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★ＡＩ・量子コンピュータ★ 

 

多くの人込みの中で、即座に特定の人を探し、また空港において、少ない情報と顔認証で

出入国手続きが簡単にでき、主要国の言語を機械で応答ができるようになりました。このよ

うに日常の生活や事業の中に、AI（ディープラーニング）の導入が相次いでいます。また、

日本の企業や役所においても AI の導入がなされています。さらに、医療、化学、製造、社

会インフラ等多くの分野で大きな影響を及ぼす量子コンピュータの実用化が現実味を帯び

てきました。今月は、ＡＩ（人口知能）と量子コンピュータの動向について紹介します。 

 

１、ソフトバンクの動向 

（１）10 兆円ファンドによる「群戦略」 

    ソフトバンク社は、人工知能を軸に、投資先企業を互いに連携させる AI 群戦略の

もと、IoT (6 社)、シェアリング・エコノミー（８社）、AI・ロボット（8 社）、保健医

療（7 社）、金融（3 社）、EC・ネット予約（5 社）、建設・不動産・鉱山（３社）に、

10 兆円を投資しています。 

    投資先に共通するものは、各分野で世界ナーバンワンの座につく可能性を秘めた

IT 企業であり、ソフトバンクが進める「群戦略」のパートナーです。これらの企業

が互いに強みを生かし、新サービス・商品を共同開発し、顧客を相互に融通すること

等により、その相乗効果で、圧倒的に強いサービスの実現を目指しています。  

    投資先に共通するものは、各企業がプラットホームを有し、その業界の胴元企業で、

アプリケーション・サービス・商品を提供する多くの企業をプラットホーム上に抱え、

ユーザー（利用者）とつながる場を提供しています。 

  （注）プラットホーム事例  

アリババ（販売企業と消費者をつなぐ場を提供）、滴滴出行（車運転者と利用

者をつなぐ場） 

（２）AI は、恐ろしい勢いでやってくる 

    ソフトバンクの孫社長が、このような行動をとっている理由は、次のような考えに

よるものです。AI は、人類史上最大の革命であり、AI を制するものが未来を制しま

す。AI は、間違いなく恐ろしい勢いでやってきており、10 年後は AI の時代です。

1 日でも早く取り組んだところが、企業競争に勝つことから、企業は全力で AI に取

り組む必要があるとの考えからです。 

 



２、AI 大国中国 

中国は、米国に次ぐ AI 大国であり、イスラエル等とともに、米国を追い越す勢いで、

AI の研究開発と実用化が進んでいます。中国において、景気の低迷、旧態依然とした

企業の衰退の中で、成長している AI 産業の状況を紹介します。 

（１）AI 小売スーパー 

    EC１位のアリババ、EC2 位の京東集団は、「生鮮品の当日売切り、トレーサビリ

ティ、QR 決済、店舗と EC のオムニチャネル、３キロ以内 30 分配送、店内調理」

を実現した（AI、ビッグデータ、IoT の活用）小売店舗を開業し、急速に店舗数を拡

大させています。 

    商品に対する国民の不満「鮮度、安全性、仕事や育児で買い物に行けない、紙幣が

汚く偽札、レストランは高く品質も不満」を AI で解決すること(販売量を精緻に予測

し、顧客の嗜好を把握し、品質トラブルを予防し、電子支払、時間内配送システム等)、

で、顧客からの信頼を得、既存スーパーの顧客を奪い、全国に展開中です。 

（２）無人倉庫、無人配送、空港や道路の混雑解消、コールセンターの自動応答 

    EC2 位の京東集団は、物流産業においても AI により、無人倉庫や無人コールセ

ンターの自動応答を実現し、近いうちに、高速道路での自動運転トラックによる無人

配送の導入、またロボットを用いた無人レストランを計画しています 

物流の高度化で京東集団に遅れをとった EC１位のアリババは、2018 年 5 月無人

倉庫を開設し、また交通量に応じて青信号・赤信号のタイミングを一括制御すること

で交通渋滞の緩和、街頭カメラによる人や車の動きから空港等の混雑解消を実現し

ています。 

（３）巨額の研究開発費投資（BAT） 

B（百度）、A（アリババ）、T（テンセント）3 社は、米国の GAFA（グーグル、ア

マゾン、フェイスブック、アップル）に対抗するかのように、2013 年から売上の 10％

を AI、量子コンピュータ等の新分野の研究開発に投資しています。 

（４）1 日 1.6 万社の起業とユニコーン企業 

    中国の AI ・IT の底力は、1 日 16,000 社、年間 607 万社のスタートアップ企業の

誕生にあります。このようにして起業した企業のうち、評価額が 10 億ドル（1,100

億円）以上のユニコーン企業が約 100 社（推定）を超え、米国を超える勢いです。 

    特に、ネット関連企業では、1990 年代創業の BAT（百度、アリババ、テンセント）

に加え 2010 年代創業の TMD(アプリの今日頭条、フードデリバリーの美団、配車サ

ービスの滴滴)が急速に成長しています。このほか融資仲介の陸金所、シェアオフィ

スの納什空間等の企業が成長しています。 

中国の起業を支える要素は、「経済成長、潤沢な資金、豊富な人材、政府の支援」

にあります。 

   ①資金調達 



     スタートアップ企業は、中国国内の大手ファンドやＶＣ（ベンチャーキャピタル）

の中から、資金の受け入れをする相手を選択し、年間 10 兆円規模の資金を調達し

ています。日本では、ファンドやＶＣがスタートアップ企業を選択して、投資を決

めている状況（資金調達が難しい状況）とは、全く、逆の環境にあります。 

   ②豊富な人材 

     年間 700 万人の大卒者、海外留学からの帰国者、大学や研究所の技術者が毎年

増加するばかりでなく、小学生、中学生、高校生、大学生の教育レベルの向上が著

しく、豊富な人材を大量に供給でできる環境となっています。 

（５）AI 環境の向上 

AI 関連技術、IT 関連技術が向上していくには、そのための環境の整備と向上が必

要です。中国の現状は、上記の資金調達、豊富な人材に加え、次のような環境とその

向上があります。 

   ①AI 分野の研究機関ランキング 

     AI 分野の研究機関に関する世界のランキングでは、10 位以内に米国 5 機関、中

国 2 機関（3 位の中国科学院 9 位の清華大学）が入っています。日本の機関では、

50 位以内もなく、64 位に東京大学の 1 機関が入るのみです。 

   ②コンピュータ・数学の論文数 

     AI ・IT 技術の基礎となる「コンピュータ・数学の論文数」（2016 年）では、中

国は世界第 1 位であり、第 2 位が米国です。日本は中国の 10 分の 1 程度であり、

年々その差が開いています。 

   ③政府の支援 

     中国政府は、賃貸料の補助、減税、大学・研究機関への援助等の金銭的支援に加

え、スタートアップ企業のための特区制度等を設け、また問題が生じるまで規制は

行わず自由に操業させるなど、国を挙げて、スタートアップ企業の支援を行ってい

ます。 

 

３、ＡＩと量子コンピュータ開発の最前線 

（１）手軽に使えるＡＩ 

    2018 年 1 月、グーグル社は、特定の業界、業種、業務内容に特化した被写体を認

識する画像認識 AI（Cloud Auto ML）の提供を開始しました。これは、グーグル社

があらかじめ学習させた機械学習モデルをユーザーが自社用に独自にカスタマイズ

できるようにした（移転学習機能により、被写体を AI に学習させる）ものです。 

これにより、ユーザーは、自社用にカスタマイズした独自の画像認識 AI により、

被写体を認識し、独自の用途に利用することができるようになります。 

    通常、ユーザー企業がゼロから画像認識モデルを開発する場合には、大量の教師デ

ータが必要であるが、このグーグルの学習済みの画像認識モデルを用いた場合、学習



にビックデータが不要であり、数十件程度の教師データを登録するだけで、新しい被

写体が認識可能となります。 

（２）農業畜産クラウド 

2018 年 6 月、ＥＴ農業ブレーン社（アリババの傘下）は、画像認識、音声認識、

環境モニタリングなどの技術を用いて、畜産（豚等）の品種、体重、食物摂取量、運

動状況に関するデータから、健康状態、疾病の状況を把握し、疾病率や死亡率を減ら

し、生産量を増加（１頭のメス豚が１年間に子豚を生む数を 32 頭へとこれまでの 3

倍に増加）させています。 

また、通信機器大手のファーウェイ（華為技術）と中国電信が畜牛用のＡＩシステ

ムを開発するなど、巨大市場である農業や畜産業において、AI を活用し、その環境

整備、生産量増大等を実現しており、今後とも、大量のデータを背景に、成長を見込

んでいます。 

（３）ソフトロボ開発支援 AI 

    2018 年 6 月、米国の UiPath 社は、自然言語機能、画像認識、業務プロセスの高度

解析分析機能を取り込んだ新ＲＰＡ（ロボテック・プロセス・オートメーション・Ｐ

Ｃ操作を自動化するシステム）ツールを発売しました。 

    これは、AI でパソコン操作、利用するアプリの種類を認識し、そこから洗い出し

た結果から、ＰＣの作業対象を自動化するソフトロボのひな形をつくるツールであ

り、管理者は、ひな形動作を確認し、簡単な修正を行うだけで、ＰＣ操作が自動にで

きる完成版のソフトロボを作るものです。 

（４）AI プロセッサ「TPU3.0」 

    2018 年、グーグル社は、ディープラーニング専用プロセッサ「TPU3.0」を開発し

公表しました。これは、ラック 8 台で構成するポッドで、スパコン「京」（ラック 864

台構成）の 10 倍となる「100Flops」を実現する第 3 世代モンスターチップです。 

    今後、半導体の集積度を高めること（CPU の性能向上）が望めないため、現行の

コンピュータの性能を向上させるためには、CPU プロセッサではなく、ソフトウエ

アとハードウエアの両方を特定用途に特化させていくことが必要であり、「TPU3.0」

は、これを実現するものです。 

（５）量子コンピュータに人と金が集まる 

    世界中において、近い将来、量子コンピュータが実用が実現するとの考えから、量

子コンピュータに多くの人材、多額の資金が集まり、開発競争が過熱しています。 

   ①性能と消費電力 

     従来のコンピュータ（現行のコンピュータ）が「0 と 1」の組み合わせにより、

問題を 1 つずつ計算するのに対し、量子コンピュータは複数の問題を同時に計算

し、答えを出すものです。例えば１兆個の問題を解く場合、スパコン「京」等の現

行コンピュータでは約 30 年かかりますが、量子コンピュータでは 0.1 秒で計算で



きます。また、消費電力に関しても量子コンピュータは、超電動の状態で作動する

ため、現行コンピュータと比較し極めて少ない電力で済むといわれています。 

   ②種類 

     量子コンピュータには、量子アニーリング方式と量子デート方式があり、量子ア

ニーリング方式を用いた量子コンピュータは、2011 年、カナダの D-Wave 社が初

めて商用化したもので、NASA、グーグル、フォルクスワーゲン社、デンソー等世

界有数の企業で導入されています。 

D-Wave 社の量子コンピュータは、量子アニーリング方式を用いたものであり、

高速に解けるのは、「組み合わせの最適化問題」に限られることから「特化型」量

子コンピュータと呼ばれます。 

一方、2017 年 11 月、ＩＢＭ社は、「量子ゲート方式」の「汎用型」量子コンピ

ュータの試作機を発表しました。これまで、このタイプの汎用量子コンピュータは

2050 年代に実現するといわれてきましたが、30 年も早く、2020 年代に実用化す

る見込みです。50 量子ビットなら 1125 兆（2 の 50 乗）の計算が一瞬で（0.1 秒）

で計算できます。これが実現すると、製造業、医療、化学、ＩＴ、金融業界だけで

なく、社会インフラ問題（通渋滞の解消、宇宙エレベータの実現）、エネルギー問

題（二酸化炭素から石油を作る）が解決する社会が到来するといわれています。 

   ③IBM 社と D-Wave 社最近の動向 

     2018 年 5 月、ＩＢＭは、20 量子ビットの「ゲート方式」汎用量子コンピュータ

システム「IBM  Q システム」を、米国のオークリッジ研究所や IBM 研究所、英

国のオックスフォード大学、オーストラリアのメルボルン大学、日本の慶応大学に

提供し、量子コンピュータのアプリケーション等の開発を行う IBM Q ネットワー

クを構築・運用しています。 

慶応大学は、あらゆる問題を解くことが可能な 20 量子ビットの万能量子コンピ

ュータを使い、産学共同で、さまざまな問題に対し活用できるアプリケーション、

ソフトウエアの開発を進める予定です。その開所式が同年 5 月 17 日に開催されま

した。 

     2018 年 10 月、D-Wave 社は、2000 量子ビットの量子アニーリング方式の量子

コンピュータを無料で貸し出しを始めました。これにより、量子コンピュータの実

用化に向けたアプリケーション、ソフトウエアの開発を促進する計画です。 

   ④世界の量子コンピュータ開発企業 

     万能量子コンピュータである量子ゲート方式の開発では、米国企業が先行し、こ

れを中国企業が追いかける構図です。米国は、グーグル社、マイクロソフト社、イ

ンテル社、IBM 社の 4 社が実用化に向けて、量子コンピュータを無料（又は有料）

で利用させ、アプリケーション、ソフトウエアの開発を進めています。また、アプ

リケーション、ソフトウエアの開発では、数多くのスタートアップ企業が世界から



多額の資金と人材を集め、開発を進めています。 

中国では、アリババが無料の量子コンピュータをクラウドで提供し、百度が研究

センターで開発を進めています。 

また、特化型で速度の遅い量子アニーリング方式の量子コンピュータの開発は、

D-Wave 社が先行し、これに続くのがグーグル社です。日本では NEC が 2023 年

に 2000～3000 量子ビットの量子コンピュータを開発する計画です。 

最近では、量子コンピュータとして非難が多いアニーリング方式に対し、グーグ

ル社は、アニーリング方式の量子コンピュータと現行コンピュータを組み合わせ

ことで、量子ゲート方式の万能量子コンピュータに匹敵する性能を実現する研究

をすすめています。 

   ⑤日本の状況 

     日本では、ＮＥＣ、富士通、日立、ＮII（国立情報学研究所）の 4 グループの機

関が次世代のコンピュータ開発を行っています。ＮＥＣについては上記のとおり

です。4 グループの開発は、万能量子コンピュータとは異なり、従来の半導体技術、

回路技術を改善することで万能量子コンピュータに対抗しようとしています。 

     2018 年 5 月、富士通は、量子コンピュータの動作原理を用い、スパコン「京」

が 8 億年かかる計算を 1 秒で処理できる（？）デジタル回路チップ（専用 LSI）の

開発に成功し、万能量子コンピュータに近い処理能力を可能にしました。この回路

チップを搭載した専用コンピュータ「デジタルアニーラ」を商用化しました。この

発売により、今後 5 年間で 1000 億円の売上を見込んでいます。 

     同様に、日立もデジタル半導体技術を使って量子計算に対抗する専用コンピュ

ータを開発中です。 

     日本で実際に量子コンピュータを開発し、その実証機を公開しているのは NII

（国立情報学研究所）です。これは、量子アニーリング方式であり、独自の回路技

術を用いて、世界の万能量子コンピュータに対し、優位性の確立を目指すものです。 

     

 

 

★事務所から★ 

中国経済の低迷が世界に大きな影響を及ぼしつつあります。その影響は、次第にアジア

諸国、欧州諸国に表れています。今後、日本にも影響を及ぼす可能性がありますので、環

境変化に十分留意して下さい。     （公認会計士辻中事務所、税理士法人みらい）  


