Estonian AI strategy
Social and Human Science Course Seminar in Tokyo Tech
Lectuer:

Dr. Tanel Kerikmäe
Professor of European Law
Director of Tallinn Law School
Tallinn University of Technology
[ https://www.etis.ee/CV/Tanel_Kerikmäe/eng ]

Theme:
Estonian AI strategy
-"E-Estonia and legal doctrine of applying AI"Prof. Kerikmäe is Director of Tallinn Law School and the leader of the expert group on legal
analysis for the Governmental Office. In this seminar, prof. Kerikmäe talks about Estonian AI strategy.
Estonia has been a leading country in e-governance and planning to use Artificial Intelligence use
cases for public services.
He focus on "E-Estonia and legal doctrine of applying AI", the dilemmas related to the legal
personality of AI, State liability, civil liability, criminal responsibility, insurance policy, data protection
challenges etc.

Date:
Time:
Venue:

April 17th, 2019
17:30 (1 hour lecture and Q&A)
Tokyo Institute of Technology,
Ookayama Campus West9 bldg. 2F, Room 203
Language:
English (with comments in Japanese)
Free of charge:

*Please contact by email, title “April Seminar” -> kaneko.h.ad-seminar2019@ml.m.titech.ac.jp
Social and Human Science Course nourish leaders who contribute to the further development of society through
science and technology based on an understanding of people, society, and science and technology; leaders who
create new value, and who resolve human and social issues caused by science and technology. Social and Human
Science Course takes seminars inviting international researches to discuss about new value, science technology
and social problem among graduate school students, researchers and practitioners.

Contact: Hironao Kaneko
kaneko.h.ad-seminar2019@ml.m.titech.ac.jp
http://www.shs.ens.titech.ac.jp/~kaneko/seminar.html
Social and Human Science Course, School of Environment and Society
http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/shs/

エストニアのＡＩ戦略
東京工業大学 社会・人間科学コースセミナー
講演者：

Tanel Kerikmäe 博士

エストニア・タリン工科大学
ロースクール・ディレクター
ヨーロッパ法教授
[ https://www.etis.ee/CV/Tanel_Kerikmäe/eng ]

テーマ:

エストニアのＡＩ戦略
-"E-Estonia と AI 法の理論"-

ケリクマー教授はタリン大ロースクールのディレクターで、政府の法律関係の委員を務
めている。本セミナーでは、最新のエストニアの AI 戦略について講演を行う。エストニア
は電子政府化先進国の一つであり、公共サービスへの AI 利用計画を進めている。
今回、
「電子政府エストニアと AI 法の理論」(E-Estonia and legal doctrine of applying
AI)を中心に、AI の法的人格、国の責任、個人の責任、刑事責任、保険制度、個人情報保護
の取組み等が直面するさまざまなディレンマについて講演を行う。
（講演冒頭にはエストニアの紹介もあります。）

日時：2019 年 4 月 17 日(水曜)17 時 30 分から(1 時間＋質疑）
場所：東京工業大学大岡山キャンパス西 9 号館 2 階 203 講義室
言語：英語/日本語の解説付(同時通訳ではありません）
無料：大学院生向けセミナーですが、学外からの参観可＊
＊準備都合上メール件名「４月セミナー」でお知らせ下さい。

-> kaneko.h.ad-seminar2019@ml.m.titech.ac.jp
環境・社会理工学院 社会・人間科学系 社会・人間科学コースは、人間・社会・科学技術の理解に基づき、科学技術によ
る人間や社会のさらなる発展の実現と新たな価値の形成、科学技術が人間や社会に引き起こす問題の解決に貢献できるリ
ーダーを養成することを目的に設けられました。社会・人間科学コースでは新しい価値、科学技術と社会問題に関するテ
ーマを大学院生、研究者、実務家との議論を深める機会として、海外研究者を迎えセミナーを開催します。

問合せ: 金子宏直(社会・人間科学系）
kaneko.h.ad-seminar2019@ml.m.titech.ac.jp
http://www.shs.ens.titech.ac.jp/~kaneko/seminar.html

環境・社会理工学院 社会・人間科学コース
http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/shs/

