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量子現象に着想を得た新技術　富士通「デジタルアニーラ」

「組合せ最適化問題」の高速計算用に
創薬・素材・金融・物流で企業使用が拡大
量子コンピュータの開発が世界で進展している。また、量子コンピュータではないが量子コンピュータで活用されている量子現象から
の着想により既存の半導体技術を使い、これまでは困難だった「組合せ最適化問題」を高速で解く装置も開発されている。富士通が
商用化した「デジタルアニーラ」は後者で、製造、金融、物流などの企業での活用が広がっている。「デジタルアニーラ」の企業での運
用事例、他の量子コンピュータとの性能比較などについて、富士通の担当者に聞いた。
※今回のインタビュー取材から2週間後の6月18日、「デジタルアニーラ」が「MM総研大賞2019」の最高賞である「大賞」を受賞した
ことが発表された。同賞の審査委員会は、「今後のデジタル革命を支えるプラットフォームとして高く評価」して大賞に選出した。

（取材・文：渡辺 元・本誌編集長）

問題」のように膨大な組み合わせの中から

最適解を探す問題で、通常のノイマン型コン

ピュータでは計算に時間がかかる。だが、組合

せ最適化問題は、磁性体のスピン間が相互

作用しているイジングモデルの基底状態（エネ

ルギーが最も低い安定な状態）の探索に翻

訳できる。量子アニーリング方式の量子コン

ピュータは、このイジングモデルの基底状態を

式」に大別できる。商用面でいうと量子ゲート

方式よりイジングマシン方式の方が進んでお

り、後者は実用的に活用できるレベルのもの

が出始めている。イジングマシン方式はさらに

「量子アニーリング方式」「アニーリング方式」

「レーザーネットワーク（コヒーレントイジングマ

シン）方式」などに分けられる。

　組合せ最適化問題は「巡回セールスマン

量子コンピューティング技術の動向
4方式の技術と開発企業を分類

　まず始めに、量子コンピューティング技術と

して、量子コンピュータと非量子コンピュータ

の方式を分類して解説したい（図1）。これら

は、より汎用的な「量子ゲート方式」と、組合

せ最適化問題に特化した「イジングマシン方
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図1 量子コンピューティング技術の各方式 （富士通の資料より）
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の距離を「近い」「中くらい」「遠い」の3種類

しか定義できない。階調が増えれば、走行ルー

トをm単位など細かく定義できるため、どのルー

トで回るのが最も短距離かを高精度で計算で

きる。実際の世の中の問題は単純なものでは

ないため、実用的なイジングマシンではこの精

度（階調数）が重要だ。

　この3つの性能のほか、「デジタルアニーラ」

はデジタル回路なので、上位にソフトミドルウェ

アを被せて並列動作で計算させることが容易

にできる。同社が開発したスーパーコンピュー

タの「京」のように、並列動作させてソフトレイ

ヤで問題を分割処理することが可能だ。

　また、量子アニーリング方式は超伝導回路

を使うため大型冷却装置が必要。計算に必

要な量子重ね合わせ状態などの量子状態が

維持されるコヒーレンス時間が、現状では短い

という課題もある。それらの点でも、アニーリン

グ方式をデジタル回路で実装した製品は実用

性で優位な位置にある。

企業での運用実績を重ねる
富士通「デジタルアニーラ」

　富士通「デジタルアニーラ」は2018年5月

にクラウドで提供を開始。12月には高機能化

D-Wave社製品の現在のモデルは2,048ビッ

ト。先ごろ発表された次世代モデルは5,000

ビットクラスになるという。アニーリング方式の

富士通「デジタルアニーラ」の最新モデル（第

2世代）は8,192ビット。レーザーネットワーク

方式のNTTのコンピュータは2,048ビット。ビッ

ト数は多いほど大きな問題を計算できる。例え

ば、金融分野でポートフォリオの最適な組み合

わせを計算する場合、ビット数が多いほど対象

となる株の銘柄数を増やして計算できる。

　②ビット間の結合数は、①ビット数の中で

相互の関係性を定義できるビット数を示してい

る。D-Wave社製品の現在のモデルは各ビッ

トの結合数が6個の部分結合で、次世代モデ

ルは各ビットの結合数を16個に増やす計画だ

が、全ビットが自身以外のすべてのビットと数

学的に定義された関係性を持つ全結合はでき

ない。それは量子素子の制御が難しいためだ。

それに対して、「デジタルアニーラ」は全結合、

NTTのコンピュータも全結合だ。

　③精度（階調数）は、D-Wave社製品の現

在のモデルは16～32階調、「デジタルアニー

ラ」は1,845京階調（京＝1032）と圧倒的な

多さ、NTTのコンピュータは3階調だ。例えば、

物流経路の計算では、3階調では配送先間

量子素子への量子揺らぎの印加によって短

時間で探索する方法を採用している。この方

法は、西森秀稔・東京工業大学教授らが考案

した。アニーリング方式は、量子素子を使わず

既存の半導体技術によりイジングモデルの基

底状態を短時間で探索する。そして、レーザー

ネットワーク方式は、光パラメトリック発振によ

る非線形光学で探索する方法などを採用して

いる。

　量子アニーリング方式はカナダのD-Wave 

Systems社が製品化しており、NECも開発中

だ。アニーリング方式はこの記事で取り上げる

富士通「デジタルアニーラ」が商用化で先行

しているほか、日立製作所も開発を進めてい

る。レーザーネットワーク方式はNTTがクラウド

での提供を行っている。

「組合せ最適化問題」用の
代表的な3機種を性能比較

　次に、イジングマシン方式の3方式の代表

的な機種で、性能を比較してみる（図2）。比較

のポイントは3つ、①ビット数、②ビット間の結

合数、③精度（階調数）だ。それぞれの数値は

富士通の資料を基に本誌が調べた。

　①ビット数は、量子アニーリング方式の
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図2 イジングマシン方式の3機種の性能比較 （富士通の資料を基に本誌調査）
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　金融系では、ロイヤルバンク・オブ・スコット

ランドが資産ポートフォリオパターンの最適化

に使い、「既存コンピュータのアルゴリズムと

比較し、『デジタルアニーラ』は300倍の速度

で計算できる結果もだせました」（山﨑氏）。

　物流では、日本郵便がゆうパックなどを配

送するトラックの輸送ダイヤの最適化に使用

し、良い成果を収めた。この他の分野では、リ

クルートコミュニケーションズでデジタルマーケ

ティングへの活用を検証している。

　「ビッグデータのクラスタリングをする場合、

いのです」

　「デジタルアニーラ」の実際の運用例を見

ていきたい。まず創薬では、数千万件の分子

のデータベースから薬効の高い分子を検索す

る分子類似性検索を高精度化した。これまで

は従来手法の一つとして、分子構造比較で

部分的な特徴を見るフィンガープリントの手法

が用いられていたが、「デジタルアニーラ」は分

子構造全体の比較ができ、分子類似性を高

精度で検索できる。

　「東レの創薬医療系の研究部門で今春ま

で『デジタルアニーラ』を使用した事例では、

タンパク質の主鎖にアミノ酸が付いている立

体的分子構造の構造予測を行いました。この

場合の組み合わせは10100通りもあります。既

存のソフトシミュレーションのアルゴリズムでは

10日間以上かけても答えが出ないサイズの計

算でも、『デジタルアニーラ』は20秒で答えを

返し、東レには非常に高い評価をいただきまし

た。東レと富士通は、『デジタルアニーラ』を今

後もどのように活用できるか、検討を行ってい

ます」（山﨑氏）

した第2世代製品に切り替え、今年2月には

第2世代製品のオンプレミスサービスを開始し

た。アニーリング方式では、日立製作所はまだ

商用化段階に至っていない。富士通は商用

化で先行し、企業との実証検証での実績を積

み重ねている。富士通株式会社 デジタルビジ

ネス推進本部 AIビジネス統括部 デジタルア

ニーラ推進部 部長・山﨑昭宏氏は、需要が

多い分野は、創薬、素材開発、金融、物流な

どだと説明する（図3）。

　「創薬、素材開発では、実際に薬や素材を

使ったテストの前段階で、候補をコンピュータ

で探索する作業を短時間で行えるという利点

があります。金融分野では、株式取引やリスク

計算、金融商品開発など、多くの場面で高速

で計算する能力が期待されています。物流は

特に日本では深刻な人手不足ですが、一方で

ECが増えて件数が増加しているため、トラック

の配車や在庫管理の計算が大規模になって

います。このように、これまでスパコンを導入し

ている分野であったり、計算量が多いために

課題の解決が困難であった分野で需要が多
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図3 富士通「デジタルアニーラ」の業界別応用事例（富士通の資料より）



358-2019

　富士通は「デジタルアニーラ」を組合せ最

適化問題に取り組む多くの分野でスタンダー

ドなポジションにすることもターゲットにしてい

るが、今のところその有力候補と言えるだろ

う。

　同社は「京」の開発でスパコン技術も保有

している。AI、スパコン、デジタルアニーラを

扱っている同社はこの3つを組み合わせたソ

リューションも展開できる。

　「例えば、ビッグデータをAIで仮説を立て、

『デジタルアニーラ』で組合せ最適化問題の

計算を行い仮説を検証し、またAIでの処理に

フィードバックするといったことができます」（山

﨑氏）

　長期的には、将来量子技術が進歩すること

で量子現象を活用した量子アニーリング方式

の方が、デジタル技術をベースとしたアニーリ

ング方式より、実用的な問題をより高速に計

算ができるようになると予想される。ただ、量子

現象はコントロールが難しいため、目の前の実

社会課題に対して「デジタルアニーラ」の方が

量子アニーリング方式より実用問題を解くコン

ピュータとしては優位だろう。

　「当面、デジタルアニーラは充分なアドバ

ンテージを持っていると考えています」（山﨑

氏）　　　　　　　　　　　　　　 　

担当部門では嬉しい悲鳴が上がっています。

問い合わせの業種別内訳は、製造業が30％

と最も多くを占めています。海外からの問い合

わせも約100件に上っています。富士通は今

春、クラウドによる『デジタルアニーラ』の提供

を海外に対しても開始したため、さらに海外企

業からの問い合わせが増えると予想していま

す」（山﨑氏）

　富士通にとって貴重なのは、600件以上の

現場の課題、「デジタルアニーラ」への期待を

具体的に聞けることだ。前述のように現時点

では量子アニーリング方式より機能面で優位

な点も多いアニーリング方式の中でも、「デジ

タルアニーラ」は商用化がこれからとなる他社

に先行して企業との実績を増やしている。

　「実際に顧客企業が持っている課題の解

決に『デジタルアニーラ』で取り組んでいること

が、富士通の大きな強みです。顧客企業が抱

える現場の課題をいかに知っているかが、イジ

ングマシン開発のベクトルに活かされ、製品の

優劣に影響を与えます。富士通が『デジタル

アニーラ』でイジングマシンのビジネスを早期

に開始したことの効果は高いでしょう。『デジタ

ルアニーラ』のビジネス展開は、他社の研究

開発より『一日の長』ならぬ “一年以上の長”

があります」（山﨑氏）

例えば数万人のユーザの一人一人の性別、

年収、学歴、雇用歴など約20種類ものプロ

ファイルがあると、従来のコンピュータでは計

算できないため、数種類程度のプロファイルを

選んで計算・分析をしていました。『デジタルア

ニーラ』はすべてのプロファイルでクラスタリン

グすることもできるようになります。その結果を

使い、データアナリティクスを活用しマーケティ

ングに活用することが考えられます」（山﨑氏）

　ある自動車メーカーは、工場内の産業ロボッ

トのスケジューリングで検証を行った。また、

西森教授と日本の量子コミュニティを作った

量子コンピューティングの代表的な研究者で

ある大関真之・東北大学准教授は、量子コン

ピュータとともに「デジタルアニーラ」を用いて

実社会課題への適用に向けた研究を行って

いる。

企業などの問い合わせ600件以上
現場課題への取り組みが強み

　富士通が「デジタルアニーラ」に関して企業

などから寄せられる問い合わせや相談の件数

は、2018年5月のビジネス提供開始の発表

以降一年で600件以上に上っている。

　「毎月50～60件寄せられており、富士通の

富士通「デジタルアニーラ」サーバの最新モデル（第2世代）。これまではクラウドで提
供していたが、今年2月からはこのハードウェアを顧客企業に設置するオンプレミスサー
ビスが開始された

「デジタルアニーラ」に搭載される専用プロセッサ「Digital Annealing Unit
（DAU）」


