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デロイトは、2019年以降の量子コンピュータ（quantum computer：
QC）に関して、以下の5つの予測を立てている。

1. 量子コンピュータが古典コンピュータ（従来型のトランジスタベース
のデジタルコンピュータ）に取って代わることがあったとしても、それ
は今後数十年で起こることではない。

2. 将来的には、量子コンピュータ市場は今日のスーパーコンピュータ
市場とおおよそ同等の、約500億ドルの規模になるだろう。

3. 商用の汎用量子コンピュータが登場するのは、早くても2030年代と
想定される1。

4. 初期段階のQCと位置付けられる、“The Noisy Intermediate 
Scale Quantum”（NISQ：ノイズの影響を受けやすい中間段階の量
子）コンピューティングの市場は、2020年代には毎年数億ドル規模
になるだろう。

5. 耐量子セキュリティ業界も、2020年代には年間数億ドル規模に市場
が拡大すると見込まれる。セキュリティおよび暗号化技術の分野は、
大型QCを用いることで飛躍的に発展することがほぼ確実な分野の
一つである。

「量子超越性」のマイルストーン
2018年現在、19個2および20個3の量子ビットを持つQCが存在し、その
性能スペックが解明され、公表されている。それを超える50、72、128個

の量子ビットのデバイスについても動作確認などの情報が発表されてい
るが、詳細なスペックは明らかになっていない。
量子コンピュータがこれまで古典コンピュータでは成し得なかった特定
のタスクを実行する「量子超越性」は、60個以上の量子ビットを持つマシ
ンで実現されると考えられているが4、量子ビットの数が増えるにつれて
追加がますます困難になるため、相応の時間がかかるとみられる。
それでも、2020年までに60個を超える量子ビットを持つQCが開発され
ることはほぼ確実で、そのスペックが公表されることになるだろう。そし
て量子超越性が証明される初めての事例が見られることになると考えら
れる。これは重要なマイルストーンではあるものの、そのマシンの大きさ
やプログラミングの難解さを考えると、その後当分の間は汎用的な量子
コンピュータの構築は難しいままだろう。

量子コンピュータの市場性
QCの売上高は2019年には数千万ドル、2020年代には年間数億ドル、
2030年代には年間数百億ドルに達すると推計される。しかし一方で同
時期において、古典デバイスは毎年1～2兆ドルの売り上げ規模を保つと
考えられる5。
QC市場の形成には何年もかかり、2030年代に入っても500億ドル規模
にとどまるだろう。これは今日のスーパーコンピュータ市場と同等の規
模である6。スーパーコンピュータもまた、特定の問題解決用途に限られ、
大型で携帯不可能というQCと類似した特性を持つ。QCは古典コン
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ピュータに取って代わるものではないため、数兆ドル規模には拡大しな
いが、今日の市場が実質的にゼロであることを考えると、はるかに大き
な成長である。実際、QCは、今後10年間で現れる最大の「新しい」技術
収入の機会の一つとなるだろう。量子超越性が達成された分野では、業
界全体が変貌するかもしれない。

量子コンピューティングの実装環境
QCでは量子ビットの動きを制御・維持する必要があるが、安定した運用
の実現には超低温環境が必要とされ、QCの物理的な実装は多くの場
合、非常に低い温度下で行われる。
QCのマシンとそれに伴う冷却システムは、必然的に重さが数千キログラ

ム、大きさが小型車ほどになり、数百万ドルの費用がかかり、何キロワッ
トもの電力を消費する。この点については2030年代に入っても同じ状況
が続くことが想定され、ミリケルビン（ほぼ絶対零度に近い-273℃レベ
ル）の低温を必要とするQCの大きさや費用、エネルギー消費量はほとん
ど変化しないだろう。
また、常温でのQC技術にも期待が寄せられているが、常温環境で1～2
個を超える量子ビットでQCが動作することは未だ証明されていない。常
温ソリューションが実現していないことを鑑みると、我々がスマートフォン
で量子コンピューティングを使用するとした場合、クラウドを利用するし
か方法がないということになる。

BOTTOM LINE
組織および政府は、量子コンピューティングを収益化するとともに、生じうるリスクを回避するために以下のような対策を講じることができる。

長期的な耐量子サイバーセキュリティ計画の策定
QCの将来を見据えたサイバー防衛の計画・ロードマップ作成が必要である。現時点で準備を始めても決して早すぎることはない。アメリカ国立標準
技術研究所（National Institute of Standards and Technology, NIST）は、量子コンピュータの脅威を背景に公開鍵暗号を置き換えることを想定
しており、組織はこの暗号方式の更新に即座に対応できる「クリプト・アジリティ(Crypto Agility)」を開発すべきだと提言している7。

原子レベルで取り組む企業によるNISQの検討
化学・生物分野の企業の多くはすでに高性能計算（high-performance computing：HPC）のリソースに投資しており8、さらにNISQを構想に追加
することは理にかなっているといえる。

通常レベルで取り組む企業によるNISQの検討
化学や生物学以外の分野でも、金融、運輸、ロジスティクスなどの業界においてデータ分析やモデリング、アルゴリズム構築等のタスクにおけるQC活
用に潜在的可能性があると考えられているが9、この場合もNISQの活用を検討することができる。

高性能計算（HPC）アーキテクチャの更新10

従来型のHPCシステムと量子コンピューティングを結びつけるハイブリッドアーキテクチャが一般的になる可能性があるため、HPCにすでに投資して
いる業界の企業は、そうなった場合の影響を把握すべきである。具体的な業界としては航空宇宙、防衛、石油、ガス、ライフサイエンス、製造、金融サー
ビスなどが挙げられる。

分析における作業負荷の再考
多くの企業が定期的に、リスク管理、予測、プランニング、最適化といった用途で、コンピュータを使用した大規模な分析作業を実施している。量子コ
ンピューティングを使用すると、これらの作業時間が軽減されるだけでなく、組織のオペレーションを再考して新しい課題に取り組むことができる可
能性がある。

学術的な研究開発パートナーシップの探求
量子コンピューティング分野を研究対象としている学術機関との共同研究に、企業の開発資金を割り当てることにも意義があると考えられる。学術
的な研究パートナーシップを活かすと、量子コンピューティングに関する知識の構築や、適用領域の検討に早い段階で着手できるだろう。

今後2年ほどの間は、量子コンピューティング関連に予算を割くCIOはほとんどいないかもしれない。しかし、量子コンピューティングの急激な進歩と
将来的な影響を考慮すると、今の段階から戦略的に関与することが必要である。現時点での大規模な投資は合理的ではないかもしれないが、量子
コンピューティングに関連する組織内での研修や研究開発のパートナーシップ、戦略プランニングに投資しておくことで、将来的に実を結ぶことがあ
るかもしれない。 
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