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１．本日ご議論いただきたい点 

論点① 日本館のテーマはどう設定するべきか。 

【ドバイ国際博覧会のサブテーマ】 
 
 ・機会（Opportunity） 
 ・流動性（Mobility） 
 ・持続可能性（Sustainability） 

論点② ドバイ博のサブテーマ３つのうち、どれを日本館と関連の深いものとして選ぶべきか。 

【ドバイ国際博覧会のテーマ】 
 
 ・「心をつなぎ、未来をつくる」（Connecting Minds, Creating the Future） 



２．テーマ検討に際しての視点・留意点 
 ドバイ博のテーマの下、いま世界に発信すべきメッセージは何か。技術か、伝統・文化か、価値観か。 
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   ⇒ 2020年より先を見据え、最先端技術（例：ＩｏＴ、ＡＩ）を見せるのはもちろんのこと、日本（人）の
価値観や感性（例：思いやり、和の精神、繊細さ）を中心的なメッセージに据えることで、独自性を示す
とともに、国際社会が日本（人）への理解を深める機会とすべきではないか。 

 2025年国際博覧会へどうつなげていくか。 

   ⇒ 2025年国際博覧会の大阪・関西誘致に際して掲げているテーマ（「いのち輝く未来社会のデザイン」）、
コンセプト（「共創」）と整合したテーマ、メッセージの設定を行うことで、日本が一貫して世界の課題解決
（例：ＳＤＧｓの達成）に貢献していく姿勢を見せるべきではないか。 

訴求対象者は誰か。 

   ⇒ ドバイが中東・アフリカ地域のハブであること、想定される来場者が非常に多様であること（※主催者は７割
が海外からの来訪者と想定）等に鑑みて、開催国であるＵＡＥを意識するのはもちろんのこと、より幅広い
来場者も念頭に置いたメッセージを考えるではないか。 
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（参考）日本人の感性を表すキーワード 

【 出典 】経済産業省「世界が驚く ニッポン！」より抜粋 



スケジュール 
＜2017年＞ 
 4月      立候補 
 6月   ＢＩＥ（博覧会国際事務局）総会 
 11月   ＢＩＥ総会        
＜2018年＞  
 2～3月頃 ＢＩＥ調査団来訪 
 6月   ＢＩＥ総会 
 11月   ＢＩＥ総会（開催地決定投票）  

 
 

（参考）２０２５年国際博覧会誘致の主なポイント 

3 ．基本事項 
①開催場所         ゆめ しま 

  夢洲（大阪市臨海部） 
②開催期間 
  5/3～11/3(185日間) 
③入場者(想定) 
  約2,800万人 
④会場建設費(想定)  
  約1,250億円 
⑤経済波及効果（試算値）  
  建設費約0.4兆円 運営費約0.5兆円 消費支出約1.1兆円 

２．日本・関西・大阪で開催する意義 
①未来社会で鍵となる科学・技術力、利他精神、アニメ等の文化 
②アクセス等の利便性や治安が世界最高レベル 
③多様な価値に対して寛容 
④自然災害を乗り越え、自然と共生した持続可能な社会を提示 

１．テーマ・サブテーマ・コンセプト 
 

テーマ    ：いのち輝く未来社会のデザイン 
        “Designing Future Society for Our Lives” 
サブテーマ：多様で心身ともに健康な生き方 
                持続可能な社会・経済システム 
              真の豊かさを感じられる生き方、それを可能にする経済・社会の 
                  未来像を参加者で共創。 
コンセプト：未来社会の実験場 “People’s Living Lab“ 

フランス 

開催都市  グラン・パリ（パリ郊外サクレ） 

テーマ  共有すべき知見、守るべき地球 

開催期間  5月1日～10月30日 

ロシア 

開催都市  エカテリンブルク 
（2020年博に立候補し、決戦投票で落選。） 

テーマ  世界の変革：将来世代のためのイノベー
ションとよりよい生活 

開催期間  5月2日～11月2日 

アゼルバイ
ジャン 

開催都市  バクー 
（2020年夏季五輪に立候補し、落選。） 

テーマ  人的資本の発展、よりよい未来の構築 

開催期間  5月10日～11月10日 

他国の万博構想 
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（参考）２０２５年国際博覧会のねらい（SDGsの達成） 

国連が掲げる2030年のSDGs（持続可能な開発目標）の達成に貢献。  
日本は官民挙げて「Society5.0」を推進。 IoT、AI等の先端技術をフル活用
して課題解決。 
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（参考）Society 5.0 for   

ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータを活用したスマート農
業により食糧生産を増大 
最先端のバイオテクノロジーを用い生産された  
スマートフードにより栄養状態を改善 

多種多様なモニタリングデータを
組み合わせ、感染症予防のための
早期警戒システムを開発 

最先端の技術を活用した 
e-ラーニングシステムを
用いることで、地球上の
誰もが高品質の教育を手
頃な価格で享受可能に 

インターネットを通じた教育や
情報へのアクセスにより女性の
地位を向上 
ICTを活用して女性に起業の機
会を提供 

スマートグリッドシステムの構築による
持続可能な電力需給の管理 

i-Constructionを活用し、レジリエントな
インフラの構築と持続可能な産業化を促進 

産業界、学術界、その他のス
テークホルダーを結びつけるこ
とで、グローバルなイノベー
ションエコシステムを構築 

利便性、安全性、経済性を
両立させたスマートな都市
を創出 

スーパーコンピューター
を用いて、気象観測デー
タの解析に基づくシミュ
レーションにより、気候
変動問題を解決 

水質、森林、土地劣化、生物多様性
などのモニタリングおよびマネジメ
ントに、リモートセンシング・デー
タや、海洋観測データを活用 

経団連はSDGsを支援しています。 
【出典】一般社団法人日本経済団体連合会 作成資料 
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（参考）ドバイ在住者、訪問者の多様性 

 ドバイの人口は約２７０万人（ＵＡＥの人口は９２７万人）。 ※2016年国連推計 

 ＵＡＥの人口構成は、ＵＡＥ国民：外国人＝１：９。 
 国外からドバイを訪問する人も多岐に渡る。 

国名 人数（千人） 
インド 1,800 12% 
サウジアラビア 1,638 11% 
イギリス 1,245 8% 
オマーン 1,037 7% 
米国 607 4% 
パキスタン 607 4% 
中国 540 3% 
イラン 472 3% 
ドイツ 462 3% 
クウェート 419 3% 
その他 6,073 40% 

合計 14,900 100% 

国名 構成比率 

インド 38.2% 

U.A.E. 11.6% 

エジプト 10.2% 

バングラデシュ 9.5% 

パキスタン 9.4% 

フィリピン 6.1% 

その他 15.0% 

合計 100% 

【出典】CIA 【出典】UNWTO 

ＵＡＥの人口構成（2015） ＵＡＥ訪問者の内訳（2016） 



 ミラノ博 
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（参考）過去博の基本計画における日本館のテーマ・メッセージ等 

 ミラノ博 

 メッセージ：「日本の農林水産業や食をとりまく様々な取組、『日本食』や『日本食文化』に詰め込まれた
様々な知恵や技が、人類共通の課題解決に貢献するとともに、多様で持続可能な未来の
共生社会を切り拓く。」 

 
  考え方 : 我が国は、自然と共生する多様な農林水産業をベースとして、コメを主食とし、 うま味や発

酵技術などを活用しつつ、魚介類や野菜など多様な食材をバランス良く 摂取し、自然の叡
智を謙虚に受入れながら、高度な伝統工芸技術や職人技を食器や 調理器具、食空間に
まで反映させ、多様で健康的な日本食文化を築き上げてきた。 この農林水産業や食をとり
まく様々な取組、日本食や日本食文化に凝縮した様々 な日本人の知恵やここから派生し
てきた我が国の食に関する先端技術が、食料問題 等の地球規模の課題に大きく貢献する
ものであることをメッセージとして発信していく。  

 
 サブメッセージ：『いただきます、ごちそうさま、もったいない、おすそわけの日本精神が世界を救う。』 
 
  考え方 : 日本の食文化を支える、より端的な言葉を用いて、分かりやすく表現する副次的 なメッセー

ジとして提示するものである。  
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（参考）過去博の基本計画における日本館のテーマ・メッセージ等 

 テーマ： 「水素が拓く未来のくらし」 
       「水素がまもる未来のくらし」 
 
 メッセージ： 日本の技術と経験が切り拓く、安全で、持続可能な未来のエネルギー 
         エネルギーと環境問題への挑戦 
 
  考え方： 日本館展示は、「これまでの日本の経験と蓄積（エネルギーに関する課題と挑 戦）」及び
 「これから日本が推進する水素社会」とし、この中で様々なエネルギー源 を対象とするが、
 特にアスタナ博のテーマである「未来のエネルギー」へのソリュー ションの提案が水素社会であ
 ることを踏まえ、日本館出展テーマ及びメッセージは 「水素」を強調するものとしつつ、上記
 の案をベースに、今後、コピーライターやアーティストなどのプロフェッショナルによって、より洗練
 されたものとすべき。 

 アスタナ博 
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３．サブテーマ検討に際しての視点・留意点 

「Opportunity」の展開例（ドバイ公社「テーマガイド」より） 

 ドバイ博のサブテーマ（①Opportunity、②Mobility、③Sustainability）の中から、
関連のあるものを１つ以上選択することが求められている。 

 基本的には、日本館のテーマ、メッセージとの親和性が高いものを選ぶべきではないか。 

重点分野 説明 展示及びイベントのトピック （例） 

教育 個人及び地域の潜在性を具体化させ
る直感、訓練、能力構築、指導。 

教育へのアクセス、教育の質、教育指導・支援ネットワーク、オンライ
ン学習及び新しい学習ツール、未来の学校（教室、ツール、プログラ
ム） 

雇用 
新しい職業を創出し、新しい要件に
人々が適合できるようになり、経済
環境を変化させる。 

雇用へのアクセス、新たなスキルと職業、職場の多様性、未来の職場
（物理的、仮想的環境）、作業の自動化（人工知能、ロボット工学） 

新産業 経済を多様化し革新的な産業や部門
を開発する。  

職業の創出、アントレプレナーシップ、中小企業、経済多様化、新しい
ビジネスモデル、新興・先駆的分野（イノベーション、社会的影響、意
義） 

金融資本 
新しい財政モデルの創出、金融への
アクセス、より大きな金融包摂及び
効率の実現。 

投資及び金融サービス（銀行）へのアクセス、支払方法及び金融取引、
未来の銀行及び金融サービス、貨幣、グローバル市場へのアクセス、地
球規模の金融ネットワーク 

ガバナンス 
イノベーション及び機会に資する及
び促進する環境及びエコシステムの
創出。  

安心、安全及び幸福な地域社会のための政策、透明性及び競争性を高め
る制度、 イノベーションのエコシステム、創造的な地域社会、スマート
政府、新しいグローバル機関  
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重点分野 説明 展示及びイベントのトピック （例） 
自然エコシス
テム及び生物
多様性  

地球の多様なエコシステムの理解、
強化、保護。 

自然及び伝統的実践を理解・学ぶ、生物多様性の管理・理解・保護、エ
コリージョン及びバイオマスの未来、閉回路システム及び生態模倣 

資源 現存資源の効果的かつ効率的な管理
及び新資源の発見。  

自然資源へのアクセス、エネルギー・水・食料の結びつき、資源の効率
性及び管理、資源の貯蔵及び分配、食糧生産及び農業 

持続可能な都
市及び居住地
の建設  

健全な地域社会を支援する持続可能
な都市環境の設計。  

持続可能な資材、持続可能な生活様式（設計及び製造） 、都市インフラ
及び計画、緑の建築基準及び実践 

気候変動 イノベーション、政策、成功事例を
通じた気候変動の影響緩和及び管理。 

気候変動の社会的影響の理解及び管理、排出量削減、気候変動緩和の技
術、データ収集・報告・分析、教育及びアドボカシー 

グリーン経済 持続可能な経済のための新しい原則
及び基準の開発。 

自然資本、グリーン投資、二酸化炭素排出権取引、新しい経済モデル及
び循環経済 

重点分野 説明 展示及びイベントのトピック （例） 

輸送  移動の手段、様式及びインフラの探
求。 

車両及び輸送手段、インフラ（港湾、空港、宇宙ステーション）、持続
可能な低炭素化解決策、自動車両（ドローン、自動運転自動車）  

旅行及び探査
  

探査、知識及び機会の探求を通じて
未開拓の領域を開拓。  

探査（未開拓の領域、領土）、ツーリズム、移住、安心及び安全、政策
及び規制 

移動支援機器
  

移動支援機器、障害の除去及び都市
へのアクセス。  

移動支援機器の再興（車いす、移動補助）、 義肢、ロボット工学、普遍
的なアクセシビリティ、都市のアクセシビリティ  

物流  
物理的なモノ及び重要資源のより賢
明で効果的かつ持続可能な制度の開
発。 

物品へのアクセス、サプライチェーン、インフラ、物流回廊、海上輸送、
拠点・経路・回廊、人道的及び生命にかかわる物品の物流、梱包・コン
テナ・倉庫、物品の最適化・追跡・安全性 

デジタル・コ
ネクティビ
ティ  

情報、サービス、体験へのアクセス
の新しい方法を創造するために物理
的及び仮想空間の違いを曖昧化。 

通信、遠隔サービスへのアクセス（インターネット、保健、教育）、
ビッグデータ及びIoT（モノのインターネット）、仮想及び各超現実の
体験、ナビゲーション・衛星アプリ 

「Mobility」の展開例（ドバイ公社「テーマガイド」より） 

「Sustainability」のテーマ例（ドバイ公社「テーマガイド」より） 
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