
[Idea Exchange Roundtable]

Quest for New Mode of Knowledge Commitment 
in the Era of Planetary Environmental Change: 
A Conversation with Sapienship
[アイディア交換のためのラウンドテーブル]

地球環境のための新たな知識のモードとは――ユバル・ノア・ハラリ財団「サピエンシップ」との対話
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15:00-16:30 (JST) / 7:00-9:30 (CET), 9th December (Friday), 2022

Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto
大学利用共同機関法人　人間文化研究機構　総合地球環境学研究所

Photo: Masahiro Terada 写真：寺田匡宏　Flier Design: Shin-ich Wade(Shoutousha)　フライヤーデザイン：和出伸一(象灯舎）

Hybride of Zoom and On Site 

ハイブリッド開催 （Zoom/オンサイト）

Registration Required
(Mail Address for registration is seen in the back side of this �ier)

要申し込み (申し込みアドレスはチラシ裏面）

Language: English
言語：英語

Speaker スピーカー

Jason Parry (Sapienship) 
ジェイソン・ペリー（ユバル・ノア・ハラリ財団「サピエンシップ」）

Jim Clarke (Sapienship) 
ジム・クラーク（ユバル・ノア・ハラリ財団「サピエンシップ」）

Daisaku Mukai (Okinawa Prefectural University of Arts)
向井 大策 (沖縄県立芸術大学 )

Commentator コメンテーター

Ria Lambino (Research Institute for Humanity and Nature) 
リア・ランビーノ (総合地球環境学研究所 )

Moderator モデレーター

Masahiro Terada (Research Institute for Humanity and Nature) 
寺田 匡宏 (総合地球環境学研究所 )

Terukazu Kumazawa (Research Institute for Humanity and Nature) 
熊澤 輝一 (総合地球環境学研究所 )

Lecture Hall, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto (For RIHN members only)
総合地球環境学研究所 講演室（地球研メンバーのみ )Zoom /



Seeing from global and long historical perspective, in order to pursue the sustainable future, it is apparent that 

present situation of the planetary environmental problem requires another thinking than ours. It neccesitates non-or-

dinary and innovative mode of commitment for the knowledge production. But how is it possible?

  Sapienship is the foundation which is established by Dr. Yuval Noah Harari, the author of the international 

acclaimed book ������������������������������������. Based on his profound insight on the history of human kind, the 

foundation is trying to �nd new ways of knowledge making and dissemination for this environmental and societal 

change including natural degradation, runaway of technology, and threat of global war.

   In this “Idea Exchange Round table” held at Research Institute for Humanity and Nature (RIHN), Kyoto, we invite 

two speakers from the foundation and hear their praxis and philosophy and discuss with them. Also, the round table 

will have a guest from Okinawa, the southern island of Japan, and investigates the problem of what kind of role does 

knowledge play in sustaining traditional culture in the future. Through it, we try to �gure out what is the suitable 

mode of thinking to �nd out a new way of knowledge praxis and production in the era of planetary change.

Research Project "Fudo theory in the Anthropocene: Towards an era where humanity, living 
being, and AI coexist,” a FY2022 Director-General's Discretionary Budget Research (P.I.: Masahiro 
Terada) of Research Institute for Humanity and Nature (Kyoto)

総合地球環境学研究所2022年度・所長裁量経費研究「人新世における「風土学」の国際展開――ひと、いきもの、
機械（AI）がアクターとなる持続可能な未来の風土学にむけて」(代表・寺田匡宏)

Registration/ Contact 参加申し込み／問い合わせ
Masahiro Terada 寺田匡宏 　terada@chikyu.ac.jp

 地球規模の環境変動の時代において持続可能な未来を実現するためには、従
来とは異なった取り組みや姿勢が必要であり、新たな創造的アプローチが求め
られていますが、それはどのようにすれば可能なのでしょうか。

　世界的ベストセラー『サピエンス全史』の著者であるユバル・ノア・ハラリ博士
が設立した財団である「サピエンシップ」は、この問題を新たな知識生産と知識
の分配のモードの問題としてとらえ、地球環境の劣化、行き過ぎた技術の問題、
大規模戦争などを解決する様々な試みを続けています。

　大学利用共同機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所(地球研)で
開催されるこの「アイディア交換のためのラウンドテーブル」では、「サピエンシッ
プ」から二人のゲストをお招きして、その取り組みについてお聞きするとともに、
沖縄で地域に根差した伝統芸能に注目しながら地域の持続可能性を探る実践
を続けている沖縄県立芸術大学の「知と表現を編み直す」プロジェクトからの事
例の発表を得て、ディスカッションを行います。それを通じて、地球環境のための
あらたな知識のモード構築のためのヒントを得ることができればと思います。

Jason Parry ジェイソン・ペリー
Senior Content Development Researcher, Sapienship/ RINH Visiting Research Fellow of 2022
ユバル・ノア・ハラリ財団「サピエンシップ」、上級コンテンツ開発・研究員／2022年度・地球研フェローシップ
外国人研究員

Jim Clarke ジム・クラーク
Content Development Researcher, Sapienship
ユバル・ノア・ハラリ財団「サピエンシップ」、コンテンツ開発・研究員

Daisaku Mukai 向井 大策
Associate Professor, Okinawa Prefectural University of Arts/ Supervisor and Program director 
of “Reconnecting Art and Research” Project
沖縄県立芸術大学准教授、「表現と知を編み直す」事業統括・プログラムディレクター

Speaker スピーカー

Organizer
主催

Co-organizer
共催

RIHN Center, Information Development Unit, Research Institute for Humanity and Nature (Kyoto)
総合地球環境学研究所 研究基盤国際センター 情報基盤室

Program プログラム

Moderator モデレーター

Masahiro Terada 寺田 匡宏
Visiting Professor, RIHN 地球研客員教授

Terukazu Kumazawa 熊澤 輝一
Associate Professor, RIHN 地球研准教授

15:00-15:05 Opening Remarks 趣旨説明

15:05-15:35 Mode of Knowledge Commitment: A Talk by Sapienship
 「サピエンシップ」の実践について

15:35-15:50 Reconnecting Art and Research:
  An Intervention from Okinawa Island
 知と表現を編み直す：沖縄の地域芸能の実践から見えるもの

15：50-16:30 Comment from RIHN followed by General Discussion
  コメントとディスカッション

Commentator コメンテーター
Ria Lambino リア・ランビーノ
Specially Appointed Associate Professor, RIHN 地球研特任准教授


