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技術経営会議第 89 回本会議（軽井沢）実施報告

　第 89 回本会議は 9 月 9 日（日）～ 10 日（月）の２日間、長野県の軽井沢プリンスホテル・ウエス
トを会場にして開催された。今回の統一テーマは『AI/IoT/ ビックデータの社会実装』として、AI/IoT/
ビッグデータが社会実装されつつある中での種々の課題や展望を探ろうとするものであった。
　本会議では、AI は既に認識や読解力などの分野で人間の能力を超え、社会を豊かにし、産業のビジ
ネスモデルを変革し、医療でも VR やビッグデータにより個の価値の社会化が起こっている。ブロック
チェーンのような分散型データ流通の新しいプラットフォームも登場している。それに伴って、リスク
の変化やデータ利活用の実践的な問題などが生じている。このような背景をもとに、産業界が取り組む
べき方向（産業をいかに変革していくか）について、7 つのラウンドテーブルを設け、種々の切り口か
ら非常に活発な議論を行った。
　参加者は、経営幹部と CTO に加え若手キーパーソン等、昨年を大幅に上回る 205 名、また、女性参
加者も 43 名（21%）となり、過去最高を記録した。
　全体会合に先立ち、技術経営会議の次期役員の改選が行われ、新運営委員 23 名が選任された。
　第 45 代副議長として東日本電信電話㈱代表取締役副社長の澁谷直樹氏が選任された。また、会計監
査役として㈱ IHI エグゼクティブフェローの石戸利典氏と、スリーエムジャパン㈱常務執行役員の島田
正志氏が選任された。

技術経営会議　第 89 回本会議（軽井沢）実施報告
～ 統一テーマは「AI/IoT/ ビックデータの社会実装」～

（一社）科学技術と経済の会
技術経営会議

第 89 回本会議模様
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技術と経済　2018.11

本会議プログラムと会議模様

●９月９日（日）　第１日目　
（１）開会挨拶　
　技術経営会議議長  遠藤信博氏（日本電気㈱代表取締役会長）からの挨拶があり、２日間の会議が開
始された。

［遠藤議長挨拶の要約］
　今年は災害年と思えるほど日本中に災害が起きて
おり、被害に遭われた方々へのお見舞いと早急なる
復興を祈る。
　本会議審議と臨時運営委員会の結果については上
記の通りである。任期満了になった前任の第 43 代
副議長  舩橋哲也様（㈱協和エクシオ代表取締役副社
長）、及び、前会計監査役  山上伸様（東京ガス㈱ア
ドバイザー）と髙原勇様（トヨタ自動車㈱ BR- 未来
社会工学室担当部長）に深く感謝申し上げる。
　研究会活動は今年度に２つの専門委員会が終了し、
本日のプログラムにてその報告がなされる予定であ
る。新しく 10 月より、三菱電機㈱役員技監の杉浦
博明氏を委員長とする「デジタル変革による新サー
ビス創造専門委員会」の活動が開始されるので、積
極的な参加をお願いしたい。
　現在、第 7 回「技術経営・イノベーション賞」の
募集中である。この賞は単なる表彰制度ではなく、
イノベーションとはどのようなもので、どのような
プロセスから生まれるか、何が課題かなどを皆で勉
強し明日から自分たちの仕事に生かすことが主旨で
ある。応募される方も応募や審査の過程から得ると
ころが必ずある。今回より、「内閣総理大臣賞」が新
設されたことでもあり、是非多くの方からの応募を
お願いする。
　この夏の本会議も初の 200 名超えとなり、さらに
女性参加者も多く、女性の積極的な活動に大いに期待している。今後も、さらなる参加社数の増加を目
指し、活性ある本会議にしたい。
　現在、経団連も含め、日本では Society5.0 を推進しようとしている。技術を使うことだけでは課題
の解決につながらない。そこでわが国では Industry の efficiency より幅広く Society 5.0 として捉えて
いる。そこで何が進化するのかを考えると、情報の使われ方が変わってくる。今後の情報の使い方に関
して大きな違いは、企業など組織のくくり方が変わることであると思う。部分最適から全体最適に変わ
ることによって一企業、一病院ということではなく企業グループ、病院のグループあるいは学組織のグ
ループなどにより大きなメリットが出てくる、どのような共創を図るのかで差異も出てくると思う。１
つの部門内の最適化から企業間、社会での最適化に変わってくる。サイバー空間での最適化は答えが出
せるが、重要なことは最適解をどのような社会で使っていくのかを考えることである。
　当会議も、どのようなグループで最適化を考えるか、「くくり」を考える場とし、会員間のコミュニ
ケーションを作る場としていきたい。この 2 日間に皆様で議論し、積極的なコミュニケーションをお
願いしたい。

第 38 期運営委員

技術経営会議  議長　遠藤信博氏

第38期運営委員

第89回本会議 臨時運営委員会より

議長 遠藤 信博 日本電気㈱
副議長 谷口 元 ㈱竹中工務店
副議長 新 澁谷 直樹 東日本電信電話㈱
会計監査役 石戸 利典 ㈱ＩＨＩ
会計監査役 島田 正志 スリーエムジャパン㈱
運営委員 新 森林 正彰 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱

運営委員 新 木谷 強 ㈱ＮＴＴデータ
運営委員 阿佐美 弘恭 ㈱ＮＴＴドコモ
運営委員 新 梶田 直揮 ㈱大林組
運営委員 横田 潔 沖電気工業㈱
運営委員 福田 孝晴 鹿島建設㈱
運営委員 門田 浩次 川崎重工業㈱

運営委員 矢野 厚 住友電気工業㈱
運営委員 島田 啓一郎 ソニー㈱
運営委員 新 笹山 晋一 東京ガス㈱
運営委員 西田 直人 ㈱東芝
運営委員 髙原 勇 トヨタ自動車㈱
運営委員 江村 克己 日本電気㈱
運営委員 新 川添 雄彦 日本電信電話㈱
運営委員 佐相 秀幸 ㈱富士通研究所
運営委員 伊地知 哲朗 古河電気工業㈱
運営委員 杉浦 博明 三菱電機㈱
運営委員 池澤 克哉 横河電機㈱
常任委員 太田 健一郎 (一社)科学技術と経済の会
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 （２）特別講演
　特別講演として、3 つの講演が行われた。1 日目は、三井住友海上火災保険㈱の舩曵専務よりご講演
を頂き、2 日目に特別講演 2（宮本雄二氏）および 3（杉本真樹氏）を開催した。いずれも、非常に熱
心な質疑応答を通じて、重要な課題提起を数多く頂いた。

【特別講演１】
演　題：AI/IoT/ ビッグデータ社会の不確実性とリスク
講　師：舩曵真一郎氏　三井住友海上火災保険㈱　
　　　　取締役  専務執行役員
概　要：MS&AD グループにおける損害保険ビジネスの

状況をご説明頂き、リスクの歴史的変化につい
て損害保険の起源から現代までご説明頂いた。
さらに、Society5.0 社会のリスク事例として、
自動車、すまい・暮らし、からだの健康、企業
活動に共通して掲げたサイバーリスクについて
も詳しくご講演頂き、大変有意義な質疑応答
も行われた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（３）専門委員会報告
　約 2 年にわたり活発な調査研究を続けてきた 2 つの専門委員会の活動がこのほど終了し、その報告
が行われた。

【専門委員会報告 1】（ラウンドテーブル②のテーマ）
演　題：働き方改革－生産性向上とワークバランス専
　　　　門委員会報告
委員長：舩橋哲也氏（㈱協和エクシオ　代表取締役副社

長（前職  NTT コミュニケーションズ㈱  代表
取締役副社長）

概　要：全 12 回の委員会の内容報告後、以下の観点
より考察し、「一時的な運動論に留まらず、継
続して取り組んでいくことが必要」「持続的成
長に向けた『働き方』経営戦略が必要～各社
の経営環境に合わせて考え、実行しいくこと
が必要～」と結論づけた。

　　　〈観点〉
　　　・少子高齢化による市場縮小が見込まれる中、日本社会での旧態然とした労働慣行を見直し、生

産性を高めていく働き方改革の必要性。
　　　・2017 年は働き方改革元年で、働き方改革はまだ道半ばであり、今後花開いてく余地が十分に

ある。
　　　・今後の方向性として、次の３つがある。
　　　　〇生産性向上には、「働きやすさ」だけでなく「働き甲斐」が重要。
　　　　〇働き甲斐を高めるたには、「個人の自立」と「個人の尊重」が鍵。
　　　　〇 AI に代表されるテクノロジーは人を幸せにするためにある。

舩曵真一郎氏
（三井住友海上火災保険㈱）

舩橋哲也氏（㈱協和エクシオ）
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【専門委員会報告２】（ラウンドテーブル③のテーマ）
演　題： データ利活用とサービスイノベーション専門
　　　　委員会報告
委員長： 滝久雄氏　㈱ぐるなび  代表取締役会長　
　　　　CEO・創業者
幹事（報告者）：若目田光生氏　日本電気㈱  データ流
　　　　通戦略室長
概　要：滝委員長より、日本ではマイナンバー制度が

どうして早期に採用できなかったのか。それは
国民が痛みを感じていなかったのかもしれな
い。日本には世界一進んだ医療、介護の保険シ
ステムができている。その費用は、30 兆～ 40
兆円まで膨張している。その費用の削減にマイ
ナンバー制度が貢献できる可能があるが、既得
権と雇用問題で対応が困難な状況にある。一方
で成長産業領域でのデータ利活用は非常に進む
のではないかと考えている、と委員会活動の総
括と感想が述べられた。
　引き続き、幹事の若目田氏より具体的な全
11 回の委員会の報告と、データ流通に関する
環境認識として、「世界株式時価総額ランキン
グから読み取れること」「データの主導権を中
心とした日米欧中の戦略」「EU 一般データ保護
規則（GDPR）概要」が述べられた。そして、「日
本におけるデータ流通・利活用に関する取組」として「情報銀行」「経団連  Society 5.0 を実現
するデータ活用推進戦略」の説明があり、専門委員会において着目した論点と提言の方向性が
報告された。

（４）ショート講演
　翌日に予定されているラウンドテーブルの基調講演と位置付けられる４つのショート講演が実施された。

【ショート講演１】（ラウンドテーブル④のテーマ）　 
演　題：AI で豊かな社会を築く
講　師：榊原彰氏　日本マイクロソフト㈱　執行役員  最高技術責任者
概　要：マイクロソフトが考える「AI の民主化」について、事例＆実践も含めてご講演頂いた。AI のブ

榊原彰氏（日本マイクロソフト㈱）

若目田光生氏（日本電気㈱）

滝久雄氏（㈱ぐるなび）
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レークスルーのポイントとして、Object Recognition （物体認識）、Semantic Segmentation（領域分割）、
動画から文章へ（場面解析）、「テクノロジーで社会を変える」の観点から、それぞれの事例紹介と、実
践での AI 社会を感じるご講演であり、非常に刺激的な内容であった。

【ショート講演２】（ラウンドテーブル⑤のテーマ）
演　題：ブロックチェーンは組織を不要とするか？
講　師：高木聡一郎氏　国際大学グローバル・コミュニ

ケーション・センター  教授
概　要：ブロックチェーンの中身の具体的説明（競争的

マイニングと自律分散型のマイニング、投票メ
カニズムも含め）から、組織の様々な形態と定
義へのブロックチェーンへの対応に関して技術
的分析も含め御講演を頂いた。「特定の組織を超
えた〇〇」というキーワードで、ブロックチェ
ーンと組織論を分析する斬新なご講演であった。

【ショート講演３】（ラウンドテーブル⑥のテーマ）　 
演　題：オープンイノベーション時代のスタートアップ
　　　　との協調
講　師：中垣徹二郎氏　DRAPER NEXUS VENTURES
　　　　Managing Director
概　要：イノベーションのトレンド、ビジネスモデルの

変化、破壊的テクノロジーのイノベーションに
ついて説明頂いた。「スタートアップは破壊的イ
ノベーションの源泉」であり、大企業とスター
トアップとの協業について種々の示唆があった。
協業の目的を明確にし、スタートアップの生態
を理解し、失敗を許容することの重要性を語ら
れたご講演であった。

【ショート講演４】（ラウンドテーブル⑦のテーマ）　 
演　題：地球目線でみた SDGs の深層と未来への課題
講　師：竹村　眞一氏　京都造形芸術大学教授
概　要：様々な地球の状況が映し出される地球儀をもとに、SDGs の重要性をご講演された。

悪化する地球環境を地球
儀に映し出される地球温
暖化と気候変動リスク、
人口増加、「森林」の減
少と劣化、「海洋」生態
系の危機と具体的な情報
を説明された。年数が経
過するとどう地球が変化
するかを明確に表示し、
分析されていた。

触れる地球儀竹村眞一氏（京都造形技術大学）

高木聡一郎氏（国際大学）

中垣徹二郎氏（DRAPER  NEXUS  VENTURES）
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 （５）交流パーティー
　恒例の交流パーティーでは、当会会長の遠藤信博氏
より本会議ご参加に対する御礼と挨拶に続き、来賓と
して内閣官房内閣情報通信政策監の三輪昭尚氏（元㈱
大林組、2010 年から 2015 年までの 5 年間、技術経
営会議の副議長を務められ、今年の 7 月から内閣官房
の現在の職位へ移られた）からご挨拶を頂いた。次に、
総務省総務審議官  鈴木茂樹様よりご挨拶並びに当会
議活動への激励と期待などのお言葉を頂いた。
   続いて、技術経営会副議長として２年にわたり技術
経営会議の運営を積極的に支援していただいた、前副
議長の舩橋哲也に遠藤会長から感謝盾と記念品が贈呈
された。その後、新副議長の東日本電信電話㈱　代表
取締役副社長  澁谷直樹氏よりご挨拶と乾杯の発声を頂
き、交流パーティーが始まった。
　交流パーティーでは、会社や業界や世代を超えて、
参加者同士の活発なコミュニケーションや交流が行わ
れた。最後に副議長の谷口元氏の中締め挨拶をもって
交流パーティーはお開きとなった。

写真左：舩橋哲也氏（㈱協和エクシオ）
  写真右：議長  遠藤信博氏（日本電気㈱）

三輪昭尚氏（内閣官房） 鈴木茂樹氏（総務省）

澁谷直樹氏（東日本旅客鉄道㈱）

会場全体（乾杯時） 谷口元氏（㈱竹中工務店）
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（６）ナイトセッション / コテージセッション
　その後恒例のナイトセッション、それに続くコテージセッションでは、テーブルを囲んでの業種業界、
会社、年代を超えた議論や交流が始まり、夜遅くまで行われた。今回ナイトセッションでは世界のワイ
ン・ブラインド・コンテンス（第４回）、日本酒のブラインド・コンテスト（第２回）に加えて、ミニ
コンサートも行われ、会場一杯の参加者同士の交流ができた。

●９月１0 日（月）　第２日目　
（７） 特別講演２　　
演　題：グローバリゼーションへの対応 / 産業界の課
題
講　師：宮本 雄二氏　宮本アジア研究所代表、元在中
国特命全権大使
概　要：世界は “歴史的転換期” にあることを中国と

米国との対立等の具体的事例を含めて説明さ
れ、「加速化される変化が、最大の挑戦 “歴史
的転換期” にいるとの覚悟で臨むべし」と述
べられた。また、「グローバリゼーションはど
こまで進むか？」という課題に関しては、詳
細な状況説明のもと、「さらに進展し、経済の
相互存はさらに深化する」と話された。これから 10 年の最大の変数は、依然として中国であ
るが、中国崩壊も、中国圧勝も、ともに可能性は低く、実際は、その間を蛇行する。米中対立
は、新たな不確実性を付加していくであろう。しかし、中国の正負両面での影響は確実に増大
すると述べられた。最後に、グローバリゼーションへの対応として、「イチロウ打法を身につけ、
自分の原則を持ち、相手を十分に理解し、敏速に判断し、行動せよ！情報収集がカギ！」と結
論を述べられた。

（８） 特別セッション　ラウンドテーブル討論 2018
　７つのラウンドテーブルは、統一テーマ「AI/IoT/ ビッグデータの社会実装」をもとに、種々の課題
について議論が行われた。その課題は、初日の講演にもとづき、①社会の不確実性とリスク、②働き方、
③データ利活用、④ AI での豊かな社会、⑤ブロックチェーンと組織、⑥スタートアップとの協調、⑦
SDGs、の 7 テーマであった。
　それぞれにおけるテーマ、モデレーター（司会者）、プレゼンター（発表者）、アドバイザー、議論の
内容は次表の通りである。
　

宮本雄二氏（宮本アジア研究所）

ミニコンサート
ピアノ：中西崇文様（武蔵野大学）
フルート：八木登志雄様（科学技術と経済の会）
ボーカル：正木みゆき様（㈱ IHI）
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表　ラウンドテーブル討論 2018

 

        

テー

マ 

・ ・ビッ

グデータ社

会の不確実

性とリスク 

働き方改革へ

の（ ・ ・

ビッグデー

タ）実装 

データ利活

用への実装 
での豊か

な社会 
ブロックチ

ェーンと組

織 

オープンイ

ノベーショ

ン時代のス

タートアッ

プとの協調 

地球目線で

みた の

深層と未来

への課題 

モデ

レー

ター 

石戸利典氏

（株 エグ

ゼクティブフェ

ロー） 

藤嶋久氏

（株 コミュ

ニケーションズ経

営企画部部門

長） 

若目田光生氏

（日本電気株

データ流通戦

略室長） 

西田直人氏

（株東芝特別

嘱託） 

佐相 秀幸氏

（株富士通研

究所シニアフ

ェロー） 

山上伸氏（東

京ガス株アド

バイザー） 

梶田直揮氏

（株大林組常

務執行役員） 

プレ

ゼン

ター 

舩曳真一郎氏

（三井住友海

上火災保険

株取締役） 

舩橋哲也氏（協

和エクシオ株

副社長） 

滝 久雄 氏

（株ぐるなび

会長） 

榊原彰氏（日

本マイクロソフ

ト株執行役

員） 

高木聡一郎氏

（国際大学

教授） 

中垣徹二郎氏

（

） 

竹村眞一氏

（京都造形芸

術大学教授  

アド

バイ

ザー 

天野 玲子氏

（（国）防災科

学技術研究所

審議役） 

梶原 ゆみ子氏

（ 議員、富

士通株 常務

理事） 

久間 和生氏

（（国）農業・食

品産業技術総

合研究機構理

事長） 

岡村 直子氏

（文部科学省

大臣官房 政

策課長） 

坂下 鈴鹿氏

（文部科学省

研究振興局

計算科学技術

推進室長） 

高木 美香氏

（経済産業省

商務情報政策

局コンテンツ

産業課長） 

山脇 良雄氏

（文部科学省

文部科学審議

官） 

渡辺 その子

氏（文部科学

省科学技術・

学術政策局担

当審議官） 

三輪 昭尚氏

（内閣官房 内

閣情報通信政

策監） 

吉田 宏平氏

（内閣官房

情報通信技術

総合戦略

室参事官） 

中西 崇文氏

（武蔵野大学

工学部 数理

工学科 准教

授） 

関口 和一氏

（株日本経済

新聞社 編集

委員） 

渡邉 政嘉氏

（ 理事） 
白木澤 佳子

氏（ 理事） 
田辺 孝二氏

（東京工業大

学特任教授）

概要 

ビッグ

データ社会に

おいて不確実

性とリスクが変

化している。

経営での対応

はどうあるべき

か。 

ビッグ

データ時代に

おける働き方改

革や ビ

ッグデータによ

る貢献につい

て議論。 

ビッグ

データ時代に

おけるデータ

利活用、それ

によるイノベ

ーションを議

論。 

ビッグ

データで社会

をいかに豊か

にするか。こ

れからのサー

ビスデザイン

について議

論。 

ブロックチェ

ーンはビットコ

インを支える

技術、それと

組織との関わ

りの方向など

を議論。 

スタートアップ

との協調によ

るオープンイ

ノベーション

について議論

を行った。 

の思

想、グローバ

ルでのとらえ

方について講

師のプレゼン

を中心に議

論。 

参加

人数 名 名 名 名 名 名 名 
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【テーブル１】
　『AI/IoT/ ビッグデータ社会の不確実性とリスク』をテーマに、プレゼンターを舩曵真一郎氏（三井
住友海上火災保険㈱）、アドバイザーを渡辺その子氏（文部科学省）と天野玲子氏（( 国研 ) 防災科学技
術研究所）、モデレーターを石戸利典氏（㈱ IHI）として、Society5.0 社会のサイバーリスク、自然災害
の激甚化傾向などリスクの中身が大きく変化する中でビジネスはどう変化、対応するのかという観点か
ら幅広い議論が行われた。国や民間のビッグデータ管理体制に関する早期整備の必要性、各種保険制度
における利用者の納得感や第 3 者認証機能としての AI/ ビッグデータ活用、サイバーリスクに対する
AI 利用分野の見極め、把握しきれないサプライチェーンに対する保険の在り方に関して議論した。さ
らに、公的機関の事業継続性、デジタルガバメントとして人口 500 万人規模のリスク管理体制構築の
必要性、将来の新しいリスクへの仮説力とシナリオ力の醸成、AI 進展下での人間の幸せリスク、判断
責任・結果責任と公益活動の維持、テクノロジー進化とソリューション提供のアンバランス化など重要
で興味ある多くの視点、課題が提出された。
　 

写真右から、石戸利典氏（㈱ IHI）、黒木康徳氏
（㈱ IHI）、福田孝晴氏（鹿島建設㈱）、遠藤信博

氏（日本電気㈱）、袖子田志保氏（㈱ IHI）

写真左から、天野玲子氏（（国研）防災科学
技術研究所）、米谷英俊氏（三井住友海上火
災保険㈱）

写真左から、舩曵真一郎氏（三井住友海上
火災保険㈱）、渡辺その子氏（文部科学省）、
天野玲子氏（（国研）防災科学技術研究所）

写真左から、遠藤信博氏（日本電気㈱）、岩下敬
三氏（㈱竹中工務店）、袖子田志保氏（㈱ IHI）
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【テーブル２】
　「働き方改革～生産性向上とワーク・ライフバランス～」専門委員会の最終報告が舩橋哲也委員長か
らなされ、それを受けてラウンドテーブル（RT）討論が行われた。討論は藤嶋久氏（NTT コミュニケ
ーションズ㈱）をモデレーターとして、三輪昭尚氏（内閣官房）と梶原ゆみ子氏（富士通㈱）をアドバ
イザーに迎えて活発に行われ、参加者の半数が女性だったのもこの RT の特徴であった。
　主に「働き方改革の目的」「日本の生産性の問題」「各社の取り組み事例」について議論され、「会社
と個人の両方の成長を目指す」「品質の良さに対する価格への反映、過剰な品質の見極め」「働き甲斐を
高める施策の展開」等、軸となる方向性を確認した。最後には「IT で仕事のやり方はどんどんと変わ
っていく中で、上司部下といった人間同士のコミュニケーションは一層緊密にとることが大切」、また「働
き方改革は生き方改革だ。自分の時間をいかに使うかが重要」とまとめ、今後もこの委員会を通じて得
たネットワークを活用して各社間で連携を図り、改革を実行しようということになった。

 　　　　
【テーブル３】
　『データ利活用への実装』をテーマに、まずプレゼンターの滝氏より「1-2 年前は日本はデータ利活用・
個人データ活用に遅れを取っていると感じていたが、最近は日本に国民総背番号制を導入することで大
きく変身するのではないかと感じている。もっと利便性を示して、活用を促すことが必要である」と 1
日目の専門委員会報告に追加して述べられた。
　モデレーターの若目田氏より、1 日目の専門委員会報告の振り返りが行われ、その後、アドバイザー
の久間和生氏（（国）農業・食品産業技術総合研究機構）と吉田宏平氏（内閣官房）より、それぞれの
立場からデータ利活用の重要性を述べられた。

写真左から、梶原ゆみ子氏（富士通㈱）、古富良仁氏
（㈱ NTT データ SMS）、舩橋哲也氏（㈱協和エクシオ）

ラウンドテーブル２全体

写真左から、新保裕美氏（鹿島建設㈱）、
梶原ゆみ子氏（富士通㈱）
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　各参加者より、実例をもとに日本におけるデータ利活用が進まない状況と今後の課題が語られ、以下
の提言ポイントについて議論が行われた。
　●サプライサイドの視点に偏った議論からの脱却
　●全ての国民にデジタルを根付かせる大胆な施策
　●企業人材育成と経営層の関与
　●ステークホルダー全体のリテラシー向上
　●全体最適の視点に基づいたメリハリの利いたデータ関連政策による国際競争力の強化

【テーブル４】
　『AI での豊かな社会』をテーマに、モデレーターの西田直人氏（㈱東芝）にて進行された。プレゼン
ターの榊原彰氏（日本マイクロソフト㈱）の 1 日目ショート講演を受けて、冒頭に質疑応答が行われ、
その後、アドバイザーの岡村直子氏（文部科学省）と中西崇文氏（武蔵野大学）よりご意見を頂き、活
発な議論が行われた。議論の内容としては、既に社会実装されている AI やこの先数年で社会実装され
る AI を対象にして、「AI が仕事を奪ってしまうことへの危惧」「AI 普及の壁」「人間の退化への危惧」
が主な論点であった。最後に、豊かな社会に向けた AI の実装には、テクノロジーのみではなく、経済、
法律、倫理といった文化系の面からの検討が必要であると意見が集約された。
 　　　 

若目田光生氏（日本電気㈱） 写真前列左から、久間和生氏（（国研）農業食品産業技術総
合研究機構）、吉田宏平氏（内閣官房）

写真前列左から、飯塚久雄氏（㈱ぐるなび）、滝久雄氏
（㈱ぐるなび）

ラウンドテーブル３全体
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【テーブル５】
　ラウンドテーブル No.5 は「ブロックチェーンと組織」をテーマとし、モデレーターの佐相秀幸氏（㈱
富士通研究所）、プレゼンターの高木聡一郎氏（国際大学）、アドバイザーの関口和一氏（日本経済新聞
社）、坂下鈴鹿氏（文部科学省）で議論が進められた。

写真左から、佐相秀幸氏（㈱
富士通研究所）、関口和一氏

（㈱日本経済新聞社）

坂下鈴鹿氏
（文部科学省）

西田直人氏（㈱東芝） 写真左から、榊原彰氏（日本マイクロソフト㈱）、
中西崇文氏（武蔵野大学）、飯田留美氏（デンマ
ーク大使館、中澤哲夫氏（沖電気工業㈱）

写真左から、伊東則昭氏（日本コムシス㈱）、
岡村直子氏（文部科学省大臣官房）

ラウンドテーブル４全体

ラウンドテーブル５全体
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　まず、プレゼンターの高木教授から昨日のショ
ート講演の要約説明があり、それに基づいて、パ
ブリックなブロックチェーンとプライベートなブ
ロックチェーンについて、コスト、トークン、イ
ンセンティブ等の議論が行われた。参加者からは
ブロックチェーン技術の応用分野が何なのか、仮
想通貨は適切なアプリであったがそれ以外ではど
のようなアプリが考えられるか、種々の意見が
交わされた。具体的なアプリケーションの提案
もなされた。それに関連して、必要とされるコ
ンピューティングパワーの問題、リアルタイム性との関係、サプライチェーンへの応用上の課題、課金
のやり方、データの真正性や完全性の問題等が議論された。

【テーブル６】
　「オープンイノベーション時代のスタートアップとの協調」をテーマに山上伸氏（東京ガス㈱）の
モデレートで、日米でベンチャー投資を手掛けてきたプレゼンターの中垣徹二郎氏（DRAPER NEXUS 
VENTURES）と参加者、オブザーバーが抱える問題や課題について、様々な本音の議論が交わされた。日
本では CVC が活発になっているが、事業を大きく変革するという明確なミッションがなく、スタートア
ップとの付き合い方がよく分からないという現状の問題が多く語られた。また、中垣氏の豊富な経験談を
交えた討論から、やはり日米のベンチャー投資
の文化の違いがクローズアップされた。特に意
思決定の権限委譲とスピードの違い、ヘッドハ
ンティングされた米国企業 CTO の冷静な判断と
生え抜きの日本企業 CTO の判断の違いなどが大
きな問題ではないかという議論がなされた。さ
らに、訴訟対応では現地のリーガルを使うこと
や、ベンチャー投資家のリレーションが投資判
断には極めて重要であること、CVC は全てが成
功するわけではなく、合目的ではないおもしろ
い投資も広い視野で考えることも大事であると
いう意見があった。 ラウンドテーブル６全体

写真左から、中垣徹二郎氏（DRAPER  NEXUS  VENTURES）、山上伸氏（東京ガス㈱）、
村上英樹氏（新日鐵住金㈱）、杉浦博明氏（三菱電機㈱）、北口貴史氏（㈱リコー）

写真左から、赤津雅晴氏（㈱日立製作所）、高木
聡一郎氏（国際大学）
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【テーブル７】
　「地球目線で見た SDGs の深層と未来への課題」をテーマに、モデレーター梶田直輝氏（㈱大林組）、プ
レゼンター竹村眞一氏（京都造形芸術大学）、アドバイザー白木沢佳子氏（（国研）科学技術振興機構）、
田辺孝二氏（東洋工業大学）、山脇良雄氏（文部科学省）、ほか 16 名の参加者により、SDGs は全体最適
化につながる共通目標たりうるのかについて議論がなされた。
　はじめに竹村氏より、SDGs は現在のサプライチェーンあるいは社会全体での指標にもなる。さらに大
事なことは時間軸であり、次の世代の共通目標になりうる。長い時間軸ではなく、今の若い人は価値観を
持っており、企業が何をやっているかをよく見ている。今日明日にも IR に代わる価値軸となりうる。ただ、
実際は企業では CSR の一環に留まっているのが現状であるとのご指摘を頂いた。
　その後アドバイザーの方々からは、日本は近江商人の国で三方一両損の取り組みをしてきている。ま
た、利益は出なくともイントレナーシップを企業が許す取り組みを行えばできるのではないかとの指摘が
あり、国連では SDGs のロードマップを使ってサイエンステクノロジーイノベーション誘導する取り組み
の紹介があった。結論としては、17 ゴールすべてを同時に行うのではなく、一つずつステップを踏んで
実施していくことが大事であり、取り組みやすい研究開発の部分を共通目標として設定していく必要があ
るとの結論になった。

（９）特別講演３
演　題：医療ヘルスケアを変革する仮想現実 VR の最前線
講　師：杉本真樹氏　 HoloEyes ㈱  Co-Founder 取締役 COO、東京大学先端科学技術研究センター
　　　　客員研究員

ラウンドテーブル７全体 写真左から、田辺孝二氏（東京工
業大学）、梶田直揮氏（㈱大林組）

杉本真樹氏（HoloEyes ㈱）
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概　要：医師（専門は外科学）でもある杉本真樹氏は、一人の医師として人を救えるボリュームより医療
システムにイノベーションを起こし、人材育成することでたくさんの人を救える道を選び会社を
設立している。医用画像解析、VR/AR/MR、手術支援システム、3D プリンターによる生体質感
臓器造形など医療・工学分野での最先端技術の研究開発状況を映像とともにリアルにご講演いた
だいた。医療機器開発、医工産学連携、医療ビジネスコンサルティング、知的財産戦略支援、科
学教育、若手人材育成を精力的に行っている内容をご紹介いただき、非常に興味深いご講演内容
であった。

（10）ラウンドテーブル報告と総括 
　７つのラウンドテーブルのモデレーター各位より、順次報告が行われ、遠藤議長より総括が行われた。

　総括の要約：
　「7 つのテーマは異なるが、共通的なものもある。今日、人間の能

力を超えた技術的な大きな変化が起きている。我々は技術の根源
を判断する能力を持って、受け入れるか否か、場合により棄てる
という判断する必要がある。人間社会の本質や限界は何かが問わ
れている。地球を１つとして考える必要があるが、ボーダーがあ
るということも一つの本質である。豊かさや資源の偏在というこ
ともある。ボーダーというものを受け入れた上で全体最適を考え
る必要がある。

　　SDGs は人間の本質的な欲求に根差しているが、一般的に見て
下部の生理的欲求に目が行き過ぎているのではないか。上位の自
己実現の欲求にも目を向けてコントリビューションを考えるべき
であろう。その意味から SDGs は企業文化になりうると考えてい
る。

議長、各モデレーター
写真左から、遠藤信博氏（日本電気㈱）、石戸利典氏（㈱ IHI）、藤嶋久氏（NTT コミュ
ニケーションズ㈱）、若目田光生氏（日本電気㈱）、西田直人氏（㈱東芝）、佐相秀幸氏

（㈱富士通研究所）、山上伸氏（東京ガス㈱）、梶田直揮氏（㈱大林組）

議長　遠藤信博氏



53

技術と経済　2018.11

　いずれにしても人間はコミュニケーションを通じて価値を作り、判断力を高めることができる。この 2
日間で多くのコミュニケーションがとられ、皆様方の判断力、価値が高められたものと思う。」

（11）閉会

　　
【まとめ】
　技術経営会議第 89 回本会議（軽井沢）は、２日間にわたる熱心な議論を通じて、AI/IoT/ ビックデー
タ社会の社会実装に向けて、産・官・学やベンチャー企業との連携、あらゆる分野の AI/IoT/ ビックデ
ータ社会に向けた先端科学技術への期待、異常気象や自然災害、サイバー攻撃、データ漏えいや不正利
用などのリスクが量的にも質的にも拡大していると分析。事故や病気などの従来リスクから相対的な位
置づけが変化しているとして、こうしたリスクの変化に対応して予測や対処をすることが大切だと強調
された。働き方改革では総労総時間の短縮に目が向けられがちだが、生産性や労働の質、働きがいの視
点も重視すべきだと指摘。またブロックチェーンはビットコインの基礎となる技術として広がっている
が、日本でも経験や知見を深めてグローバルな規格の整備に積極的に参加すべきと提言。SDGs（持続可
能な開発目標）については企業文化となり得る性格を持っており、日本の産業会も SDGs の視点から事
業活動や企業組織を見直すことが必要だと提言した。
　特に今回は各講師と参加者が立場を超えて、ともに本音で白熱した議論が行われたことも特筆する成
果であり、技術経営会議では今回の貴重は議論をもとに今後の活動テーマとしても取り組んでいく予定
である。

次回（第 91 回　本会議）のご案内（開催日決定）
　　2019 年　9 月 13 日 ( 金 ) ～ 14 日 ( 土 )　　9/15 日 ( 日 ) アフタープログラム

★来年は、金曜―土曜の開催です。ご予定の確保の上、奮ってご参加下さい！


