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注目の新技術シリーズ

第８弾

注目の量子コンピュータとは

2011年、世界初の商用量子コンピュータがカナダのメーカーD-wave
から実用化に成功と発表され、さっそくアメリカの航空宇宙開発企
業に販売された。また、Google も D-wave 社の量子コンピュータを
使い、研究・開発をはじめると表明。時代は恐るべき勢いで量子コン
ピュータ時代へと突き進んでいる。このように最近量子コンピュー
タということばが、やたら目立つようになった。新聞にも雑誌にも、
そこかしこで見かけるし、話題のようだが何やらいまひとつよく分か
らない。ものすごい速度で計算するようだが、今月号ではこの得体の
しれない「量子コンピュータ」を徹底的に解剖する。

◆歴史と沿革

そもそも「量子」とは、温度だけ
で決まる黒体放射を説明するため
に、科学者のプランクが1900年に
提唱した概念。黒体放射とは19世
紀後半、多くの科学者が取り組んで
いた問題の１つ。当時、製鉄業にお
いて溶鉱炉の内部の温度を正確に知
Dwave 社の量子コンピュータ
る方法が求められていたことから、
温度と色（スペクトラム）の関係を解明しようとした。しかし、原子
から放出される光のエネルギーは１、２、３…というように整数倍で
離散的な数値を示す。ニュートン力学をベースにした自然界の法則で
は、これはあり得ないことだった。

◆プランクの仮説

プランクはそれを説明するための仮説として量子仮説を発表。振
動数νの光を放出・吸収する場合、そのエネルギーは連続的でなく、
hνを単位とする不連続な量の放出・吸収だけが許されるとし、ｈを
作用という次元の量の最小単位とした（ｈをプランク定数、あるい
は作用量子と呼ぶ）。このように量子とは何らかの物理量のかたまり
のことで、たとえば光のエネルギーのかたまりを「光量子」と呼ぶ。
逆説的になるが量子力学で扱うことのできる物質（原子、分子、電子
など）の総称が量子だと考えればよい。

◆半導体技術の進歩

これまでコンピュータの性能を引き上げてきたのは半導体技術の進
歩だ。有名なムーアの法則のもと、開発メーカーはチップ上の論理
ゲートの数を増やし、高速化、高機能化、大容量化、低価格化などを
実現してきた。半導体の回路を小型化し、たとえばＫ分の１に細かく
すると動作速度がＫ倍あがり、回路の集積度はＫの２乗になり、消費
電力がＫ分の１に下がるという具合に進んできた。

◆動作原理は？

現在のコンピュータは、１
ビットを基本単位として「０」
「１」の２つの信号を切り替
えることで計算している。一
方、量子コンピュータは、同
じ１ビットでも、
「00」
「01」
「10」
「11」の４つを切り替
えることなく「同時に」計算

従来のコンピュータとの相違

する。わずか10ビットで、1024通りの計算が「同時並行」して行わ
れることになる。計算能力が現行システムのものに比べると、格段に
速い。つまり、量子コンピュータとは、量子力学で動作原理が支配さ
れるコンピュータなのだ。

◆なぜそんなことができるのか？

なぜそんなことができるのかというと、量子力学の世界は我々が暮
らしている世界を貫く物理現象が通用しない世界だからだ。例えば、
「原子は異なる運動が重なりあった状態にある」とか、
「電子は観測す
るまで波の状態にあり、観測した瞬間、粒として存在が発見される」
とか、常識を覆す現象ばかりが起こる。量子コンピュータの原理は、
この「異なる運動が重なりあった状態」を利用するものだ。

量子コンピュータの仕組み

◆従来のコンピュータとの違い

量子コンピュータは従来のコンピュータとは異なる動作原理で「計
算するプロセス」を実現しようとする。目指すのは、論理ゲートに
よる回路ではなく、「重ね合わせ」や「量子もつれ（エンタングルメ
ント）」といった量子力学的な振る舞いを使って計算を行うシステム
だ。つまり、量子コンピュータは原子の「異なる運動が重なり合った
状態」を利用して「同時並行」に計算する。いくら量子力学の動作
原理とはいえ、どうしてそうなるのか。これまで多くの物理学者たち
が頭を悩ませてきた。この現象を説明する仮説として生まれたのが、
「多世界解釈論」と呼ばれる説。わかりやすい言葉で言えば、
「パラレ
ルワールド」で、SF の世界の話になる。「多世界解釈論」を使うと、
量子力学どころか、宇宙論の常識である「インフレーション理論から
のビッグバンの発生」が説明できてしまう。量子コンピュータの概念
を作ったイギリスの天才物理学者デイヴィッド・ドイッチュは、この
仮説を支持し、「量子コンピュータは同時並行に存在する複数の世界
で、同時並行に計算するものである」と主張している。

◆実現するか

特に今注目されている理由に、実用化が近づいてきたこと、さらに
人や社会とICTのかかわり方に起きている変化があげられる。その変
化はムーアの描いた曲線ではカバーできない速さで進んでおり、将来
的に、IoT やクラウド、AI が基本インフラとなれば、コンピュータが
扱うデータの量はさらに莫大なものになると考えられる。そうした真
のビッグデータ時代に、より速く大量の計算が可能なシステムが求め
られるのは当然のことで、特に注目されているのが量子コンピュータ
ということだ。実現すれば、従来のコンピュータとは別次元の革新的
な進化を起こすと期待が集まっている。
※関連する WEB サイトの情報を著者改編しました。
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診断士の

中小企業は「今こそ」アジア市場を
デスクから 目指せ！ 〜「STEP別」アジアビジネスの進め方〜

１．アジアの現状と国内情勢

アジア市場は急拡大している。英国の調査会社によると、世帯年間
可処分所得が5,000米ドル以上３万5,000米ドル未満の「中間層」は
過去10年間で７倍増の約６億７千万人にも達した。国内市場が縮小
していくことが「既に起こった未来」とようやく認識されてきた昨
今、国内中小企業がアジア需要を取り込んでいくことは喫緊の課題と
なっている。しかしながら、国内の中小企業にとって「アジアを中心
とした海外ビジネスが重要」と言われてもどのように進めていいのか
分からないのが本音だろう。今回はアジアビジネスを「STEP 別」に
整理し、中小企業のアジアビジネスの進め方について解説する（主に
「消費財の販売」を前提）。

及び「見つけた買手との関係をどのように維持するか」だ。買手の見
つけ方は後述するが、買手との関係を維持できるか否かは「対象市場
で魅力的な製品を提供し続けること」の一言に尽きる。常に買手か
ら「市場ニーズに合致した製品」に関する情報を入手できるコミュニ
ケーション力が必須となる。外国語力という意味ではなく、頻繁に意
見交換できる関係づくりの構築である。
「STEP 別」アジアビジネスモデルの特長
「STEP別」モデル

特

長

（1）進出タイプ 現場の状況把握が容易
①独資方式 社内の意志決定が自由
②合弁方式 パートナーの現地コネクションの活用が可能
（2）輸出タイプ 投資コストが比較的安価
現地規制・商習慣には取引企業が対応

３．「STEP 別」の進め方

国内の人口減少推移

２．「STEP 別」アジアビジネスモデル

まずアジアビジネスの形態を大きく２つに分類する。１つ目は、現
地に法人を設立してビジネスを行う「（１）進出タイプ」。２つ目と
して、現地の購買者（バイヤーや商社など）に製品を販売する「
（２）
輸出タイプ」。下記にそれぞれの特徴について整理する。
まず１つ目の「（１）進出タイプ」だが、日本の会社が独力で現地
法人を設立する「①独資方式」と、パートナー企業と共同出資して現
地法人を設立する「②合弁方式」の２種類がある。両方式に共通する
メリットは、生産拠点や販売市場となる「現地」で実際活動している
ため、現地で起きていることを「肌感覚」として認識できることに
ある。
「①独資方式」と「②合弁方式」はそれぞれデメリットもある。
「②合弁方式」では立ち上げ時に最大の課題である「現地でのコネク
ション（当局との関係構築・現地市場での販路開拓など）」をパート
ナー企業に依存することができる。しかしながら時間の経過とともに
別の問題が生じてくる。合弁企業「内部」での主導権争いだ。筆者も
多くのケースを見聞きしたが、合弁ビジネスが上手くいっていない時
は、責任のなすり合い、逆に軌道に乗りだしたら「次の一手」に対す
る考え方の違いから「意思決定ができない膠着状態」を引き起こす
企業が多いのが現状だ。
アジア中間層の世帯数 (2017年 )
一方、
「①独資方式」の
世帯年間可処分所得 アジアでの世帯数
企業の課題は「現地で
富 裕 層 ３万５千米ドル以上 １億379万世帯
のコネクション」を何
５千米ドル以上
中 間 層
６億7391万世帯
もない所から自ら築き
３万５千米ドル未満
低所得層 ５千米ドル未満
３億7394万世帯
上げるという難問に取
【出所】英国ユーロモニター（2017年）
り組まなければならな
いことだ。
次に２つ目の「
（２）輸出タイプ」の特徴について。前述した「
（１）
進出タイプ」と比較して、投資コストが少なくてすむことが魅力で
ある。更に輸出で一般的な「B to B（法人間での売買）
」においては、
現地の小売市場に関する規制・商習慣などを買手であるバイヤーや商
社が概ね対応してくれる。
逆に中小企業の課題となるのは、「どのように買手を見つけるか」

投資コストの観点から観たリスクの大きさとしては、
「
（１）進出タ
イプ」＞「（２）輸出タイプ」となる。その要否は業種により左右さ
れるが、まずはリスクの小さい「（２）輸出タイプ」から始め、ノウ
ハウを蓄積した後で「（１）進出タイプ」へ移行するのが一般的な展
開方法である。
最後に「STEP別」に進める上での具体的な留意点について述べる。
「
（１）進出タイプ」については、進出国で外資企業に対する規制がな
いなら「①独資方式」での進出がお勧め。理由は事業への出資比率に
拘わらず、実質的なオペレーションを現地事情に精通した合弁パー
トナーに握られてしまう可能性が極めて高いからである。また「進出
国の選定」については、公的機関の FS 支援などを上手く活用し、３
C 分析（自社・競合先・顧客の分析）もしっかりと実施することが重
要となる。
「STEP 別」アジアビジネスモデルの進め方
「STEP別」モデル

進め方

（1）進出タイプ
①独資方式 公的機関の「FS（事業可能性調査）支援」などの活用
「3C（自社・競合先・顧客）分析」の実施
（2）輸出タイプ 海外展示会の活用（自社製品とのマッチ前提）
販路開拓専門家の積極的活用

次に「（２）輸出タイプ」だが、成功への鍵は自社にとって相応し
いバイヤーや商社を探し出すことである。その方法は主に２つある。
１つ目は海外展示会への出展。国の補助制度もあり、多くの中小企業
が出展しているが、必ずしも成果が出ていない。その要因の１つが、
参加展示会に自社製品が合致した買手企業が多く存在しないという根
本的なミスマッチである。展示会への来場者数の多さは必ずしも自社
の買手候補となる企業の数に比例しない。展示会選定前に、主催者な
どへ来場者情報について詳細に確認することが必要だ。もう１つの方
法は、自社の買手候補になり得る海外企業へ個別にアプローチするこ
とである。最近はそれぞれの分野に特化した専門家も数多く存在して
おり、その活用も、展示会と併せて非常に有効になりつつある。

小峰 潤

KJ グローカル経営事務所 代表
中小企業診断士

同志社大学卒業後、約15年間メーカー・商社
にて海外ビジネス（主に東南アジア・中国）に
従事。直近の５年間は公的機関にて中小企業の
「アジア販路開拓支援」や地方自治体の「アジ
アからのインバウンド PR 支援」を実施。2018
年４月より現職。
（連絡先）〒600-8815
京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP４号館３階
Email：komine1974@outlook.jp 電話：080-6928-4211
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株式会社クロスエフェクト 様

注目
企業

【企 業 名】株式会社クロスエフェクト
【設

立】2001年７月１日

【資 本 金】10,000千円
【代 表 者】代表取締役社長

のご 紹 介

【住

所】〒612-8379

竹田

正俊

京都市伏見区南寝小屋町57番地

【事業内容】プロダクトデザインおよび樹脂筐体設計
3D スキャニング（デジタイジング）
3D モデリングサービス
光造形による3D 開発試作モデルの製作
真空注型品製作 その他新製品開発に係わるトータルサービス

竹田社長

【Ｔ Ｅ Ｌ】075-622-2600 【Ｆ Ａ Ｘ】075-622-4700 【Ｕ Ｒ Ｌ】http://www.xeffect.com/
開発者を徹底的にサポートし、期待を越える試作品をどこよりも速く提
供することを目的に創設された。これこそが世界最速の開発支援企業を目
指す「我々のミッション」と定義している。社員全員が開発者視点に立っ
て考え、常に時間を意識した提案をする。開発工程の「短縮化」や「時短」
こそが、お客さまにとっての最大の価値と考え、
「世界最速クラスの光造形
での高速試作」や「企画・設計段階からサポートする Rapid Design による

光造形高速便

表面処理・加飾

医療系試作

光成形試作

光造型透明樹脂サービス

３D データ作成

高速プロダクトデザイン・設計技術」で、とにかく「速いものづくり」を
可能にしている。開発工程における貴重な時間を提供する。クロスエフェ
クトが約17年間培ってきた高速試作技術とは、圧倒的な試作スピードはも
ちろんのこと、経験に裏打ちされた対応力と高度な技術力で、お客様の開
発サイクルを徹底的にサポートする。
※ WEB の情報から著者改編

南区の本社ビル

Ｔスキャンサービス

弁護士のデスクから
「従業員の採用」
今回から３回にわたって労働問題に関してお話しします。今回
は会社が従業員を採用する場面における問題についてです。
従業員採用の場面において、最終的に誰をどのような条件で採
用するのかを決めるのは基本的に会社の自由であるとされていま
す（採用の自由）。しかし、採用活動は公平に行われなければな
らず、性別による採用差別は禁止されています。差別的な採用活
動を行うと、違法と評価されて、損害賠償責任を負う場合があり
ます。差別的な採用の例として、労働者の能力等に無関係な事項
（戸籍等に関する事項や家庭環境に関する事項など）や、思想信条
等に関する事項について、面接で質問したりすることが採用差別
とされる可能性があります。厚生労働省の「公正な採用選考をめ
ざして」というパンフレットに考え方が詳しく紹介されています
ので、参考にしてください。
また、募集段階において年齢制限を設けることも原則として禁

第10 回

加福雅和 弁護士
〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地

永和御池ビル３階 302号
加福法律事務所
TEL：075-251-7222  FAX：075-251-7272
Email：mkafuku@kafuku-law.jp

止されています。
そして、ある人物を採用し労働契約を締結しようとする場合、会
社は労働者に対して労働条件を明示する義務があり、雇用期間、賃
金、労働時間などの重要な事項については労働条件を記載した書
面（労働条件通知書）を労働者に交付しなければいけません（記
載すべき事項の詳細は弁護士等の専門家にご相談ください）
。これ
に違反すると罰金を科せられる可能性があります。そして、会社
側が労働条件を定めて募集し、従業員がそれを了承して入社した
場合、入社後に会社が一方的にその労働条件を変更することはで
きません。
以上のように、募集・採用・労働契約締結に至るまでには、様々
な制限や注意点があります。一度皆様の会社における採用活動の
内容に不備がないか、確認いただくことをお勧めします。
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N M O 勉 強 会 京都例会

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

8月度

勉強会のご案内

昨年度も実施しましたが、大文字当日開催の特別企画。左大文
字真下の衣笠オフィスから大文字鑑賞の夕べです。来年度以降
このオフィスがなくなる可能性もあり、今回が最後のチャンス
になるかもしれません（昨年度もそう言っていましたが）
。初回
参加の方を優先します。
第200回

左大文字鑑賞の夕べ特別企画

お申し込みは下記のアドレスに「参加希望」と送信ください。
送信先メールアドレス：naruoka@nmo.ne.jp

※写真は昨年度の鑑賞の夕べのものです

9月度

勉強会のご案内

第201回

日 時：09月20日（木）19：00〜21：00
				
…第３木曜日です
会 場：COCON 烏丸４階セミナールーム
講 師：株式会社 FUKUDA 代表取締役社長 福田喜之氏
				 http://www.fukuda-lub.co.jp/
テーマ：アイデアを形に
				 〜小企業でも出来るオンリーワン商品〜
参加費：1000円（当日徴収）
※株式会社 FUKUDA はエンジンオイルを IBC ローリーサー
ビスという特許を取得したシステムで新しいマーケティン
グ活動を実践している企業です。

６月の終わりから７月にかけて、サッカーの W カップ、テニスのウィンブルド
ンと深夜の海外からのスポーツの中継に一喜一憂した。時間的に深夜の放送が
多く、少し寝てから起きて見るか、そのまま起きて見てから少し寝るか、非常
に迷った。ほとんどそのまま起きて見たケースが多かったが、案の定睡眠不足
になり、翌日に少々こたえた。しかし、スポーツの試合はなま放送で見ないと
迫力が全然違う。翌日に結果がわかって録画で見る気はしない。やはり、ライ
ブで見ることが値打ちなのだ。（な）

〜2020年からの賃金・雇用・企業〜
著 者：中原 圭介
発 行：株式会社講談社
発行日：2018年04月20日
定 価：800円＋税
ページ数：218ページ
版 型：新書版
金融・経済のコンサルティング活動で活躍中の著者が、2020
年東京五輪以降の日本経済や国民生活がどうなっていくのかを、
日本企業の起用や賃金にスポットを当てて、楽観論にも悲観論に
も偏らず、冷静に分析を述べたもの。2020年前後から世界経済
の大きな流れが変わると言われている中、少子高齢化が世界で一
番早く進む日本で、IT や AI といった技術革新によって本当に国
民生活が豊かになるのか？経済の常識が起こす根本的な誤りを含
め、詳細に解説している。これからもなんとかなるだろうと思い
込み、深刻化する問題を先送りすることは許されないと警告を鳴
らしている。
第１章：世界金融危機「再来」の可能性
〜いつはじけてもおかしくない「借金バブル」
第２章：日本経済を蝕む最大の病
〜30年間放置されていた「深刻で静かなる危機」
第３章：2020年以後の日本の雇用
〜イノベーションと生産性向上が失業者を増やす〜
第４章：2020年以後の日本の企業
〜トヨタが「東芝化」する可能性
第５章：2020年以後の日本の賃金
〜増税・ドル円相場・原油価格から考える〜
第６章：生き残る自治体と転げ落ちる自治体
〜少子化対策と地方創生をどうするか〜

新版ランチェスター戦略
「弱者逆転」の法則

〜小さくても儲かる会社になる「勝ち方」〜
著 者：福永 雅文
発 行：日本実業出版社
発行日：2018年04月01日
定 価：1,500円＋税
ページ数：286ページ
版 型：四六版
本書は2005年に刊行された同名の書籍の増補改訂版新版。大
手の寡占と弱小の淘汰が進んでいた当時、ライバルに比べて小さ
な会社や競争条件の不利な企業がいかにして勝ち残ることができ
るのか。時代のニーズに応えて「競争戦略・販売戦略のバイブ
ル」ともいわれるランチェスター戦略を蘇らせたもの。戦いの原
理、勝ち方の原則といった普遍の真理は守りながら、競争環境の
変化や最新の理論・手法を踏まえてバージョンアップさせた。大
きな会社が小さな会社に勝つのは当たり前。弱肉強食、優勝劣敗
は自然の摂理。ビジネス界でも戦略なしで戦えば、どんなに必死
にやっても大が勝ち、小が負ける。しかし、やり方次第では、戦
略次第では小が大に勝てる。勝てないまでも、負けずに存在し続
けることができる。

【目 次】

編集後記

日本の国難

【目 次】

日 時： 08月16日（木）16：00〜
				 （詳細時間後日決定。ただし夕方から）
				 天候により中止もあります
会 場： 京都市北区衣笠西御所ノ内町26番地
				 成岡マネジメントオフィス 衣笠オフィス
				 http://www.nmo.ne.jp/company/company.html
内 容：（１）ガーデンパーティ
				 （２）地元保存会による採火式と松明行進見学
				 （３）左大文字鑑賞
参加定員：25名（申込先着順・定員になり次第締め切り）
参加費：2,000円（当日徴収）

今月の
推薦図書

プロローグ：ランチャスター戦略の実戦者たち
第１章：弱者逆転の原理原則
第２章：よみがえる常勝の原理「ランチェスター法則」
第３章：弱者逆転の極意「弱者の戦略 vs 強者の戦略」
第４章：ビジネス戦国時代の勢力図「市場占有率」
第５章：戦略の奥義「ランチェスター戦略三つの結論」
第６章：ランチェスター戦略はこう立案し、実戦する
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