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NWF元年2014年。「これからの叡智」の発掘が始まりました。情報量が多大になる現代において、短期的思考と経
済合理性の優先が地球社会に負をもたらしてしまう可能性さえあるのではないかという問題意識の中で立ち上がった
財団は、その打開策として「叡智」の必要性に行き着きました。代表理事の井上は、「インターネットでは探せない、簡
単な言葉では表現しきれない暗黙知を叡智として磨いていき、100年後の未来をつくっていけるような行動を起こしてい
く」と、財団の方向性を示しています。
①右脳的テーマと左脳的テーマどちらかに偏ることなく扱い、普遍性が高いか否かを検討すること。②現在の社会で提
起されている未来に向けて解決すべき諸問題についても1つを深堀りするだけでなく、網羅的に取り扱うこと。そのため
に、螺旋状の曼荼羅を作成しました。③テーマや取材対象者は、王道だけでなく異端にも注目すること。これは、メディア
を賑わしている人やことだけがこれからの叡智であるとは限らないという発想に基づいています。これらを踏まえ初年度は
、自然と私たちの関係性、学びとは何か、伝承することの価値など、今まで当たり前に私たちが享受していただことに対
して、再考し、問い直す機会を持つために「叡智らしきことやもの」を持っている、知っている方々にインタビューやイベン
トという形でお伺いしました。

約3年間の活動を見直し、一見分散している各イ
ンタビューに一貫性を持たせるために大テーマを
設け、網羅的にインタビューをしていくことにしまし
た。最初の大テーマは、「オフグリッドの世界と、そ
の可能性」  。生命が地球上に誕生してから、社会
が形成され、整備されていく過程で、物流網・交
通網・エネルギー網・情報網・金融網など様々な
網（＝グリッド）が張り巡らされ、それが文の象徴に
なりました。一方、インターネットをはじめとしたテクノ
ロジーの進化により、モノやコトが国境を越えて行
き来できるようになった現代では、それらの網から
解放される「オフグリッドの世界」が可能になるの
ではないか。そこに注目をして叡智を探求しました。

1.財団設立キックオフカンファレンスレポート 
2.森と海と共生を続けてきた日本の叡智を知る
3.学びの過去現在未来
4.地場産業に潜む叡智、燕三条の伝統と革新
5.変わらぬ技で、変わり続ける 鎚起銅器 玉川堂
6.「切る」を研ぎ澄ます 鑿鍛冶 田斎
7.金属加工業をとりまくエコシステム 関川木工所
8.スーパーニッチで生き残る 永塚製作所
9.「古今東西から紐解く叡智」パネルディスカッション
　レポート
10.世界の課題解決に叡智はどう必要なのか
11.限界のない学びこそが叡智を生む

12.創造都市論から叡智を模索する
13.これからのエネルギーと文明の発展～ 
　 宇宙船地球号を動かすエネルギー
14.これからのエネルギーと文明の発展～｠    
　 ハワイ、エネルギー政策の先端を走る
15.叡智とはなにか？
16.酒場の叡智～お客様は神様か？
17.高野山に学ぶ叡智
18.人工知能の未来
19.境界を越えて世界を結ぶ
20.雨水を天水に
21.なぜ科学は人間に必要なのか？
22.デザイン再考
23.クリエイティブ発想と言葉のデザイン
24.里山と日本の未来～西粟倉村

25.伝統芸能から紐解く日本の歴史
26.越境する思考
27.立川志の春さん「噺の話」
28.都市の魅力を測る新しい物差し
29.タネが危ない！わたしたちは「子孫を残
　 せない野菜」を食べている
30.おいしい野菜を追求したら、自然栽培に
　 なった～鹿嶋パラダイス
31.命を頂くからには「自らの手」という責任
　 でまっすぐに向き合う
32.映画が持つ力が世界を変える、時代を
　 動かす
33.変えないことが価値をつくる、生活景が
　 いきづくまちづくり～真鶴町「美の条例」
34.映画『うみやまあひだ』上映×トークセッ
　 ション
35.ファッションが今これから、できることとは？ 
　～ファッションから現代社会と未来を読み解く
36.地球世界史事始め ～レジームシフトに
　 地球目線で臨む
37.おいしいの叡智
38.「おいしい」とは何か？

【オフグリッドの世界と、その可能性】
39.オフグリッドの世界と、その可能性～総論編
40.オフグリッドの世界と、その可能性～ナショ
　 ナリズムとの関係
41.オフグリッドする国家 ～デカルト・ユーラシア
　 ・奄美～
42.30分で石油をつくる！？ ポリカルチャー藻類
　 の可能性
43.オフグリッド化する医療～健康とは何か？
44.オフグリッド化する医療～身体から環境へ
　 未来社会の健康づくり
45.オフグリッドの世界と、その可能性～医療編～
46.オフグリッドの世界と、その可能性～エネ
　 ルギー編
47.オフグリッドの世界と、その可能性～コミュ
　 ニティ編
48.オフグリッドの世界と、その可能性～教育編

49.お金のオフグリッド～フィンテック、仮想通貨
　 の本質とは？
50.オフグリッド化するコミュニティ 渋谷Cift
　 が提唱する“拡張家族“とは？
51.代々木公園のホームレス画家と考える、
　 働くとは何か？
52.エネルギーを通して考える 未来に残すべき
　 地域と日本の姿
53.Googleの人材開発担当者と考える「働き方
　 改革」
54.大きなシステムに対抗できるのは、小さな
　 ファンタジー
55.もう再エネは無視できない！ 世界の潮流に
　 乗り遅れる日本

67.チンパンジーから人とAIを考える
68.進化論とAI～サルとAIを置き換えて
　 考えてみる
69.ギャラリスト三潴末雄さんと考える アート
　 の買いかた、感じかた

77.家族のかたちは時代で変わる

78.未来年表から「未来」を考える

79.植民者は魚の釣り方を教えない

80.人生を“退場”しても、この世は続く

81.「こころ」ではなく「おもひ」で演じる

86.MSC認証で持続可能な漁業を実現する
87.百姓を見直そう。変な人と付き合おう
88.豊かな「不確かさ」が未来をつくる
89.自分回帰で人生120年を幸せに生きる
90.未来に何を問いかけ、どんなインタラクション
　 を起こすのか？
91.「移住者が人として幸せになる」これからの
　 地域の作られ方
92.料理人の輝く社会が、未来の美しい光景になる
93.ナイトタイムカルチャーの未来
94.人間には”面白がる力”がある
95.奇跡は起きない。多様で地道な活動が
　 困難を解決していく
96.鉄壁の“やらない理由”の先にあったコミュ
　 ニケーションの本質

97.”分散ドロップアウト”が加速している
98.研究員取材レポート「ハーバード教授
　 よりおばあちゃんの方が賢い」
99.研究員取材レポート「ゼロ・ウェイスト・ジャ
　 パン」
100.人類の幸せを測るという考え方がお金
　 の可能性を広げる

【A piece of PEACE】
101.人は、どうしても“同”したがる
102.アマゾンから考える「人対人」「微生物
　 から人まで」
103.心の平和、内なる平和を掴み取る
104.「非モテ」男性は本当にモテないから
　 つらいのか？男性研究
105.アートは平和を創るWeapon 
106.「平和」はひとつじゃない
107.“完全に平和な状態はない”ということを知る
108.みんなが主体的であり、かつ他の人に
　 対しても主体的でなければいけない
109.「何があってもあなたでいい」みんな
 　がそれぞれの自然を謳歌できる世界に
110.心×社会システム×テクノロジーで、そも
　 そも戦う必要がない状態にしよう

【Future Diversity】
82.私たちの想像力は小さくなってしまった

83.世界は贈与でできている

84.幸せは、人間が常に日々動的に生み

　 出している行為だ

85.微生物多様化で、健康かつ持続可能

　 な都市環境を

【人間らしさ】
70.探検家・関野吉晴さんと人類の足跡たどる

71.女性たちはホストに何を求めるのか？ 

　 歌舞伎町から“人間らしさ”を考える

72.『暦の本質』時間は人間の内側にあるもの

73.義肢から身体の拡張可能性を考える

74.自分が存在するだけで、表現してしまっている

75.恐怖の連鎖に膝カックン

76.家族に“こうあるべき”はない

【AI】
56.シンギュラリティ”は本当に起こるのか！？ 
　 人工知能（AI）の現実
57.AIにファッションは可能か？ 
58.マンガで考える、AIと人間の関わり方
59.生命をつくる”ということに関する2、3の補助線
60.AI政治の夜明け？
61.AIに、「人権」や責任はあるか？
62.未来の「美味しい！」をつくる、スマートキッチン
　 と人工肉
63.AI時代に活きる、仏教の叡智
64.ベーシックインカムより適用拡大を！ AI時代
　 の働き方と学び方
65.AIの幸福論：煩悩のないAIと煩悩にとらわ
　 れる人間
66.未来のロボットを考える

青空ケイザイ祭
̶大きくなる新しい経済のうねり̶
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SOW:Share Our Wisdom

PEACE DAY 2018

『オフグリッドの世界と、その可能性』
人工知能への期待は加速度的に高まり、
「シンギュラリティは2045年におこる」、「人
間の仕事を奪う」、といった話がメディアに
溢れました。歴史を振り返ると人工知能は
1956年にアメリカのダートマスで会議が行
われ、機械に人間の知能を実現することを
目指して出発しました。第一次ブームでは
ニューラルネットワークの発明、第二次ブー
ムは1980年ごろパソコンが普及した時期に
起こりました。今回の第三次ブームを経て
人工知能が社会基盤に組み込まれていく
ことが必然になりつつある中で、人工知能と
の関係性をあらゆる角度で検討しました。

『AI が社会基盤となるからこそ
必要であろう叡智』

昨年のテーマ「AI」を扱うなかで、どの登壇者
からも共通して「人工知能を開発する上で私
たちは人間自身をもっと知る必要がある」という
発言が出てきました。私たちは逆説的に人間と
は？ という問いに行き着きました。テクノロジーが
どんどん発展していく中で、忘れてはならない「
人間らしさ」があるのではないか。そこで私たち
は[人間を人間たらしめている要素] を、種の起
源をスタートとし消滅（死）に至るまでの社会活
動（愛する、家族になる、争う、仲裁する、表現
する）や人間の特徴（時間や暦の概念、「未来
」という概念を持つ）、AIにはない身体性などに
焦点を当てて取材を進めました。

待った無しの気候変動問題、現在のテクノロジ
ーから予測可能な近未来。現代の私たちは、
未来が「あらかじめ定まっている」ような錯覚に
おちいり、未来を自由に想像することができなくな
っているのではないでしょうか？ 目の前に広がる
膨大な未知に立ちすくむのではなく、未来を無
限大の可能性と捉えることはできないか。未来
はもっと多様で、未知だからこそ面白い。未来は
希望に満ちているはずです。私たち一人ひとりが
自らの頭で考え、行動につなげもっと多様な未
来を切り拓いていくために、未来に向かって突き
進む様々な才能や頭脳をゲストに招きこれから
の時代に必要となる叡智を探りました。

『人間らしさ』 『FUTURE DIVERSITY』
「平和な世界を」と誰もが言います。しかし「
平和な世界」とはどういう世界なのでしょう
か？ 第二次世界大戦を経た現代でも、内
戦や経済戦争が続いています。海洋汚染
や温暖化など地球環境の変化が世界の安
定を脅かす事態も生じています。また現代
人の心の「平和」について考える必要もあり
そうです。「平和」の定義は曖昧かつ幅が
広く、思考停止しかねないパワーワードでも
あります。そもそも「平和」とは何なのか？ 「平
和」の解像度を少しでも上げていくこと。これ
が「平和な世界」へにつながると信じて活
動をしました。

『A piece of Peace』【古今東西の叡智を求めて】

Wis TALK【特別共催イベント】
「未開の未来」全９回7月16日財団設立キックオフカンファレンス

Wisdom Small Gathering

Next Wisdom Meeting

他、トークイベント×9 他、トークイベント×9 他、トークイベント×7 他、トークイベント×7 他、トークイベント×6

Next Wisdom Gathering

"踊る！ケイザイNight
～夜に花開く文化と経済～ まわるケイザイ大YEN会

ケイザイ祭 Vol.4
～WORK IS OVER!?～

AIを語り合う夕べ 未来食を語り合う夕べ

未来を語り合う夕べ

ケイザイ祭vol.5
～三方良し～

書籍刊行記念
オンライントークイベント×３

書籍刊行記念
オンライントークイベント×5

『NEXT WISDOM CONSTELLATIONS 2014-2018 
 叡智探求の軌跡』書籍刊行

NWF×ドコモgacco オンライン講義
「教養再考」全９回

NWF×ミラツク「Lunch Time Forum」全12回

【代表理事】井上高志（株式会社LIFULL 代表取締役社長）｜楠本修二郎（カフェ・カンパニー株式会社 代表取締役社長 ）＊2021年12月まで、2022年1月から理事
【理事】佐藤大吾（NPO法人ドットジェイピー 理事長）｜梅澤高明（A.T.カーニー日本法人代表）＊2015年まで|小西利之（POOL inc. Founder）※2015年12月～｜前野隆司（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授）＊2017年～
【評議員長】原丈人（アライアンス・フォーラム財団会長、DEFTA Partnersグループ会長）
【評議員】竹村眞一（京都芸術大学教授、Earth Literacy Program代表）｜生駒芳子（ファッション・ジャーナリスト、一般社団法人フュートゥラディションワオ代表理事）

【事務局増員】吉川幸恵 【事務局変更】後藤香織｜吉川幸恵｜山岡早穂｜小柴美保 【事務局変更】後藤香織｜小柴美保｜花村えみ｜石川歩 【第1期】研究員（プロジェクトフェロー）天野恭子
【第1期】研究員（プロジェクトフェロー） Jensen Anna Groenkjaer

【第2期】研究員（プロジェクトフェロー）佐藤絵里子

井上高志｜楠本修二郎｜原丈人｜竹村眞
一｜岩田拓磨（a.school 代表取締役）｜高野雅
哉（燕商工会議所）｜鎚起銅器 玉川堂｜鑿鍛
冶 田斎｜関川木工所｜永塚製作所｜熊平
美香（一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代
表理事／日本教育大学院大学客員教授）｜吉成真
由美（サイエンスライター）

ピケティ『21世紀の資本』｜第２次安倍改造内
閣「地方創生」｜消費税8%に増税｜ビットコイ
ン取引所「マウントゴックス」破産｜集団的自衛
権閣議決定｜『里山資本主義』｜キューバの雪
解け｜ISIL（IS）が国家樹立を宣言

新アベノミクス｜安保関連法成立｜COP21「パリ
協定」｜米国同性婚合法化｜国立競技場白紙撤回
｜パリ同時多発テロ｜ISIL日本人拘束事件｜世界
平均気温過去最高更新｜持続可能な開発目標
（SDGs）国連採択｜CRISPRゲノム編集技術

風営法改正｜日銀マイナス金利導入｜オバマ広島
訪問｜TPP参加12カ国署名｜電力小売完全自由化｜
米大統領選トランプ氏当選｜Pokémon GO｜待機
児童問題｜IoT｜シンギュラリティ｜AlphaGoが
トップ棋士に勝利｜マイクロプラスチック問題

信用経済｜ブロックチェーン｜フィンテック｜米
パリ協定・TPP離脱｜忖度｜プレミアムフライデー｜
フェイクニュース｜日本出生数100万人割れ｜第3
次安倍第3次改造内閣｜企業内部留保過去最高
|カズオ・イシグロがノーベル文学賞

メルカリ上場 |AIが労働を奪う問題|コイン
チェック暗号通貨流出|#MeToo運動|種子法廃
止 |働き方改革関連法案成立 |『〈効果的な利他
主義〉宣言!』出版 | スペースX社ロケット宇宙
飛行成功|中国で世界初ゲノム編集赤ちゃん

内閣府ウェルビーイング｜消費税10%に引上げ｜
新元号「令和」｜ノートルダム大聖堂火災｜民間
ロケット発射成功｜京アニ放火殺人事件｜首里
城焼失｜国立競技場完成｜IBM世界初商用量
子コンピュータ発表｜中村哲さん死去

新型コロナウイルス世界的流行｜新しい生活
様式｜アベノマスク｜イギリス EU 離脱｜ブ
ラック・ライブズ・マター運動｜東京五輪延
期｜緊急事態宣言｜菅内閣発足｜米国大統領
選バイデン氏当選｜「はやぶさ2」地球へ帰還

トランプ支持者議会襲撃事件｜ダボス会議「グ
レート・リセット」｜東日本大震災後10年｜福島汚染
処理水海洋放出決定｜熱海市土石流災害｜東京
五輪開催｜岸田内閣発足｜アフガニスタン米軍撤
退｜FacebookがMetaに｜常温核融合実験成功

まん延防止等重点措置｜ウクライナ侵攻｜ 大阪
市ヘイトスピーチ抑止条例｜成人年齢18歳に｜
イーロン・マスクTwitter買収｜プラスチック資源循
環法施行｜安倍晋三銃撃事件｜東京都パートナー
シップ宣誓制度｜円安｜ヒトゲノム完全解読成功

岩井俊介（クリエイティブディレクター）｜竹村眞
一｜三好琢（株式会社トライミライ取締役）｜し
のさん（呑家しの）｜飛鷹全法（高野山別格本山
三宝院副住職）｜池上高志（東京大学大学院総合文
化研究科 広域科学専攻 広域システム科学系教授）｜
高橋歩（自由人）｜村瀬誠（天水研究所代表）｜
所眞理雄（ソニーコンピューターサイエンス研究所エ
グゼクティブ アドバイザー ファウンダー）｜黒﨑輝男
（流石創造集団株式会社C.E.O）｜小西利行（株式会社
POOL）｜牧大介（西粟倉・森の学校代表取締役、校長）
｜井筒耕平（村楽エナジー株式会社代表）

薮内洋介（尺八奏者／日本芸能史家）｜佐々木康
裕（takram design engineering）｜立川志の春（落
語家）｜島原万丈（株式会社ネクストHOME’S総研
所長）｜野口勲（野口種苗研究所代表）｜唐澤秀（鹿
嶋パラダイス）｜熱田安武（蜂捕師）｜関根健次（ユ
ナイテッドピープル株式会社代表取締役社長）｜卜
部直也（真鶴町 企画調整課 渉外係長）｜鎌田雄介
（映画「うみやまあひだ」プロデューサー）｜堀潤
（ジャーナリスト／キャスター）｜宮澤正明（映画
「うみやまあひだ」監督／写真家）｜井上高志｜
生駒芳子｜小山伸二（辻調理師専門学校／メ
ディアプロデューサー）｜山田チカラ（「山田チカ
ラ」オーナーシェフ）｜楠本修二郎

孫泰蔵（Mistletoe 株式会社代表取締役社長兼 CEO）
｜前野隆司（慶應義塾大学大学院教授）｜井上高
志｜ドミニク・チェン（株式会社ディヴィデュア
ル共同創業者／NPOコモンスフィア理事）｜竹村眞
一｜渡辺真也（インディペンデント・キュレーター
／映画監督）｜渡邉信（筑波大学 藻類バイオマス・エ
ネルギーシステム開発研究センター長）｜乗竹亮治
（日本医療政策機構 事務局長／米国医療支援 NGO 
Project HOPE コンサルタント）｜近藤克則（千葉大
学予防医学センター 社会予防医学研究部門社会予
防医学分野教授）｜堂免一成（東京大学大学院工
学系研究科化学システム工学専攻・教授）｜山本隆
三（国際環境経済研究所所長／常葉大学教授）｜竹
村公太郎（特定非営利活動法人 日本水フォーラム
代表理事・事務局長／博士（工学）／ 東北大学非常勤
講師）｜山本秀樹（ミネルバ大学日本事務所代表）
｜中邑賢龍（東京大学先端科学技術研究センター
人間支援工学分野教授）

瀧俊雄（株式会社マネーフォワード取締役兼
Fintech研究所長）｜藤代健介（Cift）｜川畑久夫（画
家・露天商）｜鈴木悌介（鈴廣かまぼこグループ 代
表取締役副社長）｜ピョートル・フェリークス・
グジバチ｜影山知明（クルミドコーヒー /胡桃堂
喫茶店店主）｜磯野謙（自然電力株式会社代表取締
役）｜吉原毅（城南信用金庫 顧問 ／城南総合研究所
長）｜山田誠二（人工知能学会会長／国立情報学研
究所教授／総合研究大学院大学教授／東京工業大学
大学院 特定教授）｜酒井聡（株式会社ニューロー
プ代表取締役）｜業田良家（漫画家／作詞家）｜岩
崎秀雄（metaPhorest）｜松田道人（2018 年多摩
市長選にAIメイヤーとして出馬）｜松本徹三（多摩
市 AI 市長推薦人／元ソフトバンクモバイル副社長）｜
工藤郁子（マカイラ株式会社コンサルタント上席研
究員、中京大学経済研究所特任研究員、一般社団法人
日本ディープラーニング協会有識者会員）｜田中宏
隆（株式会社シグマクシス ディレクター）｜田中雄喜
（SHOJINMEAT PROJECT）｜松本紹圭（仏教者）｜出
口治明（立命館アジア太平洋大学（APU）学長）｜三
宅陽一郎（日本デジタルゲーム学会 理事）｜前野隆
司（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメ
ント研究科教授）｜高橋智隆（ロボットクリエイター）

山本真也（京都大学高等研究院准教授）｜佐倉統
（東京大学大学院情報学環教授）｜三潴末雄（ギャ
ラリスト）｜岡田智博（NPOクリエイティブクラスター理
事長／NPO法人デザインアソシエーション＝コンテンツ
キュレーター／アートセンターNICAディレクター）｜関野
吉晴（探検家／人類学者／外科医）｜手塚 マキ
（Smappa! Group会長／歌舞伎町商店街振興組合理事）｜
杉山開知（地球暦 HELIO COMPASS考案者）｜臼井
二美男（公益財団法人鉄道弘済会義肢装具サポートセ
ンター義肢装具士・研究室長）｜津村耕佑（ファッ
ションデザイナー／武蔵野美術大学空間演出デザイン
学科教授／東京藝術大学非常勤講師／文化服装学院
非常勤講師）｜伊勢崎賢治（紛争解決請負人／東京
外国語大学総合国際学研究院教授）｜中村暁野（『家
族と一年誌「家族」』編集長）

池岡義孝（早稲田大学人間科学学術院教授）｜岡
部昌平（Future Lab MIRAIJIN）｜ゾマホン・イドゥス・
ルフィン（ベナン共和国大統領特別顧問）｜山道昌
幸（NPO 法人 IFE 代表）｜池澤優（東京大学大学院
人文社会系研究科（文学部）／死生学・応用倫理セ
ンター長、宗教学宗教史学研究室教授）｜安田登（能
楽師）｜樋口恭介（SF作家／会社員）｜近内悠太（教
育者／哲学研究者）｜矢野和男（日立製作所フェロー・
理事）｜伊藤光平（株式会社ナノセカンド）

武邑光裕（メディア美学者／「武邑塾」塾長／千
葉工大「変革」センター研究員／Center for the Study 
of Digital Lifeフェロー）｜Manish Jain（教育者）
｜菅翠（上勝町役場 企画環境課）｜坂野晶（一
般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン代表理事）
｜安田登（能楽師）｜太田光海（映像作家／文
化人類学者）｜関根健次（ユナイテッドピープ
ル株式会社代表取締役）｜西井開（男性研究／臨
床心理士）｜ロディオン・ トロフィムチェ
ンコ（アーティスト）｜林登志也（We+／法政
大学デザイン工学部兼任講師）｜安藤北斗（We+
／武蔵野美術大学空間演出デザイン学科非常勤講
師／iF Design Award、D&AD Awards審査員）｜上田
洋子（ロシア文学者／ゲンロン代表）｜三船恒裕（高
知工科大学社会心理学教授 ）｜小川さやか（立命
館大学大学院先端総合学術研究科教授）｜山本豊津
（東京画廊）｜井上高志

鈴木允（日本サステナブルシーフード協会代表／
おさかな小学校校長）｜孫泰蔵（Mistletoe創業者）
｜田中ゆり（東京藝術大学専門研究員／CERN客
員研究員）｜佐々木康裕（Takramディレクター）
｜前野隆司（慶應義塾大学大学院システムデザ
イン・マネジメント研究科教授 幸福学研究者）｜
西村勇哉（NPO法人ミラツク代表理事）｜牧大介
（西粟倉・森の学校 代表取締役／校長）｜小山伸二
（辻調理師専門学校）｜小西利行｜齋藤貴弘
（Field-R法律事務所弁護士／ナイトタイムエコノミー
推進協議会代表理事）｜山形浩生（評論家／翻訳家）
｜三宅陽一郎（日本デジタルゲーム学会理事）｜
岩崎秀雄（アーティスト／生命科学研究者）｜立川
志の春（落語家）｜岩田拓真（株式会社 a.school
代表）｜井上高志｜新井和宏（株式会社eumo代
表取締役）｜井上英之（INNO LAB International 
co-founder / NPO 法人ミラツク アドバイザー）｜
白石智哉（フロネシス・パートナーズ株式会社代表
取締役）｜石川善樹（公益財団法人 Well-being for 
Planet Earth 代表理事）｜樋口恭介（SF作家／コ
ンサルタント）｜田崎佑樹（株式会社 KANDO 代表
取締役）｜竹村眞一｜塩瀬隆之（京都大学総合
博物館准教授）｜松本紹圭（現代仏教僧）｜渡辺
真也（インディペンデント・キュレーター／映画監督）
｜伊藤貴紀（経済産業省次世代空モビリティ政策
室 室長補佐）｜杉下智（東京女子医科大学教授）｜
羽生雄毅（インテグリカルチャー代表取締役）｜
福本理恵（株式会社SPACE代表取締役）｜清水イ
アン（環境アクティビスト）｜中野民夫（東京工
業大学教授）｜坂倉杏介（東京都市大学准教授／
三田の家LLP代表）｜磯野謙（自然電力株式会社代
表取締役）｜渡邊剛（北海道大学大学院理学研究
院／ NPO 法人喜界島サンゴ礁科学研究所理事長）
｜矢野和男（株式会社日立製作所フェロー／株式
会社ハピネスプラネット代表取締役CEO）｜大関真
之（東北大学教授・株式会社シグマアイ代表取締役）

【事務局】後藤香織｜半田美幸｜小柴美保
【編集者】清田直博
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