10 BREAKTHROUGH
TECHNOLOGIES 2020
MITTR が選ぶ、未来を形作る 10 大テクノロジー

MIT テクノロジーレビューは、毎年、
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ダボス会議に集う世界の知識人たちに聞いた、
2030 年の世界予測

我々の生活や仕事の仕方を実際に変え
るようなテクノロジーを選び、紹介し
ている。本書はその 2020 年版だ。加

えて、2020 年時点から将来を予測す
るのに役立つ関連記事を 7 つを選んで
収録した。すぐそこにある未来を実感
できるそれぞれのテーマから、今後の
世界の発展を実感してほしい。

10 Breakthrough
Technologies 2020
ここに、MIT テクノロジーレビューが、
重要課題の解決に実際に変化をもたらすと信じる技術的進歩の 2020 年版リストを紹介する。
選択基準として、実証回数の少ないものや、誇大宣伝されている新しいガジェットは除いた。
その代わり、我々の生活や仕事の仕方を実際に変えるようなブレークスルーを選んだ。
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❶ハッキングされないインターネット
ブルを介して伝送する光子のペアを使うことで、

2020 年後半、オランダの研究者はデルフト
とデン・ハーグを結ぶ量子インターネットを完成

符号化された情報を完全に保護する方法を習得し

させる予定だ。

ている。中国のあるチームは、このテクノロジー
を使って北京と上海を結ぶ 2000 キロメートル
の基幹ネットワークを構築した。しかし、このプ

量子物理学に基づくインターネットの登場で、
まもなく本質的に安全な通信が可能になる。デル

ロジェクトは部分的に従来技術に依存しているた

フト工科大学のステファニー・ウェナー教授が率

め、新しい量子リンクを確立しないうちに定期的

いるチームは、量子テクノロジーだけを使って、

にリンクが切断されてしまい、ハッキングの危険

オランダの 4 都市を結ぶ量子インターネットを

性が生じる。対照的に、デルフト工科大学のネッ

構築している。このネットワークを介して送信さ

トワークは、量子技術だけでエンド・トゥ・エン

れるメッセージは、ハッキング不可能だ。

ドで都市間で情報を伝送する最初の量子インター

この数年間で、科学者たちは光ファイバーケー

ネットとなる。
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ハッキングされないインターネット
なぜ重要か

インターネットはハッキングに対してますます脆弱になっているが、
量子インターネットはハッキングできない。

キー・プレーヤー
デルフト工科大学、量子インターネット・アライアンス、中国科学技
術大学
実現時期
5年

このテクノロジーは、「量子もつれ」と呼ばれ
る原子粒子の量子的な振る舞いに依存している。
量子もつれ状態にある光子を傍受しようとすると
コンテンツが破壊されるためハッキングできな
い。
だが、量子もつれ状態にある光子を作るのは難
しく、長距離の伝送はさらに難しい。ウェナー教
授のチームは、1.5 キロメートル以上伝送できる
と実証しており、2020 年の終わり頃までにはデ
ルフトとデン・ハーグの間に量子リンクを構築で
きると確信している。より長い距離を確実に接続
するには、ネットワークを拡張する量子中継器が
必要になる。
そうした中継器は現在、デルフト工科大学など
で設計中だ。最初の中継器は今後 5 〜 6 年で完
成し、10 年後には世界的な量子ネットワークが
完成するだろう、とウェナー教授は話す。 （ラス・
ジャスカリアン）
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❷超個別化医療
少なくとも病に立ち向かえる可能性が出てきた。

ある患者固有の遺伝子変異を治療する、新しい

患者固有の遺伝子の突然変異に起因する絶望的

医薬品が開発されている。

な病気に苦しむ少女、ミラ・マコベックの症例が
絶望的な症例として定義されるのは、治療法の

その 1 つだ。ミラのためだけに、医薬品が作られ

ない、極めて稀で、致命的な疾患を持つ子どもだ。

たのだ。ミラの遺伝子異常を医師が解読してから

症例数が少なすぎて、その疾患を研究する研究者

2019 年 10 月、ニュー
わずか 1 年で治療が始まり、

もいない。「治療するにはあまりにも珍しすぎる」

イ ン グ ラ ン ド 医 学 ジ ャ ー ナ ル（New England

といわれるほどだ。

Journal of Medicine）に論文が発表された。薬
は、ミラにちなんで「ミラセン（milasen）」と

だが、患者の遺伝子に合わせて個別にあつらえ

名づけられた。

る新しい医薬品の登場で、状況は変わろうとして
いる。特定の DNA の損傷によって起こる極めて

この治療でミラの病気が治癒したわけではな

稀な病気は数千とあるが、
遺伝子治療のおかげで、

い。だが、ミラだけのための薬によって、病状は
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超個別化医療
なぜ重要か

ある 1 人の患者に向けた遺伝子医療は、治療法がない病気を患った人々
に希望を与える。

キー・プレーヤー
A-T チ ル ド レ ン ズ・ プ ロ ジ ェ ク ト（A-T Children’s Project）
、ボス
ト ン 小 児 病 院、 ア イ オ ニ ス・ フ ァ ー マ シ ュ ー テ ィ カ ル ズ（Ionis
Pharmaceuticals）、米国食品医薬品局（FDA）
実現時期
実現済み

安定したようだ。ミラの発作は減少し、介助があ

人の患者を救った場合、誰がその費用を負担する

れば立ち上がって歩けるようになった。

のだろうか？ （アントニオ・レガラード）

治療が実現したのは、より迅速に遺伝子治療薬
を作れるようになり、効果が現れる可能性も高
まったからだ。こうした新しい医薬品は、遺伝子
置換、遺伝子編集、アンチセンス（ミラが投与さ
れたタイプ）と呼ばれる、誤った遺伝子情報を消
去・修正する分子消しゴムのような形式になるだ
ろう。これらの治療法に共通しているのは、遺伝
性疾患の DNA の修正や補正をデジタルスピード
でプログラムできる点だ。
ミラのような治療例は、どれくらいあるだろう
か。現時点では、ほんのわずだ。
だが、今後、多くの症例が出てくるだろう。か
つては、さまざまな障害を発見し「残念です」と
断っていた研究者たちが、今や DNA に解決策を
見出し、何かできるかもしれないと考えている。
「n-of-1」治療の真の課題は、医薬品の開発・
試験・販売に関して一般的に受け入れられている、
あらゆる概念に反していることだ。開発や製造に
大量の人材を必要とするような医薬品を使って 1
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❸デジタルマネー
いる。

デジタル通貨の台頭は、金融プライバシーに大

準備金の大部分を米ドルが占め、米ドルが基軸

きな影響を与える。

となるリブラを、中国の指導者たちは明らかに脅
威と感じているようだ。米ドルが事実上世界の準

2019 年 6 月、フェイスブックは「世界通貨」
を標榜する「リブラ（Libra）」を発表した。構

備通貨となっていることから、米国は世界の金融

想は反発を招き、少なくとも当初想定されていた

システムにおいて不釣り合いなほど大きな力を

形でのリブラの発行はなくなりそうだ。だが、そ

持っており、リブラの誕生でその力が強まる恐れ

れでも変化は生まれた。フェイスブックの発表か

がある。中国はデジタル人民元を国際的に推進す

らわずか数日後、中国人民銀行の関係者が、中国

るつもりではないか、との疑念もある。

独自のデジタル通貨の開発加速を示唆したのだ。

現在、フェイスブックのリブラの発行は地政学

現在、中国は主要経済国の中で初めてデジタル通

的問題になっている。2019 年 10 月、フェイスブッ

貨を発行し、物理的な現金と置き換えようとして

クのマーク・ザッカーバーグ CEO（最高経営責
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デジタルマネー
なぜ重要か

物理的な現金の利用が減少するにつれ、仲介者がいない（売買の直接）取

引の自由度も低下している。一方、デジタル通貨テクノロジーが、世界の
金融システムの分断に利用される可能性がある。
キー・プレーヤー
中国人民銀行、フェイスブック
実現時期
2020 年

任者）は、リブラにより「民主主義的な価値観、
監視体制だけでなく、世界の金融界における米国
のリーダーシップは力を増すでしょう」と議会で
約束した。デジタル・マネー戦争が始まったのだ。
（マイク・オルカット）
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❹アンチエイジング薬
除去する。これらの細胞は「老化」細胞として知

体内の自然な老化プロセスに狙いを定めた疾患
治療を試みる薬は、将来有望なことが明らかに

られ、細胞修復の正常なメカニズムを抑制したり、

なってきた。

隣接する細胞に有害な環境を作り出したりして、
低レベルの炎症を引き起こす。

2019 年 6 月、サンフランシスコに拠点を置くユ

新しい種類のアンチエイジング薬の最初の波
は、すでにヒト臨床試験に入っている。こういっ

ニティ・バイオテクノロジー（Unity Biotechnology）

た薬で（まだ）長生きできるわけではないが、

は、軽度から重度の変形性膝関節症患者を対象と

老化の根本的なプロセスを遅らせたり、逆行さ

した初期の臨床試験結果を報告した。より大規模

せたりすることで、特定の病気を治療しようと

な臨床試験の結果は、2020 年後半に発表される

している。

予定だ。また、同社は加齢に伴う目や肺などの疾

」
これらの薬は「セノリティクス（senolytics）

患治療を目的とした、同様の薬剤も開発している。

と呼ばれ、加齢とともに蓄積される特定の細胞を

現在、セノリティクスは老化やさまざまな疾患
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アンチエイジング薬
なぜ重要か

がん、心臓病、認知症など、さまざまな疾患が、老化を遅らせることで治
療できる可能性がある。

キー・プレーヤー
ユ ニ テ ィ・ バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー（Unity Biotechnology）
、アルカヘスト
（Alkahest）、メイヨー・クリニック（Mayo Clinic）、オイシン・バイオテ
クノロジーズ（Oisin Biotechnologies）、シワ・セラピューティクス（Siwa
Therapeutics）
実現時期
5 年以内

の原因となる生物学的プロセスを対象とした、他
の多くの有望な手法とともに臨床試験が実施され
ている。アルカヘスト（Alkahest）は、若者の
血漿を軽度から中等度のアルツハイマー病に苦し
む患者に投与し、患者の認知力などの機能低下を
抑制しようとしている。また、同社はパーキンソ
ン病や認知症治療薬の臨床試験もしている。

2019 年 12 月 に は 米 国 の ド レ ク セ ル 大 学 医
学部の研究チームが、免疫抑制剤ラパマイシン
（rapamycin）を含むクリームで、人間の皮膚の
老化を遅らせる作用について臨床試験をした。
こうした臨床試験は、心臓病や関節炎、がん、
認知症といった老化に関連する多くの疾患の発症
をハッキングによって遅らせることができるかど
うか、研究者たちが確かめる取り組みの広がりを
反映したものだ。 （アダム・ピオル）
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❺人工知能が発見する分子
る。これにより、より速く、より低コストで新薬

科学者たちは有望な薬品に類似する化合物を見

の候補が発見できるかもしれない。

つけようと、人工知能（AI）を活用している。

2019 年 9 月、香港に拠点を置くインシリコ・
生命を救う可能性を秘めた薬に変わるかもしれ

メディシン（Insilico Medicine）とトロント大

ない分子の宇宙は、驚くほど広い。研究者の推定

学の研究者チームは、人工知能（AI）アルゴリ

では、およそ 10 の 60 乗もあるという。これは

ズムが発見した複数の新薬候補を合成して、この

太陽系に存在する総原子数よりも多く、化学者が

戦略の取り組みが適切だと示す説得力のある第一

価値のある分子を見つけられれば、事実上、無限

歩を踏み出した。

の化学的な可能性を提供する。

囲碁で世界チャンピオンを打ち負かした生成モ

今や機械学習ツールは、既存の分子やその特性

デルや、深層学習に類似した手法を使って、研究

に関する大規模データベースを探索し、その情報

者たちは有望な特性がある約 3 万の新しい分子

を活用して新しい可能性を生み出そうとしてい

を特定した。その中から 6 つを選び、合成して
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人工知能が発見する分子
なぜ重要か

新薬を商品化するには、平均約 25 億ドルの費用がかかる。その理由の 1 つ
は、有望な分子の発見が難しいからだ。

キー・プレーヤー
インシリコ・メディシン（Insilico Medicine）、キボティクス（Kebotix）
、
アトムワイズ（Atomwise）、トロント大学、ベネボレント AI（BenevolentAI）
、
ベクター研究所（Vector Institute）
実現時期
3～5年

テストしたところ、そのうちの 1 つは特に活性が
高く、動物実験で有望だと証明された。
創薬に携わる化学者は、しばしば新しい分子を
夢見る。創薬は、業界でも最高水準の研究者たち
が、長年の経験と鋭い直感によって作り上げる芸
術ともいえる。今や科学者たちは、新しいツール
を手に入れ、創造力を膨らませている。 （デビッ
ド・ロットマン）
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❻人工衛星メガコンステレーション
今や人工衛星を安価に製造して地球周回軌道に

メガコンステレーションが実現可能になったの

打ち上げ、数万基まとめて運用することができる

は、より小型の衛星をより安価に打ち上げられる

ようになっている。

ようになったからだ。スペースシャトルの時代に
は、人工衛星の打ち上げコストは 1 ポンド（453

インターネット端末にブロードバンド回線を届

グラム）あたり約 2 万 4800 ドルだった。重さ

けられる人工衛星メガコンステレーション。イン

4 トンの小型通信衛星を打ち上げるには 2 億ドル

ターネット端末が空を見渡せる状態にあれば、こ

近くかかった。
現在、スペース X のスターリンク（Starlink）

うした人工衛星によって近くの端末にインター
ネット接続を提供できる。スペース X だけでも、

衛星の重さは約 227 キログラムだ。再利用可能

スプートニク以来、人類が打ち上げた衛星の 4.5

な構造と安価な製造方法により、何十基もの衛星

倍以上の数の衛星を、この 10 年間に地球周回軌

をロケットに搭載してコストを大幅に下げること

道上に打ち上げる計画がある。

に成功。スペース X のロケット「ファルコン 9
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人工衛星メガコンステレーション
なぜ重要か

人工衛星メガコンステレーションを用いれば、世界中に高速インター

ネットを張り巡らせられる。だが同時に、地球周回軌道は宇宙ゴミの
地雷だらけになるだろう。
キー・プレーヤー
スペース X（SpaceX）、ワンウェブ（OneWeb）、アマゾン、テレサッ
ト（Telesat）
実現時期
実現済み

道上の物体をほとんど管理できていないことを知

（Falcon 9）」による 1 ポンドあたりの打ち上げ

らしめる衝撃的な出来事だった。こうしたメガコ

コストは現在 1240 ドルだ。
ペース X は 2019 年に最初の 120 基のスター

ンステレーションで今後 10 年間に起こることが、

リンク衛星を打ち上げた。2020 年 1 月から 2 週

軌道空間の将来を決定づけるだろう。 （ニール・

間ごとに 60 基の人工衛星を打ち上げていく予定

V・パテル）

だ。ワンウェブ（OneWeb）は、2020 年後半に

30 基以上の人工衛星を打ち上げることを予定し
ている（日本版注：ワンウェブは新型コロナウイ
ルス感染症のパンデミックにより資金調達ができ
なかったとして破産を申請した）
。数千もの衛星
が連携することで、地球上で最も貧しく、最も辺
鄙な土地に住む人々にもインターネット接続を提
供できるようになるかもしれない。
だがそれはうまく行った場合の話だ。メガコン
ステレーションが天文学の研究を混乱させる恐れ
があるとして激怒している研究者もいる。さらに
悪いことに、数百万個もの宇宙ゴミが衝突して大
惨事に発展し、人工衛星によるサービスや将来の
宇宙開発が不可能になる恐れがある。2019 年 9
月のスターリンクと欧州宇宙機関（ESA）の気
象衛星とのニアミス（異常接近）は、地球周回軌
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❼量子超越性
グーグルは、量子コンピューターが古典的なコ

量子コンピューターは数年前から運用されて

ンピューターを凌駕することを初めて明確に証明

いるが、古典的なコンピューターを凌駕するの

した。

は、ある特定の条件下にあるときだけだ。2019
年 10 月、グーグルは世界で初めて、「量子超越

量子コンピューターは、我々が慣れ親しんだ

性（quantum supremacy）」を実証したと発表

ものとはまったく異なる方法でデータを保存し

した。グーグルの計算によれば、53 キュービッ

処理する。理論的には、現在の暗号コードの解

ト（量子計算の基本単位）を搭載したコンピュー

読や、新しい医薬品や材料の発見に役立つ分子

ターは、世界最大のスーパーコンピューターが 1

の正確な挙動シミュレーションなど、想像でき

万年を要すると思われる計算を、15 億倍の 3 分

る最も強力な古典的スーパーコンピューターで

強で解いた。IBM はスピードアップはせいぜい

さえ、解決に数千年もかかるような問題に取り

1000 倍だと、グーグルの主張を批判した。とは

組める。

いえ、これは画期的なことだった。そして 1 キュー

14

量子超越性
なぜ重要か

最終的に、量子コンピューターが、古典的なコンピューターでは解決でき
ない問題を解決できるようになるだろう。

キー・プレーヤー
グーグル、IBM、マイクロソフト、リゲッティ（Rigetti）、D ウェーブ（D-Wave）
、
イオン Q（IonQ）、ザパタ・コンピューティング（Zapata Computing）
、クォ
ンタム・サーキッツ（Quantum Circuits）
実現時期
5 ～ 10 年以上

ビットごとに、量子コンピューターの速さは 2
倍になるという。
だが、グーグルのデモは厳密には概念実証で
あり、電卓で任意の合計値を計算して、答えが
正しいことを示すようなものだった。現在の目
標は、有用な問題を解決するのに十分なキュー
ビットを搭載した量子コンピューターを作るこ
とだ。だが、これは極めて困難な課題だ。キュー
ビット数が大きくなると、量子状態を維持する
のが難しくなるからだ。グーグルの技術者は、
現在の手法では、100 から 1000 キュービット
の間のどこかに到達できると考えている。この
数値ならば何か有用なことに利用できるかもし
れないが、まだ確信は持てないという。
そして、その先はどうなるのだろうか。現在
の暗号を解読するには数百万キュービットが必
要で、実現にはおそらく数十年はかかるだろう。
だが、分子モデルを設計するコンピューターは
もっと簡単に作れるはずだ。 （ギデオン・リッチ
フィールド）
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❽小さな AI
者たちは、既存の深層学習モデルの能力を保ちな

今や強力な人工知能（AI）アルゴリズムを、手元

がら軽量化する、新しいアルゴリズムに取り組ん

のスマートフォンだけで実行できるようになった。

でいる。一方、次世代の専用 AI チップは、小型

AI には 1 つ問題がある。より強力なアルゴリ

化したチップにより多くの計算能力を詰め込み、

ズムを開発するために、大量のデータと計算能力

はるかに少ない消費電力で AI を訓練して実行し

を使い、集中管理型のクラウド・サービスに依存

ようとしている。

しているのだ。この方式では途方もない量の二酸

これらの技術の進歩は、ようやく消費者に届

化炭素を排出する上に、AI アプリケーションの

き始めたばかりだ。2019 年 5 月、グーグルは、

実行速度が制限され、プライバシーの問題も抱え

リモート・サーバーに情報を送信することなく、

ている。

ユーザーのスマホでグーグル・アシスタントが

だが、「小さな AI（tiny AI）」により、こうし

実行できるようになったと発表した。アップル

た傾向は変わりつつある。大手テック企業や研究

は、iOS13 で シ リ（Siri） の 音 声 認 識 機 能 と ク

16

小さな AI
なぜ重要か

クラウドに接続することなく、最新の AI 技術の恩恵を受けられるよう
になった。

キー・プレーヤー
グーグル、IBM、アップル、アマゾン
実現時期
実現済み

イックタイプ（QuickType）キーボードをアイ

性があり、差別的なアルゴリズムも急増するかも

フォーン（iPhone）単独で実行できるようにした。

しれない。研究者、エンジニア、政策立案者は、

IBM とアマゾンも現在、小さな AI を開発・デ

こうした潜在的な被害について技術的・政策的抑

プロイ（配置・展開）するための開発者向けプラッ

制を進展させるため、今すぐ協力しする必要があ

トフォームを提供している。

る。 （カーレン・ハオ）

これらはすべて、多くのメリットをもたらす。
まず、深層学習モデルを実行する際にクラウドに
アクセスする必要がなくなれば、音声アシスタン
ト、オートコレクト（入力ミスの自動修正）、デ
ジタルカメラなどの既存のサービスは、より使い
やすく、より速く動くようになるだろう。次に、
モバイル・ベースの医用画像解析や迅速な反応が
求められる自動運転自動車のような新しい応用分
野への展開も実現するだろう。最後に、端末に搭
載された AI は、プライバシーの面でも優れてい
る。サービス向上や機能改善のために個人データ
を端末からクラウドへ送信する必要がなくなるた
めだ。
だが、AI の利点が広まるにつれ、すべての課
題も広まるだろう。たとえば、監視システムや
ディープフェイク動画との闘いが難しくなる可能

17

❾差分プライバシー
の「匿名性を奪う」仕掛けがある。

重要なデータセットのプライバシーを測定する

そのため、国勢調査局はデータに不正確さ、つ

手法。

まり「ノイズ」を加える。各年齢や民族の合計を

10 年に一度の国勢調査が実施される 2020 年、

変えずに、ある人を若くして別の人の年齢を高く

米国政府は大きな課題を抱えている。3 億 3 千万

したり、白人を黒人として登録したり、その逆に

人の国民のデータを、個人の身元を非公開にしな

したりすることもある。ノイズを加えれば加える

がら収集しなければならない。収集したデータは

ほど、再識別は難しくなる。

政策立案者や学者が、法律の立案や調査の際に分

差分プライバシーは、ノイズを加えたときのプ

析する統計表として公表される。米国勢調査局は

ライバシーの増加量を測定することで、このプロ

法律で、個人を特定できないようにしなければな

セスを厳密にする数学的手法だ。この手法はすで

らないと定められている。だが、国勢調査のデー

にアップルやフェイスブックが活用しており、具

タが他の公的統計と組み合わされると、特に個人

体的なユーザーを特定することなく、集計データ

18

差分プライバシー
なぜ重要か

米国勢調査局が収集したデータを非公開にしておくことはますます難
しくなっている。差分プライバシー技術が、この問題を解決し、信頼
を築き、他国のモデルとなる可能性がある。
キー・プレーヤー
米国勢調査局、アップル、フェイスブック
実現時期
2020 年の米国の国勢調査が、これまでで最大規模の活用事例となる
だろう。

を収集している。
だが、ノイズが多すぎるとデータが無意味にな
る可能性がある。ある分析によれば、2010 年の
差分プライバシー基準に基づく国勢調査では、世
帯人数が 90 人と思われる世帯が複数含まれてい
たという。
すべてがうまくいけば、この方法は他の政府機
関でも使用される可能性が高い。カナダや英国な
ども注目している。 （アンジェラ・チェン）
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➓気候変動アトリビューション

いる前者の地球は後者の地球と比べ、激しい暴風

研究者は、異常気象が気候変動の影響によるも

雨が 2.6 倍発生し、その勢力は最大で 28 ％も強

のかどうかを、見極められるようになった。

くなっていた。

2019 年 9 月、熱帯性低気圧イメルダ（Imelda）

10 年ほど前、科学者たちは特定の事象を気候

がヒューストン全域に洪水をもたらしてから 10

変動と結びつけるのに消極的だった。だが、ここ

日後、イメルダの発生はほぼ確実に気候変動によ

数年でより多くの異常気象の要因が研究されツー

るものだとする研究成果が発表された。

ルや技術が急速に進歩したことで、研究の信頼性

民間コンソーシアムのワールド・ウェザー・

や説得力が高まっている。

アトリビューション（WWA：World Weather

これは、進歩したいくつかのツールや技術が組

Attribution）は、気候変動が起きた地球と、起

み合わさって可能になった。1 つは、長期にわたっ

きなかった地球を高解像度コンピューターでシ

て得られるようになった、多くの衛星データの詳

ミュレーションして比較している。我々が住んで

細な記録が、自然界の理解に役立っていること。

20

気候変動アトリビューション
なぜ重要か

気候変動の要因分析により、気候変動がどのように天候を悪化させている
のか、そして、どのように備えたらよいのかがより明確に分かる。

キー・プレーヤー
ワールド・ウェザー・アトリビューション（World Weather Attribution）
、
オランダ王立気象研究所、赤十字・赤新月気候センター（Red Cross Red
Crescent Climate Centre）、オックスフォード大学
実現時期
実現済み

もう 1 つは、コンピューターの計算能力が向上し
たため、科学者が従来よりも高解像度の画像でシ
ミュレーションを実行し、バーチャル実験ができ
るようになったからだ。
こういった進歩や改善により科学者たちは統計
的な確実性を高め、確かに地球温暖化は頻繁にこ
れまでより危険な気象現象を引き起こしていると
認めるようになった。
気候変動の役割を他の要因との関係から切り離
したこの研究は、地球温暖化が悪化するにつれ、
今後どれだけの洪水が起こり、どれほどひどい熱
波に襲われるのかなど、我々がどのような種類の
リスクに備える必要があるのかを教えてくれる。
きちんと耳を傾ければ、気候変動で変わってし
まった地球のために都市やインフラをどのように
再構築するべきか、理解するのに役立つはずだ。
（ジェームズ・テンプル）
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量子コンピューター開発競争
グーグル 対 IBM の舞台裏
by Gideon Lichfield

2019 年 10 月にグーグルが「量子超越性」を実証したと発表したとき、
IBM は真っ向から異議を唱えた。量子コンピューターの実用化で競う両社の取り組みの違いは、
単なる科学技術的な立場を超えて、企業の歴史や文化、理念に起因している。

グ

ーグルの最先端のコンピューターがあるの

その中の 1 つの外装がはずされ、鋼鉄と真ちゅ

は、カリフォルニア州マウンテンビュー

うの配線が乱雑にはりめぐらされた「シャンデリ

の本社でも、シリコンバレーの熱気あふれる裏

ア」として知られる内部機構がむき出しになって

通りでもない。それは、車で数時間南下したサ

いた。このシャンデリアは、要するに強力な冷蔵

ンタバーバラの平凡で無味乾燥なオフィスパー

庫で、層を重ねるごとに冷却していく。真空状態

クにある。他のテナントは聞いたこともないよ

で、ほぼ絶対零度（マイナス 273.15 ℃）に保た

うなテクノロジー企業だけだ。

れた底部には、肉眼では普通のシリコンチップの

開放的なオフィスには、数十の机が置かれてい

ように見えるものがある。だが、そこにあるのは

る。屋内には自転車ラックがあり、壁から突き出

トランジスターではなく、この低温では量子物理

た棚受け金具は指定の「サーフボード置き場」に

学の法則に従う単一原子であるかのように振る舞

なっている。幅広の二重扉の先にあるのは、大き

う極小の超伝導回路がエッチングされている。1

な教室ほどの広さの研究室だ。そこには、コン

つ 1 つが、量子ビット（キュービット）と呼ばれ

ピューターのラックやごちゃごちゃした計測器が

る、量子コンピューターの基本的な情報を保存す

並ぶ中、ドラム缶より少し大きい円筒形の容器数

る単位だ。

2019 年 10 月下旬、グーグルは量子プロセッ

個が、巨大な鋼鉄のさなぎのように振動減衰装置

サーの 1 つである「シカモア（Sycamore）」が、

からぶら下がっている。
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ジェイ・M・ガンベッタ、ジェリー・M・チョウ、マティアス・ステファン

張している。

古典的なマシンでは実質的に不可能なタスクを実
行することで、
「量子超越性」を初めて実証した

サンタバーバラの研究室で開かれた記者会見

と発表した。グーグルによれば、世界最速のスー

で、グーグルの開発チームは 3 時間近くにわた

」
パーコンピューターである「サミット（Summit）

り記者からの質問に明るく答えた。だが、その明

では 1 万年かかる計算を、わずか 53 キュービッ

るさをもってしても、チームの根底にある緊張感

トのシカモアが数分で完了したという。グーグル

を覆い隠すことはできなかった。発表の 2 日前に、

は、この成果をスプートニクの打ち上げやライト

グーグルの量子コンピューティングの最大のライ

兄弟の初飛行にたとえて、現時点で最速のコン

バルである IBM の研究者たちが、グーグルの重

ピューターがそろばんに見えてしまうようなコン

大な発表にかみついたのだ。IBM はグーグルの

ピューターの新時代の幕開けとなる大躍進だと主

研究者の計算が間違っていると非難する論文を発
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キュービットの中はどうなっている？
コンピューティングの初期の時代にさまざまなトランジスターの設計が
あったように、現在多くのキュービット作成方法がある。グーグルと IBM
のいずれもが、ジョセフソン接合を核としたトランズモン型超伝導キュー
ビットという代表的な方法を用いている。これは、わずか 1 ナノメートル
のギャップで区切られた一対の超伝導金属片で構成されている。電子がそ
のギャップをどのように横切るかによって量子効果が生じる。

表した。IBM は、サミットがシカモアの計算を

その代わり、IBM は「量子優位性（Quantum

再現するには、数千年どころか数日ですむだろう

Advantage）」と呼ぶ、まったく異なる成功の尺

と考えていた。IBM の主張についてどう思うか

度を追い求めている。これは単なる言葉の違いや

と尋ねられたとき、グーグルの開発チームのリー

科学の違いではなく、IBM の歴史や文化、大志

ダーであるハルトムート・ネヴェン博士は、明ら

に根ざした哲学的スタンスである。グーグルやそ

かに直接的な回答を避けた。

の親会社であるアルファベットが収益を伸ばして

これを、単なる学問的論争と見なすこともで

いるのに対し、この 8 年間、IBM の売上高と収

きるかもしれない。ある意味、実際そうだった。

益がほぼずっと低迷しているという事実もおそら

IBM が正しかったとしても、シカモアはサミッ

く影響しているだろう。こういった状況や両社の

トの 1000 倍の速さで計算したことは事実だっ

異なる目標が、量子コンピューティング競争でど

た。そして、数カ月もあれば、グーグルは少しだ

ちらが勝利するかに影響を与えるかもしれない。

け大型の量子コンピューターを作り、この実験結
果が疑う余地のないことを証明しただろう。

隔てられた世界

だが、IBM によって示された強い異議は、グー
グルの実験の成功の達成度が低かったというこ

ニューヨーク市郊外の北部にある IBM のトー

とではなく、そもそも意味のない実験だったとい

マス・J・ワトソン研究所は、フィンランド人建

うことだ。量子コンピューティング業界のほとん

築家エーロ・サーリネンによるネオフューチャリ

どの意見とは異なり、IBM は「量子超越性」が、

ズムの傑作として知られている。巨大な流線型の

量子コンピューター技術におけるライト兄弟の

建物で、グーグルの何の変哲もない建物とは一線

飛行実験成功の瞬間だとは考えていない。実際、

を画している。メインフレーム・コンピューター

IBM はそんな瞬間があるとも思っていない。

の大当たりによって 1961 年に完成したこの建物
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ジェイ・M・ガンベッタ、ジェリー・M・
チョウ、マティアス・ステファン

は、博物館のような作りで、フラクタル幾何学や

トーンを羅列して、IBM が量子コンピューティ

超伝導体、人工知能（AI）、量子コンピューティ

ング関連の研究にどれだけ長く携わってきたか

ングなど、あらゆる分野における IBM の躍進を

を強調した。
だが、この数十年間、IBM は研究プロジェク

従業員たちに思い起こさせる。
総勢 4000 人の研究部門を率いるダリオ・ジ

トを商業的な成功につなげられずに苦労してきた

ル研究部長は、スペイン人で、伝道者的な熱意

ことは明らかだ。たとえば、最近では、米国の

を持って早口で話しかけてくる。2 度ほど取材

人気クイズ番組「ジョパディ！（Jeopardy ！）」

した時にもジル研究部長は、歴史的なマイルス

に 出 演 し た IBM の AI「 ワ ト ソ ン（Watson）」
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壮大な実験：量子論と実践

では速いが、別のタスクでは遅い。両者の性能を比
較するには、古典的なプログラムを書いて、量子コ
ンピューターをシミュレートしなければならない。

量子コンピューターの基本的な構成要素は量子
ビット（キュービット）だ。古典的なコンピューター

グーグルの実験では「ランダム量子回路サンプリン

キュービッ
では、1 ビットに格納するのは 0 か 1 だが、

グ (random quantum circuit sampling)」と呼ばれる

「重ね合わせ」とよばれ
トは、0 や 1 だけではなく、

ベンチマーク・テストを採用した。このテストでは

る状態で、0 と 1 を組み合わせた状態を同時にとる

数百万もの乱数を生成するが、量子アルゴリズムの

ことができる。たとえるとすれば、
情報が色であれば、

特徴であるわずかな統計的バイアスがかかっている。

古典的なビットは黒か白のどちらかになる。重ね合

シカモアがポケットサイズの電卓だとすれば、ラン

わせの状態にあるときのキュービットは、スペクト

ダムにボタンを押して、ディスプレイに期待した結

ル上のどの色にもなり、明るさも変化する。

果が表示されているかどうかを確認するのと同じこ
とだ。

つまり、キュービットはビットに比べて膨大な量
の情報を保存して処理可能であり、キュービットを

グーグルは、この作業の一部を、自社の大規模

増やせば容量が指数関数的に増加する。グーグルの

サーバー・センターと、オークリッジ国立研究所の

シカモア・チップの 53 キュービットに格納できる

世界最大のスーパーコンピューター「サミット」で

情報量は、古典的コンピューターのメモリーでいう

シミュレーションした。その結果から研究者たちは、

と約 72 ペタバイト（720 億ギガバイト）に相当する。

シカモアでは 200 秒で完了する作業が、サミットで

量子コンピューターがあれば、古典的なコンピュー

は約 1 万年かかると推定した。これぞ、量子超越性

ターを地球サイズまで大型化する必要がなくなるの

（Quantum Supremacy）というわけだ。

だ。

では、IBM の反論とは何だったのだろうか？ 基

だが、量子コンピューターを実現するのは簡単な

本的に古典的なコンピューターで量子マシンをシ

ことではない。繊細で乱れやすいキュービットは、

ミュレートするには、さまざまな方法がある。そし

熱や振動、浮遊原子からほぼ完全に隔離しなければ

て、ソフトウェアの書き方やデータの整理・保存方

ならない。グーグルの量子研究室にある「シャンデ

法、使用するハードウェアなどあらゆることが、シ

リア」冷蔵庫がその隔離場所に当たる。そこまでし

ミュレーションの実行速度に大きな違いをもたらす

ても、ちゃんと機能する時間は、キュービットが「デ

と IBM は主張している。同社によれば、グーグルは

コヒーレンス」を起こして重ね合わせ状態を失うま

シミュレーションを多数の塊に分割しなければなら

での、せいぜい数百マイクロ秒程度しかない。

ないと想定していたが、280 ペタバイトのストレー

そのうえ、量子コンピューターは必ずしも古典的

ジのあるサミットは、シカモアの全量子状態ベクト

なコンピューターより速いわけではない。量子コン

ルを一度に保持するのに十分な大きさだった（サミッ

ピューターは、単に種類の異なるコンピューターで

トを構築した IBM ならば、その事実を知っているは

あり、異なるソフトウェアを必要とし、あるタスク

ずだ）。
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を医療用 AI に応用し、患者を診断して大量の医

クライアントが大型の量子コンピューターの使用

療データの傾向を特定しようとしていた。
しかし、

料（金額は非公表）を支払っているという。

数十ものヘルスケア関連企業とのパートナーシッ

グーグルのシカモアを除けば、こういった世

プを結んだにもかかわらず、ビジネスにつながる

界中のあらゆる量子コンピューターはいずれも、

ようなアプリケーションはほとんどなく、あった

古典的なコンピューターを凌駕できていない。

としても結果は芳しくなかった。

ただし、IBM にとって、今のところそれは重要

IBM のジル研究部長によれば、量子コンピュー

なことではない。オンラインで量子コンピュー

ティング・チームは、研究と事業開発を並行する

ターを利用可能にすることで、将来の顧客が何

ことで、この悪循環を打破しようとしているとい

を必要としているかを知り、外部のソフトウェ

う。量子コンピューターが動作するようになると

ア開発者が量子コンピューターのコードの書き

すぐにクラウド上に置き、外部の人がアクセスで

方を学べるようになる。それが今度は、量子コ

きるようにしたのはそのためだ。そして、Web

ンピューターの開発を促し、次世代機の進化へ

ブラウザーで動作するドラッグ＆ドロップ式のシ

とつながるのだ。

ンプルなインターフェイスでプログラムできる

このサイクルは、IBM が言うところの「量子

ようにした。2016 年に始まった「IBM Q エク

優位性」への最短ルートだと同社は考えている。

」は、現在、
スペリエンス（IBM Q Experience）

IBM は、必ずしも量子コンピューターが古典的

5 〜 53 キュービットの大きさの量子コンピュー

なコンピューターを圧倒するのではなく、「いく

ター 15 台で構成されていて、学術研究者から学

つかの」有用なことを「いく分か」高速で効率的

校に通う子どもまで月に約 1 万 2000 人が利用

に計算して、経済的に成り立つ量子コンピュー

している。小型の量子コンピューターは無料で利

ターの未来を描いている。量子超越性が 1 つのマ

用できる。IBM によれば、すでに 100 社以上の

イルストーンであるのに対して、量子アドバン
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テージは「連続体」であり、可能性の世界を徐々
に拡大していくものだと IBM の研究者らは語る。

新興企業の登場
グーグルが 2006 年に、創業 8 年目という早

つまりこれが、ジル研究部長が提唱する IBM
の壮大な統一理論なのだ。すなわち、
IBM の伝統、

い時期に量子問題の研究を始めた。専門の量子研

技術的専門知識、研究者の頭脳、ビジネス顧客へ

究所を設立したのは 2012 年だ。カリフォルニア

の貢献を組み合わせることで、同社はどこよりも

工科大学の物理学者ジョン・プレスキル教授が
「量

早く、どこよりも優れた量子コンピューターを構

子超越性」という言葉を作り出した年である。

築できるということだ。

研究所長を務めるのは、ドイツのコンピュー

こういった観点から IBM は、グーグルの量子

ター科学者で、堂々としたたたずまいでバーニン

超越性のデモを「隠し芸」と捉えている。そう語

グマン風の服装を好むハルトムート・ネヴェン博

るのは、グーグルが使用する量子アルゴリズムに

士だ。あるときは青い毛皮のコートを着て、ある

貢献したテキサス大学オースティン校の物理学者

ときは全身銀色の服に身を包み、疲れた宇宙飛行

スコット・アーロンソン教授だ。ひいき目に見て

士のような姿をしていた（
「すべて妻がそろえて

も、実際に必要な仕事からは明らかに逸れている

くれました」と、ネヴェン所長は説明していた）
。

し、最悪の場合、量子コンピューターが古典的な

当 初、 ネ ヴ ェ ン 所 長 は D ウ ェ ー ブ（D-Wave）

コンピューターを打ち負かすと思われてしまうか

という外部の企業が作った量子コンピューターを

もしれず、誤解を招くことになる。
「
『量子超越性』

購入し、量子超越性を実証しようとしたが、うま

という言葉を、人々はどうしても誤解してしまう

くいかなかった。2014 年、ネヴェン所長は、グー

でしょう」と、ジル研究部長は話す。

グルがプレスキル教授の課題を実証することを約
束して、量子コンピューター構築に投資するよう

もちろん、グーグルはかなり異なる見方をして

に当時グーグルの CEO だったラリー・ペイジを

いる。
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IBM

さわしい目標のように思えた。

説得したという。
「『ラリー、聞いてください。3
年後には少なくとも古典的なコンピューターの能

マルティニス教授のチームが、量子超越性を実

力を超えた問題を計算するチップの試作品をお見

証するために大きく安定したチップを作ろうと苦

せします』と言ったのです」
（ネヴェン所長）。

労するうちに 3 年間の期限が来た。2018 年、
グー

IBM のような量子に関する専門家がいないグー

グルは史上最大の量子プロセッサー「ブリッスル

グルは、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の

コーン（Bristlecone）」を発表した。72 キュービッ

物理学者であるジョン・マルティニス教授をリー

トを搭載するブリッスルコーンは、競合他社の

ダーとするチームを外部から雇った。マルティニ

チップに大差をつけていた。マルティニス教授は

ス教授のチームは、すでに世界トップクラスの量

2018 年中に量子超越性を達成すると予測した。

子コンピューター・メーカーの仲間入りをしてお

だが、開発チームの一部のメンバーは、
「シカモア」

り、9 キュービットをつないだチップの製作に成

という別のチップアーキテクチャを並行して開発

功していた。そして、ネヴェン所長がラリー・ペ

しており、最終的にはブリッスルコーンより少な

イジと交わした約束は、グーグルが目指すのにふ

いキュービットで、より多くのことができること
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量子コンピューターのプログラミング方法
古典的なコンピューターのソフトウェアの最も基本的レベルは、
NOT、OR、NAND のような、ビットの内容（0 または 1）を変更する
論理ゲートのシーケンスだ。同様に、量子ソフトウェアもキュービッ
トに作用する論理ゲートのシーケンスで構成されているが、より大き
く、より風変わりだ。スワップ（SWAP：2 つのキュービットの値を
入れ替える）
、パウリ X（Pauli-X：量子バージョンの NOT ゲートで、
キュービットの値を反転させる）、アダマール（Hadamard：キュー
ビットを 0 または 1 から 0 と 1 の重ね合わせに変える）などがそうだ。
今のところ、量子プログラミング言語には C++ や Java のような高レ
ベルなものはないが、グーグルと IBM は前ページの図のようなグラ
フィカル・インターフェイスを作成し、ゲートを使ったプログラミン
グを容易にしている。

が証明された。そして 2019 年秋、53 キュービッ

は、与えられた量子計算が古典的なコンピュー

トを搭載したチップ
（当初は 54 キュービットだっ

ターにとって難しいかどうかを予測することが事

たが、そのうちの 1 キュービットが動作不良を起

実上不可能なため、1 つのケースで量子超越性を

こした）で、ついに量子超越性を実証した。

示しても、他のケースで示すのには役に立たない

この実証実験で使用されたプログラムは、量子

ことだとガンベッタ博士はいう。

コンピューターを必要とするようなレベルのもの

IBM が量子超越性を重要事項として扱うこと

ではなかった。ただ乱数を生成するだけで、実際

を拒否しているさまは、IBM の外で取材した全

のところ実用的な目的には役に立たないものだ。

員にとっては頑なな態度に見えた。
「商業的に適

だが、古典的なコンピューターでは再現が非常に

切な製品を提供するには、まず優越性を示さな

困難な乱数を特殊な方法で生成することで、概念

ければなりません。これは基本的なロジックで

実証を確立した。

す」と、ネヴェン所長はいう。この論争を最も冷

IBM の社員にグーグルが量子超越性を達成し

静に見てきた温厚なマサチューセッツ工科大学

たことについてどう思うか聞いてみると、苦しそ

（MIT）の物理学者ウィル・オリバー教授ですら、

うな表情を浮かべる。
「私は『超越性』という言

「量子コンピューターが何であれ、あるタスクで

葉や、それが意味するものが好きではありませ

古典的なコンピューターを凌駕することを示すこ

ん」。IBM の量子チームを率いるオーストラリア

とは、非常に重要なマイルストーンです」と語っ

人のジェイ・ガンベッタ博士は慎重に話す。問題

ている。
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デコヒーレンス
キュービットのデータ保存方法は、ザルに水を貯めるようなもので、最も
安定していても、数百マイクロ秒以内に「デコヒーレンス」を起こす。つ
まり、不安定な量子状態が壊れてしまう。それ以前にも、エラーは積み重なっ
ていく。つまり、量子コンピューターが停止するまでに計算可能な数は限
られているということだ。グーグルの大型チップは、30 〜 40 マイクロ秒
後にデコヒーレンスを起こすが、これは最大 40 個の量子論理ゲートのシー
ケンスを実行するのに十分な時間だ。IBM の量子チップは最大 500 マイク
ロ秒まで達するが、論理ゲートの処理はもっと遅い。

この不確実性は、ハードウェアとソフトウェア

量子的飛躍

の両方に関係している。ハードウェアの面では、

グーグルの立場に賛成するか IBM の立場に賛

現在のチップ設計で 100 キュービットから 1000

成するかにかかわらず、次の目標は明確だとオリ

キュービットまで実現できる、とグーグルは考え

バー教授はいう。役に立つ量子コンピューターを

ている。だが、車の性能がエンジンの大きさだけ

作ることだ。たとえば、新薬や新しい物質の発見

で決まるわけではないのと同様に、量子コンピュー

に役立つ複雑な分子モデルを構築したり、渋滞を

ターの性能は単にキュービット数で決まるわけで

減らすためにリアルタイムで交通流を最適化した

はない。デコヒーレンスを起こさないでいられる

り、長期的な天気予報を実施したりするような、

時間や、エラーの発生頻度、動作速度、相互接続

現時点で力づくで実行するには不可能な量の計算

など、他にも多くの要素を考慮しなければならな

能力を必要とする問題を、いつか量子コンピュー

い。つまり、現在稼働中の量子コンピューターは、

ターが解決してくれることが期待されている（最

本来の量子コンピューターが持つべき潜在能力の

終的には、通信や金融取引の安全性確保のための

ほんの一部にしか実現していないということだ。

暗号コードを解読できるようになるかもしれない

量子コンピューター用のソフトウェアも、ハー

が、そうなるまでには世界のほとんどの国が量子

ドウェアと同じくらい初期の段階にある。古典的

耐性暗号を採用しているだろう）。問題は、最初

なコンピューティングにおけるプログラミング言

の有用なタスクが何になるのか、また、それを実

語は、データの保存や、処理、移動方法など基本

行するコンピューターをどのくらいまで大きくし

的な部分がすでに標準化されており、初期のソフ

なければならないかが、ほとんど予測できないこ

トウェア開発者が使用していた生の「マシンコー

とだ。

ド」からは数段進化している。
「古典的なコン
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ピューターでプログラムを設計するときには、ト

うになることだ。実現すれば、おそらく新薬や、

ランジスターがどのように動くかを知る必要はあ

より効率的な電池の開発が促進されるだろう。だ

りません」というのは、グーグルのソフトウェア

が、デコヒーレンスやエラーが起これば量子コン

開発チームを率いるデイブ・ベーコン博士だ。一

ピューターは停止してしまうため、暗号解読のよ

方、量子コードは、不安定な性能を最大限に引き

うな本当に複雑な問題の解決は困難だろう。

出すために、動作するキュービットに合わせて高

これを打破するには、古典的なコンピューター

度に調整しなければならない。つまり、IBM の

と同じように、エラーを補正して動作し続けら

量子チップ用のコードは他社のチップ上では動作

れる「フォールトトレラントな（耐障害性のあ

せず、グーグルの 53 ビットのシカモアを最適化

る）
」量子コンピューターが必要になる。期待さ

する技術ですら、シカモアの 100 キュービット

れる解決策は、共有された量子状態の中で数百も

を搭載した後継チップでは必ずしもうまく動作し

のキュービットを 1 つのキュービットとして動作

ない。さらに重要なのは、100 キュービット搭

させる冗長性を作り出すことだ。数百個のキュー

載チップがどのくらい難しい問題に取り組めるの

ビットを 1 つの量子状態で共有することで、個々

か、誰にも予測できないということだ。

のキュービットのエラーを修正できる。キュー

誰もが期待しているのは、数百キュービットを

ビットにデコヒーレンスが起こっても、近くの

搭載した量子コンピューターが、今後数年以内に

キュービットが元の状態に戻すという相互に蘇生

中程度の複雑な化学分子をシミュレートできるよ

するサイクルを永久に繰り返すのだ。

1000 キュービットの性能を持つ量子コンピュー

ターを作るには、実際には百万キュービットが
必要になる。

一 般 的 な 予 測 で は、 安 定 的 に 相 互 蘇
生 さ せ る に は、1000 個 の 結 合 キ ュ ー
ビットが必要だとされている。つまり、

1000 キュービットの性能を持つ量子コン
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2 つのトランスモン・キュービットの話
グーグルと IBM のトランスモン・キュービットは、
ほとんど同じものだが、小さいが重要となる可能性
のある違いが 1 つだけある。
グーグルと IBM の量子コンピューターではいずれ
も、キュービット自体はマイクロ波パルスによって
制御されている。製造過程で小さな欠陥が生じると、

2 つのキュービットがまったく同じ周波数のパルス
に反応することはない。解決策は 2 つある。1 つは、
酷い作りの鍵を細かく動かして錠前を開けるように、
パルスの周波数を変えながら、各キュービットのス
イートスポットを見つけることだ。もう 1 つは、磁
場を用いて各キュービットを正しい周波数に「調整」
することである。

IBM

IBM は前者、グーグルは後者を試している。それ
ぞれの手法に長所と短所がある。グーグルのキュー
ビットを調整する方法は、より迅速により正確に動
作するが、安定性が低く、より多くの回路を必要と

今のところ、グーグルの方が優位に立っている。

する。IBM の周波数を固定したキュービットは、よ

だが、大型化が進めば進むほど、IBM が優位になる

り安定してシンプルに動作するが、動作が遅くなる。

かもしれない。各キュービットは専用の個別配線に

技術的な観点から見れば、両社は少なくとも現段

よって制御されており、グーグルの調整可能なキュー

階ではほぼ互角だろう。だが、一言で言えばグーグ

ビットにはさらにもう 1 本の配線が必要だ。数千、

ルと IBM の違いは企業理念だ。

数百万ものキュービットへの配線の設計は、両社が

グーグルは迅速さを選択した。
「一般的にグーグル

直面する最も困難な技術的課題の 1 つになるだろう。

の企業哲学では、世間が求めるような数字を犠牲に

IBM が固定周波数キュービットを採用したのはこの

しても、より高い制御性を追究します」
「追求します」

ためだという。グーグルの開発チームの責任者であ

とハルトムート・ネヴェン所長はいう。

るマルティニス教授は、過去 3 年間、個人的な時間

一方、IBM は信頼性を選択した。
「実験室で実験を

も配線ソリューションを見つけるために費やしてき

して論文を発表するのと、98％の信頼性のあるシス

たという。
「極めて重要な問題だからこそ私が取り組

テムを立ち上げて常に稼働させるのとでは大きな違

んでいるのです」と、マルティニス教授は冗談を飛

いがあります」とダリオ・ジル研究部長は言う。

ばす。
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2019 年版ムーアの法則？
IBM は、キュービットを数えるのではなく、コンピューターが実際にどれ
だけの複雑さを処理できるかを図る指標の「量子ボリューム」を追求してお
り、
「量子ボリューム」
を毎年倍増させることを目指している。この量子版ムー
アの法則を同社のジェイ・ガンベッタ量子理論部長にちなんで「ガンベッタ
の法則」と呼んでいる。今のところ 3 年間はこの法則に従っている。ちょう
ど、ゴードン・ムーアが 1965 年にムーアの法則を提唱した時と同じだ。

ピューターを作るには、実際には 100 万キュー

界で中心的存在になる可能性がある。現在企業が

ビットが必要になる。グーグルは、
「保守的に」

アマゾンやグーグル、IBM、マイクロソフトな

見積もっても 10 年以内に 100 万キュービットの

どからクラウドベースのデータ・ストレージや処

量子プロセッサーを構築できるとネヴェン所長は

理能力を借りているように、量子コンピューター

いう。とはいえ、IBM の方がグーグルより優れ

を借りて課題に取り組むようになるだろう。そし

ているかもしれないなど、まだ克服しなければな

て、物理学者とコンピューター科学者の戦いとし

らない大きな技術的なハードルがいくつもある。

て始まったものが、ビジネスサービス部門とマー

その頃には、多くのことが変わっているかもし

ケティング部門の戦いへと発展していくだろう。

れない。グーグルや IBM が現在使用している超

一番成功に近いのは、どの企業だろう？ 収入

伝導キュービットは、量子コンピューター時代の

が減少している IBM は、グーグルよりも高い危

真空管だとされ、より安定した信頼性の高いもの

機意識を持っているかもしれない。IBM は、市

に取って代わられている可能性がある。世界中の

場参入が遅れることによる代償が大きいことを経

研究者が、さまざまな方法でキュービットを作ろ

験上知っている。2019 年の夏、IBM はこれま

うとしているが、実用的レベルに達するものはほ

でで最も高額な買収をした。オープンソースのク

とんどない。リゲッティ・コンピューティング

ラウドサービス・プロバイダであるレッド・ハッ

、イオン Q（IonQ）
、クォ
（Rigetti Computing）

ト（Red Hat）に 340 億ドル以上をつぎ込み、

ンタム・サーキッツ（Quantum Circuits）など

この分野でアマゾンやマイクロソフトに追いつ

の競合企業が特定の技術で優位に立ち、大手企業

き、事業運を逆転させようとしたのだ。量子コン

を凌駕するかもしれない。

ピューターをクラウド上に置き、最初から有料ビ
ジネスを構築するという IBM の戦略は、先手を

だが、企業規模や資産を考えると、グーグルと

IBM のいずれもが、量子コンピューティング業

打つためのものなのだろう。
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グーグルは最近、IBM の例にならい、米エネ

定的な瞬間とは限らない。ライト兄弟の初飛行は

ルギー省やフォルクスワーゲン、ダイムラーなど

誰でも知っているが、2 人がその後どうなったか

の商業顧客を獲得している。もっと早くこれをや

を知っている人はほとんどいない。

らなかった理由は単純だとマルティニス教授はい
う。「クラウド上に置くリソースがなかったから
です」（同教授）。だが、それは事業開発を優先さ
せる必要がなかったという余裕の裏返しだ。
この決定が、IBM に優位性を与えるかどうか
を判断するには時期尚早だ。
しかし、
おそらくもっ
と重要なのは、今後数年の間に両社が自身の強み
を、この問題にどう活かしていくかということだ
ろう。ジル研究部長によれば、IBM は材料科学
やチップ製造から大企業を顧客に持つ経験にいた
るまで「フルスタック」の専門性が活かせるだろ
うという。一方、グーグルには、シリコンバレー
流のイノベーションの文化と、急速に事業を拡大
する豊富な実績がある。
量子超越性そのものについては、歴史上重要な
瞬間にはなるだろう。しかし、だからといって決
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「ムーアの法則」終焉後の世界に
どう備えるか？
半導体産業は過去 50 年間、業界目標とも言える「ムーアの法則」に従って繁栄してきた。
だが、その終わりが見えつつある。
問題は、現在の汎用チップの後継になることが明らかなものが見つかっていないことだ。

以来、ムーアの予言はテクノロジーの軌跡と、

ゴードン・ムーアが 1965 年に発表した「集積

多くの意味で進歩そのものを定義してきた。

回路の部品数は毎年 2 倍ずつ増え続け、1975 年
に 6 万 5 千個という驚異的な数に達するだろう」

ムーアの主張は経済的観点からのものだっ

との予測は、過去半世紀で最も偉大な技術予測だ。

た。シリコンウェハー上の小さな四角い領域に

1975 年、この予測が正しかったことが証明され

トランジスターなど複数の電子デバイスをアル

たとき、ムーアは『ムーアの法則』として知られ

ミニウムで配線した集積回路は、1959 年、フェ

るようになっていた予測を、「2 年ごとに集積回

ア チ ャ イ ル ド・ セ ミ コ ン ダ ク タ ー（Fairchild

と修正した。
路上のトランジスターが 2 倍になる」

Semiconductor）のロバート・ノイスによって
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発明された。フェアチャイルド・セミコンダクター

遺伝子医学におけるブレークスルーにも貢献して

の研究開発部長だったムーアは、こういった新し

いる。大量のデータを解析する能力を機械学習技

い集積回路では、「部品あたりのコストが部品の

術に与えたのである。

数にほぼ反比例する」ことが分かったと 1965 年

だが、どうやって、当時はわずかなデータポイ

に書いている。理論的に見て、トランジスターの

ントしかなかったトランジスター数の年ごとのグ

数を増やすほど、それぞれのコストが安くなると

ラフから、その後半世紀もの進歩を単純な予測で

いう関係は美しかった。また、ムーアは、集積回

定義できたのだろうか？ 少なくとも部分的には、

路上のトランジスター数を増やす工学的進歩の余

半導体産業が「そうする」と決めたのだった。
ムーアは、1965 年の論文『さらに多くの部品を集

地は、コストの点でも信頼性の点でも大きく残さ

積回路に詰め込む（cramming more components

れているとも考えていた。
まもなく、こういった安価で強力なチップは、

onto integrated circuits）』 に、「 家 庭 用 コ ン

経済学者が「汎用技術」と呼び、複数の産業で他

ピューター（あるいは少なくともセンターのコン

のあらゆる種類のイノベーションや進歩を生み出

ピューターに接続された端末）や自動車の自動制

す基盤技術となった。数年前の有力な経済学者の

御装置、個人用携帯通信機器などの驚異な進歩に

評価によれば、1974 年以降の米国の生産性の伸

つながるだろう」と書いている。つまり、さらに

びの 3 分の 1 は、集積回路によって実現した情

多くのトランジスターを次々とチップに詰め込む

報技術によるものだとしている。スマートフォン

というムーアのロードマップに従えば、
「約束の

から、安価なラップトップや GPS にいたるまで、

地」にたどり着けるということだ。そして、そ

我々が関心を寄せるあらゆるほとんどのテクノロ

の後数十年にわたり、好況な産業界や政府、学

ジーは、ムーアの予言を直接反映したものだ。ま

術界、産業界の多くの研究者たちは、資金と時

た、ムーアの予言は、現在の人工知能（AI）や

間を投じて、異様なほどの正確さで進歩のスピー
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ムーアの記事が掲載された 1965 年 4 月のエレクトロニクス・マガジン（Electronics Magazine）
ウィキメディア（Wikimedia）
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ドを維持し、自己実現的な予言を創り出すこと

したらどうだろうか？ あるいは、一部の人々は

で、ムーアの法則を支持してきた。近年は進歩

すでに疑問に思っていることだが、すでにムーア

のペースが落ちてきているものの、現在、最先

の法則はとうに終わっていて、すでに現代最大の

端のチップには 500 億個近くのトランジスター

テクノロジー・エンジンの煙の中を走っていると

が搭載されている。

したらどうだろうか？

MIT テクノロジーレビューは、2001 年から
毎年、その年の最も重要な「ブレークスルー・テ

安らかに眠れ

クノロジー 10」を選出している。ほとんど例外
なく、ムーアの法則に記された進歩の計算式が

「ムーアの法則は終わりました。今年、本当の
意味で明らかになりました」。マサチューセッツ

あったからこそ実現した技術のリストだ。

2020 年版にあげられたいくつかの技術とムー

工科大学（MIT）のコンピューター科学者であ

アの法則との関連性は明らかだ。たとえば、AI を

り、複数の計算を同時に実行する並列コンピュー

搭載した時計や電話などの消費者向けデバイス、

ティングの先駆者であるチャールズ・ライザーソ

進化したコンピューター・モデリングと世界中の

ン教授はこう話す。インテルの最先端工場におけ

大気モニタリング・システムから収集されたデー

・プロセスによるチッ
る 10 ナノメートル（nm）

タによって実現した気候変動の要因分析、そして

プ生産は大幅に遅れている。これは元々、1 つ前

安価な小型人工衛星などだ。量子超越性や、AI を

の世代の 14 ナノメートル・プロセスから 5 年後

活用して発見された分子、抗老化治療や超個別化

の 2019 年を予定していた。ムーアの法則は、常

医療など、リストにあるその他の技術も、研究者

に進歩の速度に関するもので、
「我々はもはやそ

が活用できる計算能力によるところが大きい。

の線上にいません」とライザーソン教授はいう。

しかし、ムーアの法則の終焉が避けられないと

ほかにも数多くの著名なコンピューター科学者た
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ちが、近年ムーアの法則は死んだと宣言している。

外線リソグラフィー法が発明された。だが、進歩

2019 年初頭には、大手チップメーカーであるエ

のためのコストは大きかった。スタンフォード大

ヌビディア（Nvidia）の CEO（最高経営責任者）

学と MIT の経済学者によると、ムーアの法則を

もこれに同意した。

維持する取り組みにかかったコストは、1971 年
から 18 倍になったという。

実際には、突然の死というよりも、徐々に減速
しているということだ。数十年にわたり、トラン

同様に、最先端のチップを作る工場にかかる費

ジスターの小型化が困難になるにつれ、ムーア自

用も法外になりつつある。工場の建設コストは、

身も含め、一部の人々は終わりが見えてきたので

年率約 13% で上昇しており、2022 年には 160

はないかと心配していた。1999 年、あるインテ

億ドル以上に達すると予想されている。次世代

ルの研究者が心配したのは、2005 年までにトラ

チップの製造を計画している企業は、2002 年の

ンジスターを 100 ナノメートル以下にするとい

25 社、2010 年の 8 社から、現在では 3 社にま

う業界目標が、電子があるべきでない場所をさま

で減少しているのも偶然ではないだろう。

よう量子効果のような「確認済み解決策無し（no

それでもなお、次世代チップの製造を計画する

known solutions）」という根本的な物理的問題

3 社のうちの 1 つであるインテルは、ムーアの法

に直面していたことだった。

則がすぐに終わるとは考えていない。2018 年に
インテルのシリコン・エンジニアリング部門の

長い間、チップ産業はこういった物理的障害を
回避していた。電子をよりうまく捉えら
れるように、新しいトランジスターの設
計が導入された。わずか数十ナノメート
ルのシリコンを正確に露光するには可視
光の波長が長すぎるため、新しい極端紫

今日のシリコンチップの後継を見つけるには、
何年もにわたる研究が必要となるでしょう。ムー

アの法則に代わるものが何なのかを心配してい

るのであれば、パニックになるべき時は今です。
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トップに就任したジム・ケラーの仕事は、ムーア

しないことにしました」とケラーは話す。インテ

の法則を維持することだ（日本注：同氏は 6 月

ルは今後 10 年間の計画通りに進んでいるとケラー

11 日にインテルを辞任）。ケラーは、インテルで

は述べており、喜んで計算式も示すだろう。10 年

約 8000 人のハードウェアエンジニアとチップ

650 億（チップ上の現在のトランジスター
後には、

設計者のチームを率いている。ケラーが入社した

数）× 32（チップ密度が 2 年ごとに 2 倍になる

ときは、多くの従業員がムーアの法則の終焉を予

、すなわち 2 兆個のトラ
とすれば 10 年で 32 倍）

想していたという。従業員たちの言うことが正し

ンジスターだ。
「もしソフトウェア開発者が賢け

ければ、「たいへん面倒なこと」であり、もしか

れば、10 年後には 100 倍速いチップを手に入れ

したら、
「ひどい所へ転職してしまったかもしれ

られるでしょう」とケラーは付け加える。
とはいえ、インテルを含めたチップメーカー 3

ない」と考えていたことをケラーは明かした。
だが、ケラーは技術的に進歩できる十分な余地

社がさらに数世代分にわたって、進化したマイク

を見つけた。ムーアの法則を維持するためには、

ロチップを作り出せたとしても、2 〜 3 年ごとに、

おそらく 100 以上の変数が関与しており、それぞ

より高速でより安価なチップが登場するのを期待

れが異なる恩恵をもたらすと同時に、それぞれが

できた時代は明らかに終わった。だが、それはコ

限界に直面している、
とケラーは指摘する。つまり、

ンピューターの進歩の終わりを意味するわけでは

3D アーキテクチャや新しいトランジスターの設

ない。

計などのイノベーションで、チップ上の部品数を

2 倍にし続ける方法が数多くあるということだ。

パニックになる時

最近では、ケラーは楽観的だ。これまでこの業
界に携わってきて、ムーアの法則の終焉のうわさ

ニール・トンプソン助教授は経済学者だが、オ

はずっと聞いてきたという。しばらくして、
「心配

フィスは MIT の広範な AI およびコンピューター
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研究所である「コンピューター科学・AI 研究所

が、必要な処理数が大幅に減り、プログラムの実

（CSAIL）」にあり、共同研究者のライザーソン

行速度を大幅に向上させられるのだ。さらに、18

教授をはじめとするロボット研究者やコンピュー

個の処理コアを持つチップを最大限に活用できる

ター科学者に囲まれている。2 人は、新しい論文

ようコードをカスタマイズすることで、さらに高

で、より良いソフトウェアやアルゴリズム、特殊

速化が図られた。パイソンのコードでは 7 時間か

なチップ・アーキテクチャを通じて計算性能を向

かっていた計算が、わずか 0.41 秒で完了した。
このことは進歩し続けるためには良いように

上させる十分な余地があると論じている。

1 つには、いわゆる肥大化したソフトウェアを

聞こえるが、トンプソン助教授は、汎用技術と

スリム化して、既存のチップを最大限に活用する

してのコンピューターの衰退を告げるものでも

ことだ。常にチップがより速く、より強力になる

あると心配する。ムーアの法則のように、より

ことが期待できる時代には、プログラマーはより

高速でより安価なチップを誰もが手に入れられ

効率的なコードを書くことなどあまり気にする必

るようにすることで「あらゆる船を持ち上げる」

要がなかった。そして、今日活用されているチッ

のではなく、ソフトウェアや特殊なアーキテク

プに見られるマルチコア・プロセッサーのような

チャが進歩することにより、選択的に特定の問

ハードウェア・アーキテクチャの変化を十分に活

題やビジネスチャンスにターゲットが絞られ始

用できないことがしばしばあった。

めており、十分な資金と資源のあるところが有

トンプソン助教授のチームは、一般的な汎用プ

利になるだろう。

ログラミング言語であるパイソン（Python）から、

実際、特定のアプリケーション向けに設計され

より効率的な C 言語に切り替えるだけで、膨大な

たチップへの移行は、特に AI 分野ではかなり進

計算を約 47 倍速く実行できると示した。C 言語

んでいる。深層学習などの AI アプリケーション

を使った場合、プログラマーの作業量は増加する

は、ゲームから転用された、並列処理が可能な画
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かの時点で享受できなくなるだろうと指摘する。

像処理装置（GPU）にますます依存するように
なっている。グーグルやマイクロソフト、バイ

「10 年後なのか 30 年後なのか、いつなるかは誰

ドゥなどの企業は、独自の特定ニーズに合わせて

にも分かりませんが、さらに高い計算能力を持つ

AI チップを設計している。AI、特に深層学習は、

デバイスが必要になるでしょう」
（フックス教授）
。

極めて高い計算能力を持つコンピューターを必要

問題は、現在の汎用チップの後継となるもの

とし、専用チップはパフォーマンスを大幅に向上

が未知数で、そのチップを作り出すための基礎

できるとトンプソン助教授は話す。

的な研究開発に何年もかかることだとフックス

だが、その代わり、専用チップは従来の CPU

教授は話す。ムーアの法則に代わるものが何な

よりも汎用性が低い。トンプソン助教授は、より

のかを心配しているのであれば、「パニックにな

汎用的なコンピューティングのためのチップが進

るべき時は今です。計算能力の長期的進歩が直

歩から取り残されることを懸念しており、近々発

面しているハードウェアの制約に関して、AI 業

表する論文「汎用技術としてのコンピューターの

界の本当に賢い人々が気づいていません」（フッ

衰退（The Decline of Computers as a General

クス教授）。さらに、特定用途向けチップが莫大

Purpose Technology）」において、「全体的なコ

な利益を上げているため、新しいロジック・デ

ンピューターの進化のペース」は緩まるとの見方

バイスや計算方法に投資するインセンティブが

を示す。

ほとんどないという。

カーネギーメロン大学（CMU）のエリカ・フッ
クス教授（エンジニアリングおよび公共政策）に

求む：チップ復興援助計画

よれば、AI などのアプリケーションの開発者た
ちは、ムーアの法則によってもたらされるコスト

2018 年、フックス教授と CMU の共同研究者

の低下とパフォーマンスの向上の恩恵を、どこ

であるハッサン・カーン、デビッド・ハウンシェ
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ル教授は、ムーアの法則の歴史を振り返り、初期

可能性を秘めているが、ゴードン・ムーアが単純

の数十年間に多くの進歩を促した産業と政府の協

な集積回路で最初に見つけた法則を明らかに置き

力が欠如している現状の裏側にある変化を明らか

換えるようなものはない。だが、今すぐに研究資

「技術の軌跡を
にする論文を執筆した。3 人は、

金を投じて見つける必要がある。なぜなら、
「人々

分解し、そうした 1 つ 1 つの新しい技術が生み出

は常により多くの計算能力を求めるようになる」

す短期的な企業収益」が示しているのは、次の偉

という予測は確実に当たっているからだ。（David

大なコンピューター技術を見つけることへの公の

Rotman）

投資を大幅に後押ししなければならないというこ
とだと主張した。
も し 経 済 学 者 の 言 う よ う に 1990 年 代 か ら

2000 年代初頭の成長の多くがマイクロチップの
恩恵によるもので、一部の人が指摘しているよう
に、2000 年代半ばから始まった生産性の伸びの
鈍化が計算技術の進歩の鈍化を反映しているとす
れば、
「後継技術を見つけるために莫大な投資を
すべきだということになります」とトンプソン助
教授はいう。「実際には、莫大な資金は投じられ
ていません。つまり、公共政策の失敗です」。
こういった投資が報われる保証はない。量子コ
ンピューティングや、カーボンナノチューブ・ト
ランジスター、スピントロニクスなどは魅力的な
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未来を形作る
「5 つの要因」
新しいテクノロジーを成功に結びつけるために考慮すべき、今後数十年
間の大きなトレンドを示そう。

米国の貧富の差
2007 年以降、下位層にあたる人口の 50％は、資産がゼロまたはマイナスである

1980

2014

上位層（人口の 10％）
：資産の 65％

上位層（人口の 10％）：資産の 73％

：資産の 34％
中間層（人口の 40％）

中間層（人口の 40％）：資産の 27％

：資産の 0.01％
下位層（人口の 50％）

出典 : World Inequality Database (2018)
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データの爆発的増加
よりよいストレージ、処理、プライバシーが必要になる。
出典 : IDC 調査 , The Digitization of the World. From Edge to Core. (2018)

高齢化
今日、世界人口の 9 ％
が 65 歳以上だ。この率
は今後数十年で増加し、
仕事、医療、経済が再
定義される。
出典 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019).
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世界の平均気温の上昇
地球表面温度が上昇すると、海面は高くなり、極端な暴風雨の
発生は増加し、居住地の破壊も増える。
出典 : NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance (2020)

言語の消滅
1950 年から 2010 年にかけて、230 の言語が絶
滅した。 現在、世界で話されている言語の 3 分の
1 は、1000 人未満の人しか使っていない。

出典 : UNESCO World Language Atlas (2010); Ethnologue: Languages of the World (2019)
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完全オーダーメイドの
「超個別化医薬品」が
現実になる日
by Erika Check Hayden
グーグルのプログラマーは、娘が持つ遺伝性の難病の治療法を探し回っていた。
ようやく出会った希望は、娘の遺伝子変異に特化した完全オーダーメイドな治療薬、
すなわち「超個別化医薬品」だった。

ア

イペク・クズに初めて会っても、彼女が稀

だ。しかし、アイペクの父親メフメット・クズ

な遺伝性疾患にかかっているとは分から

と母親トゥグバは、アイペクがこの運命から逃

ないだろう。3 歳のアイペクは、おもちゃの自

れて欲しいと願っている。グーグルのプログラ

動車に乗ったり、自分で「ここが台所」だと決

マーであるメフメットが根気強かったことも助

めた場所で「料理」したりしながら、楽しそう

けとなって、2020 年 1 月にアイペクは、個人の

に 1 人で何時間も遊ぶ。しかし、アイペクは病

遺伝子変異に合わせた「超個別化医薬品」の投

気だ。足が少しふらついており、あまりしゃべ

与を受けられる最初の米国人患者のうちの 1 人

らない。もし何もしなければ、 20 代半ばまで

になることができた。ボストン小児病院のティ

に死ぬかもしれない。アイペクの病気の名前は

モシー・ユー医師がアイペクのために設計した

「毛細血管拡張性運動失調症（略称 AT ）」といい、

超個別化医薬品は、病名 AT とアイペク（Ipek）

DNA のエラーによって引き起こされる。AT に

の名にちなんで「アティペクセン（Atipeksen）」

かかると脳細胞が減り、感染症やがんにかかる

と名付けられた。

危険性が高まる。

ユー医師は、アティペクセンを作るために、

AT は、医師が落胆して首を横に振る類の難病

遺伝子治療などの最近のバイオテクノロジーの
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成功例を参考にした。がん治療薬などの新薬の

て個人や非常に小さな患者集団に遺伝子治療を許

中には、患者の細胞内の遺伝情報を直接操作し

可し、今後はオーダーメイド治療を現在よりも容

て病気を治療するものがある。現在、ユー医師

易に実施できるようにするための措置を講じる可

のような医師たちは、これらの治療方法はコン

能性があるとしている。クリスパー（CRISPR）

ピューター・プログラムのように変更できるこ

を使ったカスタム遺伝子編集治療などの新しいテ

とを知っている。プログラムのコードを変更し

クノロジーの実用化は、すぐそこまで来ている。

て治療薬のプログラムを変更すれば、アイペク

「我々が希少疾患の患者を助ける立場になれる

の稀な遺伝性疾患を含めた多くの遺伝性疾患を

とは、考えたことすらありませんでした」と話す

治療できる可能性がある。

のは、バイオテクノロジー起業家のスタンリー・

この新しい治療戦略は、理論的には、希少疾

クルークだ。クルークはカリフォルニア州カー

患（大多数は遺伝子のコピーミスによって引き起

ルスバッドを拠点とするアイオニス・ファーマ

こされたもので治療法がない）にかかっている数

シューティカルズ（Ionis Pharmaceuticals）の

百万人もの人々の助けになるだろう。米国の規制

「現
創業者兼 CEO（最高経営責任者）である。

当局は 2019 年に、80 以上の症例の要請に応じ

在は驚くべき瞬間なのです」。

アイオニスが医薬品を完成させるまでには何十

年もかかったが、ユー医師の開発スピードは記 アンチセンス医薬品
録的だった。
ミラセンを作り、動物実験を実施し、

ミラセンをミラの脊髄に注射する認可を米国食
品医薬品局（FDA）から得るまでに、たった 8

カ月しかかからなかったのだ。

た だ し 現 時 点 で は、 保 険 会 社 は オ ー

ダーメイドの遺伝子治療薬には保険金を
支払っておらず、そうした治療薬を製造
している企業もない（計画中の企業はあ
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ティモシー・ユー（ボストン小児病院）
写真：本人提供

る）。これまでにオーダーメイドの遺伝子治療薬

言うのは、慈善団体クリストファー・アンド・ダ

を使うことができた患者は数えるほどしかおら

ナ・リーブ財団（Christopher and Dana Reeve

ず、しかも通常は離れ業のような政治的圧力と資

Foundation）のイーサン・パールスタイン CSO
（最高科学責任者）だ。

金調達によって実現されている。メフメットのよ
うなデータ・プライバシーに取り組んできたプロ

アイペクの遺伝子治療薬の設計および製造費用

グラマーが個人に合わせた遺伝子治療薬を最初に

のほとんどは、非営利団体「AT こどもプロジェ

求めた 1 人だったのは、不思議なことではない。

ク ト 」（A-T Childrenʼs Project） が 支 払 っ た。

「コンピューター科学者だったからこそ、遺伝子

自らの息子 2 人が AT と診断されたブラッド・

治療薬を理解し、チャンスを手に入れることがで

マーガスによって 1993 年に創立された団体だ。

きたのです。遺伝情報はプログラムですから」と

マーガス代表にとって創立当初から現在にいたる
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までの変化はあまりに劇的なものだった。
「私た

病院の医師であるユー医師が、後に報道で「個

ちは非常に多くの資金を調達し、同時に研究に多

別化ゲノム医療のすばらしい実例」と呼ばれる

くの資金提供をしましたが、生物学はどんどん複

ことになる方法で、バッテン病（AT とは別の

雑になるばかりで、とても悔しさを感じます。現

神経組織変性）の小さな女の子を治療する計画

在ようやく、問題を一番の大元の部分で修正でき

について語っていた。メフメットは、ユー医師

る可能性が目の前に現れたのです」
。

が使っているのは、まさにロサンゼルスの研究
者たちが夢物語と言って退けた遺伝子テクノロ

メフメットが娘アイペクの治療法を探し始めた

ジーだとはっきり分かった。

のは、アイペクがまだ生後数カ月の時だった。遺
伝学者の友人が、アイペクの AT の状態に正確に

このテクノロジーは「アンチセンス」と呼ば

適合した治療法についての論文を送ってくれたの

れる。細胞内で、DNA はタンパク質を作る情報

で、メフメットはカリフォルニア州サニーベール

をコードする。ただし、DNA とタンパク質の間

からロサンゼルスまで飛び、その論文の研究を背

には、細胞核から遺伝情報を運び出す RNA と

後で支えた研究者たちに会った。しかし、研究者

呼ばれるメッセンジャー分子がある。アンチセ

たちが言うには、論文で提示されていた治療薬を

ン ス と は、 特 定 の RNA メ ッ セ ー ジ の 1 文 字 1

ヒトで試した者は誰もいないとのことだった。
「こ

文字にくっつく鏡像であり、RNA メッセージが

の治療薬が実用化されるまでには、もっと多くの

タンパク質に変換されないようにブロックする

年月が必要です」と研究者たちは言った。

ものだと考えるとよい。この方法で、ある遺伝

メフメットには何年も待つ余裕はなかった。

子の働きに加えて、時にはエラーを抑えること
も可能だ。

メフメットがロサンゼルスに戻ると、マーガス
代表は、ビデオの入った USB ドライブをメフ

最初のアンチセンス医薬品は 20 年前に現れた

メットに手渡した。ビデオでは、ボストン小児

が、アンチセンス医薬品の概念が初めて大成功
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を収めたのは 2016 年のことだった。それは、ア

発をゼロから始めたわけではない。モジュール式

イオニスが製造するヌシネルセン（Nusinersen）

のバイオテクノロジー医薬品とはどのようなもの

という医薬品が、子供の脊髄性筋萎縮症の治療薬

かを示したデモンストレーションの中で、ユー医

として承認されたときだ。脊髄性筋萎縮症は、治

師はアイオニスの医薬品の化学的な骨格（重合体

療しない限り 2 歳までに死にいたる遺伝性疾患

やポリペプチドの主鎖）に基づきながら、ミラ独

である。

自の遺伝子変異をターゲットにしたミラのための

遺伝子配列決定の専門家であるユー医師は、そ

薬「ミラセン（Milasen ）」の開発を進めた。ア

れまでにアンチセンスを使ったことはなかった。

イオニスが医薬品を完成させるまでには何十年も

しかし、担当した若い患者ミラ・マコヴェクのバッ

かかったが、ユー医師の開発スピードは記録的

テン病を引き起こした遺伝子のエラーを解読して

だった。ミラセンを作り、動物実験を実施し、ミ

みると、研究をそこで中断する必要がないことが

ラセンをミラの脊髄に注射する認可を米国食品医

はっきりした。遺伝子エラーが判明したのなら、

薬品局（FDA）から得るまでに、たった 8 カ月

遺伝子治療薬を作ればいいのでは？「ひらめいた

しかかからなかったのだ。

のはまったく突然のことでした」とユー医師は話

「現在は何が違うのかといえば、ティモシー・

す。「遺伝子配列を逆さにして使えばいいのでは

ユー医師のような事前にアンチセンスというテ

ないでしょうか？これは非常に魅力的で、しかも

クノロジーをまったく知らなかったような人で

単純な考えでしたので、我々の頭から離れなくな

も、医薬品を開発できることです」
。マサチュー

りました」。

セッツ州ケンブリッジを拠点とするチェックメー

ユー医師は、自身がこのアイデアをミラの母親

ト・ フ ァ ー マ シ ュ ー テ ィ カ ル ズ（Checkmate

ジュリア・ヴィタレッロに勧めたのは大胆なこと

Pharmaceuticals）のアート・クリーグ CSO は

だったと認めている。しかし、ユー医師は薬の開

こう話す。
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治療しなければアイペクは 30 歳まで生きられないだろう
写真：マシュー・モンティース

メフメットにとって有利だったのは、ロサンゼ

ソースコード

ルスの研究者たちがアンチセンス医薬品に効果が

ミラセンについての噂が広がると、話を聞いた

ありそうなことを、すでに証明してくれていたこ

100 以上の家族がユー医師に助けを求めてきた。

とだ。さらに、マーガス代表が AT こどもプロジェ

ユー医師は辛い立場に置かれた。ユー医師はアン

クトから研究資金を出すことに同意してくれたこ

チセンスを異なる病気を持つ 10 人程度の子ども

とも大きい。しかし、もし AT こどもプロジェク

に試す計画だったが、この治療法が全員に合うわ

トから資金が出るのであれば、アイペクだけを治

けではないと知っている。アンチセンス医薬品が

療するのでは不公平になる。そこで、マーガス代

もっとも適した病気はどれかを今も確認中だ。た

表とユー医師は、アイペクを含む 3 人の小さな

だし、開発の道のりは困難であり大きな費用がか

患者たちの細胞を使ってアンチセンス医薬品の試

かるものだ。新しいバージョンのアンチセンス医

験を実施することに決めた。どの子の細胞であれ、

薬品を作るたびに、毎回薬の効き目が異なり、動

最もよい反応を示した細胞を選ぶことになった。
メフメットは、試験の結果を待つ間、友人やグー

物を使った高価な安全性試験が必要となる。
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グルの同僚たちから約 20 万ドルの資金を調達し

の細胞の反応が一番良かったのだ。このためクズ

た。ある日、病気の子どものために資金を集めて

一家は、アイペクがアティペクセンでの治療を始

いるというグーグルの別の従業員から、メフメッ

められるように、2019 年 9 月にカリフォルニア

トの受信箱にメールが届いた。メールを読み進め

からマサチューセッツ州ケンブリッジに引っ越し

るにつれ、メフメットは衝撃を覚えた。
同僚のジェ

てきた。2020 年 1 月、よちよち歩きのアイペクは、

ニファー・セスの娘も、医師であるユー医師にか

全身麻酔での腰椎穿刺により、脊椎の内部に最初

かっているというのだ。

の投与を受けた。

2018 年 12 月に生まれた。
セスの娘リディアは、

クズ夫妻は、手術から 1 年後にはこの薬が効い

ふっくらとした頬が可愛らしいこの幼児の遺伝子

ているのかどうか知りたいと考えている。医師た

には突然変異があり、それにより脳卒中の発作が

ちはアイペクの脳容積を観察し、アイペクの脳脊

起こり、重い障害につながる可能性がある。セス

髄液内のバイオマーカーを計測することで、病気

の夫ローハンは、シリコンバレーとつながりの強

の進行具合を読み取る。さらに、ジョンズ・ホプ

い起業家であるが、ローハンは娘の問題を「ソー

キンス大学病院のチームの協力により、アイペク

スコード」の「ランダムで小さな突然変異」と読

の体の動きを他の子どもたち（AT の子どもとそ

んでいる。セス夫妻は 200 万ドル以上の資金を

うでない子どもの両方）と比較し、AT の症状の

集めたが、その多くは同僚たちからのものだ。

進行が予想より遅れているかどうかを見る。
個別化された遺伝子治療薬の大きな課題は、奇
跡的な回復がない限りは、遺伝子治療薬に本当に

オーダーメイド薬

効果があると最終的に言えないことだ。AT のよ

この時点で、ユー医師にはメフメットに伝える

うな病気は進行速度が人によって大きく異なるか

べき良いニュースが届いていた。なんとアイペク

らだ。ある薬が有効だと証明するにせよ、役に立
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たないことを示すにせよ、ほとんど必ず必要な

業は何千回も売れる薬を優先するが、一般に知ら

のは、1 人の患者ではなく多くの患者のデータを

れている限りでは、アイペクとまったく同じ突然

集めることだ。「どんなに高額でも支払い、どん

変異を持つ人は見つかっていない。このせいで、

な治療法でも試す親にとっては、実験的な治療法

家族はとてつもなく経済的負担を負うことになる

には効果がないことがしばしばあると正しく認識

ので、裕福であるか、運が良いか、有力者と縁の

することが重要です」と言うのは、ペンシルベニ

深い人でなければ負担できない。アイペクの薬の

ア大学の法律学者であり倫理学者であるホリー・

開発には、すでに 190 万ドルはかかっているだ

フェルナンデス・リンチ助教授だ。
「リスクはい

ろうとマーガス代表は推測する。

くつもあります。あるリスクを冒すということは、

研究者の中には、米国国立衛生研究所（NIH）

他の選択肢を選ばないことになり、死を早める可

のような機関が研究資金を負担すべきであると考

能性すらあります」
。

えている人もいる。彼らは、4 月に開催されるメ

クズ一家は、色々な治療法とそのリスクおよび

リーランド州ベセスダ（NIH の所在地）での会

メリットを比較検討したという。「このような種

議に参加し、自分たちの事例を認めてくれるよう

類の治療薬は初めてですから、我々は多少怖くも

主張する予定だ。ユー医師のような医師たちの研

あります」とメフメットはいう。しかし、彼は次

究を加速するガイドラインを策定している米国食

のように続けた。「他に選ぶべき方法はありませ

品医薬品局（FDA）からも支援が得られるかも

ん。これが我々や他の家族に希望を与えてくれる

しれない。FDA は、ミラや他の患者たちに深刻

唯一の方法です」。

な副作用が起きた場合には、最新情報の報告を受
け取ることになっている。

超個別化医薬品には、費用が保険で支払われな
いという障害もある。このため、製薬企業は超個

また FDA は、毎回改めて許可を取る必要なし

別化医薬品の開発に関心を示していない。製薬企

に、新たな患者のために遺伝子治療薬に変更を加
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える裁量の余地を医師に与えることを検討してい

◆◆◆

る。FDA の生物製品評価研究センター（Center

for Biologics Evaluation and Research）のピー

エリカ・チェック・ヘイデンはカリフォルニア

ター・マークス所長は、従来の製薬企業をまった

大学サンタクルーズ校のサイエンス・コミュニ

く同じ T シャツを大量生産する工場に例えてい

ケーション・プログラム部長。

る。しかし、マークス所長は、現在のアパレル企
業では、会社のロゴの刺繍がついたベーシックな

T シャツを個別に注文できる点を指摘している。
このため医薬品の製造においても、もっと個別化
していくことができると、マークス所長は確信し
ている。
個別化医薬品には、病気の子どもの体が必要と
するメッセージそのものが含まれているのであろ
うか？ もしそれが達成されているならば、それ
は新たなタイプの遺伝子治療薬を開発したアイオ
ニスなどの企業の功績だろう。しかし同時に、自
分たちの子どもを救おうとしているクズ夫婦や、
ブラッド・マーガス、ローハン・セス、ジュリア・
ヴィタレッロほか多くの親たちの功績でもある。
彼らは子どもの治療のために、超個別化医薬品を
現実のものにしているのだ。
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人工知能に
まだできないこと
by Brian Bergstein
原因と結果を把握できなければ、本当に賢い人工知能とは言えない。
ジュディア・パールに師事したコロンビア大学のエリアス・バレンボイム准教授は、
この課題の解決を目指した研究の最前線にいる。

コ

ンピューターはこの 10 年足らず間に、病

には、もう一度訓練し直さなければならない。そ

気の診断や言語の翻訳、音声の文字起こ

の過程で、元のタスクで習得した専門知識の一部

しなどに、極めて優れた能力を発揮するように

を失ってしまう。コンピューター科学者たちは、

なった。複雑な戦略ゲームで人間を出し抜いた

この問題を「破滅的忘却」と呼ぶ。
こういった欠点は、AI システムが因果関係を

り、写真のような画像を作ったり、電子メール

理解していないために引き起こされるという点で

に有効な返答を提案したりもする。

共通している。AI は、複数の事象と他の事象と

だが、こうしたすばらしい成果とは裏腹に、人
工知能（AI）には明白な弱点がある。

の関連は認識するが、直接どの事象が他の事象を

機械学習システムは、これまで見たことのない

引き起こしているかに関しては突き詰めない。雲

状況に惑わされたり、混乱したりすることがある

があれば降水確率が上がることを知っていても、

のだ。自律運転車は、人間が簡単に対処できるよ

雲が雨を降らせることは知らない。

うな状況に戸惑う。
（たとえば、
猫の識別のような）

原因と結果の理解が、いわゆる「常識」の大き

1 つのタスクを実行するために、苦労して AI を

な側面だが、現時点で AI システムは原因と結果

訓練しても、別のタスク（犬の識別）を実行する

を「理解できていません」と言うのは、エリアス・
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エリアス・バレンボイム准教授：AI システムは、因果関係を理解していない

バレンボイム准教授だ。バレンボイム准教授は、

確率が上がるなど）を発見する能力は、因果推論

新設のコロンビア大学人工知能因果推論研究所の

の最も単純なレベルに過ぎないという。ここ 10

所長として、この課題の解決を目指した研究の最

年の AI ブームの牽引役は、深層学習として知ら

前線にいる。

れる技術で十分だった。深層学習では、身近な状

バレンボイム准教授は、因果関係に関する比較

況に関する大量のデータがあれば、非常に優れた

的新しい科学を AI 研究に取り入れることを考え

予測を導き出せる。コンピューターは、ある症状

ている。この理論の構築に大きく貢献したジュ

を持つ患者が特定の病気である確率を導き出せる

ディア・パール教授（UCLA）は、チューリン

が、それは、同じ症状を持つ数千人、あるいは数

グ賞受賞経験があり、バレンボイム准教授も師事

百万人もの患者がその病気だったことを学習して

していた。

いるからだ。

バレンボイム准教授とパール教授が言うよう

だが、コンピューターが因果関係を見出せるよ

に、AI が相関関係（たとえば、雲があると降水

うにならなければ、AI の進歩が失速するという
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コンセンサスが高まっている。もし機械が物事に

政策は何だろうか？こういった思考は、現在の

はつながりがあることを把握できれば、あらゆる

AI の能力をはるかに超えている。

ことを常に新たに学ぶ必要はなく、ある分野で学
んだことを別の分野に応用できるかもしれない。
そして、もし機械が常識を活用できるならば、間

奇跡を起こす
因果関係を推測できる能力をコンピューターに

の抜けた判断が下されることがなくなり、もっと

持たせる夢を抱いたバレンボイム准教授は、リオ

機械を信頼できるようになるだろう。
現在の AI には、与えられた行動から何が起こ

デジャネイロ連邦大学でコンピューター科学の

るのかを推測する能力しかない。チェスや囲碁の

修士号を取得し、2008 年にブラジルから米国に

ようなゲームを習得するために使われる強化学習

渡って、コンピューター科学者であり統計学者で

では、システムが膨大な量の試行錯誤を繰り返し、

もあるジュディア・パール教授の下で研究する機

勝つためにどんな動きをすればいいのかを認識す

会に飛びついた。あの因果推論の権威である御年

る。だが、この手法は、より複雑な現実世界では

83 歳のパール教授の理論を用いれば、因果関係

機能しない。強化学習では、他のゲームをするた

を理解する AI を作ることが難しい理由を説明で

めの一般的な理解ですら習得できないのだ。

きるはずだからだ。

さらに高いレベルの因果思考とは、物事が起

経験を積んだ科学者でも、相関関係を因果関係

こ っ た 理 由 を 導 き だ し、 他 の 状 況 を 仮 定 す る

と誤解したり、またその反対の誤った解釈をした

「what-if 型」の質問を投げかけられる能力だ。

りしがちで、実際に因果関係がある場合でも断言

治験中の患者が死亡した場合、原因は治験薬にあ

するのを躊躇してしまう。たとえば、1950 年代

るのか、それとも別の要因あるのか？ 学校のテ

には、数人の著名な統計学者が、たばこががんの

ストの成績が下がっている場合、最も改善できる

原因かどうかを巡って混乱した。統計学者たちは、
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ジュディア・パール教授：彼の因果推論は科学を変えた

喫煙者と非喫煙者を無作為に抽出しなければ、ス

くいことを示している。

トレスや遺伝子などの未知の原因が、喫煙と肺が

一方、パール教授の数式を用いれば、因果関係

んの両方を引き起こす可能性を排除できないと主

を決定するために相関関係を使えない場合を見極

張した。

めることもできる。ドイツのマックス・プランク

結局、喫煙ががんを引き起こすという事実関係

知的システム研究所（Max Planck Institute for

が既定のものとして認められたが、そこまで時間

Intelligent Systems）で因果関係を推定できる

をかける必要はなかった。以来、パール教授は他

AI 技術を研究するベルンハルト・ショルコプ所

の統計学者とともに、因果関係を主張するにはど

長は、コウノトリの生息数が分かれば、その国の

ういった事実が必要かを特定する数学的アプロー

出生率を予測できると指摘する。それは、コウノ

チを考案した。パール教授の手法は、喫煙による

トリが赤ん坊を運んでくるとか、赤ん坊がコウノ

肺がんの罹患率を考慮すれば、独立した要因が喫

トリを引き寄せるからではなく、おそらく経済発

煙と肺がん両方の原因となることは極めて考えに

展によって生まれてくる子どもたちやコウノトリ
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が増えるからだろう。パール教授のおかげで、統

患者の体内のある特定のタンパク質の水準に注目

計学者やコンピューター科学者たちがこういった

した。おかげで、研究者たちはこのタンパク質を

問題に対処できるようになったとショルコプ所長

持つ患者に対する治療効果が他の患者より大きい

はいう。

かどうか確認するという目的を絞った臨床試験を
実施できたのだった。「この方が、研究室の中で

ほかにもパール教授の功績として、どの変数
が他の変数に最も影響を与えているかを大量の

さまざまな実験をするよりずっと早いのです」
と、

データから検出するソフトウェアである因果ベ

GNS ヘルスケアの共同創業者であるイーア・カ

イジアンネットワークの構築が挙げられる。た

リールは話す。
だが、パール教授たちが因果関係理論において

とえば、マサチューセッツ州ケンブリッジにあ
る GNS ヘルスケア（GNS Healthcare）では、

これだけの改善をしても、因果関係をあまり気に

この技術を用いて有望な実験について研究者に

せずに相関関係を特定する深層学習にはまだ浸透

助言している。

していない。バレンボイム准教授は、コンピュー

あるプロジェクトでは、GNS ヘルスケアは血
液がんの一種である多発性骨髄腫の研究
者と協働した。研究者たちは、この病気
の患者の中に、一般的な治療法である幹
細胞移植を受けた後に他の患者よりも長
命な患者がいる理由を知りたがっていた。

ターを因果関係を認識するさらに有用なツールに

原因と結果について深く理解しなければ、AI は

真に知的にはなれないという。因果推論だけで

は汎用人工知能（AGI）には不十分だろうが、
認知の核心である内省を可能にするだろう。

ソフトウェアは 3 万個の変数を計算し、特に因

するという次の段階に進もうとしている。

果関係があると思われるいくつかの変数を指摘し

まだベータ版だが、バレンボイム准教授のシス

た。
生物統計学者と多発性骨髄腫の専門家たちは、
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分なデータがあるかどうかの判断の手助けをする

れは大きな一歩です」という。

ソフトウェアがある。マックス・プランク進化人

ラストマイル

類学研究所の人類学者であるリチャード・マケル
リツ所長は、なぜ人間が更年期を迎えるのか（更

バレンボイム准教授は早口で、まるで心の方程

年期を迎える類人猿は人間だけ）という研究の指

式の左辺と右辺のバランスを取ろうとしているか

針にこのソフトウェアを使っている。

のようにしばしば両手を振り回す。10 月にコロ

立てられた仮説は、孫の世話に力を入れた女性

ンビア大学のバレンボイム准教授を訪ねた時は学

たちが最終的に子孫を増やしたため、高齢女性の

期の半ばだったが、オフィスはまるで引っ越して

受胎の低下が初期の人類社会に恩恵を与えたとい

きたばかりのようだった。装飾のない壁の部屋の

うものだ。だが、祖父母がそばにいる子ども方が

棚には本もなく、ただ流線型のマック（Mac）と、

よく育つという主張を裏付ける証拠が現時点で存

漫画に出てきそうな方程式や図で埋め尽くされた

在するだろうか。人類学者は、祖父母と一緒に暮

ホワイトボードだけがあった。

らしたことのある子どもと、そうでない子どもの

研究について話し合うのに忙しかったというバ

教育や医療の成果を比較することはできない。統

レンボイム准教授は、この急ごしらえの部屋を特

計学には交絡因子というものがある。祖母たち

に気にしていなかった。バレンボイム准教授は、

は、助けを必要とする孫たちと一緒に住む傾向に

自身の研究が因果的思考を機械に取り入れるだけ

あるのかもしれない。バレンボイム准教授のソフ

でなく、人間の因果的思考を向上させる機会も提

トウェアを用いることによって、マケルリツ所長

供できると主張する。

は祖父母と同居する子どもに関するどの研究が最

因果関係について人間にもっとよく考えさせる

も交絡因子が少ないのか、また因果関係を示すの

ことは、機械に因果関係を教えるよりも必ずしも

に有効なのかを判別できる。マケルリツ所長「こ

簡単ではないと、バレンボイム准教授はいう。分
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子生物学から公共政策にいたるまで幅広い分野の

に関する質問を人間が考え出し、ソフトウェアが

研究者が、因果関係のない相関関係を発見して満

機械学習の手法と因果推論の論理を組み合わせて

足してしまうことがある。たとえば、アルコール

合致しない質問を除外していけば、最終的に「AI

を飲むと早死にするという研究もあれば、適度な

科学者」が誕生するというビジョンをバレンボイ

摂取は問題なく有益でさえあるという研究もあ

ム准教授は描いている。そうなれば、莫大な費用

り、また別の研究では大酒飲みは酒を飲まない人

のかかる研究の打ち切りから科学者を救えるかも

よりも長生きするという。「再現性の危機」とし

しれない。

て知られるこの現象は、
医学や栄養学だけでなく、

2019 年秋の講演を終えた後、マサチューセッ

心理学や経済学にも見られる。「こういった推論

ツ工科大学（MIT）スローン経営大学院のロビー

はすべて脆弱だということが分かると思います」

に腰掛けたバレンボイム准教授は、このビジョン

とバレンボイム准教授はいう。「数年ごとに結論

を私に説明してくれた。
「MIT のこの建物には、

が覆されています」
。

おそらく 200 人ぐらいいるでしょう」とバレン

バレンボイム准教授は、状況の仮定（what if）

ボイム准教授は言った。ここで働く社会科学者、

が必要な、臨床試験を実施する医学研究者や、試

あるいはいかなる科学者も、どの実験を続け、ど

験的プログラムを実行する社会科学者、A/B テ

のデータポイントを収集するかを決定するために

ストをしようとしている Web パブリッシャーな

どんな方法を用いているのだろうか？直感に従っ

どが、あらゆる場面でただ単にデータを収集する

ているだけなのだ。「研究者たちは、自分たちの

だけでなく、パール教授の因果論理やバレンボイ

理解に基づき、物事がどこへ行くかを追究しよう

ム准教授が開発したソフトウェアなどを用いて、

としています」。

入手したデータに因果関係が存在し得るかどうか

これは本質的に限定された手法だとバレンボイ

を判断し始めるべきだと主張している。因果関係

ム准教授はいう。なぜなら、実験を設計する人間
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の科学者が一度に考えつく変数は極めて少ないか

たとえば、深層学習に関する研究で 2018 年に

らだ。一方コンピューターは、数百、数千もの変

チューリング賞を受賞したモントリオール大学の

数の相互作用を認識できる。パール教授の因果関

コンピューター科学者ヨシュア・ベンジオ教授は、

係モデルの「基本原理」をコード化し、新しい変

ニューラル・ネットワーク（深層学習の中心とな

数の組合せで何が起こるかを計算すれば、AI 科

るソフトウェア）に「メタ学習」させて、物事の

学者は人間の研究者がどの実験に時間を費やすべ

原因を認識させようとしている。

きかを正確に提案できるかもしれない。もしかし

現状では、ニューラル・ネットワークで人が踊っ

たら、テキサス州でしか機能しないとされている

ているところを検出したい場合、多くのダンサー

公共政策も、因果関係のあるいくつかの要因がよ

の画像を見せるだろう。走っている人を識別する

り評価されれば、カリフォルニア州でも機能する

には、人が走る姿の画像を大量に見せる。AI は、

かもしれない。科学者はもはや「暗闇の中で実験

人間の手や腕の位置など、画像の中で異なる特徴

する」ことはなくなるだろうと、バレンボイム准

を識別することで、走る姿と踊る姿を区別するこ

教授は話す。

とを学習する。だが、ベンジオ教授は、世の中に

またバレンボイム准教授は、そう遠くない将来

関する基本的知識は、データセット間で類似して

に実現するとも考えている。
「勝利まであと 1 マ

いるものや「不変」なものを分析することで得ら

イルです」。

れると指摘する。ニューラル・ネットワークは、
足の動きが物理的に走ることと踊ることの両方を
引き起こしていると学習するかもしれない。おそ

仮定（what if）

らく、数十センチメートルしか地面から離れてい

最後の 1 マイルを完走するには、おそらく開

ない人々の画像を数多く見ることで、AI は最終

発が始まったばかりの手法が必要となるだろう。

的に重力について理解し、重力が人間の動きをど
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What AI still canʼt do

う制限するのかについて学ぶだろう。時間が経つ

＃

につれ、データセット間で一貫性のある変数につ
いての十分にメタ学習できれば、コンピューター

ブライアン・バーグスタインは、MIT テクノ

は多くの分野で再利用可能な因果関係の知識を得

ロジーレビューの元編集者で、ボストン・グロー

られるだろう。

ブ紙のオピニオン担当副編集長。

一方、パール教授は、原因と結果について深く
理解しなければ、AI は真に知的にはなれないとい
う。因果推論だけでは汎用人工知能（AGI）には
不十分だろうが、認知の核心である内省（自分の
経験を注意深く振り返ること）を可能にするだろ
』
う、とパール教授は指摘する。
『仮定（what if）
の質問は、
「科学や道徳的態度、自由意志、意識
の構成要素です」と、パール教授は私に言った。
コンピューターが強力な因果推論能力を持つの
に、
あとどれくらいかかるのかという問いに、パー
ル教授は答えない。「私はフューチャリストでは
ありません」
。だがいずれにしても、まずデータ
と既存の科学的知識を組み合わせた機械学習ツー
ルを開発することが先決だとパール教授は考え
る。
「人間の頭の中には、まだ活用されていない
知識が豊富にあります」
。

70

How satellite mega-constellations will change the way we use space

人工衛星
メガコンステレーションは
宇宙開発をどう
変えるのか？
人類初の人工衛星である「スプートニク」の軌道投入から 63 年たった
現在、従来の人工衛星は、数百以上もの衛星から成るネットワークであ
る「メガコンステレーション」に取って代わられようとしている。今後
人類は月や火星など、どこへ行くにも人工衛星コンステレーションを携
えるようになるだろう。

関と営利目的の宇宙企業もまた、独自のネット

「スプートニク」
が初めて地球を回る軌道に入っ

ワーク構築を始めている。

てから 63 年後の現在、数千の人工衛星が地球を
周回し、通信、ナビゲート、天気予報に役立って

「今はかなりダイナミックな状況です。確かな

いる。しかしもうすぐ、協調して動作する数百、

ビジネスモデルに応える手段として、多くの人が

さらには数千の大規模な人工衛星ネットワークを

宇宙に注目し始めています」と、米国航空宇宙

持つメガコンステレーションによって、現在の人

局（NASA）のスモール・スペースクラフト・テ

工衛星は影をひそめてしまうだろう。

クノロジー・プログラムのマネージャーであるロ

イーロン・マスク率いるスペース X（SpaceX）
」が
が開発している「スターリンク（Starlink）

ジャー・ハンターは述べる。「私はこれを宇宙の
民主化と呼びます」。

未来を垣間見る手掛かりになる。スペース X は

コンステレーションは新たなレベルの多用途性

すでに 100 基を超える人工衛星をスターリンク

を提供する。より小型で安価な人工衛星（ブリー

用に配備しており、2020 年代半ばまでには、世

フケース程のサイズのものもある）は、目的に応

界中にブロードバンドインターネット・アクセス

じて異なる配置でアレンジできる。たとえば、1

を提供するための 1 万 2000 基近いコンステレー

つの軌道上に 1 列に並べて配備すると、同じ場所

ションを構築する計画だ。その他の多くの宇宙機

を繰り返し撮影したり、監視したりすることが可
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後から一群に合流させることもできる。

回復力
もし 1 基の人工衛星が故障しても、他の人工衛星が代わりをす
ることができる。もし 1 つのユニットが壊れても、代替品が確
実にシステムを動かし続ける。運用が終了する人工衛星は低軌
道に移動させた後、大気圏に再突入させ、燃え尽きさせる。

機器
靴箱ほどのサイズで重量わずか 4 キログラムから 5 キログラム
の衛星である「キューブサット」が通常利用される。一方、プ
ラネット・ラボの「スカイサット（SkySat）
」は小型冷蔵庫ほど
の大きさで、重量 100 キログラムである。プラネット・ラボの
人工衛星全基を合わせた重量は、通常の高分解能地球観測衛星
の半分程度である。

打ち上げ
ロケット 1 基で一度に人工衛星 60 基を打ち上げる。何回かに
分けて打ち上げることで、もし 1 つのロケットが打ち上げに失
敗しても運用全体は損なわれない。さらに多くの人工衛星を、

であるマイク・サフヤンはそう話す。

能である。一方でスターリンクは、交差状に配備

その間にも、より数多く、より大型の人工衛星

されることで、地球全体を網羅したインターネッ

システムが、数千基とまでは行かなくても数百基

ト・サービスを提供する。

で軌道へ向かうことが期待できる。最終的には人

「我々は産業として、軌道環境において責任を

類は、月、火星、または別の恒星のどこに行くに

持って持続可能な方法で、毎日地球上の人々の役

しても、コンステレーションを携えるようになる

に立つ大規模な宇宙サービスのレベルを上げる方

だろう。

法を見つけ出そうとしています」。2 番目の規模
を誇るコンステレーションを運用中のプラネッ

※筆者のラミン・スキバはサイエンスライターに

ト・ラボ（Planet Labs）のローンチ・アンド・

転身した天体物理学者。 （Ramin Skibba）

グローバル・グラウンド・システムズ担当副社長
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Predictions for 2030 by people shaping the world

World Economic Forum / Christian Clavadetscher

ダボス会議に集う
世界の知識人たちに聞いた、
2030 年の世界予測
例年 1 月に開催される世界経済フォーラムの年次総会（いわゆるダボス会議）では、
世界の知識人たちが地球の未来を話し合う。 2020 年に参加した 9 人に、

2030 年までに起きることを 1 つ教えてほしいと頼んだ。

73

Photo:Financial Times

P h o t o : Wo r l d E c o n o m i c
Forum / Boris Baldinger

人工知能（AI）は

アフリカは人間とロボットが

生産性の急上昇をもたらす

共存する実験台になる

エリック・ブリンジョルフソン

ワヌリ・カヒウ

（MIT デジタル・エコノミー・イニシアチブ代表／米国）

（サイエンス・フィクション作家・映画監督／ケニア）

機械学習は過去 10 年間で飛躍的に進歩したが、

ケニアがデジタル決済テクノロジー導入の先駆

2004 年以降、米国の生産性の伸びは 50 ％低下

けになったように、アフリカは人々が人工知能

している。強力で新しく、汎用的なテクノロジー

（AI）やロボットとどのようにやり取りするかを

の導入では、まず生産性の伸びが低下し、その後、

試す場になると思う。参入障壁は低く、AI に関

増加するのは珍しくない。時間がかかるのだ。蒸

係する法律や社会的慣習がほとんどないため、人

気機関により工業化が起こり、電気により工場が

間と機械の共存実験に関しては白紙の状態だ。ほ

改革されたように。 コンピューターは明らかに

ぼ 10 年前にキンシャサでロボット交通警察官を

社会の多くの側面を変えたが、アマゾンが創業し

設置したところ、住民は人間の警察官よりもよく

てから 25 年経った今でも電子商取引は小売業全

従った。ロボットは汚職と関係ないからだ。アフ

体では小さな割合を占めるにとどまる。同様に、

リカがアフリカの問題に対処するための、ローカ

機械学習が経済全体に広まるにはしばらく時間が

ライズされた AI アプリケーションに多くの可能

かかる。必要なのは、新しいスキルへの投資、そ

性がある。2050 年までに 4 人に 1 人がアフリカ

れにサプライチェーンや顧客との関係、提供する

人になると予測されているからこそ、重要なのだ。

製品とサービスの種類を根本的に考え直すことを
いとわない企業だ。それが、生産性の上昇につな
がっていく。
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消費者はより多くの権限を持ち、

ドルはもはや

より多くの保護を受ける

世界の準備通貨ではなくなる

ヘレナ・ローラン

マイケル・ケイシー

（国際消費者機構（Consumers International ）事務局長／英国）

（コインデスク（CoinDesk）COO（最高コンテンツ責任者）／米国）

消費者は、データ・トラストや協同組合の一員

ドルは安定しているため、準備通貨として使わ

となり、自身の権利を守り、データの使用方法に

れている。2 つの異なる国の企業が 90 日以内に

ついて使用者と交渉し、
監視方法について警告し、

支払いをする契約に合意した場合、為替レートの

データを使用する組織を監査するようになるだろ

変動の影響を避けるためにドルで取引をする。し

う。たとえば、消費者は、持続可能な栽培慣行を

かし、合意された為替レートで、エスクロー（売

保証する農家とデータ・トラストを接続したいと

買に第三者を介して条件つきで支払金額を決済す

望むかもしれない。消費者はより良い価格で、自

る仕組み）での支払いを期日まで保持できる、プ

分が購入するものについてより多くの情報を得る

ログラム可能なスマート・コントラクトを備えた

ことができ、農家は購入パターンに関するデータ

デジタル通貨があれば、もうドルは必要ない。伝

と裏付けを得て、生産物の差別化ができるように

統的な米国企業の強みは激減するが、革新的で分

なる。この「農業データ・コモンズ（agricultural

権的なグローバル企業は成功する。

data commons）」は、消費者により多くの選択
肢を提供し、持続可能性の向上につながる生産物
とサービスのイノベーションを引き起こす可能性
がある。

「アマゾンが創業してから 25 年経った今でも、
電子商取引は小売業全体では小さな割合を占

めるにとどまる」
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20 世紀のインフラの

植物からプラスチックや

脆弱性を認識する

その他の材料を育てる

ジェネヴィーヴ・ベル

ザッカリー・ボーグ

（3A 研究所（Autonomy, Agency, and Assurance Institute）

（ デ ー タ・ コ レ ク テ ィ ブ・ ベ ン チ ャ ー・ キ ャ ピ タ ル（Data

所長、インテル 上級客員研究員／オーストラリア）

Collective Venture Capital ）業務執行社員／米国）

2019 年末から私の国、オーストラリアは大規

過去 80 年間または 90 年間、革新的な素材の

模な森林火災に見舞われた。2030 年は、私が今

開発は石油によって推進されてきた。原油を精製

住んでいるような世界ではないかと感じている。

して燃料、プラスチック、医薬品などに組み換え

1 つは、気候は急速に変化しているということ

てきたのだ。我々は 2020 年代を、生物学が推

だ。もう 1 つは、オーストラリア国民は自分の個

進するイノベーションの 10 年として振り返るだ

人データと政府データの両方にアクセスして、火

ろう。植物の遺伝子を改変して化学物質を合成す

災予測、避難指示、大気環境レポートなどをタイ

ることで、石油よりも指数関数的に大きな設計空

ムリーに取得できるようにすることを、もっと深

間が開かれ、より持続可能な生活や経済の発展に

く考え始めなければならない。テクノロジーの最

貢献する新しい素材が作られる。こうした取り組

前線にいる我々だけが気にしていたデータに関す

みは、すでに起こり始めている。たとえば、我々

る疑問を、一般の人々も感じるようになった。第

が投資している企業の 1 つは、パーム油の代替品

3 に、20 世紀から 21 世紀という時代に引き渡さ

を生産する微生物を製造している。すべてを可能

れたすべてのインフラ（電気、水、通信、市民社

にしているのは、計算能力の大幅な増加と、必要

会全体）は脆弱であり、もろくなっているという

な代謝経路のモデリングと設計を可能にする人工

事実に対処する必要がある。

知能（AI）だ。

「我々が必要とするのは、子育て、健康管理、高齢

者ケア、教育などの適切な仕事へ乗り換えることだ」
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中国のスマホが

グローバルなサプライチェーンは

市場を支配する

崩壊し、貧しい国々は苦しむ

ロナウド・レモス

ワヌリ・カヒウ

（リオ技術社会協会（Institute for Technology and Society of Rio ）会長／ブラジル）

（国際労働組合総連合（International Trade Union Confederation）事務
局長／オーストラリア）

2030 年までに、世界で最も有名な携帯電話ブ
3D プリント、自動化、ロボット工学により、

ランドは中国企業になり、独自のオペレーティン
グ・システムを使い、アンドロイド携帯電話の市

製造業は特定の地域に合わせた大規模な変革が引

場を半分に削減するだろう。

き起こされる。 4 つのストライプと 3 つのポケッ
トがついたジーンズを、地元の店に頼めば今すぐ
手に入れられるようになったら、ファスト・ファッ
ション業界は危機に瀕する。食料生産もより地域
限定になり、二酸化炭素排出量を削減する取り組
みは消費パターンを変えるだろう。したがって、
世界貿易の基盤であるサプライチェーン（非人間
的で、搾取的とはいえ）は最も脆弱な国からその
大部分が消滅し、経済的に破綻した国家は、さら
に絶望的な貧困に陥る可能性が大きい。我々が必
要とするのは、子育て、健康管理、高齢者ケア、
教育などの適切な仕事へ乗り換えることだ。人的
基盤、サポート、サービスなどに投資する必要が
ある。
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中小企業の
スーパーコンピューター利用
ピーター・ウンガロ
（クレイ（Cray）CEO（最高経営責任者）／米国）

たとえば、自動車メーカー向けの構成部品を製造
する企業は数百社ある。 今日、そうした企業は
小さなコンピューター・システムを使用して、部
品の CAD 図面作成といくらかのシミュレーショ
ンをしている。将来的には、すべての計測・測定
器がデータを生成するため、現在の 10 倍、100
倍、1000 倍のデータセットを使って計算できる
ようになり、部品のモデリング方法が変わる。そ
れを実現するテクノロジーは、ミニ・スーパーコ
ンピューターのようなものだ。一部の企業は敷地
内に設置し、他の企業はクラウド経由でアクセス
するだけだ。また、設置面積がバスケットボール
のコート 2 面分が必要で、30 メガワットを消費
するようなマシンとは違う。1 つの戸棚に収まる
大きさになるだろう。

（Gideon Lichfield）
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