
国際シンポジウム「AIネットワーク社会フォーラム２０２２」

国内外の有識者、専門家等が参加し、AIの普及・利活用の鍵となるデータの利活用・流通に関する議論を行うとともに、国際的な動向も踏まえつつ、
AIに係る規制やガバナンスの在り方等に関する議論を行うことにより、AIに関連する様々な社会的課題の解決に資することを目的として開催。

○ 日時：2022年３月１日（火）13:00～18:00 （オンライン）

1※ 参加者の所属・役職については開催当時のもの

13:00-13:05 開会挨拶 (5) 金子恭之 総務大臣

13:05-13:25 特別講演 (20)
「ＨｏｗｔｏｖａｌｕｅｄａｔａｉｎａｗｏｒｌｄｗｉｔｈＡＩ」

ローラ・フェルトカンプ コロンビア大学教授

13:25-14:05 特別対談 (40)

「ＡＩ・データ産業革命」

ローラ・フェルトカンプ コロンビア大学教授

岩田一政 公益社団法人日本経済研究センター理事長

14:05-15:25

パネル

ディスカッション

(80)

「データ×ＡＩが切り拓く明日の世界」

≪モデレーター≫

大橋弘 東京大学公共政策大学院院長・教授

≪パネリスト≫

瀧 俊雄 株式会社マネーフォワード執行役員サステナビリティ担当ＣｏＰＡ、Ｆｉｎｔｅｃｈ研究所長

玉城絵美 琉球大学工学部知能情報コース教授、Ｈ２Ｌ,Ｉｎｃ. ＣＥＯ

武藤真祐 医療法人社団鉄祐会理事長、株式会社インテグリティ・ヘルスケア代表取締役会長

15:25-15:55 特別講演（30）

「ＡＩ,  ｇｌｏｂａｌｉｓａｔｉｏｎ,  ａｎｄｔｈｅｆｕｔｕｒｅｏｆｗｏｒｋ」

リチャード・ボールドウィン ジュネーブ国際高等問題研究所教授

【聞き手】関口和一 株式会社ＭＭ総研代表取締役所長、元日本経済新聞社論説委員

15:55-16:00 － 休憩 －

16:00-16:15 特別挨拶 (15) 須藤修 中央大学国際情報学部教授、中央大学ＥＬＳＩセンター所長、東京大学大学院情報学環特任教授

16:15-16:35 特別講演 (20)
「ＡＩＥｔｈｉｃｓ：ＴｒａｎｓｌａｔｉｎｇＰｒｉｎｃｉｐｌｅｓｉｎｔｏＧｏｖｅｒｎａｎｃｅａｎｄＲｅｇｕｌａｔｉｏｎ」

フランチェスカ・ロッシ ＩＢＭコーポレーションＩＢＭフェロー、ＩＢＭＡＩ倫理グローバルリーダー

16:35-17:55

パネル

ディスカッション

(80)

「ＡＩと共生する世界に向けたガバナンス」

≪モデレーター≫

須藤修 中央大学国際情報学部教授、中央大学ＥＬＳＩセンター所長、東京大学大学院情報学環特任教授

≪パネリスト≫

江間有沙 東京大学未来ビジョン研究センター准教授

平野晋 中央大学国際情報学部学部長・教授

福田剛志 日本アイ･ビー･エム株式会社執行役員東京基礎研究所所長

望月康則 日本電気株式会社ＮＥＣフェロー

17:55-18:00 閉会挨拶 (5) 中西祐介 総務副大臣
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各セッションの概要 ①

特別講演
● AIを活用してデータからナレッジを生産することでより多くの価値が創出される。データ量が爆発的に伸びる

中、企業の価値は保有しているデータ量で決まる。米国の大企業が成長している要因は、有形資産ではな
く、保有しているデータという無形資産が膨大になっているからである。企業価値を高めるには、AIによるデー
タ価値の最大化が大きな鍵を握っている。

● データ活用は、データ集約性と労働集約性によって成果が変わる。データを管理する労働者、古い技術ス
キルを持つ労働者を最適な比率で雇用した上で、将来を見据え、AIを活用してナレッジを生成する労働者
の雇用を増やす労働ミックスが不可欠となる。実際に採用率をみると、ここ数年、AIワーカーの伸び率は、古
い技術スキル労働者、データ管理者を上回っている。また、賃金も、AIワーカー、古い技術スキル労働者、
データ管理者の順に高い。

● 現状、AIワーカーの労働者に占める割合は低く、データ活用による収益への貢献度は古い技術スキル労
働者の方が高い。産業革命においても、新しい技術を使う労働者は５～13％であった。AIによるデータ活
用が価値創出の源泉であることは疑う余地はなく、企業における労働分配率は変わっていくであろう。

ローラ・フェルトカンプ 氏

（コロンビア大学 教授）

特別挨拶

● インターネットの民間利用開始以来の破壊的な技術トレンドの中にあって、AIは極めて重要な要素であり、
AI原則及びガバナンスの取組が大きな注目を集めている。

● 日本政府においては、AIの適切な開発と社会実装のため、2019年３月に「人間中心のAI社会原則」
(①人間中心の原則、②教育・リテラシーの原則、③プライバシー確保の原則、④セキュリティ確保の原則、
⑤公正競争確保の原則、⑥公平性、説明責任及び透明性の原則、⑦イノベーションの原則）を取りまと
めた。これらの原則はAIを利活用して新たな社会を構築する上で核となるものである。

● 自分が議長を務めている総務省のAIネットワーク社会推進会議においては、AI社会のあるべき姿を考え、
AI利活用の仕方やデータ流通などについて多面的な検討を行ってきた。

● 2023年にG７が日本で開催される予定であり、AIの在り方について積極的に提案する準備が進んでいる。
様々な動きがある中、国際社会と協調しながら、新たな社会を作っていくことが求められている。

”How to Value data in a world with AI”

須藤 修 氏

（中央大学 国際情報学部 教授、

中央大学 ELSIセンター 所長、

東京大学大学院 情報学環 特任教授）

2



各セッションの概要 ②

特別講演

● 2019年に著した『GLOBOTICS』において、デジタル技術がホワイトカラーと専門職に対して、仕事の自動
化とグローバル化を同時にもたらすと述べた。コンピューターが新たな認知スキルを獲得したことによって、翻訳
や編集、グラフィックスなど、人の介在が必要であった多くの仕事が、機械学習で実現できるようになった。

● デジタル技術は、最初はなかなか進まず、あるときから極端に成長し始め、そこでディスラプション（破壊的
創造）が起きる。

● 未来では、ソフトウェア・ロボットで自動化できる仕事は、人の手を離れる。新興市場の安価な労働力に任
せられる仕事は、オフショアされるであろう。しかし、倫理、創造性、好奇心、モチベーションなど、人間的で複
雑なものに関するビッグデータを収集することは、リモート・インテリジェンスやAIには困難である。

● 簿記や会計、一定の法律業務など、自動化できる仕事は比較的早くロボットに置き換わる一方で、競争
力のある労働者はより多くの機会を得る。

● 政府には、労働者の再適応を支援する再教育や移転支援など、積極的な労働市場政策が求められる。

リチャード・ボールドウィン 氏

（ジュネーブ国際高等問題研究所

教授）

特別講演

● AI倫理は、認識の時代、原則の時代を経て、現在は「AI倫理3.0」と呼ばれる運用の段階にある。

● 2021年に発表された「EU AI ACT」と呼ばれる規制案は１つの形であり、AIそのものではなく、AIのアプリ

ケーションを規制していることが特色として挙げられる。規制案においては、４つのリスクレベルが定義され、レ

ベルごとに義務（AIシステムの提供者やユーザーが対象）とアプリケーションに関する制約が規定されており、

「信頼できるAI」の７つの要件も定義されている。企業はこの規制に則って、AIソリューションを構築しなけれ

ばならない。

● IBMは、AIは人間の知能を拡張するもので、透明性と説明可能性が必要であるとする原則を定め、この

原則の下で信頼できるAIの姿を設定している。IBMの原則は、EUの規制案における「信頼できるAI」の７

つの要件と類似したものとなっており、社内ガバナンスを効かせて、原則を運用に落とし込んでいる。

● 規制はAI倫理を守る多くの理由のうちの１つに過ぎない。規制を遵守することは重要であるが、AI倫理と

いうのは、単なる規制遵守を超えるものである。

”AI, globalization, and the future of work”

フランチェスカ・ロッシ 氏

（IBMコーポレーション IBMフェロー、

IBM AI倫理グローバルリーダー）

”AI Ethics : Translating Principles into Governance and Regulation”

＜聞き手＞ 関口 和一 氏（株式会社MM総研代表取締役所長、元日本経済新聞社論説委員）
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各セッションの概要 ③

特別対談

● AI技術には「予測アルゴリズム」と「発明アルゴリズム」があるが、生産性に直接影響があって、高い成長率
をもたらすのはどちらであると考えるか。また、産業革命と比較して違いはあるか。（岩田）

● 産業革命において、技術によってモノの生産方式が変わったのと同様に、AI技術は、ナレッジの生み出し方
を変える。資本は、設備投資に使うものと研究開発に使うものに分けられるが、高い成長を生み出すのは研
究開発に当たる「発明アルゴリズム」の方であると考える。（フェルトカンプ）

● AI革命が米国経済に与える影響をどのように見ているか。（岩田）

● 大きな影響があることは確かであるが、AI技術が汎用技術となり、様々な業界で採用されるようになるには
数十年かかるであろう。また、技術だけで成長し続けられるということではない。（フェルトカンプ）

● 日本経済研究センターが行った調査において、AIとIoTを最大限活用した場合、日本経済の成長率は
１％以下から５％に変わるという予測結果が得られている。長期的にみれば、技術的な進歩は収れんして
いくが、この影響力は大きいと思われる。（岩田）

● 企業は、AI技術が古い技術よりはるかに生産性が高く、利益につながることは分かっている。だからこそ、AI
の利活用を推進しており、人材育成にも取り組んでいる。（フェルトカンプ）

● 異なる業種や産業、あるいは国を越えたデータの自由な流通は、企業の生産性にどのような影響を与える
と考えるか。（岩田）

● データ活用によって、我々の生活は、より便利で効率的になっており、生産性も向上している。他方、デー
タ共有が進むことによって、企業行動が変容する可能性がある。プライバシーの問題を含め、データの自由な
流通には注意が必要である。（フェルトカンプ）

● 日本はデータ共有の仕組みができていないため、AIの利活用が遅れている。中国では既に８割以上の企
業がAIを利活用しているが、日本においては４割弱にとどまっている。（岩田）

● AIの利活用は始まったばかりであり、今後、AIの利活用による労働分配率の変化や無形資産の変化など
を注視していくことが必要である。（フェルトカンプ）

● データの流れはお金の流れであるとの指摘がある。データと通貨が合わさる世界が生まれるとしたら、その結
果はどのようになると考えるか。（岩田）

● お金はサービスや製品の提供に対して対価を示すものであるが、データはナレッジである。ナレッジは共有さ
れなければならず、私たちはナレッジを共有することで成長できる。個人情報保護と情報の所有者の尊重と
のバランスを取りながら、ナレッジやデータを共有していくことが重要である。（フェルトカンプ）

ローラ・フェルトカンプ 氏

（コロンビア大学 教授）

岩田 一政 氏

（日本経済研究センター 理事長）

「AI・データ産業革命」
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各セッションの概要 ④

パネルディスカッション

● データが経済的な付加価値を加速度的に高める中、医療や金融などの分野においては、
産業の枠を意識した分析の掘り下げが必要である。（大橋）

● 日本の金融業界は、プログラム同士をつなぐアプリケーション・プログラミング・インターフェース
（API）化が進んでおり、連携時には明確な情報移転の同意が必要である。ただし、デー
タに係る権利の考え方や法整備は不十分である。（瀧）

● クオリティデータを用いた個別化医療を実現するには、人々が価値を感じられるようにプラッ
トフォームを構築する必要があるが、医療提供者側の負荷を軽減することが重要である。よ
いAIを提供しても、医療従事者の負担が減らなければ意味がない。（武藤）

● 「人が物体に作用し、臨場感を得る感覚」のデジタル化とそのデータ出力に挑んでいる。こ
れが実現すると、部屋の中にいながら仮想空間（メタバース）上で働いたり、スポーツや観
光で体験共有を得るなど、多くの付加価値が生まれる。他方、様々な課題もあり、研究者
ベースでは、実用化に向けたルールづくりなどの議論が既に行われている。（玉城）

● 金融のデジタル化で重要なのは情報漏洩など事故を起こさないことである。ベンチャーで
あっても、フィンテック事業者にはセキュリティスタンダードが必要である。（瀧）

● オンライン診療が増えつつあるが、新たなデジタルデバイドが生まれつつある。これまで知らず
に我慢していた負荷を減らすことが重要である。（武藤）

● データをどのように統合し、ユーザーなどに成果を返していくのか、ユーザーの動きや変容も
調査することが必要である。自己情報をコントロールしていくことが重要である。（玉城）

● DFTT（信頼ある自由なデータ流通）の実現に向けて、日本ではどのような環境整備が
必要か。（大橋）

● 個人情報の移転は法律に守られており議論しやすいが、統計情報や加工情報については
議論が難しい。企業が、データステートメントを出すといった対応が必要である。（瀧）

● 医療の民主化を目標として、自己決定権を持ち、きちんと統制された枠組みを作る必要
がある。予防医療においても、多分野のデータの共有・活用が必要である。（武藤）

● 環境整備の課題は、「データオーナーシップ」、「同意のユーザーエクスペリエンス」、「分野を
超えたデータセキュリティと共有」の３つである。（玉城）

「データ×AIが切り拓く明日の世界」

【パネリスト】

瀧 俊雄 氏

（株式会社マネーフォワード 執行役員

サステナビリティ担当CoPA、

Fintech研究所長）

玉城 絵美 氏

（琉球大学 工学部 知能情報コース

教授、H2L, Inc. CEO）

武藤 真祐 氏

（医療法人社団鉄祐会 理事長、

株式会社インテグリティ・ヘルスケア

代表取締役会長）

【モデレーター】

大橋 弘 氏

（東京大学公共政策大学院

院長・教授）
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各セッションの概要 ⑤

パネルディスカッション

● AIガバナンスは公平性や透明性、信頼性などの原則を定め、それを実践する段階へと進んでい
る。AIガバナンスに関連する課題解決の取組は、「競争領域」ではなく「協調領域」であり、様々
な関係者を巻き込んで議論を重ね、エコシステムを構築することが重要である。（江間）

● AI利活用の目的は、人間の知性を補うことであり、置き換えることではない。新たな技術も、透
明かつ説明可能でなければならない。IBMは、信頼と透明性の原則を明らかにし、AIに対する精
密規制についても、技術を規制するのではなく、個別に判断することとしている。（福田）

● AIによる社会価値の創出には、機能や性能と同時に、社会から信頼を獲得し、受け入れられる
ことが重要である。AIガバナンスがイノベーション創出の阻害要因や参入障壁とならないための配
慮が不可欠である。（望月）

● AIの規制に対して、「ハードロー」や「ソフトロー」に関する議論が行われているが、二分法的な議
論ではなく、これから顕在化してくる多様で具体的なリスクに対して、合理的な規制は何か、知恵
を出し合うことが重要である。（平野）

● EUの規制法案について、転ばぬ先の杖がよいという価値観は理解できるが、イノベーションの遅
れによるリスクも危惧される。規制内容の精査が必要である。（平野）

● AIは発展途上の技術であり、技術もリスクも社会の受容性も時間とともに変化していく前提で
考えることが重要である。（福田）

● EUのハイレベルな考え方は重要であるが、民間の立場からは、ユースケースベースの重要性を主
張し、協調しつつ、現実的に遵守可能な形を作っていくことが大事である。（望月）

● プライバシーや人間の尊厳に対する考え方、働き方など、国や地域で違いがある。アカデミアが持
つ情報の共有や発信といった機能が役に立つと考えている。（江間）

● AIの規制については、動かしながら状況に応じて変えていくべきであり、一番厳しい規制に合わ
せる必要性も出てくるのではないか。相互運用性の確保が重要である。（福田）

● AIは、使う側のメリット等の理解を得ながら進めることが重要である。（望月）

● EUとの協調路線を模索することが重要であり、人材育成や議論が不可欠である。（江間）

● 人間中心の社会においては、AIが暴走しないよう、 「ELSI（エルシー）」（倫理的・法的・社
会的課題）の検討にハンドルとブレーキの役目を担わせることが重要である。（平野）

● 各国の法制・産業構造・行政システム等に違いがあることに留意が必要である。EU等に対して
も、そのことを明確に示した上で、国際協調を進めていく必要がある。（須藤）

「AIと共生する世界に向けたガバナンス」

【パネリスト】

江間 有沙 氏

（東京大学 未来ビジョン研究センター

准教授）

平野 晋 氏

（中央大学 国際情報学部

学部長・教授）

福田 剛志 氏

（日本アイ･ビー･エム株式会社

執行役員 東京基礎研究所 所長）

望月 康則 氏

（日本電気株式会社

NECフェロー）

【モデレーター】

須藤 修 氏

（中央大学 国際情報学部 教授、

中央大学 ELSIセンター 所長、

東京大学大学院 情報学環

特任教授）
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Global Forum on AI Network Society 2022

With the participation of experts from Japan and abroad, this forum was held to contribute to the resolution of various 
social issues related to AI through discussion on the use and distribution of data, which is the key to the dissemination 
and use of AI, as well as regulatory issues and governance related to AI, taking into an account international trends.

○ Date and time: Tuesday, March 1, 2022, 13:00 to 18:00 (online)

1-1

※ Affiliations and titles of participants as of the time of the event.

13:00-13:05
Opening Remarks 

(5)
KANEKO Yasushi, Minister for Internal Affairs and Communications

13:05-13:25
Keynote Lecture 

(20)

“How to Value Data in a World with AI”

Laura VELDKAMP, Professor, Columbia University

13:25-14:05
Keynote Dialogue

(40)

The Industrial Revolution by AI and Data

Laura VELDKAMP, Professor, Columbia University

IWATA Kazumasa, President, Japan Center for Economic Research

14:05-15:25
Panel Discussion

(80)

"Tomorrow's World Spurred by Data and AI"

≪ Moderator ≫

OHASHI Hiroshi, Professor of Economics and Dean, Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo

≪ Panelists ≫

TAKI Toshio, Executive Director, Head of Sustainability and CoPA, Head of the Money Forward Fintech

Institute, Money Forward, Inc.

TAMAKI Emi, Professor, Computer Science and Intelligent Systems Program, Faculty of Engineering, 

University of the Ryukyus; CEO, H2L, Inc.

MUTO Shinsuke, President, Tetsuyu Institute Medical Corporation;  Chairman, Integrity Healthcare

15:25-15:55
Special Lecture 

(30)

“AI, Globalisation, and the Future of Work”

Richard BALDWIN, Professor, International Economics, The Graduate Institute, Geneva

Moderator: SEKIGUCHI Waichi, President, MM Research Institute; Former Editorial Writer, Nikkei, Inc.

15:55-16:00 - Break-



Global Forum on AI Network Society 2022

1-2

※ Affiliations and titles of participants as of the time of the event

16:00-16:15
Honor Lecture 

(15)

SUDO Osamu, Professor, Faculty of Global Informatics, Chuo University; Director, ELSI Center, Chuo University;

Project Professor, Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo

16:15-16:35
Special Lecture

(20)

“AI Ethics : Translating Principles into Governance and Regulation”

Francesca ROSSI, IBM Fellow and the IBM AI Ethics Global Leader, IBM Corporation

16:35-17:55
Panel Discussion

(80)

"Governance for the World Living in Harmony with AI"

≪ Moderator ≫

SUDO Osamu, Professor, Faculty of Global Informatics, Chuo University, Director, ELSI Center, Chuo University;

Project Professor, Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo

≪ Panelists ≫

EMA Arisa, Associate Professor, Institute for Future Initiatives, The University of Tokyo

HIRANO Susumu, Professor and Dean, Faculty of Global Informatics, Chuo University

FUKUDA Takeshi, Director of IBM Research – Tokyo, IBM Japan

MOCHIZUKI Yasunori, NEC Fellow, NEC Corporation

17:55-18:00
Closing Remarks 

(5)
NAKANISHI Yusuke, State Minister for Internal Affairs and Communications



Sessions Overview ①

Keynote Lecture
● More value is created by leveraging AI to produce knowledge from data. As the volume of data grows 

exponentially, the value of a company is determined by the amount of data it possesses. The reason 

behind for the growth of large U.S. corporations is not their tangible assets, but the vast amount of 

intangible assets they possess: data. Maximizing data value through AI is a key to maximize corporate 

value.

● Data utilization will have different outcomes depending on data-intensity and labor-intensity. It is 

essential to employ an optimal ratio of workers who manage data and workers with older technological 

skills, and then to increase employment of workers who use AI to generate knowledge for the future. In 

practice, the growth rate of AI-skilled workers has outpaced that of old-tech workers and data managers 

over the past few years. Wages are also higher for AI-skilled workers, old-tech workers, and data 

managers, in that order.

● AI-skilled workers currently make up a small percentage of the workforce, and the contribution to 

revenue from data utilization is higher for old-tech workers. Even during the Industrial Revolution, only 

5-13% of the workforce used new technologies; there is no doubt that data utilization through AI is a 

source of value creation, and the labor share in firms is to change.

Laura VELDKAMP

(Professor, Columbia University)

Honor Lecture

● In the midst of disruptive technological trends since the start of private-sector use of the Internet, AI is a 

critical element and its principles and governance initiatives have received significant attention.

● For the appropriate development and implementation of AI, in March 2019, the Japanese government 

compiled “Human-Centric AI Social Principles” ① Human-Centric Principles, ② Principles for Education 

and Literacy, ③ Privacy Principles, ④ Principles for Ensuring Security, ⑤ Principles for Securing Fair 

Competition, ⑥ Principles for Fairness, Accountability and Transparency, and ⑦ Principles for Innovation). 

These principles are the core of building a new society through the use of AI.

● The Conference toward AI Network Society of the Ministry of Internal Affairs and Cmmunications, which I 

chair, has been discussing what the ideal  AI society is,  how AI should be utilized and how data should 

be distributed.

● The G7 meeting is scheduled to be held in Japan in 2023, and preparations are underway to actively 

make proposals on how AI should be used. In the midst of various developments, we are expected to 

cooperate with international communities to create a new society.

"How to Value Data in a World with AI"

SUDO Osamu
(Professor, Faculty of Global Informatics, 
Chuo University; Director, ELSI Center, Chuo 
University; Project Professor, Graduate 
School of Interdisciplinary Information 
Studies, The University of Tokyo)
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Sessions Overview ②

Special Lecture

Richard BALDWIN
(Professor, International Economics, 
The Graduate Institute, Geneva)

● AI ethics has passed through the phase of awareness and the phase of principles, and is now in the 

operational phase called "AI Ethics 3.0".

● The draft regulation called "EU AI ACT" published in 2021 is one form of AI ethics, and is characterized 

by the fact that it regulates applications of AI rather than AI itself. The draft regulation defines four risk 

levels, with obligations (for providers and users of AI systems) and restrictions on applications according 

to the levels. It also defines seven requirements for "trusted AI. Companies must build AI solutions in 

accordance with these regulations.

● IBM has established principles that AI is an extension of human intelligence which requires transparency 

and accountability, and under these principles it sets out what trustworthy AI should look like. IBM's 

principles are similar to the seven requirements for "trustworthy AI" in the proposed EU regulation, and 

the company has put the principles into operation with effective internal governance.

● Regulation is only one of many reasons to adhere to AI ethics. While compliance with regulations is 

important, AI ethics is about more than mere regulatory compliance.

"AI, Globalization, and the Future of Work"

Francesca ROSSI
(IBM Fellow and the IBM AI Ethics 
Global Leader, IBM Corporation)

"AI Ethics : Translating Principles into Governance and Regulation"

<Moderator> SEKIGUCHI Waichi, President, MM Research Institute; Former Editorial Writer, Nikkei, Inc.
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● In my 2019 book, “GLOBOTICS,” I stated that digital technology will simultaneously automate and 

globalize white-collar and professional jobs. As computers acquire new cognitive skills, many jobs that 

once required human intervention, such as translation, editing, and graphics, can now be accomplished 

through machine learning.

● Digital technology grows slowly at first, and then extremely fast at some point, where disruption 

(disruptive innovation) occurs.

● In the future, jobs that can be automated by software robots will leave human hands. Jobs that can be 

done by cheap labor in emerging markets will be offshored. But collecting big data about ethics, 

creativity, curiosity, motivation, and other human and complex things will be difficult for remote 

intelligence and AI.

● Jobs that can be automated, including bookkeeping, accounting, and certain legal work, will be replaced 

relatively quickly by robots, while competitive workers will have more opportunities.

● Governments are required to have proactive labor market policies, such as retraining and relocation 

supports to help workers readjust.

Special Lecture



Sessions Overview ③

Keynote Dialogue
● AI technologies include "prediction algorithms" and "invention algorithms“. Which do you think has a 

more direct impact on productivity and leads to a higher growth rate? Also, do you see any difference 
compared to the industrial revolution? (Iwata).

● In the same way that technology changed the way goods were produced in the Industrial Revolution, AI 
technology will change the way knowledge is generated. Capital can be divided into those used for 
capital investment and those used for research and development, but we believe that it is the "invention 
algorithms," which are research and development, that generate higher growth. (Veldkamp)

● How do you see the AI revolution impacting the U.S. economy? (Iwata)

● While there will certainly be a significant impact, it will take decades for AI technology to become a 
general-purpose technology and to be adopted in a variety of industries. Also the technology alone is not 
enough to keep growing. (Veldkamp)

● In a study conducted by the Japan Center for Economic Research, it was found that if AI and IoT were 
fully utilized, the projected growth rate of the Japanese economy would change from less than 1% to 
5%. In the long run, technological advances will converge, but this impact will be significant. (Iwata)

● Companies know that AI technology is far more productive and profitable than older technologies. That 
is why they are promoting the use of AI and are working to develop human resources. (Veldkamp)

● How do you think the free distribution of data across different industries, sectors, or countries will affect 
the productivity of companies? (Iwata)

● Data utilization has made our lives more convenient, efficient, and productive. On the other hand, 
increased data sharing may transform corporate behavior. Care must be taken in the free distribution of 

data, including privacy issues. (Veldkamp)

● Japan lags behind in the utilization of AI due to the lack of a data sharing mechanism. In China, more 
than 80% of companies are already utilizing AI, but in Japan, only less than 40% are utilizing AI. (Iwata)

● The utilization of AI has just begun, and it will be necessary to closely monitor changes in the labor 
participation rate and intangible assets resulting from the utilization of AI. (Veldkamp)

● It has been pointed out that the flow of data is the flow of money. If a world in which data and currency 

are combined is created, what do you think the outcome will be? （Iwata.)

● While money is a form of payment for services and products, data is knowledge. Knowledge must be 
shared and we can grow by sharing knowledge. It is important to share knowledge and data while 
striking a balance between privacy protection and respect for the owner of the information. (Veldkamp)

Laura VELDKAMP

(Professor, Columbia University)

IWATA Kazumasa

(President, Japan Center for 
Economic Research)

“The Industry Revolution by AI and Data”
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Sessions Overview ④

Panel Discussion

● As data adds economic value at an accelerating pace, it is necessary to conduct deeper,
sector-specific analysis in areas such as healthcare and finance. (Ohashi)

● The Japanese financial industry is increasingly using application programming interfaces
(APIs) to link programs together, and clear consent for information transfer is required at
the time of linkage. However, the concept of rights pertaining to access and ownership of
data and related legislation are insufficient. (Taki)

● In order to realize personalized medicine with quality data, it is necessary to build a
platform that people can perceive as valuable, but it is important to reduce the burden
on the healthcare providers. Good AI will be meaningless if it does not help the
healthcare providers. (Muto).

● I have been challenging to digitize the "sensation of a person acting on an object to
obtain a sense of presence" and its data output. If this is realized, it will create a lot of
added value, such as working in a virtual space (metaverse) while in a room, or gaining
shared experiences in sports and sightseeing. On the other hand, there are many issues
to be considered, and the researchers are already discussing the rule-making for
practical use. (Tamaki)

● The key to financial digitalization is not to cause incidents such as information leaks.
Security standards are necessary for fintech businesses, even if they are ventures. (Taki)

● Online medical care is growing, but a new digital divide is emerging. It is important to
reduce the load that has been endured unknowingly. （Muto.)

● It is necessary to investigate how to integrate data and return results to users, as well as
the movements and transformations of users. It is important to control self-information.
(Tamaki)

● What kind of environment needs to be developed in Japan to realize the DFTT (trusted
and free data distribution)? (Ohashi)

● The transfer of personal information is protected by law and easy to discuss, but
comparatively statistical and processed information is difficult to discuss. Companies
individually need to take actions such as issuing data statements. (Taki)

● The goal of democratization of healthcare is to have the right to self-determination and
to create a well-governed framework. In preventive medicine, it is necessary to share
and utilize data from multiple fields. (Muto)

● The three challenges to improve the environment are data ownership, user experience of
consent, and data security and sharing across disciplines. (Tamaki)

"Tomorrow's World Spurred by Data and AI"
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【 Moderator】
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【 Panelists 】
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Fintech Institute,
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(Professor, Computer 
Science and Intelligent 
Systems Program, Faculty 
of Engineering, University 
of the Ryukyus; CEO, H2L, 
Inc.)

MUTO Shinsuke
(President, Tetsuyu 
Institute Medical 
Corporation;  Chairman, 
Integrity Healthcare)



Sessions Overview ⑤

Panel Discussion

● AI governance is moving toward the stage of defining and implementing principles of fairness, 
transparency, and trustworthiness. Efforts to solve issues related to AI governance are not in the 
"competitive domain" but in the "collaborative domain," and it is important to involve various 
stakeholders in discussions and to build an ecosystem. (Ema)

● The purpose of AI utilization is to augment human intelligence, and not to replace it. New 
technologies must also be transparent and explainable; IBM has clarified the principles for trust and 
transparency and has stated that precision regulation of AI will be determined on a use-case basis, 
rather than regulating the technology itself. (Fukuda)

● In order to create social value through AI, it is important to gain society's trust and acceptance as 
well as functionality and performance; it is essential to ensure that AI governance does not become 
an impediment to innovation creation or a barrier to entry. (Mochizuki)

● Although there are discussions on "hard law" and "soft law" for the regulation of AI, it is important 
to share wisdom on what are reasonable regulations for the diverse and specific risks that will 
emerge in the future, rather than a dichotomous discussion. (Hirano)

● Regarding the EU regulatory bill, while I understand the idea that it is better to be on the safe side, 
but there is the risk of delayed innovation. The contents of the regulations need to be scrutinized. 
(Hirano).

● AI is a developing technology, and it is important to assume that technology, risk, and social 
acceptance will change over time. (Fukuda)

● While the high-level thinking of the EU is important, from the view of the private sector, I would like 
to stress on the significance of a use case-based thinking and to make it realistic and compliant 
while cooperating. (Mochizuki)

● There are differences among countries and regions in terms of attitudes towards privacy, human 
dignity, and work style. We believe that the functions of academia, such as information sharing and 
dissemination, will be useful. (Ema)

● The regulations for AI should be changed according to the situation as it is moved around, and there 
may be a need to adapt to the most stringent regulations. It is important to ensure interoperability. 
(Fukuda)

● It is important to proceed with AI while gaining an understanding of the benefits and other aspects 
of its use. (Mochizuki)

● It is important to seek a cooperative path with the EU. Human resource development and discussion 
are essential. (Ema)

● In a human-centered society, it is important to discuss "ELSI" (ethical, legal, and social issues) so 
that AI is under control. (Hirano)

● It should be noted that there are differences in legislation, industrial structures, administrative 
systems, etc. in each country, International cooperation should be promoted after clearly indicating 
this diversity to the EU and other countries. (Sudo)

"Governance for the World Living in Harmony with AI"
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