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2021年3月26日（金） 18時30分～21時00分 （当日受付開始：18時00分 ※開場も同時）

会場：京都モダンテラス（ロームシアター京都 パークプラザ2階）  京都市左京区岡崎最勝寺町13

定員：50名（先着順）   参加料金：無料   参加対象：どなたでも   

事業創発・未来フォーラム2021事業創発・未来フォーラムラムラ 2021
KYOTO STEAM

－文化の視点で、未来を創発・創造する－

［申込先］ KYOTO STEAM─世界文化交流祭─実行委員会事務局
E-mail: info@kyoto-steam.org
TEL: 075-752-2212（平日 8：45～17：30）  FAX: 075-752-2233
「催し名・氏名・ふりがな・住所・メールアドレス・電話番号・同伴者の有無（有の場合は全員の
お名前と電話番号）」をお知らせください。

［申込期限］ 2021年3月23日（火） ※定員に達し次第、受付終了となります。

YouTube
でのLIVE配信も実施

当日は

QRコードから
アクセスしてください。

▶参加をご希望の方は下記からお申し込みください。

［申込不要］

URL  https://youtu.be/uvW5PD1dvV0 kyotosteam_official@kyoto-steam
公式WEB

令和2年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

手指のこまめな
消毒をしましょう。

体調不良の方は
ご来場をお控えください。

マスクを
着用しましょう。

周りの人との
間隔をとりましょう。

「京都市新型コロナあんしん追跡サービス」をご利用ください。
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主催：KYOTO STEAM─世界文化交流祭─実行委員会　
参画団体：京都市／京都市立芸術大学／京都市京セラ美術館／京都市動物園／（公財）京都市芸術文化協会／
（公財）京都市音楽芸術文化振興財団／（公財）京都高度技術研究所／京都商工会議所／京都経済同友会／
日本放送協会京都放送局／京都新聞社／CCCアートラボ（株）

Kyoto Cultivates Team  2020年度活動成果報告

KYOTO DAIRI PROJECT 『京都から2227年の地球社会を考える』
1. KYOTO DAIRI PROJECT  キックオフ宣言
2. ディスカッション　テーマ：『2227年へのリアリティ』
3. 2021年度の年間テーマ及び実施計画の発表
4. 「朱雀大路発掘アワード」の紹介

［プログラム］

KYOTO STEAM 事業創発・未来フォーラム2021 

山極 壽一
霊長類学者／人類学者

［登壇者］
渡辺 広之
京都芸術大学（旧名称：京都造形芸術大学）情報デザイン学科学科長兼教授／KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会 事業創発部会長

宮城 俊作
都市デザイナー／東京大学大学院教授／宗教法人平等院代表役員

近衞 忠大
クリエイティブディレクター／公益財団法人陽明文庫評議員／
近衞家次期当主

野村 将揮
京都大学博士課程（総合学術, 哲学専攻）／
Aillis,Inc. 執行役員 CCO／ダボス会議 Global Shaper

［登壇者］

「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－」は、 「KYOTO  CULTIVATES  
PROJECT」の理念（京都は耕す、育む、磨く）を体現し、京都賞が先駆的に
示してきた人類の未来への願いとも共鳴した、アート×サイエンス・テクノ
ロジーをテーマに開催する新しい文化・芸術の祭典です。
2020年度は、2021年度に京都岡崎を中心に開催する第2回フェスティバル
「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－2022」に向けたプロローグとして、 
「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－2022 prologue」を開催します。

「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－」が培ってきたネットワークをベースに、企業・アーティスト・大学等、アート×サイエンス・テクノロジー
に関わる人材が集まり、1000年先まで続く「文化で未来を作る」をコンセプトに事業創発に取り組む「Kyoto Cultivates Team」。
2019年度の結成を経て、2020年度の成果報告を行うフォーラムをリアル＋オンラインのハイブリット方式で開催します。

KYOTO DAIRI PROJECTとは
Kyoto Cultivates Teamから誕生した事業プロジェクト。平安京の内裏が最後に焼失
した1227年のちょうど1000年後にあたる2227年に内裏をDAIRIとして再生させる
ことを目標に、京都から地球社会の未来について200年にわたり議論していきます。

1952年東京生まれ。京都大学名誉教授。京都大学理学部卒、理学博士。京都
大学理学研究科教授を経て、２０２０年９月まで京都大学総長を務める。国際霊
長類学会会長、国立大学協会会長、日本学術会議会長、内閣府総合科学技
術・イノベーション会議議員を歴任。現在、環境省中央環境審議会委員、大阪・関
西万博シニアアドバイザー、日本モンキーセンター博物館長を務める。アフリカ各
地でゴリラの行動や生態をもとに初期人類の生活を復元し、人類に特有な社会
特徴の由来を探っている。著書に『暴力はどこからきたか』（ＮＨＫブックス）、『ゴリ
ラからの警告』（毎日新聞出版）、『スマホを捨てたい子どもたち』（ポプラ新書）、
『京大総長、ゴリラから生き方を学ぶ』（朝日選書）、『人生で大事なことはみんな
ゴリラから教わった』（家の光協会）、など。

1970年生まれ。クリエイティブ・ディレクター、株式会社curioswitch 代表取締役、
宮中歌会始 講師（こうじ）。
武蔵野美術大学・映像学科卒業後、テレビやイベントの制作現場を経験。番組、
プロモーションビデオ、ファッションブランドの大型イベントなどの制作を経験。
2018年にクリエイティブ・エージェンシー・curioswitch（キュリオスイッチ）を設立。
2021年には特定非営利活動法人「七五（ななご）」を設立。ライフワークとして日本
の伝統文化をクリエイティブに海外発信していく事を目指し、講演活動や様々な
試みを続けている。宮中歌会始 講師宮内庁式部職非常勤（1997年より）、公益
財団法人陽明文庫評議員（2015年より）、公益財団法人十四世六平太記念
財団理事（2016年より・2017年より理事長）、一般財団法人雅藝日本文化協
会理事（2018年より）。著書に『近衞家の太平洋戦争』【NHK取材班との共著】
（NHK出版）。

平成元年、京都府京都市生まれ。東京大学文科一類、同文学部、在学中の国
家公務員試験（経済区分）合格を経て経済産業省入省。福島復興、外為法の
運用、ヘルスケア産業政策など総理官邸に近い諸政策に携わる過程で、閣議決
定（アベノミクス成長戦略等）の草案作成、法改正・規制緩和、予算措置等に幅
広く従事。平成30年11月、医療AIベンチャーAillis,Inc.に執行役員として入社
（同社は創設2年10ヶ月で約29億円を調達、経済産業省が選ぶTop 100ベン
チャー“J-Startup”選出）、翌年7月より現職。World Economic Forum（ダボス
会議）Global Shaper選出、St.Gallen Symposium “100 Leaders of 
Tomorrow” 選出、東大総長賞団体受賞（会長在任時）ほか多数。京都大学博
士課程（総合学術, 哲学専攻）在籍中、 京都大学産学連携本部（技術イノベー
ション事業化コース）メンター。剣道歴25年。

京都府宇治市にある平等院内の塔頭・最勝院に生まれる。京都大学大学院農学
研究科博士前期課程・ハーバード大学デザイン学部大学院修了。米国内の設計
事務所勤務の後に帰国し、千葉大学助教授、奈良女子大学大学院教授を経て、
現在は東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授。1992年より設計組
織PLACEMEDIAのパートナーとして国内外の様々な都市デザインプロジェクト
に携わる。近年の代表的な作品に、JP Tower / KITTE、東京ガーデンテラス紀
尾井町、GINZA SIX Garden、宮城県南三陸町震災復興祈念公園、YKKパッ
シブタウン黒部、新風館 / Ace Hotel、Hotel The Mitsui Kyotoのランドスケー
プデザインなど。2009年より宗教法人平等院･代表役員、1990年代から平等院
において継続的に行われている様々な文化財の保全再生事業を主導している。

東武トップツアーズ株式会社 顧問兼プロデューサー、前一般社団法人DMO日光代表理事、全国地方新聞社連合会主任研究員、KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会事業創発部会長。
埼玉県立浦和高校、早稲田大学政経学部政治学科を卒業後、株式会社電通に入社。1985年のつくば万博政府館、ハウステンボス、宮城県サンファンパークのテーマパーク事業、山口きらら博、横浜
博覧会、全国植樹祭等のプロジェクトのプロデュースを担当。その後、ソーシャルビジネスの組織を通じ、新日本様式、JFWの日本ブランド及び観光立国（VJC）の立ち上げ、スタジアム＆都市公園の委員、
観光、地域活性化の国及び自治体の委員、都市＆地域プロジェクトのプロデューサー、アドバイザーを多数経験。

第1部▶

第2部▶

交通アクセス：
■京都市営地下鉄東西線「東山」駅下車1番出口
より徒歩約10分
■京阪電鉄「神宮丸太町」駅下車2番出口より徒
歩約13分
■市バス32･46系統、京都岡崎ループ「岡崎公園
ロームシアター京都･みやこめっせ前」下車すぐ
■市バス5･100･110系統「岡崎公園美術館･平安
神宮前」下車徒歩約5分

■市バス31･201･202･203･206系統「東山二条･
岡崎公園口」下車徒歩約5分

京都の国際的な
受発信力の発揮

世界における価値創造
拠点都市・京都の確立

文化芸術を基軸にした
経済活力の創出

文化芸術を基軸にした
関連分野との協働

京都市

文化庁
（他関連省庁等）

大学

産業界 文化人・芸術家

大学

文化人・芸術家

文化庁

KYOTO CULTIVATES PROJECT
KYOTO STEAM－世界文化交流祭－

KYOTO CULTIVATES PROJECT とは

京都が目指す都市像「世界文化自由都市」を体現するプロジェクト

京都が，広く世界と文化的に交わることによって，優れた文化を創造し続ける永久に新しい文化経済都市となり，それが社会・経済・
学術等と結びつき，「世界の文化芸術の交流のハブ」となって，新たな価値や経済活力の源泉を耕し続けていくものです。

1

KYOTO CULTIVATES PROJECT 具体的な取組と目標

5

■文化芸術事業（フェスティバル） KYOTO STEAM －世界文化交流祭－

アーティスト×企業・大学等による国際アートコンペティション，アート×サイエンスＧＩＧのほか，KYOTO CULTIVATES
PROJECTの理念に沿ったパフォーミングアーツ，ワークショップ，ミーティング，マーケットなどを実施。

■人材育成事業
KYOTO STEAM －世界文化交流祭－ LABO

■ネットワーク構築事業
KYOTO STEAM －世界文化交流祭－ NETWORK

芸・産・学・公が協働するワークショップ，大学等を拠
点にした作品の制作，アート×サイエンスGIGの開催等

⚫ 新たな発想・アイデアの創出，京都文化の資産活
用の具現化，STEAMの社会実装，新産業創出等

⚫ Kyoto Cultivates Teamの活動を活発化し、オー
プンなプラットホームとして展開する。

京都岡崎地域が中心

取組

⚫ 京都にあるアート×サイエンスのポテンシャルを国内外に示し，市民に京都の新たな文化的価値を体感してもらうとともに，クリ
エイティブな人材が京都に集まる契機となる

⚫ 人材育成事業（LABO）やネットワーク構築事業（NETWORK）から生まれた成果の発表の場とするとともに，LABOや
NETWORKの拡大に寄与する

目標

取組

目標
⚫ マネジメント人材，創造人材の育成・輩出（拠点・プ
ロジェクトの拡がり）

⚫ 定常的な活動とその発信による理解・関心の醸成と，
京都のSTEAM都市としての認知度を高める。

取組

目標

STEAM人材によって作られるワーキンググループ
Kyoto Cultivates Teamの運営，社会実験の展開，
そのためのワークショップ，ミーティング等

－ 世 界 文 化 交 流 祭 －

基本理念

K Y O T O  C U L T I V A T E S
京都は耕す、育む、磨く

　産業革命以来の人類の進歩は、地球温暖化や巨大災害により生存が脅かされ、宗教対立やテロなどにより人類
の間で分断が進むなど行き詰まりを見せています。
　また、文明の進歩が人類に幸福をもたらすという素朴な期待は、ITの発達により深刻なリスクと背中合わせであ
ることが一般的な認識となり、未来への懐疑も深まっています。
　こうした中で、長年にわたり多くの自然災害に見舞われ、幾多の戦乱に巻き込まれながらも、古代からの文化が
途絶えることなく承継されている京都が、東洋的な自然と人間との共生や日本的な宗教的寛容という土壌の下で、
新たな未来に向けて現在の営み及びその源泉となるものを耕し、育み、磨くこと（CULTIVATES）が現在、改めて
求められています。
　本プロジェクトを通じて、世界の未来に希望が持てる社会を京都そして日本から構想し、発信します。

　1000年先まで続く「文化で未来を作る」をコンセプトに、STEAM
（科学、技術、工学、芸術、数学）の専門家たちが、それぞれの
専門領域を生かした意見を交わし、事業の創発に取り組むKyoto 
Cultivates Teamは、発足から2年目を迎えました。
　本フォーラムでは、Kyoto Cultivates Teamの活動から生まれた
事業プロジェクト「KYOTO DAIRI PROJECT」のキックオフプログ
ラムを中心に、今年度のKyoto Cultivates Teamの活動成果発表
が行われました。

開催日時：2021年3月26日（金） 18：30開演
会　　場：京都モダンテラス（ロームシアター京都 パークプラザ2階）
　　　　    （※リアルタイムでオンライン配信を実施）

来 場 者：45人（オンライン視聴：178人）

KYOTO STEAM
事業創発・未来フォーラム2021

　本日はお忙しい中、たくさんの方 に々お集まりいただきあ
りがとうございます。KYOTO STEAM－世界文化交流祭
－実行委員会プロデューサーの平竹耕三と申します。本
事業は3つの柱から成り立っています。1つは人材育成事
業。もう1つは文化芸術事業で、フェスティバルを実施し、
京都の文化的価値を体感してもらうとともにクリエイティブな
人材を育成していく事業。3つ目が、人や場やアイデアを
つなぐネットワーク構築事業です。
　3本柱のうち、「ネットワーク構築」を担う取組として、事
業創発部会が生まれました。京都は人を育む街だと私は
感じています。さらに、文化や芸術の蓄積があり、大学や
先端的な企業から生まれる科学技術や伝統産業の技術
もあります。そのような強みを融合させることで、新しい人材
が発掘され、人が育っていく街にしていこうということで2019
年に始まったのがKyoto Cultivates Teamです。本日はそ
の活動成果の中からKYOTO DAIRI PROJECTを中
心に報告させていただきたいと思います。
　KYOTO DAIRI PROJECTは、平安時代に天皇が
住み、儀式や執務を行っていた内裏を全く新たな意味を
持ったDAIRIとして、焼失から1000年後である2227年
に創出しようという壮大なプロジェクトです。そのキックオフと
なる第2部では、京都から2227年の地球社会を考えるとい
う、非常に大きなテーマのディスカッションも行います。どうぞ、
最後までお楽しみください。

平竹 耕三 Hiratake Kozo
（KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会 プロデューサー／京都産業大学文化学部京都文化学科教授）

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－は3つの柱から成り立っている。

主催者挨拶

開催告知A4フライヤー

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－概要
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KYOTO DAIRI PROJECTとは、

平安時代に天皇が住み儀式や執務を行っていた内裏を、

全く新たな意味を持ったDAIRIとして、

焼失から1000年後である2227年に、

創出しようというプロジェクト。

つまり、今から約200年後。

⇒京都における200年のリアリティ

⇒天皇の居住地ではなく新たな意味

⇒京都から日本、そして地球全体へ

1

ＤＡＩＲＩ
（Dream-oriented Artfulness Innovations for 京内裏Re-Incarnation）

2

京都が京都として続いていくことを考えることは、
つまりは、日本が日本として、地球が地球として、

その命を保ち続けることを考えることに、きっと繋がる。
永遠という言葉があまりにも空虚だとしたら、
200年後、くらいをひとつの目標において、

やれることをやっていく、やれるものからやってみる、
やれるかどうかをチャレンジしてみるというのはどうだろう。

今の京都をそのルーツから紐とき、
大きなうねりを経てもなお京都としてあり続ける核を見出し、
さらに激変していくであろう世の中に果敢に立ち向かおう。

京都から自然を見つめる、京都の都市機能が未来を拓く、
語りつくせぬ文化を京都で語る、足元に200年続く道を描く。

2227年京都に、京都を発信するＤＡＩＲＩが生まれる。

ステートメント

3

• 京都から200年後の未来を考える；

この未来は、京都も含めた地球社会（Community Earth）の未来

であって、京都から「京都の進化系の普遍的な価値（Growing 

Universal Value in Kyoto）」を、京都はもとより地球社会

（Community Earth）に発信することを念頭

• 地球社会の中心文化都市；
古からの歴史背景から育まれた、普遍的な文化価値を持つ京都こそが、

かかることを語っていく、議論、検討、発信していくにふさわしい

というか、最も適した中心文化都市（Incubation Center City）

• 京都の進化；
このプロセスの中で、京都自身もインタラクティブに限りなく進化、

発信を繰り返すエコシステム（Culture Re-Incarnation）

→永久に進化し続ける京都

4

京都から200年後の地球社会未来を考える
〜科学技術の進歩と芸術をベースに〜

永久に進化し続ける平安京
〜2227年の京都は？〜

京都の普遍的価値の発信

普遍的な価値の還元

v

インタラクティブに限りなく
進化、発信を繰り返す
エコシステム；DAIRI

v

v京内裏 Re-Incarnation

Dream-oriented Artfulness Innovations 

地球社会という場における議論・検討
「自然」「都市」「文化」「世代」

の視点

事業創発部会 Kyoto Cultivates Team とは？
⽂化（カルティベート）の視点で、未来を創発・創造する、
KYOTO STEAMのリソースを⽣かした「社会実験」

＜コンセプト＞

1000年先に続く「⽂化で未来を作る」
未来の京都の「価値創造」への、新たな種まき

＜⽬指すもの＞

・京都⽂化の資産活⽤できる「ひと」をつなげる。
・創発・継承する「場」を作る。
・新産業を⽣み出す「仕組み」を考える。

2019年度

基本構想

2020年度

基本計画⽴案

2021年度

事業計画⽴案

2022年度

事業計画展開

⽂化創造・社会実装へ

京都⽂化の資産を
活⽤できるチーム
基本構想（素案）
づくりを共創ワー
クショップ形式で。

創発・継承する
「場」を作る。

イノベーションの
ための「社会実験」
から「事業計画」
の「種」を⽴案。

ひと

場

仕組み

京都⽂化の資産を活⽤
できる「チーム」づくり

リソースを⽣かした
「社会実験」のHUB

事業化に向けた
「仕組み」づくり

新産業を⽣み出す
「仕組み」（事業
計画）を作る。

⼀連のプロセスは
メディアで発信＆
フィードバックさ
せる。

＜事業推進計画＞

京都の⽂化的背景
（哲学・⽂学・伝統・美術など）

＋
STEAM

Science,Technology,Engineering,
Art,Mathematics

KYOTO STEAM 事業創発・未来フォーラム2021

KYOTO STEAM 事業創発・未来フォーラム2021

事業創発部会 Kyoto Cultivates Team の取組
1000年先に続く「⽂化で未来を作る」未来の京都の「価値創造」への、新たな種まき

＜事業推進計画＞

京都だからできる未来都市とは？
京都の在るべき姿とは？

京都という都市の未来価値とは？

Kyoto
Cultivates
Team

未来デザインに必要な
様々な要素から
価値創造するチーム

事業創発するチームが
⽣まれる

未来価値創造に
必要な要素を⾜す。
例：STEAM⼈材の紹介

例：⾦融機関や企業とのマッチング

T

E

S

A

M

事業化

例

環
境

教
育

観
光

伝
統

産
業

農
業

福
祉

芸
術

例 歴
史

未来デザインに必要な
様々な要素が出てくる

例

様々な要素から価値創造する
チームが⽣まれる。

1000年 1000年
過去 未来

例
チームが⽣まれる。

例

メン
バー

メン
バー

メン
バー

メン
バー

メン
バー

伝統 農業
チーム

様々な要素から
価値創造するチーム 事業化

企業 ⼤学 市⺠⾏政

新産業を⽣み出す
「仕組み」（事業計画）
を作る。

イノベーションの
ための「社会実験」から「事業計画」
の「種」を⽴案。

未来の京都の
価値を創造する

1000年の歴史がある京都。
今後1000年先の京都を考える
ワークショプの開催。

事業化に向けた「仕組み」づくりワークショプの開催

KYOTO STEAM 事業創発・未来フォーラム2021

Kyoto Cultivates Team 2020年度の取組と成果
「基本構想」から「事業計画の種（基本計画）」を⽴案

5/12 事業創発部会＆チームリーダー検討会 実施
（＠オンライン）

※新型コロナウイルスの影響による取組⽅の抜本的な⾒直しが必要に

3/26 KYOTO STEAM 事業創発・未来フォーラム2021 開催
（＠京都モダンテラス + YouTube LIVE） 事業キックオフ

KYOTO DAIRI PROJECT
『京都から2227年の地球社会を考える』

具体的取組の検討

基本計画

構想の肉付け

文化でつくる未来

メンバー拡大

チーム構想実現に
必要な各分野の専門家

４プロジェクト
（事業創発の「種」）

7⽉−8⽉ チーム別ミーティング 実施 （＠オンライン）
7/16 よわみプロジェクト
7/15 KYOTO DAIRI PROJECT
7/21 中今-center of past & future-
8/  3 幸せ⼈⽣ 螺旋化計画

・各チームの進捗状況の確認
・課題の吸い上げ

↓
・親部会（事業創発部会）への

フィードバック

9/2 第3回事業創発部会 実施 （＠オンライン）

各
個
独
⾃
に
活
動

11/2 第4回事業創発部会 実施 （＠オンライン）
12/1 第5回事業創発部会 実施 （＠オンライン）

・Kyoto Cultivates Teamの仕組みの⾃⾛化検討
・京都のまちがもつ特性を活かす
・2021年度の活動の⽅向性

2021年度へ

KYOTO STEAM 事業創発・未来フォーラム2021

Kyoto Cultivates Team 2019年度の取組と成果
京都⽂化の資産を活⽤できるチーム、基本構想づくり

Kyoto Cultivates Team 結成

9/12 第１回創発ワークショップ 実施

11/22 第２回創発ワークショップ 実施

2/13 第３回創発ワークショップ 実施

3/26 KYOTO STEAM 事業創発・未来フォーラム2020 開催
（＠ロームシアター京都ノースホール）

※新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため，無観客にて開催。
当⽇の様⼦はKYOTO STEAM公式WEBサイトにて公開。

そして生まれた
４つの構想

中今
-center of past & future-

よわみプロジェクト

KYOTO DAIRI PROJECT

幸せ⼈⽣ 螺旋化計画

発表

１

２

３

４

・STEAM⼈材が⼀堂に集まる、相互理解
・まず50年後の未来を考えてみる
・望ましい未来、望ましくない未来を考える
・未来への関⼼、共鳴、ディスカッション

・未来学者が⽰す1141の未来予測
・STEAM⼈材それぞれの⽴場からの考え
・4つのテーマに沿ってチームを結成
・⽂化芸術の未来をディスカッション、発表

・チーム別の状況を共有
・4つの未来テーマ実現に向けた具体化の検討
・構想発展のためのSTEAM⼈材MAPを作成

2020年度へ

櫻井 繁樹 Sakurai Shigeki 
（開志専門職大学副学長（学長代行）・教授／京都大学大学院総合生存学館特任教授／KYOTO DAIRI PROJECT 実行委員会 委員長）

第2部

　「内裏」というのはご存知のよ
うに、天皇がお住まいになられ、
儀式や執務を行っていたところ
です。ここで敢えて「DAIRI」と
ローマ字で書いているのは、その
機能をまったく新たな意味を持っ
たものとしてとらえるためです。そ
して、内裏焼失から1000年後
の2227年にDAIRIを創出しよう
というのが本プロジェクトです。 そ
のキックオフ宣言として、まずはス
テートメントを読み上げさせてい
ただきたいと思います。

「京都が京都として続いて
いくことを考えることは、つ
まりは日本が日本として、地球が地球として、その命を保ち続けることを考える
ことに、きっと繋がる。永遠という言葉があまりにも空虚だとしたら、200年後、
くらいをひとつの目標に置いてやれることをやっていく。やれるものからやってみ
る、やれるかどうかチャレンジしてみるというのはどうだろう。今の京都をそのルー
ツから紐とき、大きなうねりを経てもなお京都としてあり続ける核を見いだし、さ
らに激変していくであろう世の中に果敢に立ち向かおう。京都から自然を見つ
める、京都の都市機能が未来を拓く、語りつくせぬ文化を京都で語る、足元に
200年後に続く道を描く。2227年京都に、京都を発信するDAIRIが生まれる」

　ということで、ここに高らかにキックオフ宣言をさせていただきます。
　京都から200年後の未来を考えるということは、京都も含めた地球社会の未来を
考えるという意味です。京都から「京都の進化系の普遍的な価値（Growing Universal 

Value in Kyoto）」を京都はもとより地球社会に対して発信していくことを念頭に置いたも
のです。いにしえからの歴史的背景から育まれた、普遍的な文化価値を持つ京都は、
このようなことを語って発信していくのにふさわしい中心文化都市ではないでしょうか。こ
のDAIRIプロジェクトを進めていく中で、京都自身もインタラクティブに進化し、それをま
た発信するという、ある意味進化を続けられるエコシステムが形づくられていくのではな
いかとも考えています。
　実行委員会のメンバーは、クリエイティブディレクターで近衞家次期当主の近衞忠
大さん、京都大学総務部の佐藤慎一さん、経済産業省に勤めたのち、京都大学博
士課程で哲学を専攻しておられる野村将揮さん、このKYOTO STEAM－世界文
化交流祭－実行委員会プロデューサーの平竹耕三さん、友禅染の染匠である藤井
友子さん、壬生寺副住職であり京都観光おもてなし大使の松浦俊昭さん、そして私、
櫻井。以上、7名でスタートしていきますのでよろしくお願いいたします。

京都が京都として続いていくことを考えることは、つまりは日本が日本として、
地球が地球として、その命を保ち続けることを考えることに、きっと繋がる。

KYOTO DAIRI PROJECT 『京都から2227年の地球社会を考える』
KYOTO DAIRI PROJECT  キックオフ宣言渡辺 広之 Watanabe Hiroyuki 

（KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会 事業創発部会長／京都芸術大学（旧名称京都造形芸術大学）情報デザイン学科学科長兼教授）

第1部 Kyoto Cultivates Team  2020年度活動成果報告

　このKyoto Cultivates Team
は、未来の京都の価値創造へ
の新たな種まきに貢献できるよう
な事業創発をやろうという社会
実験として始まりました。他人事
ではなく「京都事」として強い意
志をもつ有志の人たちが中心と
なって進んでいます。京都の文
化資産を活用できる「ひと」をつ
なげ、創発・継承する「場」を
作り、新産業を生み出す「仕
組み」を考える。「ひと」と「場」と
「仕組み」を作ることで事業を創
造し、社会へ実装する試みです。
　2019年度に取組みが始まり、
企業や大学、行政、市民の方

など、複数カテゴリーがクロスするメンバーが集まりました。2019年はNPO法人ミラツク
代表の西村勇哉さんにファシリテーターをお願いしてワークショップを行い、それぞれの
関心や問題意識を出し合い話し合うことで、4つの構想が生まれました。
　1つ目は「中今（NAKAIMA）」です。これは神道の言葉で、私たちが生きているのは、
未来と過去のちょうど中間であるという価値観を表しています。千年続いた知恵を千年
先につなげていくという価値観を起点としてネットワークを広げ、そこから生まれる新しい
仕組みを、京都から世界に広げていくことを目指す構想です。
　2つ目は「よわみプロジェクト」で、よわみを起点に個人の幸せを作り出すことを考える
プロジェクトです。これが生まれたのはコロナ禍前ですが、ちょうど今、全世界の人々が
よわみに直面しています。このプロジェクトでは特に「孤立」をテーマに研究活動を行っ
ていくという報告を受けています。
　3つ目の「KYOTO DAIRI PROJECT」は第2部で詳細な発表がございます。
　4つ目は「幸せ人生螺旋化計画」で、人々が主体的に行動するメカニズムを考えて
いくプロジェクトです。
　2020年度は4つの構想に対して、どういうアウトプットを目指していくのかを考えていきま
した。このような種まきのプロセスが種だけで終わらず、最終的には芽や茎や葉っぱが出て花が咲いてほしい。そこにどうやって持っていくかを話
し合いました。コロナのためにオンラインミーティングになりましたが、チームリーダー検討会やチーム別ミーティング、事業創発部会など、約2か月
ごとにオンライン会議を行い、本日に至ります。
　多様な文化資産を基盤に、どのような事業を構築していくのかを考え、実行していく。そのことで、新しい京都のモデルが生まれます。京都の
ブランド力は高いので、京都モデルが世界に対してのモデルになっていく未来も十分あり得ます。京都のポテンシャルを活かしながら、いい意味
で渦を作っていきたいと思います。
　本日は「KYOTO DAIRI PROJECT」のキックオフが第2部で行われますが、他のチームもアウトプットが出始めています。たとえば、「中今」
については大手小売店が興味を持ち、それを形にしてみようということで動いていると報告を受けています。今後は、ターゲッティングやプロジェ
クトの効果検討なども考えて実行していきます。

多様な文化資産を基盤に、どのような事業を構築していくのかを考え、
実行していく。そのことで、新しい京都のモデルが生まれる。

4 5



KYOTO DAIRI PROJECT タイムテーブル

2227年までを、大きく5期に分けて取り組む。

青龍期 現在 ～2044年（平安建都1250年）
Ⅰ期 現在 ～2025年

（文化庁移転を経て大阪・関西万博）
Ⅱ期 2026年～2030年

（京内裏復元目線でのSDGsの達成と次の目標設定）
Ⅲ期 2031年～2037年

（南海トラフによる常識の大変革）
Ⅳ期 2038年～2044年

（平安建都1250年記念事業、国立京都歴史博物館開設）

朱雀期 2045年～2094年（平安建都1300年）

白虎期 2095年～2144年（平安建都1350年）

玄武期 2145年～2194年（平安建都1400年）

麒麟期 2195年～2227年（内裏焼亡1000年）

8

青龍期 Ⅰ期の取り組み

2020fy ・キックオフ

年間テーマ『200年後に向け一歩を踏み出す』
「京内裏復元」というキーワードを2020.3に発表したのを受け、
内裏をDAIRIへと進化させ、その意味や意義を考える。

2021fy ・オリパラ

年間テーマ『200年にリアリティを持たせる』
200年後の未来をフィクションではなくリアリティを持ってとらえ、
具体的なプロジェクトを萌芽させ議論を始める。

2022fy ・文化庁移転、WMG関西

年間テーマ『KDPは国家プロジェクトになり得るのか』
前年の活動を受け、当プロジェクトが文化庁の取り組みに相応しいか
どうかを問い、発信する。

2023fy ・

年間テーマ『京都はなにを融合させているのか』
1000年都市としての京都の秘密を融合というキーワードで分析し発信する。

2024fy ・

年間テーマ『京都の風景は思想にどんな影響を与えたか』
京都の自然と哲学の関係を研究し発信する。

2025fy ・大阪・関西万博

年間テーマ『いのちが輝くために京都の果たすべき役割は』
万博を京内裏復元プロジェクトの拡散の場として活用する。

9

山極 壽一 Yamagiwa Juichi
（京都大学名誉教授／霊長類学者／人類学者）

第2部

　私は昨年の9月まで、京都大学の総
長と日本学術会議の会長をしておりまし
た。その前はサルやゴリラの研究をして、
アフリカの原野で走り回っていました。私
のテーマは人類1000万年の歴史から人
間性の起源を探るということです。1000
万年の歴史から見たら、1000年という
のは、1万分の1です。自然科学系の研
究者たちは、エビデンスを持って未来をシ
ミュレーションするのが大好きです。一方
で、人文・社会系の学者の多くは未来を
予想しようとしません。ですから今回のメン
バーのように人文・社会系メンバーが中
心になって、200年後の構想を出すのは
非常にすばらしいと思います。これぞ京都
だと思います。

　私は以前、2人の外国人から京都の良さを教えられました。1人は2019年に亡くなられたドナルド・キーンさんです。彼曰く、 京都というの
は、1000年前の物と人の心としぐさが残っている、世界でも稀有なまちだと。世界のほかの都市では、遺跡として物は残っていても、文化が
形として残っているわけではない。それが京都では、庭をはじめ平安時代の文化が人々の暮らしに反映されている。こんな都市は世界中探
してもどこにもない。そんな話を聞いて、私は京都の良さについて自分の考え方を新たにしました。
　もう1人は、オギュスタン・ベルクさんというフランスの地理学者です。ベルクさんもやはり日本は非常に特別な国だとおっしゃる。西洋の近代
科学や近代哲学は「二元論」と「排中律」 によって成り立っていますが、東洋の考え方は違って、全体を丸ごと見る「一元論」と、そして「あ
いだ」を認める容中律です。この「あいだの思想」が非常に重要で、それが京都に
はたくさん残っている。
　たとえば、縁側は家の外でも家の中でもないあいだの場所です。神様の住む山
はハレの世界で、人が住む里は日常的なケの世界、そのハレとケのあいだの場所
が里山です。また、三途の川はあの世とこの世のあいだです。日本人はそういうどち
らでもない部分を暮らしに設けて、それをイメージしながら生きてきました。
　鳥獣戯画をよくよく見てみると、猿でありながら猿ではない。形は写実的に描かれ
ていますが、やっていることは相撲をとったり追いかけっこしたりと、人間のやっている
ことです。西洋の人は、こういう姿をイメージすることができません。キリスト教では人
間は神様に似せて作られて、自然を管理する権限を与えられているので、人と動物
のあいだには一線が引かれています。
　しかし、日本人は自然と融合することができます。そういう自然観を世界の思想の
中に混合させれば、地球環境が劣化している今の状態を改善できるのではないか
とベルクさんはおっしゃっています。私は、京都がそのモデルになるかもしれないと考
えています。
　1000年前の京都人が見ていた山の景色はおそらく今の我々が見ているものと同
じです。平安時代の視座を取り入れる。それこそが未来というものを確実に引き寄せ
るいい方法ではないかと思います。

1000年前の物と人の心としぐさ（文化）、そして「間
あいだ

の思想」が残っている京都。
「KYOTO DAIRI PROJECT」は未来を引き寄せるいい方法ではないか。

藤井 友子 Fujii Tomoko
（染匠／彩琳株式会社代表取締役／開志専門職大学客員教授）

KYOTO DIARI PROJECT 実行委員会メンバー

櫻井 繁樹（委員長）　開志専門職大学副学長（学長代行）・教授／京都大学大学院総合生存学館特任教授

近衞 忠大　クリエイティブディレクター／公益財団法人陽明文庫評議員／近衞家次期当主

野村 将揮　京都大学博士課程（総合学術、哲学専攻）／Aillis,Inc. 執行役員CCO／ダボス会議 Global Shaper

平竹 耕三　京都産業大学教授／元京都市文化市民局長／KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会プロデューサー

藤井 友子　染匠／彩琳株式会社代表取締役／開志専門職大学客員教授

松浦 俊昭　壬生寺副住職／唐招提寺執事／京都観光おもてなし大使

佐藤 慎一（事務局長）　京都大学総務部

　KYOTO DAIRI PROJECT
の実施計画を紹介させていただ
きます。2227年までを大きく5つに
区切って取り組むことにしました。
　まず現在から2044年を「青龍
期」と名付けました。2025年まで
に文化庁移転、大阪・関西万
博があります。2026年から2030
年には京内裏復元目線での
SDGsの達成と次の目標設定、
2031年から2037年は南海トラフ
による常識の大変革、2038年か
ら2044年は平安建都1250年
記念事業、国立京都歴史博物
館の開設を目指します。
　次に2045年から2094年を
「朱雀期」（平安建都1300年）、2095年から2144年を「白虎期」（平安建都1350年）、
2145年から2194年を「玄武期」（平安建都1400年）、2195年から2227年を「麒麟期」
（内裏焼失から1000年後）と設定しました。
　近々の予定である青龍期のⅠ期を取り組むうえで年間テーマを設定しました。2020
年度はキックオフの年ですが、年間テーマは「200年後に向け、一歩を踏み出す」とし
ました。2021年度は「200年にリアリティを持たせる」、2022年度「KYOTO DAIRI 
PROJECTは国家プロジェクトになり得るのか」、2023年度「京都は何を融合させて
いるのか」、2024年度「京都の風景は思想にどんな影響を与えたか」、2025年度は
大阪・関西万博の年ですが、年間テーマ「いのちが輝くために京都の果たすべき役割
は」です。以上の方針で進めていきます。

2227年までを大きく5つ（青龍期、朱雀期、白虎期、玄武期、麒麟期）に分けて、
年間テーマを設定しました。

KYOTO DAIRI PROJECT  タイムテーブル ディスカッション『2227年へのリアリティ』
第2部 第2部KYOTO DAIRI PROJECT 『京都から2227年の地球社会を考える』 KYOTO DAIRI PROJECT 『京都から2227年の地球社会を考える』
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知らない人

⽇本のブランド⼒	

その根拠がどこにあるのか	

理解する 知る

各伝統の歴史や由来	

発展したきっかけ	

自分事にする

⾃分事として実感してもらう	

興味があるものに触れる	

応援が出来ないか考える

教育

義務教育	

家族の中で	

友⼈に伝える

情報発信

情報配信	

きっかけ作り	

どんな参加⽅法があるか訴求

入会・支援・寄付

参加しやすくする	

⽀援・寄付しやすくする	

未来へのビジョンを共有する

伝統継承者 
知っている人

伝統文化を持続的成長させるために

❖ ESG/SDGsを超えて、“selfの拡張”を軸にした理論的⽀柱/哲学的バックボーンの確⽴
→ 2030年以降の⼈類と地球社会の指針を提⽰したい

被造物
(⾃然, 宇宙…)

宇宙…

_⽣態系

⼈間社会

時間軸

帰属単位

国家

個⼈

“Selfの拡張”
→この潮流は続くか？

時間軸

帰属単位創造主

⼈類の未来, “self の拡張”, 東洋思想/京都学派哲学

13
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国別トップ20 - Future Brand社の調査
 Global Top 75

Ranking Country World Bank 
Ranking

Region

2019

Point 
Change  
from 2014 2019

1 = Japan 3 Asia Pacific

2 +4 Norway 28 Europe

3 -1 Switzerland 20 Europe

4 = Sweden 22 Europe

5 +8 Finland 42 Europe

6 -3 Germany 4 Europe

7 +2 Denmark 35 Europe

8 -3 Canada 10 North America

9 +1 Austria 27 Europe

10 - Luxembourg 73 Europe

Ranking Country World Bank 
Ranking

Region

2019

Point 
Change  
from 2014 2019

11 = New Zealand 50 Asia Pacific

12 -5 United States 1 North America

13 +3 Netherlands 18 Europe

14 +4 Italy 9 Europe

15 -7 Australia 13 Asia Pacific

16 +3 UAE 29 Middle East

17 = France 7 Europe

18 -4 Singapore 36 Asia Pacific

19 -7 United  
Kingdom 5 Europe

20 = South Korea 12 Asia Pacific

16 FutureBrand Country Index 2019 17FutureBrand Country Index 2019

Future Brand Country Index 2019より

キーワード

日本ブランドの要＝伝統文化 

自分事化する＝伝統文化を守るのは自分たち 
　　　　　　　　　　誰かが守ってくれた時代は終わった 

国民が目利きになる＝自分たちが美意識を持って選ぶ 

クリエイティブだと認識する＝世界の目線は日本に注がれている 
　　　　　　　　　　　　　気がついていないのは自分たち

歴史, ⽂化, ⾃然と未来

15
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❖ ⻄洋規範の⼟台となっている主客⼆元論を超える⼿掛りとしての東洋思想/京都学派哲学
❖ 具体的には⼼⾝⼀如の実践経験と “selfの拡張”とその現代的適⽤の可能性の理論化を志向

Category Forms of Japanese culture The ultimate state Origin
Zen (禅) Línjì school

(rinzai shu臨済宗)
Oneness of mind and body
(shinshin ichinyo⼼⾝⼀如)

Eisai 
(栄⻄, 1141- 1215)

Sōtō school
(sōtō shu曹洞宗)

Dropping off the body-mind
(shinshin datsuraku⾝⼼脱落)

Dōgen
(道元, 1200-1253)

Arts (芸道) Noh
(能)

No-mind(mushin無⼼)
Oneness of player and 
audience
(kensho dōshin⾒所同⼼)

Zeami
(世阿弥, 1363-1443)

Tea ceremony
(sadō茶道)

Oneness of tea and Zen
(chazen ichimi茶禅⼀味)
Accordance of tea and Zen
(chiazen itchi茶禅⼀致)

Sen no Sōtan
(千宗旦 1578-1658)

Flower arrangement
(kadō華道)

Oneness of flower and mind
(kashin ichinyo花⼼⼀如)

Ikenobō Family
(池坊家)

Martial Arts
(武道)

Japanese archery
(kyudō⼸道)

Oneness of archery and Zen
(kyuzen ichinyo⼸禅⼀如, 
kyuzen ichimi⼸禅⼀味)

Kenzo Awa
(阿波研造, 1880-1939)

Japanese fencing
(kendō剣道)

Oneness of sword and Zen
(kenzen ichinyo剣禅⼀如)
Accordance of sword and Zen
(kenzen itchi剣禅⼀致)

Sōhō Takuan
(沢庵宗彭, 1573-1646)

Philosophy
(哲学)

Kyōto school
(kyōto gakuha京都学派)

Unification of objective and 
subjective phenomena
(shukyaku-gōitsu主客合⼀)

Kitarō Nishida
(⻄⽥幾多郎, 1870-1945)

The structure of the Thesis
1. Introduction  pp.2-6
2. The arrival of digital age and

humanity crisis pp.7-12
3. On the importance of attention mastery                         

pp.13-20
4. “Oneness of mind and body” in Japanese 

traditional culture  pp.21-42 
5. Conclusion  pp.43-47

主客⼆元論を超えて〜⼼⾝⼀如と⽇本⽂化の諸概念〜

14
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近衞 忠大  Konoe Tadahiro
（クリエイティブディレクター／公益財団法人陽明文庫評議員／近衞家次期当主）

野村 将揮 Nomura Masaki
（京都大学博士課程（総合学術、哲学専攻）／Aillis,Inc. 執行役員CCO／ダボス会議 Global Shaper）

　最初に簡単に自己紹介をさせていただきます。私の生まれは京都市ですが、保育園
から高校までを富山県の高岡市で過ごし、東大の文科一類に何とか滑り込んで法律を
勉強していたのですが、哲学に魅力を感じて文学部に進み、かと思ったら今度は経済
学を独学して経済産業省に入り、現在は京大の博士課程で哲学を研究しながら医療
AIベンチャーの役員をしているという、本当に好き勝手な人生を歩んでいる平成元年
生まれの31歳です。 
　さて、ESG/SDGsの議論が世の中ではかなり一般化してきていますが、この潮流を
哲学の視点から考えてみたいと思います。どうしても、単純化によってこぼれ落ちてしまうもの
も数多くありますが、どうかご容赦ください。スライドのタイトルに、「人類の未来、selfの拡張、
東洋思想／京都学派哲学」といった小難しいキーワードを挙げていますが、 まず左側、
西洋規範がどういったものかを、極めて単純化して図示しています。創造主、つまり神が
いて、これに対して被造物がある。その被造物のひとつに人間がいたわけです。そして、こ
こから人間を切り出して、この被造物の中で特別な存在であるといった自己定義をし、創
造主や他の被造物、つまり人間以外の自然を客体化した。このデカルト以降の「主客二
元論」が西洋規範の土台となっていて、究極的には、個人主義、資本主義、国民国家
という現代において支配的な規範も、この自他を分断していく力学に立脚しています。
　一方で、東洋規範では、自己存在というのは自然の中にあって、その輪郭が極めて
あいまいです。たとえば、仏教を例に挙げますと、輪廻という概念があり、宗派によります
が、あらゆる生物や人間はみなブッダになれると説くわけです。西洋規範では、いろいろ
なものを対象化して分節化して切り分けていくので、突き詰めると実生活上の最小単位
である自分や個人という単位にスコープが当たりがちです。他方で、昨今のESG/SDGs
というのは、この帰属単位が徐 に々拡張していく過程としてとらえることができると私は考え
ています。個人のことだけを考えるのではなく、個人が帰属する国家、さらには人間社会、
生態系、宇宙といったように、より大きな帰属単位に「selfの拡張」をしていく過程が、昨
今のESG/SDGsの考え方に現れているのです。 
　これを個人レベルの身体経験として考えてみると、日本の伝統文化や精神性に根ざ
している「心身一如」という実践経験がひとつの手がかりになり得ると思っています。右の
表は私が研究の過程で自作したものです。西田幾多郎は「主客二元」ならぬ「主客未
分」を説いたわけですが、具体の経験として、主体としての意識と客体としての身体が
合一するといった境地が、栄西や道元から、能や茶道、武道、そして京都学派にまで
繋がっていると捉えることができるのではないかと考えて、研究を進めています。
　京都に来て1年になりますが、京都というのは、経済合理性を超えた価値が、何千年
も批判的な吟味を経て継承されてきた土地だと感じています。こういう空間に身を置くこ
とで、人類が努力して保全してきた何か真髄的なものに触れて、それがビジネスや行政、
もしくはまったく別の形の何かに対して、影響を与える可能性を感じています。また、その
一つの形として内裏の復元をすることには、さまざまな議論ができる余地があると思ってい
ます。 哲学徒としては、そもそも「ものを復元することを自己目的化する」とはどういうことな
のか、 みたいなことを考えてしまう。 そこの自己目的化そのものが良いか悪いかという判断
はどうするのだろうとか、目的化され得るものって何があるのだろうということを考えながら、
自分の学問関心と社会との接続、そして社会への貢献ができたらいいなと思っています。 

　私は幼少期をスイスのジュ
ネーブで過ごしました。20人
程度の小学校に14もの国籍
の子供がいる、そんな環境で
した。現在の仕事は9割がク
リエイターで、デザインや映
像、イベント制作などに携わっ
ています。日本から海外に進
出する企業や、海外クライ
アントとの仕事も多いです。一方で、旧家に生まれたためにさまざまな文化活動にも関
わっています。私の曾祖父にあたる近衞文麿が創設し、近衞家にまつわる古文書や
美術工芸品を収蔵する「陽明文庫」を運営したり、宮中の歌会始の講師（こうじ）を務
めたりしています。
　こんな私が、「KYOTO DAIRI PROJECT」に期待する役割は、日本を客観的に
捉え、海外から見た日本について考える契機になってほしいということです。このプロジェク
トは、日本人が改めて客観的に日本を捉えなおすこと、そして海外から見た日本の立ち
位置を見直すことの、2つの点において良い機会になると思っています。
　海外で行われた興味深い調査について2つ、ご紹介します。1つ目は、アメリカの有名
な広告代理店で行われた「国別ブランド力ランキング」です。この10年間で2回発表が
ありましたが、いずれも日本が1位です。日本は世界からブランド力のある国だと思われて
いるのです。
　もう1つは、Adobe社による「クリエイティビティ―に関する意識調査」です。世界で最も
クリエイティブな国はどこか。こちらも日本がダントツでトップです。世界の都市別で見ても、
トップは東京です。それなのに、日本国内の調査に絞った場合、日本人はアメリカが世
界一クリエイティブな国だと思っているのです。2つの調査は、いかに世界が日本を評
価しているか、また日本人が自らのコンテンツやクリエイティビティをいかに評価していない
かがよくわかる指標だと思います。
　日本は、文化にかける予算額が少ない国です。フランスの約4分の1だと言われてい
ます。背景として、フランスは約200年前に革命が起きた直後から「自分たちの文化を
大切にする」ということを明確にし、国のアイデンティティとしてきた歴史があります。文化に
お金を投じ、子供の頃から自分の国に誇りをもてるような教育をしているのです。その結
果、パリには観光客が年間8000万人以上訪れます。一方で、日本は全国で3000万
人を突破するかしないかというレベルです。フランスは明確な指標を持って、ブランディン
グに成功しています。今の日本は、フランスの状況からはほど遠いと言えるでしょう。
　文化はただ古いものを大事にすればいいというものではなく、未来に繋がるものです。
私たちが日本という国を誇れるものにするためには、文化は絶対必要なものです。世界
の人たちが今こうして日本をリスペクトするのも、文化があってこそ。大事にしていかない
と、失ってしまいます。
　KYOTO DAIRI PROJECTを通じて日本が置かれた状況を改善し、マインドシフト
に繋げていけたらと考えています。

「KYOTO DAIRI PROJECT」に期待する役割は、日本を客観的に捉え、
海外から見た日本について考える契機になってほしい。

哲学徒としては、そもそも「ものを復元することを自己目的化する」とは
どういうことなのか、みたいなことを考えてしまう。

第2部第2部 第2部KYOTO DAIRI PROJECT 『京都から2227年の地球社会を考える』 KYOTO DAIRI PROJECT 『京都から2227年の地球社会を考える』
ディスカッション『2227年へのリアリティ』ディスカッション『2227年へのリアリティ』

「FutureBrand Country Index 2019」（国別ブランド力ランキング トップ20）
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KYOTO STEAM 事業創発・未来フォーラム2021

Kyoto Cultivates Team 2021年度以降の取組
新産業を⽣み出す「仕組み」づくり

◇2019〜2020 →  スタート：モチベーション⾼いボランティアによる事業創発のタネづくりとチーム内検討

◇2021 →  継続・発展：2020で⽣まれた３つのプロジェクト推進
新規：未来に向けた若⼿⼈材による事業創発のプラットフォームづくり

具体的には、京都が持つ⼤学ポテンシャル活⽤

◇2022 →  連携：未来をデザインする学⽣参加によるカルティベートチームによる活動

京都が持つ多様な⽂化資産を基盤に、STEAM協働チームにより、
あらゆる事業を通じ、未来に向けた⽇本の都市産業のモデルづくりを⽬指す！

クロージング

第2部

ディスカッション「2227年へのリアリティ」
山極 壽一×宮城 俊作×近衞 忠大×野村 将揮
［司会］佐藤 慎一 （京都大学総務部／KYOTO DAIRI PROJECT実行委員会 事務局長）

佐藤：KYOTO DAIRI PROJECT実行委員会の事務局長を務め
ております佐藤です。講演者の皆様には、さまざまな切り口からお話
しいただき、大変参考になりました。ここからはディスカッションを行い、
さらに議論を深めていきたいと思います。

文化は経済指標では語れない

近衞：その昔、内裏ではさまざまな「まつりごと」が行われていました。
まつりごととは当時の政治にあたるものですが、現代社会で行われて
いるものとはまったく違う儀式的なものだったと考えられています。その
儀式に付随する衣装や所作、歌などは今も京都の文化として色濃く
残っています。
　ただ、これらの伝統は本当の意味で生きているものではなく、社会
構造の変化によって滅びようとしているものを「伝統だから」という理由
で無理やり生かされている側面もあります。資本主義社会の現在で
は、伝統文化を残すのはとても難しいことなんです。
野村：歴史や伝統文化、さらに言えばそれらを形作ってきた価値や
意味は、経済合理性を重視する現代の価値観では語りつくせないも
のがありますよね。
山極：文化というものは、数字で明確な指標が作れない。だから、経
済重視の社会では軽んじられがちです。先ほど近衞さんが、文化を
大切にするフランスの事例を紹介してくださいました。フランスでは自国
の文化にさまざまな「格付け」がなされています。ワインやオペラに至るま
で、どんなに高価でもそれを目当てにする人がいるのは、世界中にその
格の高さが知られているからです。文化の格を知り、評価できる人が
たくさん存在するからこそ長く続けられるし、さらなる高みを目指せます。
実は京都にも、日常の中に事細かな格が存在します。これは大きな強
みです。京都人の中にある格付けを内向きで終わらせるのではなく、

面している大きな課題です。一つの解決策として、大学が公共財とし
て知の拠点を社会に開き、活用してもらうことを考えています。多様な
人を受け入れ、芸術や文化を学べる場となってほしいですね。

文化の担い手として一人ひとりが責任を持つ

佐藤：先ほど、近衞さんが伝統文化について「本当の意味で生き
ているのではない」とおっしゃいましたが、このことについて、もう少し詳
しくお聞きしたいです。文化が生きている、とはどういうことでしょうか。
近衞：時代をさかのぼると、昔は大名や財閥など、時の権力者がパ
トロンとなって文化の担い手をサポートしてきました。おかげで、利益
やコストパフォーマンスといったものを気にせずに活動ができたわけで
す。現在はこの構造が崩れ、文化は権力者と、一部の人たちだけ
の閉ざされたものから、誰もが親しめるものへと変化しました。商売と
しての公演が行われ、カルチャースクールなどで誰もが気軽に学べ
る環境ができたのです。誰でもわかるメソッドが作られて親しみやすく
なった反面、それぞれの真髄や「道」として大切にされてきたものが
薄まってしまったように思います。これでは、生きた芸術文化とは呼べ
ないのではないかと。
野村：自分の例で恐縮ですが、私は7歳から剣道を始めて、朝から 
夜まで練習する日々 を送っていました。それでも、剣道の楽しさ、奥深
さを垣間見たのは22歳のときでした。本当の価値や深みはすぐには
伝わらない中で、どのように入口を広げて、真髄を垣間見てもらうかの
設計が大切だと思います。
近衞：伝統を支えてきた大名や財閥がなくなった今、文化は私たち
全員のものです。これは文化活動を「誰かがやってくれる」ものではな
く、1人1人に同じだけ責任があるということを意味します。自分のもの
であるという意識を皆が持つ。これこそが生きた文化ではないでしょう
か。地道な意識改革が必要ですし、伝統文化を生きたものとして受
け継いでいく仕組みづくりを考えるべきだと思います。

京都の個性を生かした未来の戦略を

山極：今、京都の街には、複数の居住地域を持つ人や、縁はあっ
て訪れるけど居住はしていない関係人口と呼ばれる人たちが増えて
きています。そういう人たちをどう受け入れて、街並みや文化を作って

常識として広げていくための動きが必要になると思います。
野村：私がずっと考えているのは、伝統文化保全の議論は、「伝統
は伝統だから伝統としての価値を持つ」というトートロジー（同義反復）

に陥ってしまい得る、ということです。他方で、京都という空間には、経
済合理性や消費という概念を超えて、何千年もの吟味を経て継承さ
れてきた意味や価値が残っている。その空間に身を置いて、人類が
努力して保全してきた何か真髄的なものに触れることで、政策や産業
といった様 な々ものに適用できる可能性も感じています。

多様性を育む環境づくりを

佐藤：クリエイターとしての近衞さんのお考えも、ぜひお伺いしたいです。
近衞：格付けというお話がありましたが、美しいと思えるものを自分で
自由に判断できることも大切だと思います。美しいものに出会った時、
たとえ他の誰かが評価していなくてもそれは自分にとって、かけがえの
ないものです。自分で感じたことを「なぜそう思ったか」と突き詰めて、
表現すること。これは今の日本の教育に最も欠けているものだと思いま
す。私が海外から日本の学校に移って最も衝撃的だったのは、自分
が思ったことを言うと「生意気」と見なされてしまうことでした。海外で
は、自分を表現できなければ落第です。この違いは大きい。誰かが美
しいと思ったものが、たとえ突拍子もないものであっても、それを笑わず
に自由に語り合える世の中になってほしいですね。そのためには、教
育を根本から変えていく必要があると思っています。
山極：私は京都府の移住条例を検討する委員会に参加しています
が、関係人口や流動人口がどんどん増えていることを実感しています。
複数の居住地域を持つ人も珍しくありません。昔ながらの街の組織に
加入せず、隣近所とのお付き合いがない人たちとどうやって街並みや
文化を作っていくか。これは、京都に限った話ではなく、どの地域も直

いくかというのが、これからの課題だと思います。京都は閉鎖的であっ
てはならんと思います。京都は東京のような大都市ではない分、自分
とは異なる属性の人と出会いやすい。このことが、京都を今の形で
存続させてきた大きな理由だと思います。職人とビジネスマンと研究
者が専門分野を超えて同じ空間にいる。こんな環境がありうるからこ
そ、新たな学びや文化が生まれるのです。京都らしい文化を色濃く
残しながら、国内外の観光客や関係人口を含めた多様な人をどう
受け入れていくか。未来に向けた戦略を持つべきだと思います。
佐藤：ありがとうございました。まだまだ聞きたいことが山ほどあって、
議論も尽きないのですが、時間となってしまいました。この話を受けて、
KYOTO DAIRI PROJECTに何ができるのかをしっかり考え、取り
組んでいきたいと思います。

　モチベーションの高い有志によって始まったKyoto Cultivates 
Teamですが、今後は大学や学生も巻き込んだ活動も行っていきたい
と考えています。京都は大学の街でもあります。未来を担う若い力に、
事業創発のプラットフォーム作りに参加してもらいたい。2022年度は、
未来をデザインする学生参加によるカルティベートチームを結成し、
活動してもらうことも考えています。学生さんに限らず、他人事ではなく
「京都事」としてくれる方のご参加を、ぜひお待ちしています。

KYOTO DAIRI PROJECT 『京都から2227年の地球社会を考える』

渡辺 広之  Watanabe Hiroyuki
（KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会 事業創発部会長）

【司会：佐藤 慎一】
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渡辺 広之 
京都芸術大学（旧名称：京都造形芸術大学）情報デザイン学科学科長兼教授／KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会 事業創発部会長

東武トップツアーズ株式会社 顧問兼プロデューサー、前一般社団法人DMO日光代表理事、全国地方新聞社連合会主任研究員、KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会事業創発
部会長。埼玉県立浦和高校、早稲田大学政経学部政治学科を卒業後、株式会社電通に入社。1985年のつくば万博政府館、ハウステンボス、宮城県サンファンパークのテーマパーク事業、
山口きらら博、横浜博覧会、全国植樹祭等のプロジェクトのプロデュースを担当。その後、ソーシャルビジネスの組織を通じ、新日本様式、JFWの日本ブランド及び観光立国（VJC）の立ち上げ、
スタジアム＆都市公園の委員、観光、地域活性化の国及び自治体の委員、都市＆地域プロジェクトのプロデューサー、アドバイザーを多数経験。

■事業創発部会コアメンバー
北林 功  （文化ビジネスコーディネーター／COS KYOTO株式会社  代表取締役）

孝本 浩基 （（公財）京都高度技術研究所地域産業活性化本部長）
谷崎 テトラ （放送作家／京都芸術大学（旧名称：京都造形芸術大学）客員教授）　
西村 勇哉 （NPO法人ミラツク代表理事）　

福野 泰介 （株式会社 jig.jp  取締役会長）　

本田 恵理子 （マインドクリエイターズ・ジャパン株式会社  代表取締役）　

増田 修治 （株式会社電通  京都支社営業部長）

■中今─center of past & future─
北林 功  （文化ビジネスコーディネーター／COS KYOTO株式会社  代表取締役）

谷崎 テトラ （放送作家／京都芸術大学（旧名称：京都造形芸術大学）客員教授）　
中家 寿之 （グラフィックデザイナー／
                     京都芸術大学（旧名称：京都造形芸術大学）非常勤講師）

■KYOTO DAIRI PROJECT
櫻井 繁樹 （開志専門職大学副学長（学長代行）・教授／
　　　　　    京都大学大学院総合生存学館  特任教授）　

平竹 耕三 （KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会  プロデューサー／
　　　　　    京都産業大学  教授）　

藤井 友子 （RITOFU IROMORI代表／富宏染工株式会社  取締役）　

近衞 忠大 （クリエイティブディレクター／公益財団法人陽明文庫評議員／近衞家次期当主）　
野村 将揮 （京都大学博士課程（総合学術, 哲学専攻）／Aillis,Inc. 執行役員 CCO／
　　　　　　ダボス会議 Global Shaper）　
松浦 俊昭 （壬生寺副住職／唐招提寺執事／京都観光おもてなし大使）
佐藤 慎一 （京都大学総務部）　

■よわみプロジェクト
増田 修治 （株式会社電通  京都支社営業部長）　

地野 裕子 （株式会社ルゥルゥ商會  代表取締役／コミュニケーションデザイナー）　

内藤 麻美子（色彩作家）　
三宅 譲  （株式会社ワコール  ワコールスタディホール京都マネージャー／
　　　　　　クリエーティブディレクター）
柳 真一    （株式会社大丸松坂屋百貨店  大丸 京都店）

山極 壽一
京都大学名誉教授／霊長類学者／人類学者

1952年東京生まれ。京都大学理学部卒、理学博士。京都大学理学研究科教授を経て、
2020年9月まで京都大学総長を務める。国際霊長類学会会長、国立大学協会会長、日本学
術会議会長、内閣府総合科学技術・イノベーション会議議員を歴任。現在、環境省中央環境
審議会委員、大阪・関西万博シニアアドバイザー、総合地球環境学研究所所長を務める。アフ
リカ各地でゴリラの行動や生態をもとに初期人類の生活を復元し、人類に特有な社会特徴の由
来を探っている。著書に『暴力はどこからきたか』（ＮＨＫブックス）、『ゴリラからの警告』（毎日新
聞出版）、『スマホを捨てたい子どもたち』（ポプラ新書）、『京大総長、ゴリラから生き方を学ぶ』
（朝日選書）、『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』（家の光協会）、など。

近衞 忠大
クリエイティブディレクター／公益財団法人陽明文庫評議員／近衞家次期当主

1970年生まれ。クリエイティブ・ディレクター、株式会社curioswitch 代表取締役、宮中歌会始 
講師（こうじ）。
武蔵野美術大学・映像学科卒業後、テレビやイベントの制作現場を経験。番組、プロモーショ
ンビデオ、ファッションブランドの大型イベントなどの制作を経験。2018年にクリエイティブ・エー
ジェンシー・curioswitch（キュリオスイッチ）を設立。2021年には特定非営利活動法人「七五（な
なご）」を設立。ライフワークとして日本の伝統文化をクリエイティブに海外発信していく事を目指
し、講演活動や様々な試みを続けている。宮中歌会始 講師宮内庁式部職非常勤（1997年よ
り）、公益財団法人陽明文庫評議員（2015年より）、公益財団法人十四世六平太記念財団理
事（2016年より・2017年より理事長）、一般財団法人雅藝日本文化協会理事（2018年より）。
著書に『近衞家の太平洋戦争』【NHK取材班との共著】（NHK出版）。

宮城 俊作
都市デザイナー／東京大学大学院教授／宗教法人平等院代表役員

京都府宇治市にある平等院内の塔頭・最勝院に生まれる。京都大学大学院農学研究科博士前期
課程・ハーバード大学デザイン学部大学院修了。米国内の設計事務所勤務の後に帰国し、千葉大学
助教授、奈良女子大学大学院教授を経て、現在は東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教
授。1992年より設計組織PLACEMEDIAのパートナーとして国内外の様 な々都市デザインプロジェク
トに携わる。近年の代表的な作品に、JP Tower / KITTE、東京ガーデンテラス紀尾井町、GINZA 
SIX Garden、宮城県南三陸町震災復興祈念公園、YKKパッシブタウン黒部、新風館 / Ace Hotel、
Hotel The Mitsui Kyotoのランドスケープデザインなど。2009年より宗教法人平等院･代表役員、
1990年代から平等院において継続的に行われている様 な々文化財の保全再生事業を主導している。

野村 将揮
京都大学博士課程（総合学術, 哲学専攻）／Aillis,Inc. 執行役員 CCO／
ダボス会議 Global Shaper

平成元年、京都府京都市生まれ。東京大学文科一類、同文学部、在学中の国家公務員試験
（経済区分）合格を経て経済産業省入省。福島復興、外為法の運用、ヘルスケア産業政策な
ど総理官邸に近い諸政策に携わる過程で、閣議決定（アベノミクス成長戦略等）の草案作成、
法改正・規制緩和、予算措置等に幅広く従事。平成30年11月、医療AIベンチャーAillis,Inc.に
執行役員として入社（同社は創設2年10ヶ月で約29億円を調達、経済産業省が選ぶTop100ベン
チャー“J-Startup”選出）、翌年7月より現職。World Economic Forum（ダボス会議）Global 
Shaper選出、St.Gallen Symposium “100 Leaders of Tomorrow”選出、東大総長賞団
体受賞（会長在任時）ほか多数。京都大学博士課程（総合学術, 哲学専攻）在籍中、 京都大学
産学連携本部（技術イノベーション事業化コース）メンター。剣道歴25年。

KYOTO STEAM─世界文化交流祭─実行委員会
京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1  京都市国際交流会館内
（京都市 文化市民局 文化芸術都市推進室 文化芸術企画課）
TEL: 075-752-2212（平日 8：45～17：30）
FAX:075-752-2233
E-mail: info@kyoto-steam.org

KYOTO STEAM 事業創発・未来フォーラム2021 実施報告書
令和3年3月発行

（参画団体）
京都市／京都市立芸術大学／京都市京セラ美術館／京都市動物園／
（公財）京都市芸術文化協会／（公財）京都市音楽芸術文化振興財団／
（公財）京都高度技術研究所／京都商工会議所／京都経済同友会／
日本放送協会京都放送局／京都新聞社／CCCアートラボ（株）

KYOTO STEAM 事業創発・未来フォーラム2021  出演者プロフィール

事業創発部会Kyoto Cultivates Team メンバー

令和2年度文化庁文化芸術
創造拠点形成事業


