル
でのコンパクトなVQEや時間発展。量子コンピュータも万能ではないので、回路の近似が必要。

2005.03023.pdf (arxiv.org)

https://arxiv.org/pdf/2005.03023.pdf


MPS / PEPS

自然言語処理など



MERA TTN(Tree Tensor Network)

https://tensornetwork.org/mps/
画像認識など

https://tensornetwork.org/mps/


MPS



TTN/MERA MPS 量子回路へ落とし込み
Holographicをつかっ
て回路を折りたたむこと
もできる



IBM超電導今後のロードマップ
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量子ビットを増加＆誤り訂正

IBM's roadmap for building an open quantum software ecosystem | IBM Research Blog

https://www.ibm.com/blogs/research/2021/02/quantum-development-roadmap/


Honeywellイオントラップ今後のロードマップ
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量子ビットを増加＆誤り訂正

Honeywell Debuts Quantum System, ‘Subscription’ Business Model, and Glimpse of Roadmap (hpcwire.com)

https://www.hpcwire.com/2020/10/29/honeywell-debuts-new-quantum-system-and-subscription-business-model/


IonQイオントラップ今後のロードマップ
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量子ビットを増加＆誤り訂正
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本資料のお問い合わせ先 

企業名：blueqat（ブルーキャット）株式会社 

所在地：東京都文京区本郷2-40-14 

事業内容：量子コンピュータ開発 

問合せ先：info@blueqat.com 

ウェブサイト：https://blueqat.com/ 

 

mailto:info@mdrft.com

