INNOVATIVE CITY FORUM

2019

2019.11.19（Tue.）̶ 11.20（Wed.）
六本木アカデミーヒルズ
Roppongi Academyhills

公式プログラム
OFFICIAL PROGRAM

What is Innovative City Forum?
開催概要／ Overview

都市とライフスタイルの
未来を描く
Designing the future for global cities and lifestyles

日程：

2019 年 11 月 19 日（火）- 20 日（水）

Dates:

November 19 (Tue.) - November 20 (Wed.), 2019

会場：

六本木アカデミーヒルズ（六本木ヒルズ森タワー 49 階）

Venue:

Roppongi Academyhills, Roppongi Hills Mori Tower 49F

主催：

森記念財団都市戦略研究所、森美術館、アカデミーヒルズ

Organized by:

Institute for Urban Strategies - The Mori Memorial Foundation,

共催：

国際交流基金アジアセンター

協力：

世界経済フォーラム、国際文化会館、ロフトワーク

Co-Organized by:

The Japan Foundation Asia Center

参加費：

各セッション 5,000 円（税込）

Supported by:

The World Economic Forum, International House of Japan, Loftwork

The Japan Foundation Asia Center セッション、

Admission Fee:

5,000yen (including tax) per session

Mori Art Museum, Academyhills

ICF Hub セッションは各 2,000 円（税込）
定員：

250 名

言語：

日英同時通訳

The Japan Foundation Asia Center Session,
ICF Hub Session: 2,000yen (including tax)

世界の人口は増加を続けており、 2018 年現在 55％（ 42 億人）が都市部に生活していますが、 2050 年には 68％（ 67
億人）に達すると予測されています（国連

Venue capacity:

250

Language:

Japanese and English simultaneous interpretation

世界都市人口予測 2018 年版）。また、国連の SDGs の目標 11 には 「都市と

人間の居住地を、包括的、安全、レジリエント、持続可能にする」という目的が掲げられています。都市は高齢化、環境
の悪化、食料やエネルギー供給の困難など、多様な問題に直面しています。

Hosted by

Co-hosted by

その一方で科学・技術の発展も加速し、次々と新たな方法で問題が解決され、都市は刷新され、ライフスタイルも変革
するでしょう。特に AI やロボティックス技術、再生医療や遺伝子工学などは新たな価値観、新たな人間観を生み出し、人
類に希望を与えるかもしれません。ポジティブな未来も、ネガティブな未来も、今日の我々の選択によって決まってくるの
ではないでしょうか。

Supported by

そこで、今そうした諸問題に関して、都市、社会、ライフスタイル、また文化や芸術といった多様な観点から検証し、最
新の知見を結集して未来に向かう新たなビジョンをデザインすることが喫緊の課題となります。その試みは、われわれに
最善の未来を模索する方向を示唆すると同時に、人間とは何か、人間の生きる意味とは何かといった根源的な問いかけ
をもたらすでしょう。

ICF-Network Members

Innovative City Forum はこのような問題意識のもとに、都市問題、科学・技術、アート・デザイン、経済・産業など
互いに立場の異なる世界のオピニオンリーダーが東京で出会い、さまざまな課題を横断的に議論し、来たるべき社会の新
たな姿を問いかける創造的プラットフォームです。
As the world’s population continues to increase, 55% (4.2 billion) lives in urban areas as of 2018 and is expected to increase to
68% (6.7 billion) by 2050, according to the United Nations’ 2018 Revision of World Urbanization Prospects. The United Nations'
Sustainable Development Goals 11 is to “Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable”. Cities will
be faced with a range of challenges such as population aging, environmental degradation, and strained food and energy supplies,
etc. Meanwhile, scientific and technological development is also accelerating. It is possible that new approaches will see cities
reformed, allowing them to overcome their challenges one by one. Even lifestyles themselves may be transformed. In particular,
technologies such as AI, robotics, regenerative medicine, and genetic engineering may grant humanity's wishes, and in the process
give rise to new value systems and perspectives on the human experience. The choices we make today may determine whether or
not our future is a favorable one. For that reason, it is critical that we examine all of these issues from a variety of perspectives,
such as those of cities, societies, lifestyles, art, and culture, and bring together the people who have the cutting-edge expertise to
design a new vision for that future. By making these efforts, we can gain insights into the path toward the best possible future, as
well as new answers to the most fundamental, eternal questions about the nature of humanity and the meaning of life.
Innovative City Forum is a creative platform that explores the shape of the new world to come. United by a shared understanding
of the importance of these issues, global opinion leaders will come together in Tokyo, bringing a diverse range of perspectives to
multidisciplinary discussions that will encompass topics including urban issues, science, technology, art, design, economics, and
industry.

Program Committee

公式ウェブサイト

icf.academyhills.com

Innovative City Forum
事務局

English website
icf.academyhills.com/en

〒 106-6149 東京都港区六本木 6–10–1
六本木ヒルズ 森タワー 49 階 六本木アカデミーヒルズ

GeneralInformation
Lecture attendance

● 会場入口で参加証をご提示ください。

• When arriving at the venue, please show your participation card at the entrance.
• Participation cards will not be reissued. Those without participation cards may not enter the venue. Please
take care to avoid misplacing your card.
• Venues will open 30 minutes before events begin each day.

会場について
● 席は先着順、自由席となります。

● 講演途中での退出はご遠慮ください。

● 有事の際はスタッフの指示に従って待機、避難していただきます。
ご飲食について
● 六本木アカデミーヒルズ館内にお食事をご提供する場所はございません。六本木ヒルズ施設内の飲食店をご利用
ください。

その他
● 一部セッションの模様は後日、インターネット配信を予定しております。客席が映る場合もございますので、予め
ご了承ください。

Heizo Takenaka
Professor, Toyo University

Hiroo Ichikawa
Professor Emeritus, Meiji University

Fumio Nanjo
Director, Mori Art Museum

Roppongi Academyhills, Roppongi Hills Mori Tower 49F,
6–10–1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6149 Japan
Tel: +81-3-6406-6650 E-mail: icf@academyhills.com

聴講について

ぐれもご注意ください。

南條史生
森美術館館長

Innovative City Forum
Secretariat:

注意事項

● 開場は各日開演 30 分前となります。

市川宏雄
明治大学名誉教授

View speaker profiles on ICF official website.

Tel: 03-6406-6650 E-mail: icf@academyhills.com

● 参加証の再発行はいたしません。また、参加証をお持ちでない方のご入場はお断りいたします。紛失にはくれ

竹中平蔵
東洋大学教授

登壇者プロフィール及びインタビューを ICF 公式ウェブサイトにて紹介しています。

● 参加者のセミナー会場内での録音・録画行為は禁止させていただきます。

● セッションは日本語もしくは英語で行われますが、日英同時通訳が入ります。

● セッション終了後、同時通訳のレシーバーはお出口で回収いたします。レシーバーを会場外に持ち出すことは禁
じます。

● 乳幼児連れの参加はご遠慮ください。

Venues
• Seating is unassigned and is available on a first-come, first-served basis.
• Please do not leave the auditorium or move between venues during a lecture.
• In case of emergency, please comply with staff instructions for evacuation.
Eating and drinking
• There is no location available for eating within Roppongi Academyhills. Please use the restaurants available
within the Roppongi Hills facility.
Miscellaneous
• Certain sessions will be streamed on the Internet. Please note that views of the audience may be included in
the images streamed.
• Sound or video recording by participants within the seminar venues is forbidden.
• Sessions will generally be conducted in Japanese or in English, and Japanese-English simultaneous interpretation will be provided.
• After a session has concluded, please return your interpretation receiver to the staff as you exit the room. Receivers may not be taken out of the venues.
• Please do not bring babies or small children to events.

Time Table

Day.1 AM November 19 [Tue]
■ 10:00-12:00 Keynote Session

Day1 November 19 [Tue]

主催者代表挨拶／ Welcome Address
シティブレインストーミング／ City Brainstorming

― 10:00-12:00

基調講演／ Keynote Address

Keynote Session
主催者代表挨拶
Welcome Address

― 13:30-17:30

シティブレインストーミング

Future and the Arts Session

City Brainstorming
竹中平蔵／ Heizo Takenaka

人は明日どう生きるのか［森美術館「未来と芸術展」関連プログラム］

東洋大学教授／ Professor, Toyo University

How Humanity Will Live Tomorrow

― 18:30-21:30
基調講演 1：
2050 年に向けて、限りある地球におけるグローバルな発展

Brainstorming for IR4
ビッグデータが変える社会 〜ガバナンス、経済、ライフスタイルは？〜
A Society Transformed by Big Data: What Will Become of Its Governance, Economics, and Lifestyles?

〜課題は何か？また、
米国、
中国、
日本はどう役立つのか？〜

Global development on a finite planet towards 2050
- What is the challenge, and how could the US, China and Japan help? -

ヨルゲン・ランダース

Jørgen Randers

Day2 November 20 [Wed]

BIノルウェービジネススクール 名誉教授
Professor Emeritus, BI Norwegian Business School

― 10:30-12:00

基調講演 2：

World Economic Forum Session

都市のマルチバース化とコモングラウンドという新大陸

City as a multiverse - the next undiscovered territory as "Common Ground"

テクノロジーガバナンスのための
グローバルスマートシティアライアンスの取り組み

豊田啓介

Keisuke Toyoda

Global Smart Cities Alliance for Technology Governance

建築家 / ノイズ パートナー / グルーオン パートナー

Architect/Co-founder & Partner, noiz/Co-founder & Partner, gluon

― 13:00-14:30

The Japan Foundation
Asia Center Session
Reverse IDEA 〜アジアのダイナミズムから「新たな座標軸」を探る〜

― 14:00-17:00

Urban Strategy Session

アートに向かう未来
Future into Art

“Reverse IDEAs" - In Search of New Coordinates from Asian Dynamism -

― 15:30-17:30

基調講演 3：

南條史生

ICF Hub Session

Fumio Nanjo

Post Industrial Revolution 〜 産業革命の次に来るものは何か? 〜

Director, Mori Art Museum

森美術館館長

Post-Industrial Revolution:

What Comes After an Industrial Revolution?

東京2035―輝く世界都市〜人は未来の都市空間に何を望むのか？〜
Tokyo 2035 - Radiant World City:

What Will People Want from the Urban Spaces of the Future?

― 17:35-18:00
プログラム情報はウェブサイトをご覧ください。

ICF2019 Program Committee Session
公式
ウェブサイト

English
website

Day.1 PM November 19 [Tue]
■ 13:30-17:30 Future and the Arts Session

■ 18:30-21:30 Brainstorming for IR4

人は明日どう生きるのか［森美術館「未来と芸術展」関連プログラム］

How Humanity Will Live Tomorrow

ビッグデータが変える社会

A Society Transformed by Big Data:

科学技術は都市、建築、ライフスタイル、身体、社会や共同体のイデオロギーに

〜ガバナンス、経済、ライフスタイルは？〜

What Will Become of Its Governance, Economics, and Lifestyles?

どんな影響を与えるのか？来るべき未来像をアーティストと議論します。

How will science and technology influence the ideologies of cities, architecture,
lifestyles, health, communities, and societies? With help from artists, this discussion will be about envisioning a future that is just around the corner.

のか、そのポテンシャルと課題について議論します。

人々の生活水準を向上させると期待されるビッグデータ活用の未来はどうなる

13:30-14:15 キックオフ ディスカッション

13:30-14:45 Kickoff Discussion

Big data has been touted as having the ability to deliver a better standard of living
for all. This discussion will explore the future of big data, its potential benefits, and
the issues it presents.

18:30-19:30 全体会議（キックオフ）

18:30-19:30 Kickoff Discussion

南條史生、五十嵐太郎、塚田有那、丸山俊一

Fumio Nanjo, Taro Igarashi, Arina Tsukada, Shunichi Maruyama

分科会

竹中平蔵、福原正大、山本龍彦、藤沢久美、

Breakout Session
14:30-15:30 Presentation
15:45-16:45 Discussion

14:30-15:30 プレゼンテーション
15:45-16:45 ディスカッション
• 分科会１：都市と建築の新陳代謝

塚田有那、エイミー・カール、粕谷昌宏、菊地浩平、栗山浩樹、
ディムート・シュトレーベ、
ドミニク・チェン、
三宅陽一郎、
藤島皓介、
マイク・タイカ

17:00-17:30 フィードバック ディスカッション

南條史生

森美術館館長

五十嵐太郎

Taro Igarashi

建築史・建築批評家

塚田有那

Arina Tsukada
編集者/キュレーター

豊田啓介

ノイズパートナー /
グルーオンパートナー

舩橋真俊

Masatoshi Funabashi

ソニーコンピュータ
サイエンス研究所
リサーチャー

ミハエル・
ハンスマイヤー

Michael Hansmeyer
建築家

Theme 2: How Will Big Data Change Democracy and Capitalism?
Keiko Hamada, Kazuhiro Obara, Hiroaki Miyata, Tatsuhiko Yamamoto

• 分科会３：ビッグデータの世界を、個人としてあなたはどう生きるのか？

Theme 3: How Will You Live as an Individual in a Big Data World?
Ryuichiro Takeshita, Katsue Nagakura, Naoya Fujita, Ryosuke Nishida

浜田敬子、尾原和啓、宮田裕章、山本龍彦

竹下隆一郎、長倉克枝、藤田直哉、西田亮介

20:45-21:30 Feedback Discussion

竹中平蔵、佐々木紀彦、浜田敬子、竹下隆一郎、津田大介、藤沢久美

Heizo Takenaka, Norihiko Sasaki, Keiko Hamada, Ryuichiro Takeshita,
Daisuke Tsuda, Kumi Fujisawa

17:00-17:30 Feedback Discussion
登壇者（順不同）／ Speakers（in no particular order）

丸山俊一

Shunichi Maruyama
NHKエンタープライズ番
組開発 / エグゼクティブ・

会田誠

Makoto Aida
美術家

饗庭伸

小渕祐介

Shin Aiba

首都大学東京 教授

プロデューサー

Keisuke Toyoda
建築家 /

• 分科会２：ビッグデータは民主主義＆資本主義をどう変えるのか？

20:45-21:30 全体会議（フィードバック）

登壇者（順不同）／ Speakers（in no particular order）

Fumio Nanjo

Theme 1: How Far Will Big Data Go?
Norihiko Sasaki, Tomoe Ishizumi, Yuichi Ota, Shoko Takahashi

佐々木紀彦、石角友愛、太田祐一、高橋祥子

Theme 3: Transformation of Capitalism and Well-being
Shunichi Maruyama, Daisuke Araya, Miho Ishii, Kohei Saito, Simon Denny,
Kyoko Tominaga, Ai Hasegawa, Yosuke Yasuda

• 分科会３：資本主義と幸福の変容

丸山俊一、荒谷大輔、石井美保、斎藤幸平、サイモン・デニー、
富永京子、長谷川愛、安田洋祐

• 分科会１：ビッグデータは今後どこまで進むのか？

Theme 2: Lifestyle and Augmented Body
Arina Tsukada, Amy Karle, Masahiro Kasuya, Kohei Kikuchi, Hiroki Kuriyama,
Diemut Strebe, Dominick Chen, Yoichiro Miyake, Kosuke Fujishima, Mike Tyka

• 分科会２：ライフスタイルと身体の拡張

19:15-20:30 Breakout Session

19:15-20:30 分科会

Theme 1: Metabolism of City and Architecture
Taro Igarashi, Makoto Aida, Shin Aiba, Yusuke Obuchi, Masatake Shinohara,
Keisuke Toyoda, Masatoshi Funabashi, Michael Hansmeyer, Fabio Gramazio

五十嵐太郎、会田誠、饗庭伸、小渕祐介、篠原雅武、
豊田啓介、舩橋真俊、ミハエル・ハンスマイヤー、ファビオ・グラマツィオ

Heizo Takenaka, Masahiro Fukuhara, Tatsuhiko Yamamoto, Kumi Fujisawa

エイミー・カール

Amy Karle

アーティスト /
デザイナー /
フューチャリスト

粕谷昌宏

Masahiro Kasuya

株式会社メルティン

MMI 代表取締役

菊地浩平

Kohei Kikuchi

人形文化研究者 /
早稲田大学非常勤講師

Yusuke Obuchi

東京大学建築学専攻
准教授

篠原雅武

Masatake Shinohara

京都大学 特定准教授

竹中平蔵

Heizo Takenaka
東洋大学教授

栗山浩樹

ディムート・シュトレーベ

高橋祥子

日本電信電話㈱
常務取締役

アーティスト

株式会社ジーンクエスト
代表取締役

Hiroki Kuriyama

Diemut Strebe

Shoko Takahashi

藤沢久美

Kumi Fujisawa

シンクタンク・
ソフィアバンク代表

長倉克枝

Katsue Nagakura
科学ライター / 編集者

佐々木紀彦

Norihiko Sasaki

株式会社ニューズピックス
取締役

西田亮介

Ryosuke Nishida

東京工業大学准教授

浜田敬子

竹下隆一郎

石角友愛

太田祐一

ハフポスト日本版編集長

パロアルトインサイト

株式会社DataSign Founder
代表取締役社長

Keiko Hamada
BUSINESS INSIDER JAPAN

Ryuichiro Takeshita

藤田直哉

宮田裕章

山本龍彦

批評家

慶應義塾大学教授

慶應義塾大学教授

統括編集長

Naoya Fujita

Hiroaki Miyata

Tomoe Ishizumi

CEO

Tatsuhiko Yamamoto

Yuichi Ota

福原正大

Masahiro Fukuhara
Institution for a
Global Society CEO

尾原和啓

Kazuhiro Obara
執筆・IT 批評家

津田大介

Daisuke Tsuda

ジャーナリスト /
メディア・アクティビスト

本セッションの分科会は日本語のみで行われます。

The breakout discussion of this session will only be held in Japanese. No interpretation service will be provided.

ドミニク・チェン

三宅陽一郎

情報学研究者

日本デジタルゲーム
学会理事

Dominick Chen

Yoichiro Miyake

藤島皓介

Kosuke Fujishima
宇宙生物学者/
合成生物学者

マイク・タイカ

Mike Tyka
AIアーティスト/

エンジニア

荒谷大輔

Daisuke Araya

江戸川大学 基礎・教養
教育センター教授、
センター長

石井美保

Miho Ishii

京都大学
人文科学研究所准教授

斎藤幸平

サイモン・デニー

大阪市立大学
経済学研究科 准教授

アーティスト

Kohei Saito

Simon Denny

プログラム情報はウェブサイトをご覧ください。

富永京子

Kyoko Tominaga
社会学者

長谷川愛

Ai Hasegawa
アーティスト/デザイナー

安田洋祐

ファビオ・グラマツィオ

大阪大学 大学院経済学
研究科 准教授

建築家

Yosuke Yasuda

Fabio Gramazio

公式
ウェブサイト

English
website

プログラム情報はウェブサイトをご覧ください。

公式
ウェブサイト

English
website

Day.2 November 20 [Wed]
■ 10:30-12:00 World Economic Forum Session

■ 15:30-17:30 Urban Strategy Session

ワークショップ : G20 Global Smart Cities Alliance

東京 2035―輝く世界都市

on Technology Governance
世界の人口の大部分が居住している都市に着目し、持続可能で包括的な成長に貢献

（C4IR）
グロー
するため、世界経済フォーラム（WEF）および第四次産業革命センター

バルネットワークは関係機関等と連携し、10月9日のG20 Global Smart Cities
Alliance on Technology Governance の設立会合を実施するに至りました。

このアライアンスでは、都市間のネットワーク化、経験・ベストプラクティスの共

有、街のデータやデジタル技術のガバナンスに関する基本理念・共通指針の採用

を推進することで、スマートシティの相互運用性を確保し、都市がデータガバナン

スの社会実装を主導するプラットフォームとして機能する事を目指します。今回は

ワークショップの手法を用い、都市や民間の方々を含めたテクノロジーガバナンス
に関する議論を行います。

Workshop: G20 Global Smart Cities Alliance
on Technology Governance

近年、コミュニティ型ワークスペースというワークスタイルや、リモートワーク・二拠

To contribute to sustainable and inclusive growth, focusing on the urban areas
where most of the world’s population resides, the World Economic Forum (WEF)
and its Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) Global Network, recommended by Business 20 (B20), Urban 20 (U20) and G20 Ministerial Statement on
trade and Digital Economy have the Launch of G20 Global Smart Cities Alliance on
Technology Governance on October 9 this year.
The Alliance will encourage networking and experience-sharing among cities and
promote the adoption of common guiding principles for the governance of data and
digital technology. The effort aims to foster greater openness and trust as well as
create standards for how this data is collected and used. Through this workshop,
we will discuss technology governance with multi-stakeholders such as the Governments, Municipalities, Academia and Private sectors.

プログラム情報はウェブサイトをご覧ください。

点居住といった生活スタイルなど、都市における時間と空間の使い方が多様化して
いる。そこで、新たなワークスタイルや生活スタイルを創造・実践している方々から
お話を伺うと同時に、そのような潮流が都市にもたらす影響について議論する。

Tokyo 2035 - Radiant World City:
What Will People Want from the Urban Spaces of the Future?
With the growing prominence of new approaches to work such as community-based
work spaces, remote work, dual-location living, and other new lifestyles, time and
space are being used in cities in an increasingly diverse range of ways. In this discussion, people who are inventing and practicing new ways of working and living will
bring their perspectives to an examination of how these trends will affect cities.

登壇者（順不同）／ Speakers（in no particular order）

プログラム情報はウェブサイトをご覧ください。

市川宏雄

Hiroo Ichikawa

明治大学名誉教授

公式
ウェブサイト

〜人は未来の都市空間に何を望むのか？〜

髙橋正巳

Masami Takahashi
WeWork Japan 副社長

尾原和啓

Kazuhiro Obara
執筆・IT批評家

葉村真樹

Masaki Hamura

公式
ウェブサイト

東京都市大学 教授

English
website

English
website

■ 13:00-14:30 The Japan Foundation Asia Center Session

■ 14:00-17:00 ICF Hub Session

Reverse IDEA 〜アジアのダイナミズムから「新たな座標軸」を探る〜

“Reverse IDEAs"-In Search of New Coordinates from Asian Dynamism-

Post Industrial Revolution 〜 産業革命の次に来るものは何か ? 〜

Post-Industrial Revolution: What Comes After an Industrial Revolution?

アジアのダイナミズムのなかには、我々が見逃している「Reverse IDEA」が満ち溢

There are plenty of hidden “Reverse IDEAs” in the dynamism of Asia where we are
living. We would like to visualize "new coordinates" with you.

もう一度見つめよう。地球を、都市を、人間を。
そして、議論しよう。サステナブルな社会のために。

For the sake of a sustainable society, this is time we should take to re-examine
and debate our planet, our cities, and our species.

次の時代を創る20 代の emergingリーダーが「来るべき社会の新たなを姿」
を語り、
議論する 30 分×9 セッション。

In 9 30-minute sessions, a group of emerging leaders in their 20s who are building
the future will discuss and debate the shape of new societies to come.

14:00-16:00 Session

14:00-16:00 Session

れています。未来を歩む今、自由闊達なアイデアや示唆に富む活動を生み出す「新

しい座標軸」を一緒に探りたいと思います。

13:05-13:30 Keynote

13:05-13:30 キーノート

The Evolution of Islamic Fashion in Current Affairs
Alia Khan

現代イスラム・ファッションの革新
アリア・カーン

13:30-13:40 芸術からの提案

グルーバル市民からの提言：

"From Discarding to Recycling"
- Celebrating the Death and Rebirth of TechnologyEi Wada

廃棄から復活へ〜テクノロジーの供養と転生の祝祭〜
和田永

メディア・サスティナビリティ・教育・政治・ジェンダーの視点から考える、未来の日本へ

樋口亜紀、クリスティン・ウィルソン、若林理紗、野口晃菜 ロビン・ルイス

13:40-14:05 Suggestions from Medical Care talk session

13:40-14:05 医術からの提案

"Asian Philosophy"
-Reconsidering the mind and body from an Oriental holistic viewpoint
Toshiro Inaba, Mangestuti Agil

「アジアの哲学〜東洋的な全体性から心身を捉えなおす〜」
稲葉俊郎、マンゲストゥティ・アギル

14:05-14:30 ラップアップ

イスラム・ファッション
およびデザイン評議会
会長
（IFDC）

和田永

Ei Wada

アーティスト /
ミュージシャン

稲葉俊郎

Toshiro Inaba
医師 / 医学博士

加藤翼、菅原理之、中澤理香、和田早矢、古谷知華 ほか

理想の仕事を「自ら作る」若者の見据える未

Alia Khan, Toshiro Inaba, Mangestuti Agil, Andrea Pompilio

Mangestuti Agil

アイルランガ大学
薬学部教授

アンドレア・ポンピリオ

Andrea Pompilio
TV/ ラジオ パーソナリティ

日本語
ウェブサイト

Hub B
Community 3.0 "New way of living and working for millennials"
Tsubasa Kato, Masayuki Sugawara, Rika Nakazawa, Saya Wada, Chika Furuya, and more

Time set aside to give facilitators,
speakers, and attendees the chance to meet and interact

ファシリテーター（順不同）／ Facilitators（in no particular order）

プログラム情報はウェブサイトをご覧ください。

English
Website
樋口亜希

プログラム情報はウェブサイトをご覧ください。

公式
ウェブサイト

Aki Higuchi, Kristen Wilson, Risa Wakabayashi, Akina Noguchi, Robin Lewis

16:00-17:00 Networking

16:00-17:00 Networking
ネットワーキング：ファシリテーター、登壇者そして参加者の交流タイム

マンゲストゥティ・アギル

Visualizing the future of Japan from the perspectives of media,
sustainability, education, politics, and gender.

Hub C
"Work Style Reform" by Young Innovators: Defining Your Own Way of Living
Sho Hayashi, Yuuki Tazawa, Naoko Yamanaka, and more

林志洋、田澤雄基、山中直子、ほか

国際交流基金
アジアセンターセッション
紹介ページ

Alia Khan

ミレニアル世代の考えるコミュニティ 3.0 時代の生き方・働き方

Hub C

登壇者（順不同）／ Speakers（in no particular order）

アリア・カーン

Hub B

イノベーターの「働き方改革」
：

14:05-14:30 Wrap-up

アリア・カーン、稲葉俊郎、マンゲストゥティ・アギル、アンドレア・ポンピリオ

Hub A
Proposals from global citizens:

Hub A

13:30-13:40 Proposal from Art talk session

English
website

Aki Higuchi

株式会社 Selan 取締役

加藤翼

林志洋

マネージャーの学校代表

ショクバイ株式会社
代表取締役

Tsubasa Kato
BUFFコミュニティ

Sho Hayashi

■ 17:35-18:00 ICF2019 Program Committee Session

公式
ウェブサイト

English
website

ICF Program Committee

ICF Program Committee

Interview — Heizo Takenaka

竹中平蔵
東洋大学教授

テクノロジーを都市に実装するための、信頼にもとづく市民ビッグデータ
激動の時代の最前線で、
テクノロジー企業が都市空間の運営者に。

や地方の成長戦略を議論する「未来投資会議」で、
「スーパーシティ構想」を提案してきました。第 4 次産

Interview — Hiroo Ichikawa

市川宏雄
明治大学名誉教授

都市空間の未来を決定するものは何か。国際都市の光と影を見つめて。
ティー、エネルギーなど、今後、都市そのものがどう

企業と市民が協働できるデータガバナンスの

インバウンド増加がもたらす

それに伴って地元がそれにどう対応できるのかとい

あり方を模索する ICF 2019

都市の国際化、その光と影

う課題が持ち上がってきています。大田区に限らず、

変わっていくのかという未来志向的な話。こちらに関

そういうエリアは徐々に生まれつつありますが、異文

しては、この領域の専門家である東京都市大学の葉

昨年、世界経済フォーラムのシュワブ理事長は、日

業革命を先行的に体現する先端都市を目指すという

本の総理官邸を訪れ、
「2018 年は過去の 10 年で最

ものです。スマートシティという観点で言えば、すで

極論、スーパーシティ構想の成否にかかわらず、都

の一大イベントに向けて、現在、様々なシミュレーショ

化を持つ人々をどう誘導するべきかという視点をもっ

村真樹教授をお呼びします。そして三つめが、テクノ

も変化の激しい 1 年でしたが、もし10 年後に振り返っ

に国内に自動運転の実験都市が 33 か所、
ドローンの

市のテクノロジー活用の流れは止まりません。例え

ンが行われています。例えば、オリンピック期間中は

た自治体は、日本にはほとんどありません。

ロジーで都市がどう変わるのか。こちらは実際に会

2020 年に五輪を控えている東京では国を挙げて

たなら、最も変化の乏しい 1 年と言われるでしょう」と

実験都市が 21 か所ありますが、個別分野にとどまり、

ば、広告データは恐ろしいほど的確に私たちを追跡

連日100~200 万人の人間が東京の中を動き回ること

語りました。まさに、激動の今を端的に表した言葉で

大きな成果には至っていません。スマートシティの進

してきており、私たち都市生活者はまさにデータの支

になると試算されました。そうなると当然、交通規制

東京のダイバーシティは、モザイク化が起きること

議で自分のアバターロボットを導入するなどの試み
をなさっている、IT 批評家で実践家の尾原和啓さん

す。そして、2019 年にも同様のことが言えると思いま

化版と言えるスーパーシティでは、住民目線の都市づ

配下になりつつあります。そういった流れを前提に、

をかけなくてはいけなくなるわけですが、部分的に首

よりも、モザイク化に対応できない現体制を変えられ

にお話を聞いてみようと思います。三者三様の面白さ

す。今世界ではただならぬことが起きているのです。

くりを前提に、事前に住民合意が得られる新たな法

テクノロジーとデータガバナンスのバランスをどう図

都高速を止めた実験では、一般道の交通量は通常時

ないことに大きな問題があるのです。知識・経験にも

があるので、良い意味で何が飛び出すかわからない
エキサイティングなセッションになるでしょうね。

規制を整え、円滑かつ総合的に社会実装できる管理

るのかを議論するのが、今回の ICFの「Brainstor

の 1.5 倍にも達してしまうことが判明したんです。五輪

乏しく、ダイバーシティ問題をリーダーシップを持って

それを物語る印象的なシーンが、2019 年 6 月に中

体制を築きます。人々が住みたいと思うような、魅力

ming Session for 第 4 次産業」セッションです。実際

は一時的なものですが、増え続けるインバウンドを考

解決できる人材もあまりいません。実際に、
東京の未

国・大連で行なわれた夏季ダボス会議にありました。

的な都市を丸ごとつくり、米国型の自由競争とも、中

に、グーグルがトロントで行なう取り組みでは、市民

慮すると、想定されるありとあらゆる都市問題につい

来展望を海外でプレゼンすると、
「貧困や社会的弱者

セッションの工夫点として、都市の未来についての

今までなら、大物の大統領や大企業の CEOが 1,000

国の中央集権とも異なる形で、都市がテクノロジーの

からデータの取扱いに関する合意がとれず、プロジェ

て具体的に考えなくてはならないステージに私たち

への対応は？」といった質問が必ずあります。分かっ

議論を皆さんに見ていただいて、一緒に考え悩んで

人の前でスピーチするのが通例でしたが、今回は会

恩恵を受けられるようにしたいという構想です。

クトは難航中と伝え聞きますし、スマートシティ構想

はさしかかっているのです。

ているけど対応できないというのが実状ですね。
その

もらえませんかという「観客参加型」に仕立てていま

においても市民ビッグデータの適正な管理・セキュリ

場に幾つも設けられた 40 人規模の小さな会場に分

ため、日本では国際化を進めないといけないと国内

す。実はこれは非常に重要なポイントなんです。なぜ

かれて、1 人ずつ課題意識をプレゼンテーションした

私は、このスーパーシティは、高齢化・産業集積

ティの確保は最重要要素の 1 つです。政策という側面

ダイバーシティ問題もその 1 つです。2013 年に五輪

でよく言われますが、大前提として国際化には光と影

なら、車が自動運転になり、テクノロジーで何でも可

んです。ダボス会議のこの変化から、ビッグシンカー

といった様々な問題を抱える日本においては起死回

だけではなく、QOLや倫理といった多様な側面から

開催が決定して以来、海外からの注目度が高まり、観

があるという世界都市のスタンダードを理解しておく

能になったとしても、それらを使う使わないという選

の声に耳を傾けるだけでは急速な時

議論できればと思いますし、企業や行

光客数も大きく増加しています。今、

択肢の決定は、一人一人の人間が行

代変化に対応できないという、時代の

政が市民からどのように信頼を得れ

東京だけでも年間 1,300 万人超の外

なうことですから。つまり、未来を選

メッセージを私は痛感しました。背景

ばいいのかを追究したいですね。

国人観光客が訪れており、彼らが情

ぶのは生活者です。だからこそ私は、

報を拡散することでさらなる訪問者を

セッションの参加者に、疑似未来とそ

にあるのは、やはり急速なテクノロ
ジーの発展です。テクノロジーは社会

私のセッションでは、市民ビッグ

呼び寄せるという循環が生まれつつ

の選択肢を提示することで、一緒に未

システムそのものを変えました。しか

データの光と影を総合的に捉えるた

ありますね。しかしながら、外国人観

来を創ろうと呼びかけたいのです。未

し、未だ法規制などはその変化に順応

めに、
『AIと憲法』
『おそろしいビッグ

光客の急激な増加が混乱を生じさせ

来は必ずやってくるもの。いつか都市

できていないというのが現状です。例

データ 超類型化 AI 社会のリスク』と

ることもわかってきました。インバウン

の分岐点に我々が立ったときのため

えば、かつては政府のお墨付きのある

いった著書をもつ気鋭の法学者・山本

ドが増えることは東京の魅力の証明

に、参加者がそれぞれヒントを持ち帰

ホテルや旅館しか安心して宿泊でき

龍彦さん（慶応義塾大学教授）や、AIと

ですので喜ばしいところですが、その

れるような機会を提供したいと考えて

ないものでしたが、air-bnbの登場以

ビッグデータを活用したHR Tech事業

一方で社会問題を引き起こす一因と

います。■

降、宿泊者の口コミや採点といったレ

を手掛ける福原正大さん（Institution

なっていることも、ここ最近見えてきて

ビューデータによって政府のお墨付き

for a Global Society 代表）に登壇いた

います。

は不要になりました。既存の法律の中

だきます。それぞれの立場から都市空
インバウンドが増加すればその分

に括りきれない、新しい経済の誕生と

間におけるビッグデータのポテンシャ

も言えます。

ルとリスクを語っていただく予定です。

異なった文化が接触するため、大なり

また、参加者の皆さんに、体験を伴っ

小なり混乱が起きる可能性が生じま

テクノロジー活用の急先鋒は中国でしょう。昨年、
中国・杭州にあるアリババの本社を視察しました。驚

生の政策だと考えています。もし地方都市で実現され

た良質なインプットを得ていただくため、
「ビッグデー

す。ニューヨーク、パリ、ロンドンなどの国際的な大

れば、地方経済の活性化にも資するでしょう。

タはどこまで進む？」
「ビッグデータは民主主義＆資本

都市では、歴史的に多民族が入り混じる環境があっ

の部分にもしっかり対応できるようになることが何よ

主義をどう変える？」「ビッグデータの世界で、個人と

たこともあり、異文化同士の軋轢が存在するというこ

り大切なのです。

いたのは、アリババが収集した杭州市の自動車運行
情報が、本社玄関の巨大スクリーンにリアルタイムに

日本のテクノロジーは、例えば自動運転や顔認証

してあなたはどう生きる？」といったテーマに分類され

とが当たり前の認識なのですが、東京はまだその経

表示され、さらにそのビッグデータを AIで処理して交

など各所では、世界的にも優れていますが、総合的

る、少人数の分科会をご用意しています。昨年の分

験に乏しい。つまり東京は異文化流入による弊害、
軋

通信号の最適化を行っていること。その結果、市内

な構想としてつなげられず実用性に欠けており、米中

科会では、誰もが議論に参加できるよう、規模や会

轢をこれから本格的に経験することになるんです。

の混雑率は２割低下し、救急車が出動してから現場に

に比べると遅れていると言わざるを得ません。エジソ

場レイアウト、進行に工夫を凝らし、結果として白熱

到着するまでの平均時間も半分に短縮されたという

ンが絶大に評価されるのは、
電気のメカニズムを解明

したブレストが実現できました。昨年に引き続き今年

これから顕在化する、

素晴らしい成果が出ています。20 年前はただの通販

しただけではなく、実際にその電気をニューヨーク市

も分科会のファシリテーターを務める 3 人のジャーナ

東京のダイバーシティ問題

サイトでしたが、中国国内だけで 7 億人が使うスマホ

へ売り、市民生活に電気が実装されたから。発明し

リストは、マスメディアとは異なる価値観のもと、若

決済事業を軸に膨大な決済データを収集し、都市空

た技術は、人々に喜んで利用されて初めて意味を成

い世代からも支持を得る独立系のデジタルメディア

間の運営者となりました。
実装を見据えた都市政策と分野横断的な議論が、

ICF2019 では参加者とともに
「テクノロジーが実現する都市の未来」を選ぶ

ICF2019 では、国際都市の光を探るため「東京
2035 - 輝く世界都市 〜人は未来の都市空間に何を
望むのか ? 〜」というテーマでセッションを行います。

通常、異文化が都市に流入する場合、都市のどこ

テクノロジーの進展によって実現される都市の未来
に焦点を当てて、先鋭的な 3 人を登壇者としてお呼び

し、イノベーションと呼ばれるのです。インベンション

の編集長達です。経済や文化の最前線にいる彼らの

かに移民コミュニティが形成されます。すると元来そ

（発明）
もイノベーションも両方重要と言われる所以は

ファシリテーションが、多様な意見を引き出し、参加

こにいた人たちがそのエリアから抜けていき、都市の

する予定です。前々回の ICFでは東京の未来をアニ

者それぞれが持ち帰れるような視点を提供できると

中に文化的なモザイクが形成される。これはいわゆ

メーションで提示したのですが、今年はそれを３つの

思います。

る都市のモザイク化と呼ばれ、住民ネットワークの崩

テーマをもとに具体的に深掘りする形で都市の未来

壊にも及ぶと言われます。先のニューヨーク、パリと

について議論していきます。

ここにあります。

日本の都市をイノベーションする。
魅力的な都市をつくる上で、手段は無数にありま
かたや日本は、ライドシェアが事実上禁止されてい

ことが重要です。光ばかりを見ているのではなく、影

す。現代は、経済の専門家だけで経済について議論

ICFに参加される皆さんには、そんな意見もあるの

いった大都市とは違い、東京はまだモザイク化が進

るなど、世界的なテクノロジーの潮流と乖離する様子

するのもナンセンスですし、トヨタも LIXILも競合を尋

か、と参加者を驚かせるような斬新な意見を出してほ

んでいませんが、将来的にモザイク化していくでしょ

が散見されます。グーグルやアリババといった強力な

ねられると、グーグルもしくはアップルと答える時代で

しいですね。ブレインストーミングには、相手を非難

う。

民間企業が不在というのも大いに影響していると思

す。ICFのように、都市の未来について、経済学者も

してはいけないという大前提があるため、普段会社で

われますが、各事業者のテクノロジーは先進的でも

アーティストも起業家も一緒に議論することが必要

は言うのが憚られるようなことを披露するには丁度

例えば、国際都市宣言をしている大田区には羽田

いう観点については、WeWork Japanのゼネラルマ

全体として見ると勢いが乏しい。

で、この分野や立場を越えた横断的な議論からイノ

良いんです。思いもかけぬ人から思いもかけぬ発言

空港があり、その周辺には非白人系の外国人が多く、

ネージャーを勤める髙橋正巳さんに登壇いただきま

ベーションは生まれるのだと思います。

が出てくることを期待しています。■

高い国際性を持つエリアができあがりつつあります。

す。二つめのテーマは、インフォメーションやモビリ

そういう状況を踏まえ、私は 2018 年秋頃から、国

一つめのテーマは、シェアリング・エコノミ―です。
今、シェアリング・オフィスというワークスタイルが一
般的になってきていますね。この「未来の働き方」と

ICF Program Committee

Interview — Fumio Nanjo

南條史生
森美術館館長

ネオ・メタボリズム建築は、都市や建築を越えてポストヒューマン的な思想にたどり着く
ネオ・メタボリズム建築への探求が、
出発点となった「未来の芸術展」

ユニークだと思うのは、MIT 所属の、ドイツ人アー

ス」のヒットや、
トレンドワードの「人新世」といった言

ティスト、ディムート・シュトレーベによる「ゴッホの

葉が物語っていますよね。以前からも環境問題の物

森美術館では、開業以来、2004 年の「アーキラボ

耳」という作品。ゴッホは自殺する前に左耳を切り落

質的な側面は注目されていましたが、哲学・思想的

展」
、2011 年の「メタボリズムの未来都市展」や 2018

としたことで有名ですが、この作品は、ゴッホの弟の

な文脈からも人間中心主義に対する批判と変化が生

年の「建築の日本展」などをはじめとして、過去から

末裔の遺伝子と、ゴッホの母系に伝わる遺伝子とを

じてきました。

未来を俯瞰する多様な建築展を周期的に開催してき

総合、培養して、限りなく本物のゴッホの耳に近い生

ました。そして、私たちはこの系譜の先に、次代の建

体を作り出しているんです。アートは今やここまで来

築のあり様を映す建築展を構想しました。それは、メ

たのか、という衝撃的な作品ではないでしょうか。

タボリズム建築が唱えられた1960年代当時は不可能
だった建築の真の新陳代謝が、昨今発展したバイオ

Future and the Arts Sessionでは、分科会「ライ
フスタイルと身体の拡張」のモデレーターを務める塚
田さんが、編集者特有の幅広いアンテナで、各専門

「ゴッホの耳」のように、奥の深い作品があるので、

家のこうした問題に関する多様な意見を引き出してく

テクノロジーや AIといった最新テクノロジーで実現可

説明は重要だと考えています。
そこには数々の物語が

れると期待しています。彼女の分科会の登壇者はみ

能なものとなるのではないか、という想定によるもの

あり、多様な発見があります。そしてテクノロジーの

んな若い世代なので、その若い感性で議論を繰り広

で、現代版のメタボリズム、つまりネオ・メタボリズ

最前線と、アートの最前線は、創造性という言葉で

げてもらいたいです。

ムの建築展を検討することになったのです。

結びつき、もう境界がなくなっているということが感じ
られる機会になると思います。僕自身も、これがアー

ただ、実際に調べていくなかで分かったことは、ネ
オ・メタボリズムと言える都市提案も、その実現に向

また、分科会「都市と建築の新陳代謝」に登壇され

トかどうかでなく、これもあれも面白いではないか、

る豊田さんにも注目しています。大阪万博にアドバイ

という感覚で内容を構成しました。

ザーとして関わっていると伺っていますが、万博とい
う実験がまだ可能なのか、可能だとす

けたビジョンを発表するような事例も
あまり多くはないということがわかり

ればどんなビジョンを実装し得るの

ました。逆に言うと、
メタボリズム運動

か、大変興味深いです。またデジタル

時に、都市を構想する建築家があれ

を基軸にした情報都市とはどんなもの

ほど多くいたのは、東京が第２次大戦

か。バイオ技術も AIも、またアートさ

で廃墟になっていて、そこに新たな都

え、全てデータが根幹である考え方は

市のビジョンを大胆に描けたからでは

刺激的ですよね。生命や感情もデータ

ないかと思います。アフリカや中国な

なのかといった議論が盛り上がるの

らまだしも、今の東京や先進都市では

ではないかと思います。

未来の都市像を構想するのは難しい
のかもしれない。

もうひとつの分科会「資本主義と幸
福の変容」では、NHKのヒット番組

そこで、未来都市だけを対象とする

「欲望の資本主義」を手掛けた丸山俊

のでなく、都市の構成要素である建築

一さんがモデレーターを担当し、限界

に焦点を当て、
次に建築の中身である

視されている資本主義の問題点を紐

ライフスタイル、そしてライフスタイル

解きながら、人の幸福について迫りま

を司る人間にへと焦点をシフトしまし

す。ヒントになると勝手ながら思うの

た。そこで最終的に「未来と芸術」というタイトルの、

は、
「アートのお値段」
2019 年 8 月より公開されている

より広範囲で実験的な企画に進化したのです。です

テクノロジー礼賛から距離をとった ICFは、

というドキュメンタリー映画です。その中で、1 つ 25

から、本展は、都市から出発しますが、さらに幅広い

寛容で柔軟な発想で未来を探る

億円といったアート作品が出てくるわけですが、その

カテゴリーのものが展示されます。そして、物語の最
後は、
「人間は将来どうなるのか」という根源的な問
いを投げかけで終わります。
未来都市カテゴリーでは、メタボリズム建築時に存

値段は結局のところ、同じ文化を共有したコミュニ
「未来と芸術展」の開催にあたって、最先端テクノ

ティが共有するある種の幻想でしかないのではない

ロジーと都市の関係性を探求してきた ICFの存在も

か、と思いました。かたや資本主義の前提は、全て

大きいです。ICF 自体は、始まった頃 2013 年当初は

の物には正しい値段がつき、人は合理的な判断のも

テクノロジー礼賛の雰囲気がありましたが、最近はそ

とで物と貨幣を交換する、というものです。幻想の上
に成り立つ高額なアート作品は、資本主義の前提が

在しなかった、環境問題とスマートシティという2 つの

の否定的な側面に目を向けることも多くなりました。

テーマに重要な展開を見出し、そのテーマに紐づく

そして今、皆の関心は、欧米の若い世代と同様に、

意外に不確かなものだということをあきらかにしてい

作品を世界中から選びました。建築では、素材と技

環境問題にシフトしているように思います。

るようにも見える。つまり、人は経済学が考えるより
も非合理的であり、その結果資本主義は、不完全に

術の変化に着目し、環境に優しい建築物や、ドロー

なっているのではないか、と考えられます。この論理

ン、3D プリンターを活用した建築事例を展示します。

なぜ、欧米の若い世代や世界的なイノベーションの

ライフスタイルのセクションでは、ファッションや食、

リーダーが環境問題に関心を抱いているのかといえ

に、合理的な判断を追求する AIを持ち込んで任せた

住居、モビリティ、ペットと、衣食住における非常に

ば、欧米ではここ数年で世界観が大きく変わったの

らどうなるのか。AIは完璧な司法主義を生み出すこと

広範なテーマを取り上げ、それぞれの分野で象徴的

ではないかと思うんです。その背景は、欧米の中世

になるのか、それが人間にとって本当に幸せなのか

に未来を具現している作品を選定しました。最後、人

においては全ての中心に神が存在していましたが、
ル

とか、あらためて人間らしさとは何かといった根源

間の身体拡張においては、ロボット技術による義足

ネッサンス以降は世界の中心が人間にシフトした。そ

的・哲学的な問いへと向わざるをえないでしょう。今

や、バイオ芸術によるデザイナーズベイビーなど、こ

して近代はそれが敷衍されて個人の思想を重んじる

は哲学の時代なのです。参加者の皆さんがこういっ

れから人間の身体に生じるかもしれない変革を紹介

民主主義に達しました。ところが今、人はこの世界の

た問いについて、ICFという場で参加し、考えていた

しています。こうした事例は最終的にポストヒューマン

中で動物や植物と等価で、共生すべきではないかと

だけたらと思います。■

へと向かう人間を示唆し、大きな物議を醸しだすこと

いう考え方が共感を得始めたように思います。例えば

になるでしょう。

それは、ユバル・ノア・ハラリが書いた「ホモ・デウ

