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飛躍的進化が期待される
テクノロジー
見え始めたイノベーションの兆候

量子コンピューティングはデータ暗号化技術の脅威になるだろうか。もしそうな
らば、いつまでに情報を量子暗号で保証できるようにすべきか。また汎用人工知能
（AGI：Artificial General Intelligence）の実用化が進んだとき、人間と機械の均衡は
崩れ、各業界に多大な影響を及ぼしてしまうのだろうか。
こうしたテクノロジーの飛躍的進化に直面する中で、先進企業はスタートアップ企
業や大学と連携しながら、
イノベーション技法の開発に加え、飛躍的進化が期待され
る技術の実験検証やビジネス適用の準備に取組んでいる。

科

学者のSteven Johnsonは、
「イノベーショ

れているともいえるイノベーションに対する取組みを、

デアが結びつく環境作りから生まれる。
」と

れば良いのだろうか。

ンは人々への動機づけからではなく、アイ

効率的で、生産的なプロセスに変えていくにはどうす

しかしながら、
イノベーションを起こす力
述べている1。

飛躍的進化が期待されるテクノロジーを用いてイノ

が競争を生き抜くために重要な意味を持つ今日のビ

ベーションを起こす場合、この課題はより一層困難

創出の環境作りに苦労している現状がある。
イノベーシ

でビジネスに明確な影響を与えると予測されている技

リスクや不確実性が伴う。
そのため、確実な収益性が

現時点ではビジネスへ影響を及ぼす兆候があまり見

ジネス環境下において、多くの企業がイノベーション

になる。本レポートで紹介している、今後1年半～2年

ョンを起こすプロセスでは、新しい価値創出のために

術とは異なり、
飛躍的進化が期待されるテクノロジーは、

見込めなければ、決断に迷い、懐疑的になる経営層も

えないかもしれない。我々は、
これらの新興技術は今

いるかもしれない。
では、四半期足らずでさらなるビジ

ネス成長を遂げるイノベーションを引き起こしていく
には、何に焦点を当て、どのような取組みを実施して

いけば良いのだろうか。そして、現在は闇雲に実施さ

後3～5年の間に、
これらの新興技術がビジネスに影

響を与えるという兆候が徐々に現れてくるだろうと考

えている。
これらの新興技術の中のいくつかは、
ビジネ

スや政府で広く活用されるまでに5年以上かかる可能
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性もある。例えば、本編で後述する汎用人工知能や量

リューションの開発を実施する顧客変革型のイノベーシ

子暗号化技術がビジネスへ影響を与える兆候が現れ

ョンへの取組みもある。

るまでには、5年以上かかると考えられる。
一方、上述し

Doblinの研究者は、工業、技術、消費財関連の企

た二つの技術以外については、
より早期にビジネスへ

業に対し、
イノベーションへの投資傾向と株価の相関

影響を与える兆候が現れるかもしれない。但し、汎用

についても調査を実施した。
その結果、優れた企業は

人工知能や量子暗号化技術も順調な技術的進歩を見

コアビジネス領域に投資の約70％を配分し、周辺ビ

能性もある。
このような技術を調査する際に注意すべ

ョンには約10％を配分するという傾向があることが明

せているため、5年より短い時間軸で進化を遂げる可

ジネス領域の取組みに約20％、
顧客変革型のイノベーシ

きなのは、現時点ではビジネスへ与える影響が小さい

らかになった。一方、各取組みへの資源配分の比率と

としても、計画を立てるのに3～5年を費やすべきでは

ROIには反比例の傾向があることも明らかになった。

ないということだ。Steven Johnsonの言う
「アイデア

具体的には、全体の効果の約70％は顧客変革型イノ

が結びつく」というコンセプトを取入れ、飛躍的なイ

ベーション領域、20％は周辺ビジネス領域、10％がコ

ノベーションを創出する環境を今こそ作り始める時期

これらの調査結果
アビジネス領域から得られていた2。

現在、多くの企業で整備が遅れているが、変化の激

ス領域、周辺ビジネス領域、顧客変革型イノベーション

から、成功を収めている企業は企業全体でコアビジネ

である。

領域への最適な投資配分を設定し、それぞれを事業

しい環境の中でイノベーションを効果的に起こしていく

全体の一部として資産や人的リソースを配分している。

ためには、組織構造、実行能力、
プロセスの整備が必

但し、
上述したイノベーションへの投資における70：20：

要である。
また、飛躍的な成長を可能にするような取

10の投資配分については、
すべての企業に当てはまる

組みには、強い信念と長期的なコミットメントも必要

になる。
それがあって初めて変革を実現することがで

きるのである。
例えば、
「Tech Trends 2014」
のレポート

では、最先端の研究機関であるSingularity Universi-

図1. イノベーション投資のポートフォリオ管理

tyと協力し、ロボット工学や3Dプリンティングなどの

Additive Manufacturing（付加製造）に関する調査を

標準的な
バランスの取れた
ポートフォリオ

実施した。当時、
これらの新興技術はムーアの法則を

上回り、1年～1年半ごとにコストあたりの性能が2倍
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以上に進化していった。
そして、わずか数年後に、我々
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後の収益

はこれらの技術が業界やビジネスモデル、各社の戦略

顧客変革型
イノベーション領域

を一変させている様を目の当たりにしている。
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確に述べることができ、
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既存
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万能な比率ではなく、あくまでも業界や地域を跨いだ

なる条件に基づいて投資やアクティビティを管理し、

ョン投資の最適な配分は企業によってさまざまであ

る。
ここで重要なのは、
これらの仮説検証作業は研

飛躍的進化が期待されるテクノロジーによって引き

検証作業は飛躍的進化をもたらす技術の可能性

分析で導き出された平均的なものであり、
イノベーシ

立案した仮説に対する効果測定を継続的に実施す

る3。

究開発ではないということである。なぜなら、仮説

起こされるイノベーションは、顧客変革型のイノベーシ

を自社のビジネスに適用できるかどうかを長い時

ョン領域で起きると考える人が多いかもしれない。
しか

間をかけて判断する前段階の準備作業だからであ

し実際は、上述の3領域すべてでイノベーションを起こ

る。

すことができるのである。作家であり、大学教授でもあ

• 探査と実験：ある時点になると、調査は限界に達す

ビジネス領域や周辺ビジネス領域における既存製品

的進化が期待される技術の実用を検討しているか

るClayton Christensenは、真に破壊的な技術は、
コア

るだろう。
その場合は、競合他社がどのように飛躍

やプロセスの改善から活用されていくことが多いと述

を確認すべきである。
「百聞は一見に如かず」と言

べている。
そしてその後に、
これらの革新的な技術は新

われる通り、調査が限界に達した場合には、情報を

領域で活用されるのである 。

拾い集めるよりも実際にどのように活用しようとし

4

ているかを確認した方が良い。他社事例を10件以

上収集することで、飛躍的進化が期待されるテクノ

未踏の新領域の探求

ロジーやそれらのポテンシャルを理解することが

できるだろう。

飛躍的進化が期待される領域に対して配分され

飛躍的進化が期待されるテクノロジーのエコ

たイノベーションへの投資は、未踏の新領域への投資

システムがどのように形成され、発展しているかを

域、顧客変革型イノベーション領域から収益が得られ

サプライヤ、自社のステークホルダーの相互成長に

能性や方向性に焦点を当てる必要がある。飛躍的進

ナー間での価値交換方法やエコシステムの形成に

の数年間ですべては発揮されないかもしれないが、
そ

益獲得方法などについて調査をすると良い。

に分類される。
コアビジネス領域や周辺ビジネス領

調査することで、外部ビジネスパートナーやベンダ、

るかどうかに拘らず、
イノベーションへの投資はその可

も寄与するだろう。
具体的には、
エコシステムのパート

化が期待されるテクノロジーのポテンシャルは、直近

おけるガバナンスやプロセス、
エコシステムでの収

れらの技術が持ち得る力の一部を活用した事例は今

飛躍的進化が期待されるテクノロジーへの理

日も世の中に出てきているだろう。
もし、
それらの技術

解が深まるにつれ、どの要素が利益につながるか

を検討することなく3年の月日を過ごしてしまったなら

といった、
より具体的な実用方法の検討をするよう

れからさらに3～5年以上先になってしまうだろう。な

には、顧客目線で魅力的かどうか、
ビジネス観点か

ば、それらの技術により戦略的に得られる収益は、そ

になっていくだろう。実用方法の検討を進めるため

ぜなら、それらの技術は不規則に、非線形に発達して

ら実行可能か、実行するにあたって必要な能力とテ

ば遅れるほど、競合他社からさらに遅れをとってしまう

視点が必要となる。

いくため、
それらの技術の探求を始める時期が遅れれ

クノロジー資産が社内に存在しているかといった

からである。

探査段階から実験段階に移る場合は、事例の

飛躍的進化が期待されるテクノロジーを用いてイノ

優先順位づけや基本的なビジネスケースの検討を

ベーションを起こすことを目指すなら、後述するライフ

実施した上で、初版のプロトタイプを作成すべきで

サイクルアプローチを取入れることを検討すると良い

ある。もし、有効なビジネスケースを作ることがで

だろう。

きたなら、
イノベーションを引き起こせる可能性が

• 初期調査を行う：飛躍的進化をもたらすテクノロ

出てくる。

ジーの活用は、調査に基づき仮説を立てるところ

• インキュベーションと展開：実験の結果、ビジネス

躍的進化をもたらす技術の導入初期から中期段

ョンを企業全体に展開すれば良い。
但し、早期に展

る影響を仮定する。
そして、
定義した閾値やトリガーと

ネスケースや確証の持てる実験結果があっても、
こ

から始まる。具体的には、調査を実施する中で、飛

ケースの有効性が認められた場合は、
そのイノベーシ

階における既存製品や生産方法、競争環境に対す

開するには注意が必要である。
しっかりとしたビジ
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図2. フォーチュン100社のイノベーションセンタ

デロイトの調査によると、
フォーチュン100社のうち67社は、少なくとも一つのイノベーションセンタを保有して
いる。
これは、業務運用、製品、
および顧客体験を改善するために、革新的な技術を活用するイニシアティブである。
黎明期に、
ごく少数の先進的な組織がイノベーションセンタモデルを開発した。
そして、数十年をかけて、多くの
企業が独自のイノベーションセンタを創設するようになった。
目的
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政
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の段階ではイノベーションを展開できるかについて

何も証明されていないからである。
ある企業では、

中核事業とは別に、専任で人材を配置したイノ

ベーションセンタを設置している。
このように組織

的な取組みを実施している企業には、
インキュベーシ

イノベーションはインスピレーションの産物という

よりも、綿密な計画を立て、時間をかけて実行され
るべきものである。

人を中心とした視点

ョンと展開に向けた専門知識を持っていることが
多い。
また、
そのような企業は、
イノベーションを生

飛躍的進化を引き起こす技術に真剣に向き合い、

み出す前に必要な機能向上やテスト、脆弱性強化
に関する専門知識も保有していることが多い。

• 計画に基づく実行：着想を得てから生み出すまで、

戦略的にイノベーションを起こすアプローチを考えて

いく際には、考えがまとまらなかったり、落胆したりす

イノベーションは単なる2段階のプロセスでも、偶

ることは日常茶飯事だろう。
しかし、忘れてはいけない

的なひらめきに過ぎないと思う方もいるだろう。
確

あるということである。
例えば、人は投資プロセスの意

のは、多くの企業にとって人は経済価値の基本単位で

発的なプロセスでもない。
イノベーションは瞬間

かに、
イノベーションにはそのような側面もあるが、
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思決定にかかわるほか、
イノベーションの検証や導入

2004
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ある。
くの
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に関する意思決定も行う。
また、飛躍的進化を引き起

人のアイデアが結びつくことにより、イノベーションが

ョンにおける人の行動を変えるということに他ならな

つける取組みに集中できれば、驚くような飛躍的進化

こす技術の可能性を検討することは、
市場やオペレーシ

生まれる。
人を中心とした視点を持ち、
アイデアを結び

い。
さらに、Steven Johnsonが示唆しているように、
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を遂げることができるだろう。

私の見解

Jonathan Knowles, head of faculty and distinguished fellow
Pascal Finette, vice president of startup solutions
SINGULARITY UNIVERSITY

我々人間は指数関数的な思考には馴染みが薄い。
なぜなら、日の出から日没まで、月曜日から金曜日と、一方向
で直線的な時間概念の中で生きており、普段から線形的に思考することに慣れてしまっているからである。
そんな我
々が、
指数関数的と表現せざるを得ないほど急激に発展しているものを感覚的に理解することは簡単ではない。

しかし、
こうした指数関数的な進化が今まさに現実世界で起きており、
それは特にテクノロジー分野において顕
著である。
例えば、1997年、当時世界最速のコンピュータであったASCI Redスーパーコンピュータは、CPU処理性
能は1.3Tflops（テラフロップス：処理性能の単位）で、値段は4,600万ドルであった5。
現在、Microsoft社のゲーム機
であるXbox One Xは、CPU処理性能は約5倍の6Tflopsにも拘らず、価格は約10万分の1の499ドルで手に入る6。
また、
Argonne National LaboratoryのスーパーコンピュータMiraはさらにその約1,600倍の性能の10Pflops（ペタ
フロップス）
であり、
それは毎秒1京回（10の16乗）の浮動小数点演算が可能である7。
飛躍的な進化は今に始まったことではなく、
それは今後も進化の速度が緩やかになることも、
停滞することもない。
さらに重要なことは、
コンピュータの飛躍的な進化により、他分野でも飛躍的かつ革新的な進化が実現可能になる
ということである。
これは飛躍的進化を遂げている技術に自社のビジネスモデルを破壊されることなく、
いかに自社
のビジネスに最大限活用できるかという、CIOやその他のCxOにとって手腕が問われる場面なのである。
頻繁に引用
されているKodak社の例を用いると、1970年代、Kodak社は世界初の0.01メガピクセルのデジタルカメラを開発し
たが、市場に出すことはなかった8。
もしあなたがKodak社と同じように飛躍的な製品を市場に出すことを躊躇した
として、
誰が後押ししてくれるだろうか。

すべての技術が飛躍的な可能性を持つと想定すべきである。
2011年に、ある研究者のグループが、
ビデオに映る
猫を認識できるニューラルネットワークAIを実演した。
その画期的な発明を人々は面白がったが、
その重要性に気づ
くことはできなかった。
もし彼らが5年先を見通すことができたならば、
ただ面白がっただけで終わるということはな
かったであろう。
今日の小売業では、店舗内のビデオ映像を解析することで顧客の買い物袋の数を把握し、店舗パフ
ォーマンスを予測するだけでなく、
収益増のために活用するまでになっている9。

四半期ごとの業績に関心を持っているステークホルダーや意思決定者が線形的思考から転換することができれば、
飛躍的な進化をもたらす可能性のある取組みにもっとチャレンジできるようになるだろう。
5年間をただ検討だけに
費やしたのでは、
むしろ変化に対する抵抗を強くするだけである。
しかし、飛躍的な変化はすでに進行中であり、
その
速度は増加し続けるばかりである。
経営者が直視すべき課題は、
飛躍的な進化を見せている技術が現在の環境を崩
してしまうかどうかを考えることではなく、
その変化がどのように、
どれぐらいのインパクトで、
どれくらい早く訪れるの
かを考えることである。
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データマイニングには突破口があったが、汎用人工知

ていたある男性が、直観力や共感力がある上、自己認

実際のとこ
きない重要な課題を克服する必要がある12。

界でひとつの彼女」の中では、妻と別れて悲嘆に暮れ

能を実現するためには、演算処理能力だけでは解決で

識も持ち合わせている新しいオペレーティングシステ

ろ、最も難易度の高い課題は、曖昧な事柄をテクノロ

グ担当者は、映画のストーリーをSF（サイエンスフィク

の学習能力、言語能力、およびセンシング能力の延長

スタジオのマーケティン
ム「Samantha」に恋をする10。

ジーが扱う方法を見つけることである。
これは、既存

ション）として宣伝した。
しかし本当にフィクションだろ

線上にあるものではない。
機械が未知の環境を探索し、

うか。近年のAIの進歩は、将来のある時点でテクノロ

実行可能な結論を導き出し、
それらの結論を使用して

ジーが人間の知的能力（そして社会的または感情的

未知のタスクを完了できるような、全く新しいものを創

能力）に広く適合し、人間と機械の境界を消滅させる

り出す必要がある。人は3歳児でもこれを上手くできる

可能性があることを示唆している11。

昨今のAIの進化形として知られる汎用人工知能は、

我々が人間の本能と呼ぶものに広く対応できる多くの
能力を備えている。
それは、初めて経験する状況にお

いてもその場で知覚し、解釈し、推論できるような直観

が、現時点のAIにはできない。

進化について語ろう

汎用人工知能の実現は、研究室での一瞬のひらめ

的な理解力である。

きによるものではなく、AIの進化の過程において時と

汎用人工知能が完全に実現された場合、非常に大

ともに実現されていくであろう。
今後3～5年の間に、現

きな可能性がある。
バーチャルマーケティング担当者

状のAIを構成している能力の改善に加え、
これらの能

は、製品やサービスを設計、
マーケティング、販売する

力が複合的に結合するようになると考えられる。現時

ために、社内システムの顧客データやソーシャルメディ

ア、ニュース、
マーケット情報などの膨大なデータを分

点では、汎用人工知能を構成するすべての能力の開

休みなく稼働するアルゴリズムは、先入観をもたず事

少なくとも実現までに10年以上はかかると考えてい

発、統合、展開に成功するかはわからないが、我々は

析することが可能となるだろう。
また、作家の代わりに

る（詳細は本編の「私の見解」を参照）。AIの活用事例

実に基づいた、複雑かつ状況に適したコンテンツを多

が広く展開され、企業の採用スピードが加速するにつ

様な言語で生成することが可能となるだろう。汎用人

れて、機械学習やその他のAI構成技術、製品の標準化

工知能が実現できることは、例を挙げればきりがない
ほど多くある。

が進んでいくだろう。

もしれない。
しかし、
その日が到来するためには、AIは

用に関する検討を始めている。例えば、皮膚癌を診断

一方で、多くの企業ではすでに特化型人工知能の応

汎用人工知能はいつか飛躍的な進化を遂げるか

現在の能力をはるかに超えた進化をしなければなら

するためのパターン認識であったり、機械学習の技術

したこと、もしくは機械学習を通じて学習したことの

改善への応用といったものである。

を人事、法律、
その他の管理部門における意思決定の

ない。既存のAIは、
プログラマが明示的にプログラム

多くの場合、
これらの初期ステップを通し、特化型

み処理することができる。現状のAIの強みは、自然言

人工知能の社内ナレッジの一部となる情報を得られ

語処理、画像認識、専門的なシステムを構築するた

めのディープラーニングなど、いわゆる特化型人工知

る。
これは、
テクノロジーが進歩し、ベストプラクティス

汎用人工知能システムの完成形は、
これらの特化

人工知能導入の先駆けとして、Goldman Sachs社は

が出現するにつれて洗練されていく。例えば、特化型

能（ANI：Artificial Narrow Intelligence）にある。

型の機能に加え、現状存在しない他の能力も備えてい

機械学習に投資し、
データを戦略的資産として活用す

るだろう。
それは、不確実性を伴う状況下での推論や、

るための継続的な取組みを行っている13 。金融業界に

ュニケーションを行う能力である。

例えば、eメールにディープラーニングを適用すること

意思決定および意図的な振る舞い、感知、自然なコミ
将来、汎用人工知能をより人間的なものにする
「汎

用性」
は、
実現が非常に難しい。
ニューラルネットワーク、

コンピュータビジョン
（
「ロボットの目」
を作る研究分野）
、
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限らず、
より小規模なアプリケーションでも同様である。

で、
パターンを特定し、ベストプラクティスと内部リスク
への洞察を得ている。
これらの個々の成功は、新たな

取組みの中で始まるものもあれば、徐々に拡大される

汎用人工知能（AGI）

2013年に公開されたSpike Jonzeの映画「Her/世

汎用人工知能（AGI）
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中で実現されるものもあり、いずれにせよ特化型人工

を横断し、複雑な抽象化によりそれぞれの知能段階の

知能のナレッジを開発、改善するのに役立つ洞察を企

バランスを取る。

業にもたらすだろう。

多くの人は、
コンピュータが人間の感情を正確に認

最先端技術は、各個別課題の進展および相互の

識したり、完全に理解したりすることができないと考え

統合によるイノベーションからもたらされる。例えば、

ているが、機械学習の進歩はそうではないことを示唆

間の感情や情緒に関係するコンピューティング分野）」

習によって、声のトーンや顔の表情に基づいて人の心

「視覚 + 共感 = アフェクティブコンピューティング
（人
「自然言語処理 + 学習 = 革新的な言語翻訳」などであ

している。感情認識ソフトウエアと組合わせた機械学

理的状態を識別することができ、それはすでに人間と
同じレベルに達していることを示している15。

る。
Google社のTensor Flowを使って感情分析や機械

これらは、AIを汎用人工知能へ進化させる上で非

翻訳を行うことはできるが、両方を一つのソリューショ

ンで実現することは容易ではなく、汎用性を持たせる

常に重要なステップである。他の事例も、その進化が

に進化させることは大きなチャレンジであり、三つ目

スーパーコンピュータはAIに対するテストとして有名

アメリカ国防高等研究計画局の情報イノベーション

同じ会話を行い、どちらが機械か判断できるかを検証

勢いを増している可能性を示唆している。
例えば、
ある

ことは困難なことである。一つの領域から二つの領域

なチューリングテスト
（判定者が人間と機械に対して

の領域を追加することは飛躍的に困難となる。

するテスト）を通過し、判定者に13歳の少年であると

室のdirectorであったJohn Launchburyは、AIの段

思わせることに成功した最初のマシンとなった（学術

階を概念的に四つのカテゴリーで表現している。
「特

定の環境内での学習」
「計画と決断の推論」
「複雑で繊

的に標準化された手法に基づく、
より厳密な評価を要

細な情報の知覚」
「抽象化による新たな意味の創造」

求した専門家もいたが）16。

し、明確に定義された領域内において知識構造を表

秘プロジェクト
「DeepMind」の研究者たちが2017年1

「手作りのナレッジ」と表現
である14。彼はAIの第1波を

ほとんど報道されなかったが、Google社のAIの極

現する一連の規則を人間が作成した上で、機械がその

月20日に
「PathNet：Evolution Channels Gradient

テムとルールエンジンは、推論のカテゴリーにおいて

arXiv（論文が保存・公開されているウェブサイト）に投

詳細を探索するものであった。
これらの専門的なシス

Descent in Super Neural Networks」
という論文を

は強力な効果を発揮し、AIポートフォリオの重要な要

稿したが、それが最も重要な汎用人工知能の事例で

素であるといえる。
またLaunchburyは、現在押し寄せ

あるとされている。
この論文は完成形の汎用人工知能

ているAIの第2波を
「統計的学習」
と表現している。
この

ソリューションのアーキテクチャ設計の中で、最も早く

ルを創り出して大量のラベルを持つビッグデータに適

近い将来、第1波および第2波の特化型人工知能を

公表されたものの一つとなるだろう17。

波の中で、人間は特定の課題領域のための統計モデ
用し、ディープラーニングのためにニューラルネット

使用し、個別課題の解決策を複合的に組合わせて構

優れているものの、推論はあまり得意ではない。彼は

スが取れた企業システムが実現されるかもしれない。

界の現象について文脈的に説明できるモデルを構築す

ングシステム「Samantha」はフィクションではないの

成することで、抽象化を含む知能カテゴリーのバラン

ワークを使用する。
これら第2波のAIは知覚と学習に

長い視点で見れば、Spike Jonzeの感情オペレーティ

第3波を
「文脈的適応」と表現し、
この中でAIは現実世

かもしれないのだ。

ることになる。
これらの波は、四つのカテゴリー全体
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今日の状況とはかけ離れた劇的な改善が必要となる
だろう。

しかし、AIの可能性を探るために汎用人工知能が

OREN ETZIONI, CEO
ALLEN INSTITUTE FOR ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

登場するのを待っている必要はない。
すでにいくつか

の企業は、より複雑な問題を解決するために複数の

2016年3月、
アメリカAI学会と私は193人のAI研究者

特化型人工知能を組合わせて作った特化型人工知能

に、実用的なあらゆる分野において最も優れた人間よ

アプリケーションを使用して、明確な成果を出している。

ンテリジェンス」を実現するまでにどれくらいの時間が

翻訳の範囲を広げることが可能となる。
また、人工的

りも優れた知性として定義される人工的な
「スーパーイ

例えば、機械学習と統合された自然言語処理は、言語

かかるかを尋ねた。回答した80人の研究者のうち、お

な共感技術と組合わせたコンピュータビジョンは、
アフ

よそ6 7 . 5 ％ が2 5 年 以 上かかる可 能 性 があると答

ェクティブコンピューティング能力を生み出すことがで

多くのメディアで「AIが我々の仕事を奪うようにな

必要な一連の作業を理解し処理できるAIが搭載され

え、25％は実現する可能性はないと答えている18。

きる。
例えば、標識や歩行者の行動の認識など、運転に

る」という記事が数多く存在することを考慮すると、
こ

た、自動運転の自動車などである。

現実に基づいている。心理測定による人間のIQの測

専門性に特化したスキルセットが必要である。現在、

れらの調査結果は驚くべきものである一方で、一定の

あなたの会社でこのレベルの躍進を遂げるには、

定には高い信頼性があるが、AIの心理測定はそれほ

需要を満たせるディープラーニングの専門家は十分に

ど成熟していない。定義ができていない問題はあまり

いない。
また、一般的には少数のラベルデータしか扱っ

にも曖昧であり、それらに対応することは困難である

ていないが、
ディープラーニングシステムを実現するた

日常会話において規則、目標、目的が明確に定義

段階では、多くの共通概念がマシンにとってどのよう

からだ。

めには膨大な量のラベルデータが必要である。
今日の

されることはまれであるため、言語コミュニケーション

な意義があるのかさえ分かっていない。

分野においてAGIへ期待されることも曖昧である。例

特化型人工知能から汎用人工知能への進化は、段

えば、私が文章を正しく理解しているかどうかはどうす

階の違いだけではないことに留意してほしい。
それは

れば判断できるだろうか。音声認識を改善したところ

根本的な改善、
そして恐らく根本的に異なる技術が必

ら、日常的で単純なやりとりでさえ、実は非常に複雑で

期的な視点で物事をとらえないように注意しつつ、ま

で必ずしも言語理解が向上するとは限らない。なぜな

要となる。
「知性的に見えるもの」と知性を区別し、短

ある場合があるからである。
例えば、人気のチェーン店

ずはAIに関する取組みを始めることを推薦する。
その

では、実に200万を超える方法でコーヒーが注文さ

努力が正当に報われる日が訪れるかもしれない。現

れている。人間の知的能力や、
それを上回る人工的な

在のAIでさえも、個々の組織だけでなく、業界全体に

スーパーインテリジェンス（ASI：Artificial Super In-

telligence）に匹敵する汎用人工知能を創り出すには、
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亘る困難な課題に対し、有用なソリューションを提供し

ているのだから。

汎用人工知能（AGI）

私の見解

量子暗号化
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量子コンピュータがもたらす変化

量子コンピューティングの脅威を
理解する

今から10年以内には、
現時点の最先端のスーパーコ

「Tech Trends 2017」では、量子力学の性質をコ

ンピュータをはるかに凌ぐ演算処理能力を誇る量子コ

ンピュータが、ビジネスや政府の課題に取組み始める

ンピューティング、センサー、暗号、シミュレーションに

格納されている2万以上のすべてのタンパク質の薬物

量子コンピュータを用いて量子技術を活用しようと

応用する量子技術について検討した。
数年前から汎用

だろう。例えば、個別化医療の分野では、
ヒトゲノムに
相互作用をモデル化することができる。気候科学の分

野では、量子コンピュータのシミュレーションによって、

人間の生態学的影響について新しい洞察が得られる
かもしれない19。

する取組みが始まっているが、現時点では、まだ実用

化に向けて工学的なハードルが残っている状態であ

る。それにも拘らず、世界中の現在のスーパーコンピ

ュータをすべて合わせた演算処理能力を上回る量子

コンピュータを開発すべく、
熾烈な競争が行われている22。

また、別の可能性として、量子コンピュータは、現在

量子コンピューティングの暗号化技術への脅威を

用いられている多くの暗号化技術を無効化させてしま

理解するためには、1994年にMITの数学教授Peter

うかもしれない。

Shorが開発した、桁数が大きい合成数の素因数分解

現在、一般的に利用されている暗号化アルゴリズ

を効率的に行える量子アルゴリズムを理解する必要が

ムの多くは、桁数が大きい合成数の素因数分解に基

ある。

づく方式である。現在のコンピュータでは、RSA-2048

Peter Shorのアルゴリズムは、1994年の発表当時、

やDiffie-Hellmanのような一般的な暗号化プロトコル

その理論を実証するために十分な演算処理能力を持

で用いられる500桁以上の数列を解読するのに何百万

ったコンピュータがなかったのにも拘らず、素因数分

年もかかるとされている。

解の困難性に基づいた公開鍵暗号方式、特に広く使

しかし、量子コンピュータであれば、
それらの数列を

数秒程度で解読することができるだろう 。

われているRSA暗号化方式の安全性に疑問を投げか

20

ける内容として注目を集めた23。

量子コンピューティングとサイバーセキュリティ分

暗号化された情報（例えば、文書またはeメール）を

野の専門家の間で、大規模な暗号化技術の解読がい

つ頃起きるのかということについてさまざまな見解が

復号化するためには、ユーザは鍵が必要になる。秘密

障および世界経済に致命的な影響を与える可能性が

用する。
暗号化された情報の作成者がその情報にアク

鍵暗号方式では、暗号/復号化の際に単一の鍵を利

提示されているが、個人のプライバシー、国家安全保

あるという見解は一致している21。

セスしたい人へその単一の鍵を共有する仕組みである。

但し、量子コンピューティングは暗号に対してネガ

公開鍵暗号方式では、秘密鍵と公開鍵の二つの鍵を

ティブな要素だけではなく、ポジティブな要素も持って

利用する。公開鍵を利用して誰でもメッセージを暗号

いる。不正目的で暗号化アルゴリズムを解読するため

化できるが、秘密鍵を保持している人だけがそのメッ

に利用される可能性のあるコンピュータの力を、量子

セージを復号化することができる仕組みである。
Peter

耐性のある暗号化方式の開発にも利用可能なのであ

Shorのアルゴリズムは、十分な演算処理能力があれ

る。実際、量子力学分野において量子暗号の開発が進

ば、
この公開鍵暗号方式の暗号を解読することができ

められている。

るのである。
このほかにも量子コンピューティングの

ィングによる暗号解読の脅威に気づくべきである。長

Groverのアルゴリズムにも注目が必要である24。

その一方で、
民間企業や公的機関も量子コンピューテ

高い演算処理能力を用いることで暗号解読ができる
一般的なセキュリティ対策はキーサイズを長くする

期的には、情報を
「量子化」するための新しい暗号化

技術が必要になるだろう。 しかし、組織が現在の暗号

ことだが、
キーサイズが長くなれば復号時により多くの

ための基礎を築いていくためには、いくつかのステップ

れたファイルや署名のサイズも大きくなってしまう。
そ

時間と演算処理能力が必要になる。
その上、暗号化さ

化技術を強化し、量子コンピューティングに対応する

こで別のより簡単な量子暗号化のアプローチとして、

がある。

キーサイズの長い秘密鍵暗号方式が考えられる。
しか

しこの場合、鍵交換を安全に実施するための方法が必
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量子情報科学の分野で博士号を持つShihan Sajeedの研究は、新興分野である量子鍵配送システム
（QKD：Quantum Key Distribution）
や量子鍵配送システムの実用性評価・分析、
量子の非局所性に焦点を当
てている。
この研究の中で、Sajeed博士はセキュリティ評価の一環として、実際にハッキングを試み、量子暗号
の脆弱性を見つけようとしている。

Sajeed博士は、量子コンピューティングの脅威に対して多くの人が取ろうとする対応は誤っていると考えて
いる。
汎用量子コンピュータが実用化するのは10年以上先の可能性もあるため、多くの人が緊急で対策を講
じる必要性を理解できていない。
そのような人々は、今日、自分のデータは安全に転送されていると安心して
おり、将来的に量子コンピュータが実用化されれば、新規で発生するデータは量子暗号に切り替え、非量子化
データも量子暗号に変換しようと考えている。
しかし、
そのような考えは楽観的である。
Sajeed博士は「その考
えは、
量子コンピュータが実用開始になった日に一晩で量子暗号への切り替えが可能、
かつ直近5年間のデータ
を誰も盗聴やコピーをしていないことを前提にしている。
もし、誰かがあなたの直近5年間のデータを盗聴し、
コピーしていた場合、量子コンピュータが実用化された初日に、
あなたの非量子暗号データは解読されてしま
う。
」
と警鐘を鳴らしている。
今日、実用化に至っているさまざまな量子暗号ソリューションは、将来直面する非量子化データに関する課
題の解決に寄与するだろう。
しかし、
「他の新興技術と同様、量子暗号技術にも脆弱性が存在し、実用化のた
めには、
まだ改善を行っていく必要がある段階だ」
とSajeed博士は指摘する。
ただその一方、
「量子暗号化技
術が適切に実装されれば、
ハッカーが送受信者に検知されることなく情報を不正取得できないようにするこ
ともできる。
」
とも述べている。
Sajeed博士は、量子暗号の信頼性が担保されるようになるまでには、多くの人が想像している以上に時間
を要すると警告している。
また博士は、
「量子暗号の信頼性を担保するためには、数学的理論や新技術も必要
になるが、
それらは一朝一夕では証明も発明もなされないだろう。
」
とも述べている。
そして、
「だからこそ、量
子コンピューティングの脅威に対して今すぐに対応を開始すべきだ。
」
と提唱しているのである26。

要になる。
ではどのようにして暗号化された情報の受

性原理に基づく量子複製不可能定理から、量子は検

駆的な研究者は、Kerberosといった既存の鍵管理シ

つまり、通信元と通信先で量子鍵が一致しなければ、

信者に秘密鍵を送付すれば良いだろうか。一部の先

知されることなく盗聴や改ざんをすることはできない。

盗聴や改ざん行為があったと検知できるのである25。

ステムが有用だと考えている。また、それに加え前方

もう一つの選択肢は、量子技術を活用しながら、暗

秘匿性（鍵交換においてセッションごとに複数のラン

ダムな公開鍵を使用すること）という鍵交換プロトコ

号の歴史を振り返ることで見えてくる。第二次世界大

ほか、もしあるメッセージの鍵を解読されたとしても、

ッセージを暗号化する度に乱数列の秘密鍵を生成す

ルの性質を利用することでセキュリティが強化される
他のセッションのメッセージは復号化されなくなる。

また、鍵の脆弱性も永遠に続く課題ではないだろう。

膨大な演算処理を可能にする量子物理学の法則は、

量子暗号分野の発展にも寄与している。
今までとは全

戦中に広く利用されたワンタイムパッドシステムは、
メ

る。
メッセージの受信者は、その唯一対となるワンタイ

ムパッド
（秘密鍵）を利用してメッセージを復号化する。
歴史的にも、受信者に対となるワンタイムパッドを連

携することは課題であった。上述した量子通信チャネ

ルは、鍵交換を容易にする上、情報通信中に鍵生成も

く異なる暗号化のアプローチだが、光ファイバー上で

可能になる。

量子もつれ光子対を伝送することができれば、鍵は量

子暗号化されることになる。
ハイゼンベルグの不確定
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脅威に備えるために

は、量子コンピューティングへのリスクを緩和するだろ

う。
また、業界内の競合他社やサイバーセキュリティベ

効率的でスケーラブルな量子コンピュータが不正

ンダ、
スタートアップ企業などとの協業の機会を探るこ

目的で利用しようとする政府やハッカーの手に渡って

とにより、自社のニーズに合った新しい暗号化システム

しまうのが5年後なのか、10年後か、20年後なのかと

いうことは現時点では正確には予測できない。
しかし、

を開発することができるかもしれない。
このような先
進的な協業事例としては、新しいアルゴリズムの開発

現実に鑑みると、不正目的の専用量子コンピュータの

や査読のための専門家の共有化、各分野の専門家同

性が高い。
その上、Peter Shorのアルゴリズムでも解

も構わないが、今すぐ始めることが重要である。
なぜな

方が、汎用量子コンピュータよりも早く世に出る可能

士の研究結果の共有などがある。
どのような取組みで

読できない暗号化方式の開発に、どれだけの時間が

ら、実用性のあるソリューションを開発し、
プロトタイプ

かかるかも現時点では分からない。

を構築してテストを実施し、企業全体に展開して標準

その間、公開鍵暗号方式から秘密鍵暗号方式への

化を行うまでには、10年以上の月日がかかることもあ

移行の検討が必要である。量子コンピューティングに

る。
それまでに、量子コンピューティングの脅威にさら

対する公開鍵暗号方式の脆弱性を考慮すると、共通

されてしまう可能性は十分にあるからである。

鍵を利用した秘密鍵暗号方式への移行や前方秘匿性
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に適用することができれば、劇的な効果を得ること

はこの両者を上手く組合わせることが極めて重要であ

から数週間を要しているが、
これは、脅威へのアッ

れることもあるが、新技術をビジネスに適用する際に

ができる。
リスク検出のための分析に現在は数日

る。通常、開発者はアプリケーションを開発するたびに

新しいユーザインターフェースを再発明したりしない。

例えば、
アプリケーションへのアクセスやログ出力、監

視、データハンドリングなど主要な機能に関する共通

プデートが適用されるまで、システムがリスクにさ
らされ続けていることを意味している。

一方、汎用人工知能は脅威の検出・分析の自動

化と高速化を可能にする。
イベントと応答内容を

関数を利用すれ ば、都度開発を行うことなくアプリ

チェックさせるために適切なレベルの分析担当者

これと同様に、リスクマネジメントにも普遍的な

る、
という一連の処理がリアルタイムで実現される

へ適用すれば、適切なマネジメントと開発の高速化を

• 量子コンピューティングと暗号化：現在の標準暗号

ケーション構築が可能になるだろう。

に通知し、脅威に対する回避行動を迅速に実行す

ルールがある。
その普遍的なルールをイノベーション

のである。

実現することができ、管理が負荷となることもない。
モ

化 方 式であるA d va n ce d E n c r y pt i o n

ジュール化された共通ライブラリを再利用するのと同

Standard
（AES）
は、
40年以上に亘り利用されている。

じように、
リスクマネジメントの普遍的ルールを確立す

ることで、
イノベーションを加速することが可能になる。

一般的かつ重要なリスクを取り除くことができれば、

当時は、256ビットのキーを持つAESの暗号を破る

には、最高のデバイスとプラットフォームを用いて

も数十年かかると言われていた。
今日では、量子コ

イノベーション固有の領域に注力することができる。
イ

ンピューティングにより短時間で高レベルの計算

価するとともに、
それらの分類と定量化を行い、どのリ

を保護しているコードも破られるかもしれない。

ノベーションに伴って発生する新種の攻撃の脅威を評

が可能となっているため、
現在ネットワークやデータ

スクが本当に企業と顧客に影響するかを判断する必

考えられる解決策として、
より大きなサイズの鍵

要がある。
その上で、どのリスクに対処し、避けること

を生成したり、
より堅牢なアルゴリズムを開発した

ができるか、
あるいはスコープ外とし得るのかについて

りすることで、解読にさらに大きなコンピューティン

切に管理することで、
プロジェクトを加速し、
マーケット

しかしながら、
そのような計算能力を備えていない

決定するべきである。意識的にリスクを受け入れ、適

グリソースを必要とさせることがあるかもしれない。

への展開を早期化することが可能となる。

既存システム群にとっては、高い負荷が掛かりすぎ

• 汎用人工知能（AGI）
：汎用人工知能は学習し、判

る可能性がある。

断し、事物を理解することができる仮想的な従業

幸い、量子コンピューティングでは、
より複雑で、

員のようなものである。
ハッカーからこの従業員を

解読が困難な全く新しいアルゴリズムを生成する

どのように守るかを考えるとともに、彼自身にセキ

可能性も持っている。
現時点では、
量子コンピューテ

ュリティとリスクの概念を理解させることを考える

ィングはまだ初期の実験段階にあるため、量子最

ムをどのように保護するかを理解し、学習する機能

攻撃に対して最も脆弱となるデータを守る必要が

必要がある。
つまり、
データやハードウエア、システ

適化されたアルゴリズムを設計し、量子レベルの

を汎用人工知能に組み込む必要がある。

ある。

汎用人工知能のリアルタイム分析をリスク管理
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要点

汎用人工知能や量子暗号化のような飛躍的なイノベーションがビジネスに与える影響の全貌は明らかにな
っていない。
しかし、
やがて訪れる実用化に備えて、今から取り得るステップも存在する。
他の新興技術と同様
に、
飛躍的なイノベーションは早期採用によって競争優位の機会をもたらす。
CIO、
CTOを始めとする経営層は、
今日において技術の飛躍的進化に関する可能性を模索し始めることは可能であるし、模索し始めるべきであ
る。
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日本のコンサルタントの見解
汎用人工知能（AGI）および
量子コンピュータに関する日本の
取組み

いずれの領域も、学術的な分類も含め研究と議論
が継続されており、
これらの技術がいつ、どのようにブ
レークスルーを迎えるかは、
それ自体が非常に興味深
いテーマである。
しかしながら、多くの企業にとってよ
り高い関心があるのは「それが我々のビジネスにどう
影響するか、何を準備しておくべきなのか」ということ
であろう。
本編でも記載の通り、
これらの技術の実用化
にはまだ5年以上を要する可能性がある。その中で、
始めておくべきことは何であろうか。

今年の
「Exponential technology watch list」
で
は、AGIおよび量子コンピュータを取り上げている。

特にAGIは、古くからSFでも取り上げられてきた夢
のある分野であるとともに、いわゆるシンギュラリテ
ィ
（AIが人類の知能を超える転換点）に関する議論な
ど、
メディアでも耳にする機会の多いトピックではない
だろうか。

これらの飛躍的な技術の進化に対する準備を考え
るにあたり、例えば、過去に起こった事例から考えてみ
るのはどうだろうか。

これらの技術については、もちろん日本でも研究
開発が続けられている。AGIであれば全脳アーキテク
チャ・イニシアティブ1など、量子コンピュータであれば
NTTが開発したニューラルネットワーク型のQNN 2な
どがその代表例となるだろう。

過去に起こった
「技術の飛躍的
進化」
：スマートフォンの場合

初代のiPhoneが発売されたのは2007年、
その翌年
の2008年にandroidがリリースされている。
その後急
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速に普及が進んだことは周知の通りだが、他の情報
通信機器と比較するとその構図はより鮮明になるだろ
う。

今日のビジネスにおいて、顧客接点としてはもちろ
ん、社員が利用する情報端末という面においても、ス
マートフォンなくしてビジネスを考えることは難しい。
特に10代の若者にとっては、生活の一部と言っても過
言ではないほどに大きな影響を与えている。まさに、
時代を一変させた「飛躍的進化」といって差支え無い
事例であろう。

では、もし仮に、我々がiPhoneの発売からさらに5
年前、2002年に居たとしたら、将来訪れるスマートフォ
ンの時代に備え、
どのような対応を取るべきだろうか。

「新しく始めること」と
「すでにあるもの」
もちろん、
スマートフォンに関連したビジネスやコン
テンツへの先行投資を行う、という対応は考えられる
だろう。
あるいは、Apple社やGoogle社と早期に協力
体制を組みエコシステムの構築を目指すべき、という
方向性もあるかもしれない。

れることだろう。
これを仮に、
「新しく始めること」と分
類しておこう。
では一方で、
「すでにあるもの」に目を向
けてみるとどうだろう。例えば、既存の業務や組織、シ
ステムは、
スマートフォンの到来に備えて何を準備して
おくべきだろうか。
例えば、
スマートフォンの普及により
顧客との関係そのものが変わることを考慮し、業務の
在り方や社内組織を段階的に変えていく必要がある
かもしれない。
また、
クラウドなどインターネットのシステム群と柔
軟な情報連携が必要となることを踏まえ、基幹システ
ムの拡張性や連携性を高めておく必要があるかもし
れない。
あるいは、情報の双方向性が増していくことを
考えると、企業倫理やコンプライアンス、セキュリティに
ついて、
より高度な教育の準備をしておくべきかもしれ
ない。

これらの「すでにあるもの」に対する対応は、一見す
ると直接的な利益につながらない地味なものに映る
かもしれない。
しかし、
こういった土壌が無ければ「新
しく始めること」が根を張り、
花を開かせることも難しく、
その必要性に気づいてから準備をするにも時間が掛
かりすぎる。
むしろ、対応に時間が掛かるこのような地味な要素
こそ、早期に着手しておくべきなのではないだろうか。

まずはこのような、
スマートフォンやその周辺技術に
直接関連するような領域での新しい取組みが挙げら
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着眼大局、
着手小局（大きな視点
から見て、
小さなことから実践する）

もちろんこれは一つの仮説に過ぎず、全く違う考え
を持っている人もいるだろう。
しかし、
そういったことを
考えてから改めて本編を読むと、新たな気づきがある
かもしれない。

「新しく始めること」の探し方と見ると、まだ検討を
始めるには早いように思われるだろう。
しかし、
「すで
にあるもの」の行く先として見ると、今から始めるべき
ものに気づくこともあるのではないだろうか。

も、単純にグローバルと同じ戦略を取ることは難しい
と考えるべきであろう。

「着眼大局、着手小局（物事を大きな視点から見て
小さなことから実践する）」とは古くから言われるとこ
ろであるが、いつの時代の経営層にとっても難しい命
題の一つであろう。
しかし、未来を考え、将来像を描
くというのは人にとって本来楽しい活動であるはずで、
企業においてもそうあるべきではないだろうか。
本編が、技術の大局を見定め、議論を深めていくた
めの一助となれば幸いである。

加えて、日本固有の事情も考慮する必要がある。世
界初の携帯電話IP接続サービスであるi-modeは
iPhoneの発売より8年前、1999年に日本で発売され
ている。
これがスマートフォンにつながる大きな流れ
の一つとなっているが、後に「ガラパゴス」と比喩され
る日本独自の進化を遂げたことも周知の通りである。
応用技術分野における日本の競争力の高さや、言語
を含むマーケットの特殊性について考慮すると、今後
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