JST／ RISTEX「人と情報のエコシステム」領域・東洋大学国際哲学研究センター 合同シンポジウム

人新世：人間観とエコシステムの再構築
─ ビジネス・環境・人文・アート

日時：

会場：

2020.3.14. sat 10:00–18:10
2020.3.15. sun 10:00–18:35

東洋大学白山キャンパス井上円了ホール

参加費： 無料／事前登録必要

DAY1:

2020.3.14.sut 10:00–18:10

DAY2:

2020.3.15.sun 10:00–18:35

会場 :

東洋大学白山キャンパス井上円了ホール

─ ビジネス・環境・人文・アート

参加費 :

無料／事前登録必要

─

─

JST／ RISTEX「人と情報のエコシステム」領域・
東洋大学国際哲学研究センター 合同シンポジウム

人新世：人間観とエコシステムの再構築

INTRODUCTION
─

近代技術を用いた人間の社会経済活動は、地球
環境に大きな負荷をかけ、私達の未 来を持続不
可能なものにするかもしれない。人新世／アント

─

10:15 – 11:45

鼎談

「これまでの／これからの人間観
─ カント実践哲学・心の哲学・

山蔦真之

人間活動が地球の生態系の許容を超え地球環境

鈴木貴之

考し行動を統 制するという近代的な人間のあり

モデレーター：

村上祐子

ルダーがこれまでのあり方を批判的に再検討し、

ムを再構築していく必要性が高まっています。

「技術の（ 脱 ）身体化：人工物への帰属の観点から」

立教大学理学部 特任教授／

西垣通

村上祐子

大阪大学先導的学際研究機構 特任教授
東京大学 名誉教授／「人と情報のエコシステム」

國領二郎

慶應義塾大学総合政策学部 教授 /

─
お申し込み・詳 細はこちら

講演

─

「人新世における気候危機、

─

人間の技術化そして宗教」
木村武史

通り
本郷

A1
A2

田崎佑樹 KANDO 代表 ／リアルテックファンド

筑波大学人文社会系 教授

込駅
本駒

東洋大学前（都営バス）

「アート・マンガ Session
近代─人新世─パースペクティブを

正門

5 号館

西門

A3

京華商業校

白山 駅

白山神社

編集者・キュレーター

庄司昌彦

武蔵大学社会学部教授

向ヶ丘二丁目
（都営バス）

り
通
山
白

A1

内閣官房イノベーション総括官

永田暁彦

リアルテックファンド代表／

主催：東洋大学国際哲学研究センター

城山英明

科学技術振興機構社会技術研究開発センター
「工学・脳科学をエビデンスとした社会的基盤概念と価値の創生」
お問い合わせ：JST 社会技術研究開発センター
「人と情報のエコシステム」領域事務局

E-mail: info-ecosystem@jst.go.jp
Tel: 03-5214-0133 Fax: 03-5214-0140

─

東京大学大学院 法学政治学研究科 教授／
「人と情報のエコシステム」

共催：課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業実社会対応プログラム

いずれ訪れる、あるいはすでに訪れし接点」

中園長新

─

16:35 – 18:05

「情動と徳 ─理性主義を超えて─」
信原幸弘

東京大学大学院総合文化研究科 教授／
「人と情報のエコシステム」
研究開発領域アドバイザー

東京福祉大学 専任講師

モデレーター：

村上祐子

立教大学理学部 特任教授／

─

16:55 – 18:25

対談

「人新世の法：人と法の共進的デザイン」
「マルチスピーシーズの法 :
人新世における『法の支配』を考える」

研究開発領域総括補佐
講演

愛知県立大学 情報科学部 助教

「人と情報のエコシステム」研究開発領域アドバイザー

株式会社ユーグレナ取締役副社長
モデレーター：

https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/435.html

ジメネスフェリックス

赤石浩一

─

15:55 – 16:55

「初等中等教育と人工知能・ロボット：

15:35 – 16:35

東京都文京区白山 5-28-20 東洋大学白山キャンパス 5 号館 地下 2 階

編集者・キュレーター

「子どもとロボットの共同学習実現に向けて」

第 6 期科学技術基本計画にむけて」

東洋大学白山キャンパス井上円了ホール：

東洋大学文学部 准教授

「先端技術と学校教育・学習支援」

対談

都営三田 線

松浦和也

対談

「ビジョン牽引型ビジネスと人文・社会科学：

牛角

東北大学 名誉教授

塚田有那

─

コンビニ

京華中・高

塚田有那

原山優子

─

変えるナラティブの力」
1

東洋大学前（都営バス）

東京大学大学院 法学政治学研究科 教授／

モデレーター：

14:50 – 15:20

対談

東洋大学
白山キャンパス

城山英明

「人と情報のエコシステム」研究開発領域 総括補佐

─

旧
白
山
通
り

14:15 – 15:45

「人新生における自然観・人間観・技術観」

14:10 – 14:50

https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/435.html

立教大学理学部 特任教授 ／

「人と情報のエコシステム」研究開発領域アドバイザー

「人と情報のエコシステム」研究開発領域総括

東 京メトロ南 北 線

高千穂大学人間科学部 教授

パネルディスカッション

モデレーター：

─

東洋大学前（B−ぐる）

染谷昌義

モデレーター：

研究開発領域アドバイザー

／アントロポセンの新たな人間の社会経済 活動

大阪大学先導的学際研究機構 特任講師

「身体性と運動性―制御の意味を変える」

「人間・機械」

社会を 2 日間にわたって徹底的に議論し、人新世

千
石
駅

河合祐司

11:45 – 12:55

対談

パーソンが集まり、これまでの／これからの人間

11:55 – 12:55

「情報技術と身体（からだ）
」

「人と情報のエコシステム」研究開発領域アドバイザー

浅田稔

大阪大学先導的学際研究機構 特任教授

対談

東京大学大学院人文社会系研究科 准教授

─

本シンポジウムでは、学術・ビジネス・行政のキー

のあり方を提言します。

浅田稔

─

「AI・業・輪廻」

代的なビジネスのあり方など、様々なステークホ

10:45 – 11:45

講演

東京大学大学院総合文化研究科 准教授

加藤隆宏

京都大学総合生存学館 特定准教授

「人工痛覚がもたらす共感、
モラル、倫理の新たなパラダイム」

名古屋商科大学 准教授

方、科学と技術が一体化し工業が主導してきた近

術を用いて、人 間 ─人 工物 ─自然 のエコシステ

篠原雅武

「人工知能から見る人間の本質」

の悪化が加速度的に進展する中、理性において思

10:05 – 10:45

講演

─

「進歩か新たな神話か ? ─ 技術としての人工知能」

念に対応した新しい歴史区分です。

プログラム DAY2:「エコシステムの再構築」
─

「人新世における人間世界」

インド哲学からの応答」

ロポセンと呼ばれるこの地質年代は、こうした懸

私達が手にし始めている AI や IoT などの情報技

─

プログラム DAY1:「人間観の再構築」

稲谷龍彦

京都大学大学院法学研究科 准教授

「人新世における法の機能」

宇佐美誠

京都大学大学院地球環境学堂 教授

「実務的視点から考える『人新世の法』
」

水野祐

弁護士・シティライツ法律事務所

