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はじめに
我が国は、万博の誘致段階において、
「いのち輝く未来社会のデザイン」というテー
マの下、ビッド・ドシエ（立候補申請文書）を BIE（博覧会国際事務局）加盟国に提示し、
多くの国々の支持を得て、昨年 11 月に 2025 年万博の開催権を得ることができた。

第

1部

「 新しい時代の万博」の具体化に向けて

本年 1 月、経済産業省は、ビッド・ドシエの内容を具体化すべく「大阪・関西万博具
体化検討会」を開催し、同検討会は、有識者にヒアリングを実施しつつ主な論点につ
いて検討を行うことを目的に、本ワーキンググループ（以下「WG」という）を設置した。
本 WG は、本年 2 月以来、8 回にわたって開催され、その間、どのような万博を目指
すべきか、幅広い分野の有識者と討議を重ねてきた。WG の会合に御参加いただいた
55 名、別途インタビューに応じていただいた 76 名の有識者の皆さまには改めて御礼

第

2部

ワーキンググループ委員名簿及び委員の補足意見
～WG での議論を経て～

申し上げる。
頂いた御意見は極めて多岐多様にわたっており、全ての論点について一致点を見い
だすことは困難であるが、WG の議論を通じて、おおよその方向性について一致が見
られた点について、
『「新しい時代の万博」の具体化に向けて』という形でとりまとめを
行った。私たちは、生き方や社会のあり方が急速に変化していく中で、すべての人々
が、それぞれの価値観において「いのち輝く未来社会」を展望することのできる、深く

第

3部

有識者の意見

心に記憶される万博を目指したいと考えている。
また、131 名の御提言そのものが、大阪・関西万博の貴重な資産の一つとなるもので
あり、本報告書にそのまま掲載することとした。
今後、大阪・関西万博の開催準備の中で、本報告書の趣旨が十二分に活かされ、テー
マ、コンセプト等のさらなる具体化が早急に進められていくことを強く期待する。

第

4部

パブリックコメントに寄せられた意見

BASE SESSION

第

1部

「新しい時代の万博」の
具体化に向けて

VISION

Live Discussion

SDGs（目 標：2030 年）に 続
く目標として、誰もがその人
らしく生きられる「いのち輝
く」社会のあり方のデザイン
を追求すべき。

SDGs（『誰一人取り残さな
い』という考え方）の 17 の目
標に連動したテーマ設定を行
い、万博を SDGs 達成に向け
た様々な取組やソリューショ
ンを発信する場とすべき。

多 様な参加者の知恵、ノウ
ハウ、技術が出会い、新しい
価値やイノベーションが「デ
ザイン」され、体験できる場
とするべき。

「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマの下、SDGs 達成＋ beyond に向けた様々な取組
を加速化することで国際社会に貢献する万博とすべき。
未来へ向かうエネルギーを生む万博とすべく、会期前から市民や企業を含む内外の多様なプ
レーヤーを巻き込み、会期後も自律的に発展していくうねりを起こしていくべき。
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▼
▼

テーマに即した国際会議や
大小の議論の場を会期中に設
ける。
世界中から参加できる議論
の場である Online Platform を
通じて、多様な参加者の意見
を継続的に吸い上げる。

▼

▼

テーマ館については、SDGs
の各個別目標と連動したテー
マを設定。企画段階から民間
の参画を募ることで、現実の
課題解決に向けた取組との相
乗効果を図る。

パビリオン展示にとどまら
ず、SDGs 達 成 ＋ beyond に 向
けた取組について世界各国の
有識者や来場者などが議論を
行う場を設け、その成果を発
信すべき。

議 論の成果を 2030 年 SDGs
達 成 ＋ beyond に 向 け た 宣
言「Expo2025 Osaka、Kansai
Agenda（仮 称）」と し て 取 り
まとめ、世界に発信する。

▼

▼

大阪・関西の強みである、
ライフサイエンス分野の最先
端の研究・技術（iPS、遠隔医
療、遺伝子分析、医療ビッグ
データ解析、予防医学等）が、
どのように生活・まち・社会
を変えるのか体験できる場を
実現する。

日 本 館 を、国 連 と 連 携 し
た「SDGs ＋ beyond 館」と し、
Society5.0 のショーケースに
する。

▼

▼

様 々な価値観に基づく「い
のち輝く」のあり方を示すと
ともに、それを実現、促進す
るための方法論（評価、測定
のあり方など）を提示する。

新しい時代をつくるコンテ
ンツを集め、驚きや楽しさに
満ちた体験の場とすべき。

▼

万物に命が宿るという日
本的な「いのち」の考え方の
もとに、科学技術と共存し、
様々な価値観を包摂する、日
本らしい「いのち輝く」社会
の姿を世界に発信すべき。

ライブな未来社会の
「デザイン」
と体験の場

▼

SDGs

▼

LIFE

▼

SDGsと連動した
コンテンツ

▼

SDGs達成+beyondに
向けて

「いのち輝く」ために
（SDGs+beyond）
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PLACE

▼

AIなどの活用により、人の流
れを制御することで、入場、会
場内の待ち時間ゼロを実現す
る。キャッシュレス、生体認証シ
ステム、世界中の人と会話でき
る多言語システムを実装する。

▼

地 震、台風を意識し、防災・
減災技術を駆使したレジリエ
ントな会場を整備するととも
に、そのノウハウを世界に発信
する。

新たな技術、サービス及びシステムの実証、社会実装に向けたチャレンジを行っていくべき。

水都・大阪にふさわしい、
会場⇔空港、会場⇔大阪・関
西の水上輸送を活用する。

会場が瀬戸内海を臨む立地
であることを意識し、自然環
境との調和に留意する。

会場と連動したイベントや
街の装飾など、会場外も含め
た一貫性のある体験をデザイ
ンする。

▼

パビリオン自体、またその解
体で発生する廃材の利活用を
予め織り込んだ設計を行う。

▼

主 要駅 ー 会 場 間 の 自 動 走
行、空飛ぶクルマなどの次世
代モビリティを実装する。

ロボットと人間が心を通わせ
共存する社会を示す。

最先端技術を活用しながら、
そこでしか体験できないリアル
な楽しさ・価値を提供する。

▼

企画段階から民間企業などのアイディアを募るとともに、積極的な参画を求めていくべき。

会場内における再エネ
100％、水素利用、CO2 ゼロエ
ミッションを実現する。

SDGs 達成を掲げる万博に
ふさわしいよう、会場建設や
運 営 な ど、あ ら ゆ る 面 で 環
境、持続可能性への配慮を徹
底的に追求、実践すべき。

▼

万博会場を Society 5.0 を体現した超スマート会場とするとともに、
「未来社会の実験場」として、

空港や主要駅から会場まで
ストレスフリーかつシームレ
スな移動など、会場外でも万
博体験を演出すべき。

▼

「未来社会の実験場」とし
て、革新的な技術、サービス
及び社会システムが実証され
るプロセスが示される会場と
するべき。

Society 5.0 実現型会場実現
のための基盤となるデジタル
環境整備の検討を進めるべき。

▼

▼

AI、ビッグデータなどを活
用し、待ち時間、言語の壁と
いった様々なストレスや制約
から解放された、Society 5.0
実現型会場（超スマート会場）
とすべき。

▼

Unique Experience
Outside the Venue

▼

Digital × Sustainability

▼

Super Smart Venue

▼

会場外との一体性

▼

最先端のデジタル環境の
整備と持続可能性の
徹底的な実践

▼

「未来社会の実験場」
に
ふさわしい会場計画

Society 5.0
実現型会場の実現
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EXTENT
Society 5.0の実現へ

インバウンド観光を
さらなる高みへ

会場外の
様々なイベント・取組との
積極的なつながり

Society 5.0

Inbound

Associated Events

万 博を、文化、歴史なども
含め、日本の魅力を再発見す
る機会と捉え、
「観光大国」を
目指して、より付加価値の高
い観光の実現を推進していく
べき。

「参加型」の万博として、関
西そして日本全国の自治体や
民間企業など、様々な主体に
よる自主的取組を促すべき。

S oc i e t y

流しあい、新たなつながり、創造が促進されるべき。
経済、社会、文化などあらゆる面において、大阪・関西のみならず、日本全体にとってさらなる飛
躍の契機にすべく、万博の機会を最大限に生かすべき。
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中小企業やベンチャー企
業など多様な主体が新たな
チ ャ ン ス を つ か み、世 界 に
飛躍するよう、参加、発信の
機会を確保。

▼

新たな文化創造、文化交流の場を実現すべく、万博を契機として、世界の多様な文化、価値観が交

大 阪・関西地域の強みを生
かした新たな魅力を創出、発
信する（健康、ウェルネスを
軸 と し た ツ ー リ ズ ム、VR と
伝統文化の融合による新たな
コンテンツ創出など）。

▼

▼

民間企業や大学からの提
案の公募やコンソーシアム
の立ち上げ。

▼

関西地域の強みとなってい
るライフサンエンス分野など
の大学及び研究機関と万博と
をネットワーク化する。
1970 年 日 本 万 国 博 覧 会 の
会場跡地でのイベントと連携
し、1970 年 と 2025 年 の 比 較
展示を行う。

多 言 語 対 応、ボ ラ ン テ ィ
ア、民泊の活用及び宿泊施設
の整備など、外国訪問客受入
れ環境を整備する。

▼

▼

医療産業都市である関西
地域の大学など学術機関や
けいはんな学研都市と連携
し、そ の 強 み を 生 か し た 解
決策を提示する。

意欲ある自治体や団体など
の万博に向けた自主的取組
を、関連プロジェクトとして
「認定」する。
▼

関西をゲートウェイとして
日本全国の観光地や食などの
魅力を外国人に発信し訪問
を促す機会（夢洲を起点とし
た、日本の文化・歴史の周遊
パッケージ、瀬戸内海の船旅
など）とするとともに、様々
な交通事業者の運行情報を一
元的に提供する MaaS を構築
する。

▼

▼

SDGs 達成のための解決策
を提示できる、スタートアッ
プをはじめとする民間企業、
研究機関などによる最先端
技術のショーケースにする。

▼

▼

万博を通じたSDGs 達成に
向けた様々な取組を通じて、
「課題解決先進国」としての日
本 の 姿（=Society 5.0）を デ ザ
インし、その実現に向けた成
長戦略を一層加速させるべき。

▼

日本の飛躍の契機に

▼

5.0
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PROCESS
参加国及び来場者と
共に創る万博に

多様性のある
推進体制の構築

Co-creation

Diversity

EXPO

テーマ館の企画との連携な
ど、世界中の人々及び国々が
参加・共創するプラットフォー
ムとして、Online Platform を
活用する。

を集めつつ、準備段階から多様な主体による共創（Co-creation）を実現していくべき。
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▼

未来社会を担う次世代の才
能の飛躍の機会とすべく、次
世代を担う才能を積極的に発
掘するとともに、挑戦する機
会を確保する。

各 参 加 国の考え方を尊 重
し、特に、開 発 途 上 国に対し
ては、きめ細かなサポートを実
施し、共に創るプロセスを重
視する。

文化、科学、芸術、建築な
ど様々な分野で世界的に活躍
する優れた有識者とのネット
ワークを構築する。

▼

▼

▼

開 催地域となる大阪・関西
地域が一体感をもって創り上
げる万博とすべき。

大 学や 70 年万博のレガシー
である国立民族学博物館をは
じめ学術機関や国際機関など
が持つ国際ネットワークを活
用する。

▼

今後、具体的に準備を進めていくに当たっては、多様なバックグラウンドを持つ人から広く知恵

様々なアイデアを取り入れ
ることができるよう、年齢、
性別、国籍など様々な観点か
らダイバーシティのある推進
体制を構築すべき。

▼

▼

出 展者、来場者といった既
成概念にとらわれず、世界中
80 億人がアイデアを交換し、
参加国と来場者が「共に創る」
（Co-create）万博とすべき。

▼

多様な参加者による
共創プロセス
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ADDITIONAL OPINIONS

第

2部

ワーキンググループ委員名簿
及び委員の補足意見

万博計画具体化検討ワーキンググループ
委員名簿

（五十音順、敬称略）

石川 善樹

株式会社ハビテック

研究所長

齋藤 精一

株式会社ライゾマティクス

代表取締役

佐野 真由子 京都大学大学院教育学研究科

013

澤田 裕二

UG WORK 合同会社

豊田 啓介

noiz パートナー

西口 尚宏

Japan Innovation Network

橋爪 紳也

大阪府立大学

15

教授

代表

17
19
21
25

専務理事

研究推進機構

特別教授

33
35
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るために、技術や社会保障制度等の社会システムの活用・実装のされ方について、仮説を立てる（大阪・

株式会社ハビテック

石川

関西万博で提示）
。

研究所長

善樹氏


2030 年の SDGs が達成されるとどのような世界になるのか、そしてその先（SDGs and Beyond）の課題と
希望は何になるのか、理屈や映像に頼るのではなく、「5 感で体験できる」コンテンツ。そのようなコン
テンツの作成にあたっては、一つの国や企業が行うのではなく、国際的な若さ溢れる多様なチームの下
で行われると望ましい。



日本は、
「世界の多くの国がほしがるもののほとんど全てがある社会」を実現した。しかし、経済大国、
技術立国、長寿国となってきた過程で、2025 年の大阪・関西万博のテーマでもある「いのち輝く」社会
を国民が実感できるかたちで実現されてきたとは断言しにくく（※）
、言うなれば「いのちの灯が消えな
いように紡ぐ」社会が実現された程度ではないか。





会場の中でどのような体験をするかだけでなく、会場に行くまで、そして会場から帰るときも「いのち輝

（※国連の World Happiness Report によれば、とくに過去 10 年間における日本の主観的 Well-being は

く未来社会のデザイン」というテーマに沿った素晴らしい体験ができるインフラ整備が各交通機関一体

下降傾向にある）

となった取り組み。

これは、世界の多くの国ひいては人類が将来的に直面する課題にほかならない。すなわち、今日において
は世界各国で技術革新や社会システムの改変が叫ばれているものの、遠からず、資本主義の地平で「いの
ち」の「輝き方」を見据えて舵を切る必要が出てくる、否、人類がその重要性を強く認識するに至るので
はないか。大袈裟でなく、2030 年を目処とした SDGs に続く理念的支柱が置かれ得る主題として、大阪・





過去に何度も万博を開催してきた日本だからこそ可能となる試みとして、過去の各万博会場と接続する

関西万博のテーマ、サブテーマ、及びコンセプトは、大きな可能性と重要性を有するものと理解してい

ことで、
「人類は未来をどのように志向し・希望を描いてきたのか」体感できるような仕掛けがあるとど

る。

うか。

大阪・関西万博とその開催に先立っての社会的・国際的議論においては、技術も社会システムも全ての人
が実感できる形で「いのち輝く」ための、そして、そのような「未来社会」が実現されるための過程・手
段であるということをいま一度再確認したい。その上で、
「いのち」が「輝く」ということの意味を世界
各国とともに考え、議論を深める契機としていきたい。具体的には、議論を進める上で、下記の３つのフ
ェーズで論点を整理した上で、大阪・関西万博においてこれらを包括的に提示することにしてはどうか。
＜フェーズ１＞人類のあゆみと「いのちの輝き」を振り返る
技術革新・社会システム整備の歴史が、人々の「いのちの輝き（例：主観的 Well-being）
」にどのような
影響を与えてきたか、歴史的・文化的観点から再検討する。
＜フェーズ２＞多様な意義を持つ「いのちが輝く」状態のイメージ化
上記フェーズ１を踏まえ、
「いのち」が「輝く」ということを人々が実感できる状態はどのようなものか、
多くの国や文化に理解・受容されやすい粒度にまで言語化・視覚化するとともに、その測定の指標・方法
について、具体的なイメージを固める。
＜フェーズ３＞「未来社会」を「デザイン」する
上記フェーズ２を踏まえ、
「いのち」が「輝く」ために、そして、そのような「未来社会」をデザインす
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株式会社ライゾマティクス

齋藤

め）日本という国がどの様に失敗し、そこからどうやって成功を導いたのか、自国で発展したこと、世界

代表取締役

精一氏

課題先進国だからこそ体験してきた過去・現在・そして見えている未来（ポジティブ、ネガティブも含
と一緒に発展したこと等をわかりやすく見せるべき。最終的にはそれが「日本の作り方」として誰もがア
クセス出来るものになってもいいと思う。



先端技術の実証はもちろんのこと、それが当たり前にこの街には入っているべき。
（タイムマシーン的な
発想が必要）



SDGｓはしっかりと敷地内だけではなく、関西広域に実装されている、もしくは実装の道筋ができている
状態にすべき。全ての達成は無理でも、現実論として出来ることから。



スマートシティはこの場所にはしっかりと実装されているべきだが、漠然としたスマートシティではな
くもっと具体化する必要がある。例えば、人の心身の健康値や社会の健康値を評価するためのデータ取
得や評価の仕組みのためだけのスマートシティとしても良いと思う。※この前議論で出た評価する仕組



万博は何よりも楽しいものでり、美しいものであってほしい。

みを街全体にシステムとして入れるだけでも良い。

そしてそこで世界の人が出会い、交流し、未来に期待を持ってほしい。



全てにおいてデザインがしっかりとされたアウトプットを見せるべき。
（＃１で書いたこと）

それを実現するには、文字ではなく、言葉ではなくデザインが大きな役割を果たすと思う。



→現状のプロセスにおいてデザイン分野の人が少ないので、プロセスの中には実際にデザインしている

楽しさや美しさの無い万博は後世に何も残さない。

人（建築、工業、プロダクト・グラフィックだけではなく、仕組みのデザイン・議論のデザインなども含

これを体験した世界中の人々が未来に対して期待を持ち、それを目標にバックキャスト的発想で今の

め）、研究者、学校・学生、場合によっては一般の人も含めてデザインをするべき。

様々な問題やこれからのものづくり、産業を考えていく場所となると良いと思う。



様々な事情や連携の難しさ等があるが、その大きな目標をまずは示し、それに賛同する人や企業、国を時
間をかけて集めていくと良いと思う。

閲覧するだけの展示ではなく、出来る限り体験展示を多くするべき。
（ロジスティック的には挑戦が多い
と思うが、
、）



２０１５年ミラノのシアターで挑戦したが、世界の人々がこの万博をきっかけに知り合えるような仕組
みがあるべき。同じ興味関心がある人でも良いし、もっと広域でも良い。AI に全てを任せるのではなく、



「デザイン」が付く万博だからこそ最終的なアウトプットはそれぞれしっかりとデザインする。建築・グ

日本・関西ならではの「おせっかい」もあってほしい。それが人とのつながりを作るかもしれない。
（具

ラフィック・ファッション・ランドスケープ・プロセスデザイン等全てを今後のレガシーとして仕組みか

体的でなくてすみません、
、
）

らアウトプットをしっかりとデザインし実行する。またそのプロセスを創る際にも有識者ではなく、実
行部隊をしっかりと組成し実行のプロセスをできるだけ早い段階から行うべきだと思う。有識者では出
てきたものに対しての意見しか無いので、プロセスは作れない。


各業界の連携。自動車業界、家電業界、鉄道業界、建築業界など高度経済成長から世界に通用する企業へ
と成長した日本企業だが、最近のオーバーラップする業界連携についていけていない。この万博ではオ



ールジャパンとして各業界での交流や IP の連携等を行い、今後世界でも戦える産業構造を創っていって
ほしい。大きな指針や方向性、役割、ポジションなどの確認をこの万博実施で確認でき、それを基に今ま

んからも意見があると思うので、ここは細かく言及しません）


で通り各社の競争で高め会えると良い。それを含めた実験場となると良いと思う。


日本の産業のアウトバウンドしての機会。先の意見書にも書いたが、この万博を機に日本の産業で出来





１９７０年の万博記念公園との連動は必ずやってほしい。その際のインフラ等はどうするか等検討も必
要。（高度経済成長期→５５年→日本の昔と現在の比較展示）



ボロノイの仕組みは一度そのプロセスを止めるとボロノイの良さがなくなるのでそれをなんとかすべ

関西広域連携・行政連携・業界連携などの実装→実行。万博に取り組む際に様々な利権や主張が存在する

き。万博後の使用も考慮するとボロノイ構造がそもそも足かせにはならないか？そうならないための仕

が、それを越境する仕組みをつくり（ときに強制力を持って）
、実行しなければ本当のレガシーは創れな

組みを考える。

いと感じる。


プロセスのデザイン：ランドスケープなどは時間をかけて多くの人の参加を経て創っていっても良いと
思う

ることをしっかりとプレゼンテーションすべき。我々の課題先進国だからこそ生まれた技術や、成功し
た仕組み、失敗した仕組みも含めしっかりと見せるべき。

安全安心・水面の利活用、待ち時間がない、災害対策やスマート化は絶対に実現すべき（他の委員の皆さ



SDGｓの実装を目標にするが、もしかしたら日本としてプライオリティをつけても良いかもしれない。現

メガソーラーを敷地面積に含んでいるのにずっと違和感があります。なんとかならないでしょうか・・・？
（ドシエをもう一度読んでそう思いました）

実的なロードマップを創るべき。
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このプロセスは必ず冊子や WEB などでデザインした形で外に出すべき。
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までには現在よりも飛躍的に発達しているであろう自動翻訳の技術が、その実現を支えてくれることを

京都大学大学院教育学研究科

佐野

期待する。参加各国には、仮に常時休みなくということは無理でも、少なくともそれぞれのナショナル・

教授

デーには、それぞれに工夫した議論の場を提供してほしい。

真由子氏

こうした各国提供のものを中心として、会場付設の国際会議場で行う公式のシンポジウム、TED のような
パフォーマンス性の高いトークイベント、また、各企業や NPO、学生グループなどが持ち込む討論企画、
さらには来場者が会場のそこここで車座になっての議論など、あらゆる規模が入り混じるのがよい。万
博全体を、いのちをめぐる熟議の場に。


万博における主要な展示形態は、実物の陳列（1850 年代～）→写真パネル/壁画の掲出（1930 年代～）→
動画上映を中心に決められた動線上を誘導（1970 年代～）と推移してきた。いま、人間どうしのコミュ
ニケーションこそが新鮮なのではないか。




また、
「直接対話」を展示の軸に据えることは、大きな予算をかけて技術的に高度なパビリオンをつくる

「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマを大切に、万国博覧会という舞台にふさわしく、世界中

ことのできる経済的に豊かな国と、そうでない国が、万博の場で互角に戦える唯一の方法でもある。後者

の人々がそれぞれ置かれた環境のもとでの、いのちに関する多様な考え方、いのちに迫る危機、いのちの

の国々が先進国と似通った出展をするために、資金的、技術的に援助するという方向のみ考えず、このよ

愛おしみ方を、互いに学び合うことができるような万博に。

うな発想の転換によって、万博会場に真にフラットな世界を描き出す。

たとえば「健康長寿」をどう謳歌するか、翻って少子高齢化にどう対処するかという問題は、先進諸国に
共有されているとしても、
「世界の共通課題」と言い切るのは乱暴。世界が共有できる出発点は、さまざ
まな理由で「いのちが危機にさらされている」という時代認識ではないか。
核戦争の不安やテロリズム、自然災害はもとより、少数民族問題、さらに伝統文化の衰退といった、人の
「生き方」に重大な影響を与える問題も、いのちへの危機として捉えることができるだろう。この万博

フラットな世界を描くという観点から、誘致段階のプランとして発表されている、中心を設けない拡散

が、空襲の下にいる人たち、多くの子どもが幼くして亡くなる状況のもとにいる人たちの立場に、真剣に

型のデザインを支持する。加えて、
「熟議型万博」を可能にする会場づくりを望みたい……あらゆるとこ

思いを馳せ、想像力を鍛える機会になることを願う。主催国として、何らかの指標を立てて「いのち輝

ろに人々が座り込んでもよいように、通路＝広場であるような設計。

く」の望ましいあり方を提唱したり、測定・評価したりするような試みには、強く反対する。






日本は、ほかでもない万国博覧会の時代と重なる過去１世紀半にわたり、西洋に追いつくという観点で
必死に努力した時代、国々との関係を損ない、戦禍のなかを生きた時代、先進国として経済の繁栄を味わ

会場中で常時、各種の議論（およびエンターテイメント）が行われることで、
（技術的に待ち時間をなく
すのではなく）そもそも「待ち時間」という概念のない万博に。



会場内の車座談義が、
（狭義の）万博会場の外にもあふれ出し、大阪・関西の各所で繰り広げられる様相

った時代など、国際社会においていくつもの異なる立場を経験してきた。いま、そのことを一つの比較優

を全体として、
（広義の）万博会場と捉える。これは前頁に述べた全国規模の＜「いのち」について考え

位として自覚し、そのような日本ならではの、想像力と包容力にあふれた「文化多様性時代のリーダーシ

る大運動＞とつながり、さらにはその時点での最先端通信技術によって世界とつながる。

ップ」を発揮すべき。この万博がその実践の舞台となることを願う。


万博の準備～開催期間を通じて、全国津々浦々で（幼稚園から大学まで、また町内会や同好会、職場や家
庭、どこでも、あらゆる単位で）
、いのちに関するさまざまな議論が巻き起こるようにしていきたい。大
きなお金のかからない事業を各地で数多く仕掛けることで、きっかけづくりを。それらの議論は、万博に
直接関係しなくてもよい。あの時期、いのちについてずいぶん議論したよね、万博のテーマだったんだよ



ね、という記憶は、最高のレガシーになるだろう。名づけて、

万博の準備にかかわるあらゆる分野で、ベテランや実績ある大企業に限らず、意欲と実力のある若手が
登用される道を確保することが必要。70 年万博の際には、日本に博覧会開催経験がなく、手探りで進め

＜「いのち」について考える大運動＞。

ざるをえなかったために、自ずと若年層が力を発揮した。そのときと異なり、今回の万博では、経験が豊
富に蓄積され、それに応じうる産業も発達したゆえに、かえって新人の進出が阻まれる可能性がある。主
催者である国と博覧会協会は、この点を強く意識して、真剣に取り組んでほしい。ここでどれだけの才能
を花開かせることができるかどうかが、その後 50 年の日本のあり方を変える。


＜「熟議型」万博＞を、提案したい。

これまでの意見交換を通じて、世界の国々を迎え入れて実施する催事という万博の特性が、議論の前提
から抜け落ちがちであると感じる。万博を開催することは、他国で行われる万博に日本館を出展する事
業の拡大版ではない。日本のよさをどう発信するかという方向だけでなく、世界の国々がそれぞれの立



極端に言えば、もはや各パビリオンに展示「物」はいらない。そこに常駐、または短期で招かれる各国の

場を十全に発信できる器をつくるという意識が不可欠。単なる「国際的巨大行事」ではなく、
「万国博覧

人々が、それぞれの文化、自身の見解に根差した「いのち」の問題を、話題提供し、来場者はそこへ入っ

会」ならではの性格を踏まえ、その歴史に画期をなすものに！

ていって議論に加わることができる。それ自体が展示であり、それをハシゴして歩くような万博。2025 年
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澤田
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裕二氏

新しい時代にふさわしくそれを拓く新しい博覧会の姿を見せる展開


従来の科学技術の発展成果を中心とする万博から、アート、スポーツなど全ての人類活動の発展成果を
見せる万博


科学技術の発展の先にある未来というアプローチと精神活動、身体活動の発展の先にある未来とい
うアプローチが両方が必要に思う




人類とその文明の歴史を振り返り、今と明日を確認する施設

博覧会はその社会のあり方に合わせて常に変化する。過去の博覧会に学び、明日に必要な博覧会をデザ



ICT 技術、自働化技術、生命科学の目覚ましい進化で人類とその文明は新しい次元になる

インすべき。また、あらゆる人々が自分にとっての万博の価値はなんなのかを掴むことができ、期待感を



その節目となる万博では、その変化がどの様な意味を持つのかを多くの人が知り、話し合い、考える

持っていただくことが重要である。


明日に向うエネルギーを高める効果をつくり出すことができる

２１世紀中盤にも社会を進展させる事ができる国際博覧会の再定義


施設がほしい


人を魅せる開かれた国際会議


本来は社会を進展させることが目的であり、その開催は手段であるべきであるが、近年の国際博覧
会は、開催すること自体を目的にした祝祭事業となる傾向が見られる。その様な開催は一定のニー

を見せる


ズがあり今後も続けられると思われるが、本来の目的達成をめざす博覧会を復活させる再定義が必
要に思う。それを国際博覧会をたくさん開催している日本から実現することが、日本の国際貢献で



その成果を博覧会に反映させ人類が総掛かりで作った博覧会とする

観客として体験する博覧会から、主役になる博覧会へ


あり国際社会の存在感を高めることになる。


開催準備段階から様々な国際会議を開催し、専門家だけでなく多様な人の参加を求め議論とその人

その原因は社会の変化であり、モントリオール博と大阪万博にその萌芽が見られ、展示物の変化、

圧倒的な展示や演出に喜ぶ博覧会から、自らが主体的に関わり、新しいことを知り考えることで新
しい自分を発見しそれを驚き楽しむ博覧会に変化させる

ICT 技術の登場、エンターテイメントの日常化などが原因である



開催意義の再定義、競争の復活、多様性の発展、参加の広がりと広域での展開がキーと思われる。

明日に向うエネルギーを高める事業


日本では将来への不安が蔓延している。
「いのち輝く未来社会のデザイン」のテーマの基にそれが示
す未来を体験し、未来への期待、希望、勇気を多くの人と共有する事業とすべき





パビリオンを見る万博からの脱却し、会場を体験するだけで満足する万博

1994 年 BIE 決議で人類の課題解決の場となったことで、未来の課題を示し、それをクリアする技術



パビリオンはわかりやすい来場価値を示すが、それで満足するわけではない

や生活態度を示す傾向があるが、頑張らないと未来は暗いと印象を多くの人が持つ。課題の提示を



パビリオンを見なくても満足できる会場を作れれば、待っている時間も満足できる時間に変換する

否定するわけではないが、もっと心躍る未来志向のポジティブ表現を開発し、明日へ向うエネルギ
ーをつくる事業としたい。




ことができる


暑さを名物にするプログラム

期待感を高める「いのち輝く未来社会のデザイン」の深掘りと具体的デザイン展開



ますます暑くなる日本に新しいライフスタイルを生み出す機会とする



テーマが示すものは何かを考える活動



日傘男子のようにウェア、帽子のデザインと素材の工夫など



それと並行にその具体となるワクワクする美しいデザインの開発



形状記憶合金を使った環境造形で 30 度を超えると素晴らしい景色が現れるなど

2025 年を目標に開発し、その最先端の日本を世界に発信する仕組みの構築


2025 年を目標に、日本の企業や団体が中心となり SDGｓの達成と Sciety5.0 を実現する製品、技術
や仕組みを開発し、社会に実装





博覧会後につなげる会場の自然、歴史的・地勢的位置、先進技術を活かした会場のデザイン


先進技術によって実現できる未来生活体験と人々が求める未来生活を実現するデザインをバランス
よく展開する

万博に参加する各国のナショナルデーを中心に政府高官や企業トップを招待。万博会場はそのイン
フォメーションセンターとして、プレゼンテーション。その実装された姿を日本各地で視察するツ
アーを政府が中心となってコーディネート。

021



これによって。企業や団体が万博へ参加するモチベーションを確実なものにする



また、会場では社会への実装に至らないプロトタイプによる実証試験を行う

022



関西各府県で機能を分担




国際会議を京都、市民参加の会場は兵庫、自然環境保護は滋賀、祈りは和歌山など

人類の多様性を再発見する発展途上国の出展支援の工夫


発展途上国の情報に接する機会が少ないが、その中に私達が参考にすべき発想や文化があると思わ
れるため、観光物産に終わらない参加を実現する挑戦



社会を進展させる多様で多数のコンテンツホルダーが参加可能な参加システムの構築
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社会が熱望する万博をつくる基礎として、多様な参加を可能にするシステムを早急に構築

024

noiz

パートナー

豊田

啓介氏



2025 年において、会場計画とは物理会場のみを示さない。インターネット上に構築されるバーチャル会
場や、会場で実地とのインタラクションで拡張的に生じる情報的世界であるコモングラウンドなど、情
報とモノとの実効的な融合の前提となる、新しい三層構造による会場計画が、上記にあるような多様な
次世代型コンテンツや体験・サービスのしくみを実装する上でも不可欠になる。そのモデル構築および
効果の検証、実装に向けての工程表の策定が、土木的・法規的な会場計画および運営システムや組織の構
築に先行することが非常にクリティカルである。諸々の会場計画の実装調整スケジュールを考慮すると、
上記のような拡張的会場構成モデルの構築と実装への落とし込みの議論、パビリオン以外での多様な技



過去の実績および現状の権益にとらわれず、広く社会で次世代へのビジョンと可能性を構築・共有する

術実装展示の項目および枠の提示は、本年（2019 年）中には行われ、それぞれの実装工程へと反映され

機会とし、実装に必要な実証実験機会を都市的スケールで試験運用する機会とする。

ることが何にも増して重要となる。その実装への組織化および実効的な議論と権限の形と機会の整備を
早急に行うことが必要である。



大企業、ベンチャー、個人、研究機関などの別なく広く多様な団体が領域横断的に参加することが奨励さ
れ、その結果通常生まれ得ないイノベーションが起きる創発の機会とする。またはそのために現実的か
つ実効的にデザインされたシステムを開発する目標および実証実験の場とする。



特に若い世代が広く権限と責任を与えられ、新しい価値やしくみを創出する機会になることを常に意図



その他は下記欄外に添付（一部上記とも重複します）。

する。



単独のパビリオン展示以外の、いわゆるパビリオン展示のコンテンツとしてはおさまらないさまざまな
次世代型サービスそのもの、システムやデータベースそのものを会場内外での多様な行動や準備、移動
などの中で体験し、かつそこへとフィードバックや貢献が行えるような技術実装展示。



上記には、各種の自律走行エージェント、群制御デバイス、AR/VR/MR/XR などの拡張体験、センシングや
スキャニングによる認識と入力など、実装の背景となる各種技術が複合的に組み込まれている。



都市や建築側のコモングラウンド化ができている前提で初めて可能になる、多様かつ複合的な案内、各
種購買活動、マッチング、移動、デリバリー、シェア、用途及び機能のリアルタイム編集、予約と調整、
セキュリティなどがシームレスに体験できるしくみ。



上記を前提とした運営者および展示団体のオペレーションの最適化とそのリアルタイムな提示という、
運営者目線での新しい付加価値や効率化を数値およびビジュアルで示す／体験できるようにする（新し
い社会において、価値創造と効率化、全体最適化と部分最適化は相互に矛盾せず、並立し得る。その状態
およびしくみの体験と理解）
。
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2025 大阪・関西万博に向けて期待すること、行うべきと考えること （建築・会場構成に関る立場から

は、これまでとは全く異なる価値を持ちつつある。その一大転換点に偶然いちするのが大阪 2025

の付記）

であり、日本社会としてその可能性を逃すべきではない。

豊田啓介

・下記のさまざまな項目も、いずれもコモングラウンドが汎用に存在することが前提となる実験お
よびサービスである。その在り方を先行して R&D および実験を段階的に、企業や産業の枠を超えて

１．次世代型万博として、すべての新しい試みの基礎となる会場計画の三層構造化：
・「いのち輝く未来社会」という概念には、より多様化とグローバル化が進み、どのような立場か

統合的に行うことが、今の日本にとっての最大の財産であり未来へのレガシーとなる。

２．システム及びサービスの「実装展示」という、パビリオン参加と異なる新しい枠組み：

らでも多様な世界・機会・可能性にアクセスでき、その蓄積や効果を享受できるという概念が含ま
れているはずである。

・2025 年は 70 年の大阪万博はもとより、最近の上海（2008）やドバイ（2020）と比較しても、パ

・これからのあらゆる立場や状況における「人」という概念には、新しい技術が日常にシームレス

ビリオン建設と展示だけで万博のようなイベントが成立する時代ではなくなっていることには最大

に組み込まれた世界で人の代替もしくは補助として活動する、非人間エージェント（機械エージェ

限の留意が必要である（パビリオン展示とコンテンツの提示だけなら、各分野の専門性と即時性に

ント、VR エージェント、アバター、環境にインストールされる AI など：各種デジタルエージェン

優れる CES や SxSW、アルスエレクトロニカやディズニーランド、家庭用ビデオゲームのほうが圧倒

ト）が拡張的にくみこまれなければならないはずで、その立場からも対等に認識可能な環境世界を

的にエッジが立つ）。

構築しなければ、それらを利用してはじめて対等な社会参加が可能となる人への機会創出となら

・パビリオン展示は万博の核として重要な役割を果たすことは前提に、パビリオン以外、展示以外

ず、かつそうした自律エージェント自体やそれらを活用した多様なサービスも相応のパフォーマン

の体験や実装、データ収集や機会創出がパビリオン展示以上に重要になってくることを意識するべ

スを提供することは難しい。すなわち、既成の「人」という範疇の中でのジェンダーや人種、社会

きである。そうした枠組みや技術領域自体がまだ不明瞭であることを前提に、パビリオン外、展示

的階層などの差異を飛び越え、多様な拡張的エージェントの視点にもとづいて社会を構築すること

外の多様な実装体験を「実装展示」という明確な枠組みとして早期に提示し、開催までの技術開発

が、これからの社会では重要かつ不可欠となる。

目標として明示することが万博の価値を最大化することにつながる。そうした実装を伴う実証実験

・現状ではまだ物理世界は物理世界として閉じており、デジタルエージェントには容易に把握でき

機会こそ、各業態や企業が最も必要としつつ確保が難しくなる領域である。

ないままである。同様にインターネットに代表されるデジタル世界は、我々物理エージェントとし

・そのためには、一般的な物理会場に加えてネット上に構築されるバーチャル会場なども含めた拡

ての人には直接見ることも把握することもできない異世界としての性質を急速に強めている。これ

張的な会場という概念の確立とそこへの参加と運営、構築の形を各企業や産業領域ごとのコミット

ら二つの世界を、それぞれ物理エージェントにもデジタルエージェントにも相互に「見える」よう

の枠を実証実験機会として明確に提示し、万博全体を巨大な「社会的 PoC フィールド」として活用

に記述し、相互にインタラクションを行えるような、モノと情報が相互に重なり合う世界、すなわ

する機会とするべきである。いわゆるパビリオン型展示も従来通り残しつつ、それ以外の各種サー

ち「共有基盤：コモングラウンド」をいかに効率的に構築するか、物理世界、情報世界、それらを

ビスおよびオペレーションに関わる「技術実装展示」という新しい参加の枠を明確に提示、事前に

つなぐコモングラウンドという三層構造をいかに体系化するかが、次世代型社会構築の鍵になる。

参加呼びかけおよび技術開発ターゲットの明示を行う。それこそが次世代型の万博の新しい価値創

・2025 万博では各種自律走行や AR/VR/MR/XR、群知性としての集団制御やそれと矛盾しない個別最

出であり、新しい社会のプラットフォームパッケージの構築というレガシーとなる。

適化によるルート提案など、多様な形で複合的かつリアルタイムなモノと情報との接続が不可欠な

・まずは主催者側で上記概念の提示と素案としての領域および枠の提示を行う。その上で新規提案

サービスが、複合的に実装されることが求められるはずである。既存の社会を要素として含む、統

領域ごとに、可能な実装サービスの内容および枠組み提案を公募、それらを基に協会およびその諮

計的スケールでの実証実験が避けられないこれらの次世代型プラットフォーム構築の過程におい

問機関主導で枠や領域の拡張と整理、実装への準備を行う。

て、万博という仮設都市としての実装実証の機会を最大限に活用することは、このタイミングで万

・上記において、それぞれの実装に必要となる会場側・環境側の各種設備や条件の提案も受ける。

博を開催するにあたって、未来社会に対する最重要の責務の一である。

また、それらに関する課題の指摘も評価の対象とする。

・今回の WG でヒアリングを行った多くの有識者から求められている、多様な産業領域の実証実験

・これらの実装をさらなるイノベーションの目標・機会とし、同時に既存企業やサービスの近視眼

の場、インキュベーションの機会、ベンチャーから大企業まで多様なスペクトルにおける協業機会

的な営業機会とならないように、領域や業態横断型の複数のチームでの応募・提案を前提条件とす

提供、拡張的バリアフリー、リモート参加など多様な参加の形、誰にもやさしく不快のない万博と

る。大企業からベンチャー、個人まで、積極的な融合を誘発する機会にすることが重要である。

いった新しいテーマを実装するには、それらの統合的なプラットフォームとなるコモングラウンド

・上記の枠組みおよび領域提案を 2019 年中にとりまとめ、会場計画（ここで言う会場計画には物

の構築および実装が前提となる。

理会場に加えてバーチャル会場、およびコモングラウンドそれぞれを含む）の構造与件に取り込む

・今後想定される実社会におけるコモングラウンド実装において、個々のサービサーが個別のコモ

ことが重要である。同時に実装展示枠の参加与件や枠の早期提示と確定、将来的な参加公示等スケ

ングランド実装を行っていては世界の情報構造は煩雑になりすぎるし、そもそも事業性が成立しな

ジュールの予告を行い、事前に各企業に明確なターゲットと十分な開発時間を与えることが重要で

い。いかに汎用なコモングラウンドのデータ構造やしくみをシステムとして構築し、実社会の動向

ある。

とのカリブレーションを行えるかが未来社会を先行実装する鍵となる。その実験はもはや一企業で

・まずは運営側でビジョンおよび全体構造の素案を提示し、かつ公募や評価、改変を随時進めてい

行えるものではなく、都市や実社会を巻き込んだ、複合的かつ統計的な規模で行わないと意味がな

く専門家によるチームおよび発信手段の確保が必要である。

い段階に入っている。そうした視点で万博という一大実証実験が可能な仮設都市を建設する機会
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３．リモート参加のしくみ：

・万博というイベントを、各種団体や業界として広く社会へと発信する場と機会として提供するた
めのしくみの組み込み。特に技術や社会問題に関する国際会議として、例えば毎週異なる団体に開

・会場、人、モノ、移動など、物理的境界を越えた多様な参加のしくみ（AR/VR/MR/XR 等の技術の

催権と場所を提供するなど。

多様な活用、アバター、ロボットや人体のリモートハックやスワップ、4DVR 空間の記録および追従

・上記に当たっては、通常の国際会議等と意図と効果を差別化するため、必ずクロスジャンルでの

体験、意見やデータの提供など）を実装する。

提案であることを条件とする（既存の単一の学会などは不可、必ず新しい領域横断的な試みが会議

・時間的境界を越えた多様な参加および利用のしくみ（会期前からのさまざまな提案や貢献の形を

の前提になっていることを評価基準とする）など。

ネット経由で用意、バーチャル会場での会場の参加型構築と改変、そこでのさまざまなイベントや

・オープンであること、貢献の形を明示（会議の公開、参加の仕組みの明確化とシステムの実装、

交流の機会の提示、データ取得と整理およびそのアーカイブ化、データおよびその活用ノウハウの

結果としての知見やデータの整理と活用、公開のしくみまで含めた提案を求めるなど）することを

共有化、レガシー化など）を実装する。

前提に、広く知見を共有するしくみの一環として活用する。

・入場者数の定義とカウント方法の新しいスタンダードの確立。もはや物理的に入場ゲートを通過

・閉鎖的ないわゆる会議場での開催だけでなく、できる限りオープンで公共の参加を可能にする会

した人のみが来場者として価値を持つ時代ではない。上記の多様な参加に対して価値を提供し、そ

場および開催のシステムを主催者側で用意し、企画提案側でも多様な選択肢を検討できる会場計画

の数を成果指標として分析・活用することが重要。

とする。

４．バリアフリー概念の拡張：

６．次世代型の価値および物々交換システムのチケッティング等への適用：

・多様な交流の在り方／感じ方・環世界／コモンセンスの多様性／多重性を、イベントとして、も

・ただチケットを購入して見て回るという、従来型のチケットとイベント体験の権利確保という

しくは疑似的な都市プラットフォームとして体験できるためのしくみの提供。

1:1 の対応関係の問い直しの機会とする。

・身体障がいに関するバリアフリー（現行の物理的バリアフリー）とその新技術による対応の形お

・より来場者としての個人や、主催者や展示者としての団体それぞれの明確な意志やビジョン、価

よびシステムの提示、実装。

値選択の形とそこへの賛同という能動的かつ双方向的なコミットを誘発、評価するシステムを実装

・文化的バリアフリー（文化の違いが参加や体験、貢献の障害とならない多様なシステム実装）の

する。

実装。

・来場者はチケット購入を金銭で対価を払うのに加えて、何らかのデータもしくは知見、作業、価

・言語的バリアフリー（言語の違いが参加や体験、交流の障害とならない多様なシステム実装）の

値提供を行うこととする等の試験的ルールを導入する。提供するものは実験に必要な個人データで

実装。

もよいし、会場でのボランティア（例えばアバターとして 1 時間身体をリモート参加者に提供する

・場所的（経済的）バリアフリー（遠隔地で現地での参加が困難、経済的に参加は困難といった社

など）、その他何らかの価値提供や行為の提供でよく、その選択は各参加者に委ねられるなど、マ

会的・地理的格差を解消する参加と貢献の形およびシステム）の実装。

ッチングとオペレーションを含めたシステム実装。

・技術的バリアフリー（所有する技術環境によらない多様な参加と貢献の形、価値の提示）の実

・双方向的で、かつ意志と選択がより求められる社会における、新しい価値交換の形を試験的に実

装。

装、体験の機会とする。

・その他、待機時間フリーということは、事前予約と通知のような単純な 1:1 対応の電子化ではな
く、体験時間やルートのアクティブな最適配分、興味とイベントのダイナミックアレンジ、予約と

７．循環型建築・都市のシステムの設定：

デリバリーの場所およびルートの最適化などの技術の実装、その他パビリオン内にとどまらないパ
ブリック部分での積極的な体験・展示・イベントの創出により、待ち時間という概念がそもそもポ

・特に会場の建築や構造物のスクラップ＆ビルドによる環境負荷の低減を、会場全体および各パビ

ジティブかつアクティブな価値体験となる状況をつくることも並行して考えるということ。体験と

リオン設計もしくは運用の積極的なテーマに。

価値はパビリオンの外へ、物理会場の外へ、会期の外へグラデーショナルに連続するという原則

・リサイクルは実際にはジェスチャーにしかならないことは多いが、こういう機会であれば啓蒙的

（リモート参加体制の拡充や、あらゆる場所がインターフェースとして体験と展示、交流と商業の

価値は持つ。それに類似もしくはより進んだ試みを誘発するしくみの構築と実装を意図する。

場になる状況の整備などとも連動）の積極的導入。

・例えば各国のパビリオンは、ただ個々の建築家および参加団体間のデザイン競争の場とするので

・マルチモーダルな複合体験の積極的導入：立体音響による集団的音響 AR、触覚、嗅覚の刺激な

はなく、例えばベネチアビエンナーレのように全体にパビリオン建築のテーマ設定と評価、アワー

ど。

ドの機会を設け、明確な環境型価値実装への努力と評価を全体として行うなど。
・それらのアイディアを整理し、将来の環境負荷低減型社会への知恵のストックと共有、発展的な

５．国際会議およびイベント提案：

価値展開の機会とする。もしくはそうした領域への投資、R&D、デザインインセンティブの啓蒙を
行う

029

030

８．土地所有の離散化とフレキシブルな道路境界：
・将来、自律走行がデフォルトになった都市ではあらゆる移動媒体の移動は電子的に制御され、そ
の移動領域やスピード、動き方はマクロに制御されることになる。道路の混雑状況や突発的な状況
に応じて道路境界は能動的に変化し、各移動エージェントもそれに呼応して動く。
・上記を前提にした街では、現行のような道路と敷地、車道と歩道のような物理的境界はむしろあ
るべきではなく、状況に応じてフレキシブルに変化する情報的に定義された道路（かつそれは普段
人間には見えない）が多重に存在するようになる。道路は状況によっては敷地内を通過してもよ
く、時には建物内を通過しても問題はない。道路という概念、さらには私有地や公道といった概
念、土地所有と権利という概念すらも変わっていく。
・そうした社会では、土地所有も明確な土地形状と 1:1 の固定的な所有という概念ではなくなって
いく。ある程度固定的なコア部分とより流動的な浮動道路境界などが動的に出入りすることを許容
するような、あるエリア内の土地利用の権利と利益を統計的にシェアするような、新しい土地所有
の形と制御のシステムとが段階的に混在するようになる。そうした新しい敷地と道路、土地所有の
システムの実証実験の、試験的な自律走行エージェントのシステムと併せた疑似的な運用を行う機
会とする。
・各国のパビリオンに渡す敷地は完全専有と優先専有、状況による浮動道路境界シェアを許容する
領域など、段階的な異なる所有（専有）の形が与えられ、各国はそれらに対応する建蔽率や容積率
（それぞれフレキシブルな部分は優遇側にカウントする）による建設や利用の実験機会とする。
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Japan Innovation Network

西口



専務理事

尚宏氏

「いのち輝く」という万人にとって意味のあるテーマに加え、世界のゴールである SDGs の実現を目指す
万博という非常に普遍性のあるテーマを掲げた EXPO をデザインすること。



一方、世界には平均年齢が世界で最高クラスである日本もあれば、平均年齢が５０代の国もあるという
ように、いのちの持つ意味合いが、地域や国によって違う極めて多様な意味合いを含む概念であること
をよく理解した上でのデザインであること。



展示物ではなく、ものごとの体験を通して世界の人々に良い経験をしてもらうこと。



見せるのではなく、経験する、ということに徹底徹尾こだわると良いと思う。



デジタル化の時代、単純な見るは、画面を通して相当のことができる。しかしながら、その場でにいなけ
れば出来ないことを追求することが、
「来て良かった EXPO」になるだろう。よって、2025 年の技術レベル
も想定しながら、そのデザインを行うこと。



常識的なことをあえて行わないという判断、が大事だと思う。



多くの人が述べていることなので、繰り返しは避けますが、自然災害への備えと暑さなどへの備えは前
提条件として、必ず実現されていること。



デジタルでの参加方法については、十分な研究を行い、その時点での最先端の手法が導入されているこ
と。

「どれ一人取り残さない」とは、どのようなことを意味するのか、哲学的な議論も必要だと考える。

033
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化財修復、都市型農業など、各国の研究機関と連携しながら、さまざまな社会実験を関西全域で展開する

大阪府立大学

研究推進機構

橋爪

紳也氏

特別教授

ことが望まれる。


世界中の「Lives」に、生き生きと働きかける博覧会であるべきである。先端技術が進むほどに、人間中
心の社会の理想を語ることの意義が問われる。そのためにも、バーチャルな会場とリアルな会場とを融
合、連日、入場者が楽しみを共有できる催事や主題性のあるフェスティバルなどを会場内各所で展開し、
世界中の人々と会場のライブ感を共有することが重要になる。



うめきた 2 期で展開される予定の「共創コミュニティ」
、大阪商工会議所の次世代医療システム産業化フ
ォーラムなどとの連携によって、多くの「共創プロジェクト」を実施、成果をレガシーとする。



大阪マラソンのチャリティプログラム、食の博覧会など、地元で人気を得ているプログラムとの連携も
あって良い。



愛・地球博は、21 世紀初頭における「新しい万博」の姿を示した。大阪・関西万博では、さらに「新し
い時代」を切り拓く、従来にない万国博覧会のあり方を世界に提案する機会としたい。



子供たちが楽しみ、共感し、誰もが将来に希望を抱くことができる社会の理想を示す場となることを期
待する。





万国博覧会への共同出展などを契機に、技術力のある中小企業、中堅企業が、世界に飛躍する機会となる
支援策が必要。たとえば、博覧会の開催を契機に、関西の都市模型と投資案件の所在や概要を、訪日した

バーチャルな会場とリアルな会場とを融合、世界中の人々と会場のライブ感を共有するための装置群が
必要。



起業家や投資家にわかりやすく示す「都市展示館(仮称)」を仮設することも検討されて良い。

案内機能に関する従来にない方法論が必要。待ち時間のない博覧会の実践、ビッグデータの活用による
混雑緩和、セキュリティ対策の合理化、チケッティングに関する新しい方法論の導入など。



会場内での魅力的な移動手段の具体化が必要。移動そのものが楽しみとなる工夫が求められる。



水上飛行機やクルーズ船の寄港など、瀬戸内および西日本に展開する観光事業との連携が不可欠。同時
に、大阪市内の舟運および淀川舟運との連携も必要。



ビッグデータを活用、来場者の分散や待ち時間のない運営を実現するための技術検討。



大阪湾に開く眺望景観を生かすランドスケープデザイン、および、他にない魅力的な夜景創出が不可欠。

どの構想に反映させる。



BIE 加盟国との個別の連帯を示す地域単位の活動の強化。



次世代を担う若いクリエイターが主体となるプラフォームを設けて、その成果を事業に反映させる。



万博に向けて、関西各都市の友好都市事業、大学の国際的な提携など、国際化事業の活性化。



テーマ施設は、SDGs の達成への貢献をうたうと同時に、Society5.0 の社会モデルを具現化し、内外に広



カウントダウン行事と連携しつつ、日本全国で連鎖、リレーするかたちで万博の機運を高める行事が求



未来都市のモデルとなる会場全体が、最大のコンテンツであるべき。ただし機能主義的な都市ではなく、
人間の営為と高度な技術が調和した持続可能な社会を提示する必要がある。



そのためにも、人間の「共創」だけではなく、人間とテクノロジー、人間と動植物などさまざまな「いの
ち」との「共創」の可能性も示すべきである。



特定の主題に特化したオンライン・プラットフォームを複数設けて、そのプロセスと成果をテーマ館な

く伝えるものであるべき。


テーマ施設は、誘致段階で提示した「Saving Lives」
「Empowering Lives」
「Connecting Lives」の軸に沿

められる。


った展開も検討されて良い。


テーマを意識しつつ、
「デザイン」に関わる新しいムーブメントを大阪発で起こす契機とするべき。たと

国際博覧会の歴史と意義を展示する常設のギャラリーを開設、内外からの関係者の来阪に応じて接遇の
場とする。BIE 加盟国や企業出展への説明会場や、出展に関する調印式会場を兼ねることもあって良い。



えば、WAKAZO が提言している「エピジェネティクス建築」
、さらに展開した「エピジェネティクス都市」

台風や地震など災害時における備えも精査が必要。避難所の確保とともに、災害時の対応も、Society5.0
の社会を具現化する先導的なモデルを装備。情報提供の仕組みや備蓄品も、新たな発想が必要。

といった概念を深化させつつ、展開することもあって良い。



博覧会にふさわしい建築や空間デザイン概念、素材などのガイドライン化。



JAXA など、宇宙開発と連動した技術の可視化などの展示もあって良い。



NY が取り組んできた「アクティブデザイン」などの応用が必要。



成果を示す場であった従来の博覧会とは異なり、絶えず何かが創生されている場とするための工夫が求



実際の緑と、バーチャルな緑との融合をはかる工夫、緑化プロセスに関する新しいアイデアなど、次世代

められる。たとえば多くのアーティストが会期中に共創して巨大なアート作品を創作、博覧会を契機と

の担い手となる若手のランドスケープ・アーキテクトの活躍する場を用意することが必要。

して寄付を集めつつ建築する象徴的なモニュメントを会場跡地に構築するなどの事業があって良い。


想定されているモビリティ、都市計画、医療、環境分野のほか、会場計画にあって通信、警備、防災など
の最新技術を会場の内外で実装、あわせて博覧会の開催までに、居住環境整備、資源探査、資源保護、文
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有識者の意見

ワーキンググループで御意見を頂戴した有識者（五十音順、敬称略）
御名前
3月6日

4月5日

4月18日

御所属

平田 晃久

京都大学大学院工学研究科建築学専攻 教授

117

ページ

松浦 竜太郎

株式会社乃村工藝社

119

江原 規由

国際貿易投資研究所 研究主幹

41

山本 佳誌枝

公益財団法人山本能楽堂 事務局長

121

五月女 賢司

吹田市立博物館 学芸員

43

吉田 憲司

国立民族学博物館 館長

125

寺本 敬子

跡見学園女子大学文学部 講師

45

沖 大幹

国連大学/東京大学

127

中牧 弘允

吹田市立博物館 館長

47

北川 フラム

株式会社アートフロントギャラリー 代表取締役

129

内田 まほろ

日本科学未来館 キュレーター

49

小西 利行

POOL INC． CEO

131

落合 陽一

メディアアーティスト

51

ウスビ・サコ

京都精華大学 学長

133

杉江 理

WHILL株式会社 代表取締役兼CEO

53

髙橋 政代

理化学研究所 生命機能科学研究センター

137

水野 祐

弁護士（シティライツ法律事務所）

55

宮田 裕章

慶應義塾大学 医学部教授

57

西尾 章治郎

大阪大学 総長

139

安浦 寛人

国立大学法人九州大学 理事・副学長

59

野村 卓也

一般社団法人ナレッジキャピタル

143

小池 俊雄

国立研究開発法人土木研究所

61

堀江 貴文

SNS media&consulting株式会社

145

6月14日

網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー

水災害・リスクマネジメント国際センター センター長

5月9日

5月23日

5月30日

近藤 哲生

国連開発計画（UNDP） 駐日代表

63

マーヘル・ナセル

国連グローバル･コミュニケーション局アウトリーチ部長

65

根本 かおる

国連広報センター 所長

西川 智

名古屋大学減災連携研究センター 教授

67

アイクぬわら（超新塾）

株式会社ワタナベエンターテインメント

147

池上 高志

東京大学 教授

69

有賀 暢迪

国立科学博物館 理工学研究部

149

佐藤 哲也

ソニービジネスソリューション株式会社

71

家次 恒

神戸商工会議所 会頭、

151

武田 重昭

大阪府立大学 准教授

73

中川 翔子

株式会社ワタナベエンターテインメント

77

三宅 陽一郎

株式会社スクウェア・エニックス

79

井戸 敏三

関西広域連合長

81

三日月 大造

関西広域連合委員 滋賀県知事

83

西脇 隆俊

関西広域連合委員 京都府知事

85

evala

-

吉村 洋文

関西広域連合委員 大阪府知事

87

塚田 有那

一般社団法人Whole Universe 代表理事

井戸 敏三

関西広域連合委員 兵庫県知事

89

阿部 一直

東京工芸大学 教授

荒井 正吾

関西広域連合委員 奈良県知事

91

遠藤 信博

日本電気株式会社 取締役会長

157

仁坂 吉伸

関西広域連合委員 和歌山県知事

93

岡 勇樹

NPO法人Ubdobe 代表理事

159

平井 伸治

関西広域連合委員 鳥取県知事

97

奥山 清行

株式会社KEN OKUYAMA DESIGN 代表取締役

161

飯泉 嘉門

関西広域連合委員 徳島県知事

99

金出 武雄

COCNデジタルスマートシティプロジェクトリーダー、

163

門川 大作

関西広域連合委員 京都市長

101

松井 一郎

関西広域連合委員 大阪市長

103

川竹 絢子

久元 喜造

関西広域連合委員 神戸市長

105

藥王 俊成

杉本 達治

関西広域連合連携団体 福井県知事

107

木村 麻子

一般社団法人全日本伝統文化後継者育成支援協会 代表理事

河野 俊行

御名前

御所属

ページ

シスメックス株式会社 代表取締役会長兼社長CEO
伊藤 貴志

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学

153

月刊事業構想 編集長
織田 竜輔

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学
産官学連携本部 本部長
155

カーネギーメロン大学冠ワイタカー記念全学教授
WAKAZO

167

沓名 貴彦

国立科学博物館 理工学研究部

171

109

忽那 裕樹

株式会社E-DESIGN 代表取締役

175

九州大学法学研究院 教授

111

久保田 晃弘

多摩美術大学 美術学部 情報デザイン学科教授

177

中川 雅永

（公財）関西文化学術研究都市推進機構

113

隈 研吾

東京大学 教授

181

野村 将揮

ダボス会議 Global Shaper, Aillis Inc. 執行役員,

115

熊平 美香

昭和女子大学 ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ

183

LIFULL財団 Chief of Staff

037

個別に御意見を頂戴した有識者 （五十音順、敬称略）

学院長

038

アストリッド クライン

クラインダイサム アーキテクツ

185

牧村 真史

株式会社集客創造研究所 所長、

259

２００５年日本国際博覧会 チーフプロデューサー

マーク ダイサム
久山 幸成

増山 一成

中央区教育委員会 総括文化財調査指導員（学芸員）

261

栗栖 良依

特定非営利活動法人スローレーベル ディレクター

187

宮田 亮平

文化庁長官

265

マリ・クリスティーヌ

異文化コミュニケーター・東京女子大学教授

189

エマニュエル・ムホー

emmanuelle moureaux architecture + design

267

コシノジュンコ

JUNKO KOSHINO株式会社 デザイナー

191

森永 邦彦

株式会社アンリアレイジ 代表取締役・デザイナー

269

鈴木 順之

JUNKO KOSHINO株式会社 代表取締役常務

矢崎 和彦

株式会社フェリシモ 代表取締役社長

271

小島 秀夫

株式会社コジマプロダクション

193

山極 壽一

京都大学 総長

273

佐渡島 庸平

株式会社コルク 代表取締役社長

195

山崎 直子

宇宙飛行士

277

澤 芳樹

大阪大学 大学院医学系研究科 心臓血管外科 教授

197

山崎 亮

株式会社studio-L 代表取締役

279

杉山 央

森ビル株式会社 MORI Building DIGITAL ART MUSEUM

199

山根 シボル

株式会社人間

283

ヴァーリヘイ・ユディト

多摩美術大学 教授

285

企画運営室 室長
鈴木 大輔

ARTLOGUE 代表取締役CEO

201

横倉 義武

日本医師会 会長

287

千玄室大宗匠

茶道 裏千家 前家元 / 日本・国連親善大使 /

205

吉田 貴紀

株式会社BYTHREE

289

若林 恵

株式会社黒鳥社 コンテンツ・ディレクター

291

和田 永

株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ

283

ユネスコ親善大使 / 日本国 観光親善大使
田中 浩也

慶應義塾大学 ＳＦＣ研究所 所長

207

慶応義塾大学 環境情報学部 教授

メディアアーティスト

谷口 優

株式会社宣伝会議

211

髙石 陽二

株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ チーフ

田根 剛

Atelier Tsuyoshi Tane Architects 代表

213

渡辺 裕介

CHOCOLATE Inc.

玉井 博文

マッスル株式会社 代表取締役

215

栗林 和明

為末 大

株式会社Deportare Partners 代表

219

夏生 さえり

中沢 新一

明治大学 野生の科学研究所

221

陳暁 夏代

中村 利雄

イベント学会 会長、２００５年日本国際博覧会協会 事務総長

223

渡辺 資

新田 英理子

SDGs市民社会ネットワーク 事務局長

225

野上 絹代

劇団・快快/三月企画主宰

227

畠中 実

ＮＴＴインターコミュニケーション・センター 学芸課長

229

服部 滋樹

graf代表 クリエイティブディレクター

231

羽藤 英二

東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 教授

235

林 千晶

株式会社ロフトワーク 代表取締役

239

松井 創

株式会社ロフトワーク Layout Unit / Chief Layout Officer

原 研哉

株式会社日本デザインセンター 代表取締役社長

241

ピーター・バラカン

ナスカ ヴィジョンズ

243

原田 鎮郎

株式会社環境システム研究所 代表

245

安藤 亮

株式会社環境システム研究所

福井 昌平

（株）コミュニケーション・デザイニング研究所 代表

247

二宮 雅也

（一社）日本経済団体連合会 企業行動・SDGs委員長、

251

295

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 取締役会長

039

船曳 建夫

東京大学 名誉教授

253

カール・ベッカー

京都大学医学部内 政策科学ユニット

255

細尾 真孝

株式会社細尾 常務取締役

257

040

国際貿易投資研究所

研究主幹

江原 規由氏



万博は転換期にあり、大阪･関西万博で万博開催の意義を再発信すること



グループ館、地域間パビリオンの設置すること



都道府県(市)すべてが参加する万博を目指すこと



より多くの海外からの参観を確保すること



日本海側からのアクセスを考慮すること



小中学生など多くの若者の参観を得ること



10 年後を想定した市民生活のモデル提示・展示



第 4 次産業革命の実際とその先にある快適さ・課題
スマートシティ、スマート生活とは何かなど

041



暑さ対策を講じること



待ち時間対策で整理券などの発給には十分考慮すること



トイレ、水飲み場、休憩場所の設置に配慮すること



スマホ、アイホンなどによる情報提供を考慮すること



日本館の交流費に配慮



歴代万博のアニメ化
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やパビリオンの排除）
。

吹田市立博物館

学芸員



懐かしの 1970 年大阪万博パビリオン



自然災害、地盤沈下等の対策の強化（津波避難タワー等）
。



入場チェックを「ICOCA システム」にする。



会場へのアクセス手段として海上交通を確保（ベニスのゴンドラなどのような後に大阪・関西の名物に

五月女 賢司氏
なるもの）
。

⇒高齢化の次（次の半世紀）に来るものは何か（人口ピラミッドのスリム化と「新たな労働力」となる女性、
外国人、現在の再任用・再雇用世代との関係性の変化）
。

[サテライト会場（大阪・吹田の万博記念公園）について]


⇒多様性を重んじる意識を持った運命共同体の社会であることが、社会・経済が発展し一人一人が幸福感を

夢洲は 2025 年の開会まで立ち入ることができないので、Pre2025 も Post2025 も開催中も「万博の聖地」
である大阪府吹田市の万博記念公園を「万博」や「文明・文化」のあり方を皆で議論し具体化するための

持てる社会になるための前提。

空間的拠点にする（巻き込み、参画し、当事者意識を持つ「みんなの万博」）
。2025 年の開会まで「万博」

⇒他人事の社会的課題から、自分自身に潜む社会的課題、そしてその解決に資する万博へ。課題解決のために

や「文明・文化」について考える時間そのものが、人類社会の課題解決という大きな機能を付与された現

は、一人一人の思考転換が必要だという、自分事に帰結すること。

代の万博的。それは、万博の会期終了後もレガシー継承という意味で同じ。



目的： 一人一人が充実した日々を過ごすことができる社会の創造



目標： 社会・経済の持続可能な発展



社会的課題： 高齢化とその後に起こる急激な人口減少、社会の不寛容・偏見・分断



その代わり、旧鉄鋼館はホールに戻して活性化



社会的・経済的発展の阻害要因： 人々の尊厳、人権、QOL、生命、健康、安全な水、治安などが脅か



太陽の塔、旧鉄鋼館、新施設の機能分担

される社会



現存する旧ラオス館を元の場所に戻して活用するのも一案

課題解決方法： 一人一人が輝くことができる土台として、上記の阻害要因を取り除き、かつ社会全



解説パネルと解説員の充実化（多言語対応を含む）

体が他者や自然環境に対して、寛容的、共存・共栄的となること



2025 年・1970 年の万博資料のアーカイブ機能を充実化




我慢する人を減らすために、巨大なトイレを多数設置（男女比を公平に検討）
。



そのために、万博記念公園内に 2025 年の数年前までに新施設を建設し、観光・盛り上げ機能、アー
カイブ機能（アーキビスト）
、博物館機能（学芸員）
、フォーラム機能（エデュケーター等）を付与

科学技術の進展は早いため、今から 6 年後に展示する最先端技術はもはや最先端ではなくなっている。

[サテライト会場（広域）について]

文化の違いや社会課題の提示などに焦点を当てることも一つの方法。



夢洲以外で、博物館などの既存施設やエコミュージアムを含む町並みを活用した多くのサテライトを作



地方が輝く手段を考えることができる万博に。

り、Pre2025 から Post2025 に至るまで、時間をかける「じっくりタイプ」の参加型・体験型プログラム



社会課題の発見と選択、社会課題を垣間見ることができる展示の具体化・提示の諸手法をしっかりと検

を実施。

討して、準備していくことが、
「みんなの万博」となるための前提である（エンゲージメントの推進）
。


万博反対論などに対しても包摂的意識で議論を。



方向性や視点は違っても、大人から子供まで、みんなが何らかのエモーショナルな体験を共有すること
で、思い出だけでなく、語り継がれ、将来にわたって新しい価値を生み出す万博。



SDGs は多くの日本人にとって実感を伴わず他人事に聞こえる。この推進・PR が重要。



全国的にはオリパラが終了しないと盛り上がらない。Post オリパラを意識して今準備。



テーマの意味を各パビリオン・プロデューサー（建築・展示）らと共有する機会を設ける。



「いのち輝く」ための手段を医療に限定しない。



空いているパビリオンを知ることができるネットのシステム。



万博が、楽しむ場であると同時に課題解決の場としての機能が付与される今日、面白さを追求しつつ知
的空間を創出し社会に貢献しようとする博物館学等の経験や知識から学べることがある。




「フェイクではない、リアルがあること」が現在の万博を開催する最大の意義である。機械化をして人を

大阪・関西には関東などそれ以外の地域では考えられないくらい万博熱のある人が多いです。ぜひ、より
多くの人たちを巻き込んでください。

置かない空間にするのではなく、多くの国から多くのスタッフが来日し、半年間滞在することで交流が
生まれるようにする（最先端技術を用いて多言語交流をするのも一案）
。
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アクセサリーなどの物売りパビリオンは万博のテーマ、精神に反しているので無くす（消費のみの万博
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（３）アジアにおける万博の運営・研究の拠点へ

跡見学園女子大学文学部

講師

寺本 敬子氏

アジアにおいて最初の万博開催となった 1970 年大阪万博を契機に、近年の万博は、とりわけアジア諸国で
の開催が目立っている（Cf.1993 年大田、2010 年上海、2017 年アスタナ）
。万博の開催地は、かつてヨーロッ
パおよびアメリカが中心であったが、今後アジアが中心的役割を果たしていくことが予測される。Cf.中国（上
海）
：2017 年に BIE 認定の「Expo Museum」を設置
→1970 年大阪万博以来、万博経験（登録博・認定博）の最も多い日本が、アジア諸国と交流し、アジアにお
ける万博の運営・研究の拠点として役割を果たして行くことが期待される。
＊BIE のアジア支局兼研究所の設置

私は、フランス史（近現代）を専攻し、これまで主にパリ万国博覧会および日本の参加について調査研究し
てきました。万博の特徴および歴史的経緯をふまえ、2025 年の大阪・関西万博に期待することを以下に述べ
たいと思います。

「モノ」と「人」
：新たな価値を生み出す開かれたプラットフォーム
万博は、
「モノ」の展示、
「人」の交流を通じ、新たな価値を生み出す場として機能してきました。ルイ・ヴ
ィトン、バカラ、ティファニーなど、現在のトップブランドの多くは、19 世紀の万博で展示され、高い評価

（１）
「普遍的」
・
「全世界的」博覧会の追究
万国博覧会は、19 世紀半ばにヨーロッパで誕生しました。フランスでは、主に 19 世紀後半に計 6 回のパリ
万博（1855、1867、1878、1889、1900、1937）が開催され、万博の基礎が構築されました。フランスにおいて

を受けることで、国際的に認知されました。開国したばかりの日本も、幕末から万博に参加することで、とり
わけ外交・産業・文化の分野において交流を深めました。19 世紀にヨーロッパで誕生した「ジャポニスム」
も万博への日本の参加を機縁としています。

万博は「Exposition universelle」と称され、「普遍的」かつ「全世界的」を意味する「ユニヴェルセル

ただし 19 世紀の「ジャポニスム」は、近年の「ジャポニスム 2018」と次の点において異なることに留意し

universelle」な博覧会の実現が追究されてきました。万博の国際基準を定めた国際博覧会条約は、1928 年に

ておきたいと思います。すなわち 19 世紀の「ジャポニスム」は、発信者の明確な意図に基づいて生じたので

フランスが主催したパリ国際会議により制定され、博覧会国際事務局（BIE）の本部はパリに設置されました。

はなく、
「万博」という場で、芸術のみならず、産業や社会の諸問題など、諸外国の複合的な要因のもと、あ

以来、この条約に基づき、BIE の統轄のもと、万博（国際博）が運営・開催されています。

る種偶発的に生じた点にあります。

→特定の分野に限定されない「普遍性」
、特定の国家を超えた「全世界的」博覧会を追究。

→このような歴史的経緯を振り返ると、一定の目標を設定することは重要であるが、できるだけ開かれたか

→現在の万博：1994 年の BIE の決議以来、国際博覧会を人類共通の課題解決の場と再定義。

たちで「モノ」の展示と「人」の交流を促し、新たな文化や産業を生み出す万博を作ることが重要ではない

→持続可能な開発目標（SDGs）は、2030 年を目標に、先進国・発展途上国がともに取り組むユニバーサル（普

か。

遍的）なものであり、万博における「普遍的」
・「全世界的」理念と一致する。
（２）人類の「知」の交流：
「国際会議」の本格的な復活へ
19 世紀後半の万博では「モノ」の展示だけでなく「国際会議」が同時に開催されました。度量衡の統一、
特許制度など、一国では解決できない問題をはじめ、多様な分野の諸問題について、参加各国の専門家が集結
し、議論されました。これらの国際会議は、政治的・外交的な会議とは区別される専門家の会議として重視さ
れました。この議論内容は報告書にまとめられ、政治・外交の場での決定、さらに社会への専門知識の普及に
影響を及ぼしました。
→しかし 20 世紀以降、万博における知の交流（国際会議）は縮小化の傾向にある。それぞれの専門分野も学
会内での議論に収まる傾向がある。

→2025 年の大阪・関西万博の開催に向けて、現在の私たちがどのように考え、議論し、何を選択し、実行し

→2025 年の大阪・関西万博において、とりわけ国際的に解決すべき普遍的問題について「知」の交流の場（国

ていくのか。これらの事柄そのものが将来へのレガシーとして、残すべき財産となります。万博の準備段階

際会議）を同時開催してはどうか。これらの国際会議は公開とし、他に一般参加型のワークショップ等を導

から開会・閉会にいたるまで、資料保存の徹底をお願いしたいと思います。

入し、社会全体における知の交流を促す。
→2025 年を皮切りに「万博と国際会議の同時開催」を定着させることは、
「大阪・関西万博」の名を将来に残
すこと（レガシー）に繋がるのではないか。
Cf.気候変動の問題：この問題は、現在狭い学問区分を超えた主題となり、2015 年パリ協定以降ますます重要
なイシューとなっているが、真に国際的・学際的な意見交流の場がないと聞く。
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して地域の伝統が維持・継承されてゆく。万博もまた痕跡をとどめないことが基本であり、パビリオン

吹田市立博物館

（見世物小屋）は撤去され、高揚した非日常の世界は日常の静かな生活に戻ってゆく。しかし、万博から

館長

中牧 弘允氏

諸種のインフラはもとより、多くの博物館、美術館や公園、娯楽施設が誕生したことも事実であり、その
生みの親としての万博の役割は大きい。


25 年大阪・関西万博のテーマに鑑み、かつ SDGｓの目標に資する施設（パビリオンやモニュメント）を構
想する場合、持続可能な人類文明史を考える空間が一つくらいあってもいいのではないか。たとえば、人
類の来し方行く末を見通すような素材をならべ、その持続的発展モデルを国際的な英知をあつめて提示
するような展示である。



近年、アントロポシーン（人新世、人の時代）という概念が世界的な関心をよんでいる。もともと地質年
代とかかわるが、人類が残した痕跡（爪痕）の是非を問うテーマとなっている。提唱者はノーベル化学賞
を受賞したポール・クラッツェンであり、日本でも 2016 年に国立科学博物館において国際シンポジウム





「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマを学術的にも芸術的にも、また SDGｓという目標に照ら

「アントロポシーンにおける博物館―生物圏と技術圏のなかの人間史をめざして」が開催された。アン

しても、現段階における世界最高レベルに照準を合わせて表象・演出することが肝要である。

トロポシーンの概念はいまや地質学を越え、人類史のなかで文明学的に考察すべき課題へと変貌を遂げ

70 年大阪万博のときには太陽の塔の内部空間に「生命の樹」という進化モデルに準拠した展示がなされ

ている。先端技術の功罪や持続的発展の意義を人類の歴史という脈絡のなかで問うとしたら、アントロ

たが、25 年大阪・関西万博ではテーマ館のなかに「持続的発展」モデルにもとづく展示が期待される。

ポシーンほど時宜にかなった概念はないのではないか。また SDGｓを掲げる国連の協力も得やすいと考え

70 年大阪万博のときには「お祭り広場」がもうけられ、そこがパビリオン群にかこまれた中空構造とな

る。

っていて、人びとの交流・交歓の場として機能した。25 年大阪・関西万博では５カ所に「空」とよばれ





人類はつねに betterlife や longer life をもとめてきたが、brighterlife となると精神文化を視野に入

る大広場が設置されるが、そこもまた「空」であるがゆえに多種多様な交流・交歓が可能となるような、

れる必要がある。たとえば、ブータンの GNH はその参考例となる。それをもじれば、今回の万博がめざす

ユニークな演出が期待される。

のは GGH(Gross Global Happiness)かもしれない。

「空」は仏教の伝統で言うと禅に通じるが、
「未来社会」は仏教的には「浄土」や「極楽」に相当する。
ただし、そこには大きなちがいもある。なぜなら、浄土や極楽が来世であるのに対し、未来社会は現世だ
からである。来世を説き責任をもつのは宗教家であるが、後世を語り責任をとるのは広い意味でのイン
テリゲンチア（識者、文化人）である。その点、現世の利益（りやく＆りえき）を語るだけで責任をとろ
うとしない人びととは区別される。






未来社会を構想しデザインするのは良い意味でのインテリゲンチアであってほしい。エコノミック・ア

木造建築を多用すること。痕跡を残さず、かつ容易にレガシーに転換しうる点で、木材に勝るものはな
い。また、国土の大半が森である日本にふさわしい建築様式でもある。

ニマルなどと揶揄されるような存在であってはならない。



70 年大阪万博の遺産である万博公園をサテライト会場の一つとして活用すること。

聖徳太子が建立したとされる四天王寺は大阪湾に沈む夕陽をながめ浄土を夢想する人びとを多数惹き寄



25 年大阪・関西万博のレガシーを夢洲だけでなく、千里万博公園においても実現させること。



「起爆剤」という表現は物騒であるだけでなく、後始末を考えないという無責任な印象をあたえるので、

せた名刹である。西門は極楽門とよばれ、日想観という修行が空海によってなされたとの伝承をもつ。そ
れが 21 世紀に復活し、春秋の彼岸ににぎわいを取り戻している。夢洲の万博もまた夕陽を眺めながら「い
のち輝く未来社会」を構想する場になることを期待したい。


大阪商人の間では「始末」が美徳として奨励されてきた。始末とはほんらい仕掛けと片付けのことをさ
す。
「始末に負えない」ことは美徳の正反対である。70 年大阪万博のレガシーとして太陽の塔があり、そ
の内部展示を担った世界の民族資料は国立民族学博物館の設立に多大な貢献を果たした。25 年大阪・関
西万博のレガシーは仕掛けの段階から構想されることが望ましく、未来社会の実験場としての 25 年万博
で練り直されて、後世に残る遺産として継承されることを期待する。



なるべく避けたほうがいい。


ライフサイエンスは生命科学と訳されるが、純粋な医学・科学というよりも心理学や人文社会的な意味
を含めて強調したほうがおおかたの賛意を得られるのではないか。

万博は人類文明の祭典であり、課題解決の実験場でもある。たんなる科学技術の見本市でも、これみよが
しの国威発揚の舞台でもない。
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日本の祭りは痕跡を残さないことが原則であるが、心と心をつなぐ祭りの体験は貴重であり、祭りを通

048

日本科学未来館

キュレーター

内田 まほろ氏

日本館について、
大型映像はすでに飽きているし、日本人が得意なコンテンツではないので、日本館では、質感高く、ディテール
にこだわった館で、もてなしをするべきと思います。

＜やるべきこと＞
∙

とにもかくにも非常識に遅れ続けている日本のダイバーシティの推進。

責任者クラスに女性や 40 代のメンバーを投与すること、男性だけの会議がないようにするなど、他国の常識に
あわせること
∙

ファッション、建築、食、デザイン、様々なところで日本の評価が高い分野において、個の名前で活躍する

クリエーターを選定し、束ね、代理店主導ではなく、個を国がプロデュースし、国際的なプレゼンスを高める仕
掛けを作ること。
（過去の大阪万博のように）
特に、パビリオンやファッション、キャラクターなど、万博を象徴するデザインに関わるものは、組織事務所で
はなく、日本を代表していくだろう若手に活躍の場を与えるべき。

続くこと


変わらないのがだめな日本と言われていますが、変化の多い地球の歴史の中で、2000 年の国家、800 年の

企業、400 年クラスの老舗など、変わらずに続けることの価値の提示
日本の哲学の提示


人口と自然、自己と他者というレベルを超えた多様性の提示。日本特有の、アニミズムや神道的世界におけ

る、人間中心の二項対立ではない世界観の提示。
∙

命のとらえ方 八百万の神精神、モノにも命が宿るという考え方を通し、先端テクノロジー迫る恐怖に対す

る、ポジティブな価値観の提示

当たり前かもしれませんが、
空間的には：待ち列レス、言語のハードルレス、障害レス、キャッシュレス、疲れるレス。
情報的には：空間物理レス、万博会場と、世界のリビングや、モバイル環境が極力もっとつながっている状況。
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メディアアーティスト

落合 陽一氏

コンセプト（残すべきもの）
・ハードウェア構造からソフトウェア構造への価値転換
・侘び寂びや古典文化の接続リミックス
・限界費用ゼロ社会
するべきこと
・社会実験としてテックのあらゆる制限を見直してみる（道交法等）
・仮想通貨/暗号資産のインフラ整備
するべきでないこと
・いらない産学連携
・コンサル会社

コンテンツ
・少子高齢社会の上での成長デザイン（テクノロジー・デザイン）
→風の谷のブレードランナー
・デジタル発酵社会（アート・エンターテイメント・インフラ）
→個人が強い/デジタルインフラがないと見えない風景
・令和侘寂
→令和までのカルチャーリミックス・退廃インフラ付加価値 vapor wave

・超高速通信
・パーソナルモビリティ
・ポリテック
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WHILL 株 式 会 社

代 表 取 締 役 兼 CEO

杉江 理氏

2 に同じ。

コンセプト案
1)誰もが参加できる。来場者 10 億人を目指す。
(過去 data によると万博の来場者数は２０００万人程度) http://factboxglobal.com/expo
2)“平和”の相互理解
3)Post 資本主義
1） 物理的、非物理的、言語、老若男女、国、性別、民族、コンディションを超えて誰もが参加できる万
博。
2） 宗教、人種、カルチャー全ての垣根を超えて各々の”平和”の意味を理解することができる万博。
世界中の人に”平和”とは何かを問うた時、その”平和”の形は各々違っている。皆平和を願ってい
る、しかしその意味が違うから争いが起こる。各々の”平和”の意味を理解し理解することはできない
だろうか？無宗教の人が多く、中立の立場に立つことができるのは日本の特徴。中央集権の時代が終わ
り、より個人に focus されていく時代において。各々を理解していくというのは自然な流れ。各々の”
平和”の意味を考え、理解し時代を前に進めることはできないだろうか。
3） 新しい幸せの形/xx 主義を提示し、未来の人類のあるべき姿を見せる万博。
資本主義である限り資本が強いことが主となる。そうすると中国や米国を follow していくことにな
るが果たしてそれが本当に幸せにつながっていくのか？幸せの再定義をし、それにあったスタイルを
追求することによって Post 資本主義が見えてくる。

1） 誰でも心地よく参加できるインフラ。
非物理的参加方法: VR、遠隔ロボット、テレプレゼンス
物理的参加方法(特に高齢者や身体に問題がある方): 近距離タクシー(WHILL)、動く道、動く展示場
言語: Google 翻訳、
他: LGBT、宗教を考慮したものなど
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の整備や、アグリゲーターの育成を進める。

弁護士（シティライツ法律事務所）



以上の流れを促進するための基本法、特別措置法などを整備する。



国家戦略特区や「スーパーシティ」、規制のサンドボックス制度のみならず、万博という実験の場や

水野 祐氏

SDGs のその先のビジョンを実現するためにふさわしい、規制の「最適化」を実現する適度な余白と
弾力性のある規制・ルールを設計する。





AI、センシング技術の活用による移動・交通、宿泊などの最適化



大胆な公民連携・PPP

以上の社会システムのアップデートを実現するための研究者、技術者、実務家で構成される専門チ
ームを組成し、具現化チームと併走させる。



その他、個別のコンテンツとして、以下のものを期待しています。




歴史上、例を見ない（他国が経験したことのない）急速な少子高齢化を迎える文明国による、社会システ

最先端技術のショーケース


ム（法・ルール、社会保障など）とマインドセット（新しい信頼、社会契約など）を維新する挑戦と、そ
のビジョンを世界に散種するためのチャンスと捉える姿勢を期待します。


島国として、分断されずに時代の変遷とともに蓄積されて存続しているという連続性のある歴史、
伝統、文化を見せるデジタル・アーカイブ

2025 年の時点において、中国やエストニア、ドバイなどですでに実現されているテクノロジーや、他国



マンガ・アニメ・コスプレなどのポップカルチャー

ですでに提唱されているビジョンを提示して世界を落胆させるのではなく、従来と異なる大胆なビジョ



言葉で言い尽くさず行間（言外の意）も含めたコンテクストを表現する非言語的感覚や共感覚、
「余

ンとそれを支える社会システムを実験的に導入することで、世界に新鮮な驚きと気づきを与えることを

白」
「間」を意図的な活用した表現


期待します。


ビジョンを具現化させる、選りすぐられた（大企業ではなく）スタートアップ企業、研究機関による

和食や発酵食品などの豊かな食文化

今年、大阪で開催される G20 からの流れのなかで、SDGs を更新していくことを期待します。


SDGs 達成の具体化（取組みや街全体）。



SDGs の先のビジョンと指標、それを支える社会システムの提示。



GDP や金融中心の資本主義ではない、より長期的な社会や環境の持続性と経済の両立する社会や豊か
さの指標の提示



大阪万博の離散的なビジョンを具現化する、会場計画やインフラ整備を実現していただきたいですが、
インフラ整備とその実現に不可欠な社会システムの再構築・提示は時間を要するため、コンテンツの議
論と並行して、早期に議論を開始していただくことを期待します。



個別のプロダクトのショーケースをコンテンツとするのではなく、超少子高齢化を前提とした日本型ス
マートシティや健康共創社会、ウェルビーイングのビジョンの具現化と、その具現化を支えるインフラ
や社会システムを、街におけるアクティビティその他、街全体で見せていくこと、そのようなビジョンや
ルール、指標を世界に向けて発信していくこと、を一番の目玉コンテンツとすべきと考えます。


国家、組織など、従来の境界を前提とした仕組み（社会保障など）
、ルール（法律、契約など）
、そし
て、それを支えるマインドセットを、金融資本主義ではなく価値共創の観点から矯正・再構築する。


中央集権的なアプローチではなく、非中央集権・分散的なアプローチを一部導入する。



所有権、著作権、個人情報保護・プライバシー権など、現在の社会を構成する基礎的な権利や法
概念を、排他的独占権から、広くアクセス可能性を高め、利活用・共有を促すための利用権（＋
収益が生じれば還元する報酬請求権的なアプローチ）へと転換する。



特に、データ駆動社会を支える個人情報・プライバシー領域については、EU の GDPR における
「データポータビリティ」の議論を参照し（Interoperability を確保しつつ）
、各情報をプライ
バシーの程度により精緻にグラデーション化したうえで、個人が保有する所有財として側面か
ら共有財として側面を強調する。
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匿名化技術の進展に合わせて、いわゆる「情報銀行」や「データ台帳」などのプラットフォーム
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の場における新しいシステム作りやルールメイキングにつなげていけるのではないか。

慶応義塾大学

医学部教授



今まで、データは所有財であるという感覚が強かったが、今後の社会の中では、共有財、公共財という側
面でデータを考える必要がある。例として 1 名の患者のデータを 1 万人に加えることで、1 人は実態に基

宮田 裕章氏

づいたより高い価値の医療を受けることができるし、1 万人もそれが 10 万、100 万と増える中で全体と
しての価値を更に高めることができる。データの取扱いや考え方についての整理を進めるべきである。



世界各国が一堂に会することを利用し、万博の場で新しいルールを作ったり、来るたびに異なる体験が
できる仕組みを整えることができればよいのではないか。万博に対する来場者の関心はそれぞれ異なる



日本人が集まって日本の話をすると、日本の産業振興、日本の将来といった、日本目線の話になってしま
う。日本目線だけで語っても、世界には通用しない。日本目線を踏まえて、世界に向けて何を打ち出して



と考えられることから、様々な層に訴求することができる仕掛けづくりが重要である。


各国間のコーディネートをどのように進めるのかが重要になる。これまでの万博では資金に限界がある

いくのかという視点が重要になる。大阪・関西万博では、ドバイ万博の「Connecting Minds（心をつな

途上国を中心にホスト国がサポートすることが多かったが、規模の大きな国々とも共創を行うことも重

ぐ）
」というコンセプトの次の世界を打ち出すことができればよい。
「心がつながった後」の社会について

要だろう。例として、中国は、他の国では不可能な、あらゆるプライバシー情報を取得し、信用スコアと

検討していくことができればよいだろう。

いう一元的な価値軸を作り上げているが、その価値軸に日本の持つ多様な価値軸を組み合わせていくよ

将来における持続性を検討しながら、新しい価値を作っていくことができればよい。SDGs は「いのち消

うな取り組みをすることができれば面白いのではないかと考えている。異なる価値のぶつけ合いや、コ

さない」を目標にしたものであると考えている。SDGs のその先として「SustanableShared Values(SSVs,

ラボレーションを日本が開催国として促していければよい。

スライド参照)」を提案したい。SSVs では Health and Wellbeings など SDGs と同様のカテゴリ設定を行



参加国同士をコーディネートし、価値の共創を促すことによって、来場するたびに会場内が変化してい

う方針で良いと思うが、
“妊産婦死亡率の軽減”という途上国を軸にした minimal な目標だけではなく、

くような仕組みを作ることができれば面白いだろう。開催までは日本と各国のコミュニケーションが中

“魅力的な生き方が自然に健康につながる”、
“病気や格差が、人生の障害とならない”などの新しい豊か

心にならざるを得ないが、開催した後は各国間でシナジーを作り出すような仕掛けが作れれば面白い。

さを検討する軸も必要になる。
「いのち消さない」の先の「いのち輝く」を追求し、世界と対話をしてい
くのが日本が目指すべき一つの形なのではないか。
「Sustanable Shared Values」は SDGs の次の平和と
経済の行動規範になり得るものである。万博の期間中に、
「いのち輝く」について皆で考え、一緒に作り、
提言をしていくことができればよい。価値の共創によって、新しい社会を築く。
「令和の先」を切り開く
ことができるだろう。


シリコンバレーでは見ることができない GAFA、中国が知らない中国を体験できる万博にすることができ

超高齢化、少子化、人口減少、
、
、日本は未来を標榜しなければ先がない国である。ただこの危機は近い将

ればよい。今までは、パビリオンの展示内容は各国に預けていたと思うが、開催国として各国と積極的に

来アジアや欧州諸国にも到来するものであり、日本の状況を mirror of future として世界に位置づける

コミュニケーションをして一緒に展示を作ってほしい。

ことは説得力がある課題設定である。日本が国全体で２０２５年までにモデルケースを作りながら、世







大阪の再開発プロジェクト「うめきた２期」は万博とコンセプトを連動させながら、万博の約一年前に開

界の未来の一端を見せる、あるいは各国と共創してそれぞれの地域の未来を見いだすことは意義がある

業する予定である。関西の様々なデータを使ったプロジェクトと連動しながら、今からデータを集め、万

と考えられる。そのような過程で築いたネットワークやコミュニティは大阪・関西万博のレガシーにな

博開催時に集めたデータと合わせて利活用し、レガシーとして価値を高めて後世に残していくことがで

るのではないか。

きればよい。

これからは「価値共創社会」になると考えている。アラブ地域に象徴されるような石油資源社会から、デ
ータが中心の社会に移行しつつある。金融分野をはじめ、データでビジネスが大きく変化している。中国



万博は大きなチャンスである。世界の人々が日本を訪ねてくる。彼らが知らなかった日本の魅力に気付
かせることができる。このチャンスをしっかり使っていただきたい。

では、社会信用がデータを用いたスコアとして算出される社会になっている。そのスコアが子供の進学
先にも影響するなど、貨幣に代わる新しい評価基軸が生まれつつある。これこそがポスト資本主義の一
つの形だと考えている。


データを企業（GAFA モデル）や国家（中国モデル）が独占するのではなく、共有分散させながら、新し
い価値観を作っていくような取り組みが、G20 の大阪トラックから始まっていくと考えられる。その時に
日本として、どのような将来構想を描くかが重要である。G20（大阪トラック）から万博が開かれる 2025
年まで、データ管理のルールづくりに関するイニシアチブを日本が取ることができる。省庁間で上手く
連携し、その間に開催される国際会議などとつなげながら、万博までの流れを作ることができれば、万博
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国立大学法人九州大学

MaaS のような移動手段の発展、日々の健康管理と予防医療の関係、学習情報を活用した新しい教育シス

理事・副学長

安浦 寛人氏

サイバー空間と物理空間の連携(CPS)を体感できる展示や企画をふんだんに入れて欲しいと思います。
テムなど身近な生活の変化を体験させる企画が良いと思います。



科学技術が文化とどのように調和すべきかを体感する企画も必要です。日本が人類史を変えたと言って
も良い日本語ワープロの発明の歴史を紹介するなどして、文化に技術を合わせるか？技術に文化を合わ
せるか？という問題を来場者にしっかり考えてもらうようなコンテンツを準備して欲しいと思います。



SDGs は今の時点での課題の羅列であり、5 年先のものではないので、日本版のダボス会議のような議論
を国際的かつ学際的に始めて、2025 年における人類の課題を 3 年後くらいを目処に提示してはいかがで
しょうか？



万博の計画や運営に対する市民の意見を取り込む仕組みを、新しい『民主主義』のあり方の実験として計
画してはどうでしょうか？情報通信技術を用いた投票や意思決定、異なる意見同士の討議と集約など、



是非やって欲しいこと：世界の現状を正しく伝える場とすることです。ハンス・ロスリングの

そのまま社会への導入を考えた試行をやることも考えられます。

「Factfulness」で示されているように、世界の状況は過去 5 年で大きく変わりました。しかし、政治家
や経済界のトップ、教育界の指導者など指導的立場にある人も含めて、先進国の人々の世界の現状認識
は、大きく偏っており、それが政治や経済、医療や環境問題など社会の意思決定に大きな問題を産んでい
ます。1970 年の大阪万博から 55 年たって開かれる今回の万博においては、この 50 年間で世界がどのく
らい『良く』なったか、病気や貧困がどのくらい克服され、戦争やテロ、災害などによる被災者がどのく



らい減ったのかを明示し、市民一人ひとりの日常の小さな努力により、人類が成し遂げてきた着実な進
歩をデータを正確に伝える場にして欲しいと思います。その上で、SDGs なども含め我々が今後達成する

界に広く対策案を公募し、会場を実証実験の場とすべきです。


べき目標に対するロードマップや可能性を示し、若い世代や子供達に現実的な『明るい未来』を見せる万
博にして欲しいと思います。




災害対策やテロ対策も実対策と社会問題解決とが全く一致した課題だと思います。企業や大学への提案
募集をして、部分的にでもその仕組みを公開することは大きな社会的インパクトになると思います。



世界を複雑系として捉え、一面的な見方をせずに、多面的な事実データを元に、多様な意見を踏まえて社
会的な決断がなされる『新しい民主主義』のあり方を示す場にして欲しいと思います。そのために、情報

待ち時間問題は、MaaS の問題そのものです。解決策を提示することは、必須の課題だと思います。産業

会場全体のエネルギー消費は来場者に実時間でフィードバックし、その行動の変化を運営に活用して、
次世代エネルギーマネジメントの実証実験とすることも考えられます。



インフラ自体を日本の社会インフラの再構築の場と考え、これまでの『失敗は許されない』という考え方

通信技術の上に構築されたサイバー社会のあるべき姿を、それぞれの市民が考え且つ体験する場にして

だけでなく、運営中にもアジャイルに変更していくインフラ開発の取り組みとすると社会的な意義が大

欲しいと思います。

きいと思います。

偏ったステレオタイプに基づく世界観を伝えないよう、一部の社会運動や企業活動の主張に基づく偏っ
たデータの提示や未来予測に対する宣伝の場としないことが重要です。DNA 編集、原子力や地球温暖化な
ど、様々な意見が対立する問題に対しては、一面的な見方だけの提示にならないよう、事実として確認さ
れた事項をしっかりと明示し、社会的に受け入れやすい予測だけでなく、異なる科学的な意見や予測も
併記して、来場者一人一人が考えるための材料を提供とする場にすることが、人類史に対する大きな貢
献になると思います。



科学技術と文化・宗教などの関係を世界に問いかける場とするための工夫も必要であると思います。人



計画から実施、実施後の活用まで含めて日本社会（ひいては人類社会）の新しい構築・運営の試行と考
え、万博後を含めた持続的な活動ができる組織体制を構築することが大きなポイントであると考えます。

文社会科学の役割、特に『哲学』の役割を問い直す場となれば、社会の大変革期において人類史上極めて
重要な役割を果たす万博となると思います。特に、西洋哲学の流れだけでなく東洋哲学やインド哲学の
流れと東アジアに重点を移しつつある世界経済の関係や世界の宗教対立と科学技術の調和など、日本で
しかできないような問題提起を入れられれば素晴らしいと思います。


今回の万博で収集する様々な情報やデータを継続的に管理し、オープンデータとして活用する仕組みを
構築すれば、人類の大きな資産を作ることになると思います。
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国 立 研 究開 発 法 人土 木 研究 所
水 災 害 ・リ ス ク マネ ジ メン ト 国際 セ ンタ ー

セ ン ター 長

小池 俊雄氏



Society 5.0 の世界



データ統合・解析ステム(DIAS)などデータサイエンスの貢献



ポスト京などスーパーコンピューティングの貢献



SINET などネットワーキングの貢献



データ駆動型政策（スマート／コンパクトシティ、MaaS、気候変動適応等）の展開



科学技術と社会の共創



フューチャーアースが進める分野間連携、社会と科学の連携による co-design、co-producion

わが国の convening power を発揮できる分野を中心に〇〇ウィーク等を開催して、各展示主体が重視す



先端科学技術と人々の暮らしをつなぐファシリテータとその支援情報システム

るテーマ、
展示内容と有機的に連携させて、参加者がサイバー空間と現実空間の高度な融合（society 5.0）



仮想体験に基づく環境、防災・減災行動の支援

を体感しつつ、
「いのち輝く未来社会」をともにデザインする場にして、６か月間の開催期間全体を体験



仙台枠組み、SDGs、パリ協定

型国際会議期間とする。



それぞれのターゲット、指標、目標の達成状況



各国、各地域、各セクターの取り組み

る。



防災・減災対策

SDGXX ウィーク（SDGs 策定 10 年）
、気候変動ウィーク（パリ協定 10 年）
、生物多様性ウィーク、地球観測



環境、健康に重点を置く日常的対応から、災害に対する非日常対応へとシームレスに移行できるシステ



環境



1972 年の国連人間環境会議以降、40 年の歳月をかけて議論を熟成して、2012 年のリオサミットにて SDGs
の策定を決意し、2015 年に合意された。これは 1970 年万博以降、我が国が歩んできた道のり（環境汚染
の深刻化と克服、気候の変化の認識と対応、生物多様性の喪失と保全、地球観測の確立と利用）と一致す



ウィーク（GEO 設立 20 年）等をシリーズで開催する。

ム構築。


ハードは特に液状化、津波、高潮、強風、落雷対策の強化



防災・減災



予警報システム、避難誘導計画立案、訓練（特に国外からの展示、来訪者）の実施



1970 年万博以降、我が国は幸いに比較的災害の少ない期間を経験し、飛躍的な経済成長を遂げた。その



標準的な応急対応手順書（SOP：Standard Operation Procedure）の策定および訓練の実施

後、阪神・淡路大震災、東日本大震災、頻発する大規模水災害を受け、安定経済成長化においてレジリエ



環境

ントな社会づくり取り組んでいる。その間、横浜、神戸、仙台にて３回の国連防災会議を開催し、兵庫枠



海陸風の特性を踏まえ、風の道に考慮した建物設計

組み、仙台枠組み等の国際目標づくりに貢献した。



高度な資源循環型（ゴミ、水、エネルギー）システムの導入

開催期間中、南海トラフ地震・津波想定、伊勢湾台風クラスの災害が発生しても、国内外の来訪者の命が



健康

守られ、復旧、事業継続できるシステム（構造物、予警報、避難、救助、訓練を含む）を実装し、そのシ



介護支援と施設が一体となったバリアフリー環境の実現



ボランティア活動の質的、量的活性化。



ステムそのものを展示とする。来訪者が。守られていると実感できる取り組みが必要。


防災・減災ウィーク、もしくは防災・減災月間（９月）を設定し、防災推進国民大会の国際拡張版を開催
し、事前投資（大阪防潮堤）
、Build Back Better（阪神・淡路大震災復興）などの近隣事例も組み合わせ
て国際的な普及・啓発を行う。



健康



少子高齢化のフロンティアに立つ我が国において、医療や介護が必要になっても、高齢者が輝きをもっ
て活動を継続できるできる社会づくりが必要。

061

062

国 連 開 発 計 画 （ UNDP）

駐日代表

近藤 哲生氏



万博具体化検討会委員の構成が圧倒的に中高年の男性に偏っているため、女性や若者などもっと幅広い
層を入れることを期待したい。未来像を描くには、現在、役職に就いている人から選ぶという発想から脱
却し、既存の枠組みでは存在感の薄い層の声を積極的に聞く必要がある。その意味では、経産省内部でも
万博に向けて若手のワーキンググループを作るのも一案かもしれない。



万博に関する会議はなるべくペーパーレスとし、運営期間中から環境負荷を下げられないものか。タブ
レット端末の使用や事前のメール配信などで、大幅に紙の廃棄を削減できるように思う。



達成期限まで残り 5 年となる 2025 年時点においては、SDGs 達成を現実のものとすべく、推進策をさらに
加速しなければならない。万博は、2025 年時点での進捗状況を認識し、達成に向けて一人一人が取り組
むことを推奨するような内容であることを期待。



特に喫緊の課題である気候変動を食い止める持続可能な社会像やテクノロジーの提示。



SDGs の精神に鑑み、多様性を尊重する内容となっていること。特に、すべての国や文化の人々、女性、
すべての性的指向・性自認の人々、子どもや若者含めすべての世代など、多様な人々ひとりひとりの力を
引き出すような未来社会の提示。



SDGs の各目標の中でも特に進捗が遅れている分野での解決策やその相互関連性。



SDGs の次の世界の共通目標に関するもの。



実現は困難で独創的なアイディアが必要だが、ひとたび実現すれば大きなインパクトをもたらす大きな
理想ともいうべき「ムーンショット」目標やそれを使った未来の社会像。SDGs 達成には、現場からでき
る改善策を積み上げるフォアキャスティング思考ではなく、未来のあるべき姿から逆算して現在すべき
ことを考えるバックキャスティングが重要と言われている。



「誰も取り残さない」精神に鑑み、来場が困難な人でも万博を体現できるような仕組み（V R やアバ
ターを活用した参加方法など）
。
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国連
グローバル･コミュニケーション局アウトリーチ部長 / 広 報 セ ン タ ー 所 長

マ ー ヘ ル・ナ セ ル 氏 / 根 本 か お る 氏



万博のような多くの人が集まるイベントを、単なる気付きの場としてだけではなく、将来のアクション
のための場にしたいと思っている。アクションは国連のためのアクションでない。人類の未来について
のアクションである。国連がパートナーとして関わり、そこに導けるように協力したい。国連システムが
持つリソース等を使い、万博がそのような繋がりを持てるように支援していきたいと考えている。



万博をどのように面白いものにしていくのかということについて、万博は２０世紀の遺物であり、もは
やイノベーションや新たな産業の場ではなくなっているとする声もある。しかし、まだマーケットは存
在し、いくらかの勢いもある。ドバイ万博ではコンサートを予定している。また、
「Ｍａｊｌｉｓ（議会、





国連としては、万博等の大きなイベントをチャンスとして捉えている。ニューヨークの国連本部に来る

集会を意味するアラビア語）」も開催予定である。スクリーンの技術を使って、様々なアクティビティを

人々でもなく、現場で実際に援助を受けている人でもなく、平和維持活動によって保護されている人々

予定している。エンターテインメントのパッケージを作って、人々を魅了できるかが重要となる。参加国

でもない人々に対し、どのようにマルチラテラリズムの大切さや、国連の活動を見せるのかが重要とな

がそれぞれ何を提供できるのかも重要になる。Ｚ世代（１９９０年代後半から２０００年生まれの世代）

る。

や、２０２５年の、何世代なのかわからないが、そうした若い世代を引き付けることを考えなければなら

我々が考えなければならない世界の優先課題の一つは、ＳＮＳ上のヘイトスピーチによって増幅された

ない。

孤立主義や国家主義の台頭である。我々人類を前進させるのではなく、後退させようとしているもので





各国がそれぞれのスペシャリティを展示しようとするだろう。万博は商業的なものである。万博は、基本

ある。こうした中で、多元主義の利点を示すことが重要である。ＳＤＧｓはその重要な利点の一つであ

的には、各国がそれぞれの国の産業や観光をアピールし、人を呼び寄せる場である。それが万博の原点で

る。ＳＤＧｓは国連が創設されて以来、最も野心的で包括的なアジェンダである。国連憲章は平和な世界

あると思う。しかし、同時に、それぞれの国が、国同士の友好関係を展示するために、協力し合う場でも

を作ることを謳い、地球のために協力して取り組むとしている。しかし、それをどのように実行するのか

ある。大阪・関西万博のイノベーションやコ・クリエーションというコンセプトは一つの手法であると考

は記載されていない。だからこそ、１７のＳＤＧｓの目標と１６９のターゲットは国連憲章推進のため

える。一つの国が、自分のパビリオンを誇示するのではなく、複数の国が共有するパビリオンで、国同士

の世界規模のプランなのだ。

の協力のメリットを展示することができれば、今までにないアイデアであり、本当の意味でのコ・クリエ

ＳＤＧｓの観点から、万博やオリンピック、ワールドカップ等といった大きなイベントに関与するとい

ーションになるのではないかと考えている。

うことは、単にＳＤＧｓについて、話をし、展示をするというだけではない。国連が規模の大きいイベン



トに関与する際、どの程度、サステイナビリティを計画の中に盛り込んでいるかが重要である。単にその

単に各国が独自性を展示するのではなく、
「異なること」の価値や、協力の重要性を見せることができれ
ば、よい結果を生むだろう。

イベントがＳＤＧｓを支援するというだけではなく、ＳＤＧｓの要素をイベントの計画と実行に織り込
むことが重要である。


ＳＤＧｓの１７のゴールは、国連の計画ではない。市民が交渉や議論に加わり、世界の首脳が承認した、
グローバルな計画である。政府の力だけではＳＤＧｓは達成できない。産業界や学会を始め、全ての人が
達成に向けて参加をしなければならない。







今の段階で、
「２０２５年に最先端であろう」と考えていることが、実際には陳腐化しているかもしれな

万博は、実際にＳＤＧｓの達成に向けた取り組みを見せることができる場である。ドバイ万博において

い。変化のペースが想像以上に速くなっている。今、想像する２０２５年の万博は、これからの６年間で

も、我々はベストプラクティスを示している。ドバイから５年後の２０２５年、我々はどのような立場に

全く古いものになっているかもしれない。１０年前にはＶＲもＦａｃｅｂｏｏｋも３６０度動画もなか

置かれるのか。ＳＤＧｓの達成に向けて、取り組みを加速しなければいけないのか。様々なことを考えな

った。大阪まで、実際に足を運ばなくても、デバイスの接続を通じ、大阪・関西万博をどこからでも体験

がら、大阪・関西万博の計画を立てていく必要がある。

できるようになるかもしれない。

来場者には何を求めるのか。彼らは会場で単に学ぶだけになるのか。それとも関与をしてもらうのか。相
互コミュニケーションによって、万博を、単に美術館や博物館のような展示を見て、帰っていくという場
ではないものにすることができる。参加者に何をしてもらうのか。大阪・関西万博はＳＤＧｓのための万
博であると聞いている。いかに、来場者にコミットメントやアクションを胸に抱かせて会場を後にさせ
ることができるのか。大阪・関西万博が目標とする２，８００万人の来場者がそれぞれ胸に抱けば、それ
だけの新しいソリューションが生まれる。これはまさに、我々がドバイ万博について話していることで



国連という組織についての説明や、国連のアジェンダについて広く人々にアプローチできるイベントや
活動には、広く関与をしていく方針である。

ある。従来型の万博を超えられるか。ソリューションのための万博であり、ソリューションのためのアク
ションでもある。
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名古屋大学減災連携研究センター

教授

西川 智氏



長寿健康社会を支える様々な生活(食品、医療、健康、教育)にかかるソフトと製品群。



大都市への急速な人口増に伴う様々な社会問題を解決した日本の都市・建築・住宅にかかる技術。
「ウサ
ギ小屋」から脱却し、外国人が競って購入するようになった日本の集合住宅の技術。



高密度な都市で人の流れをスマートに制御する技術。渋谷のスクランブル交差点だけが日本のミラクル
ではない。大都市の通勤電車、最短 3 分間隔で発車する東海道新幹線、高層ビルのエレベーター、わかり
やすいピクトグラムなど、日本は高密度社会だからこそ発展させた「高密度人流」を混乱無く誘導するソ
フトと技術が豊富であり、それを万博会場で実地に見せるべき。



日本の鉄道駅が、日々の電車運行を止めずに改良し変貌を遂げてきている様を見せるべき。



多くの途上国では、これから 10-30 年間の間に、大都市改造を迫られる、そこでは、まっさらの土地にニ
ュータウンを作るのではなく、生きながらの都市を機能更新することが切実に求められている。



世界一安全で安心な長寿大国日本の高品質な生活スタイルを世界各国に周知すること。



1940 年代から現在までの日本の大衆の生活がいかに質的に向上し、そのことが長寿化に結びついたかを
世界各国に周知すること。それには、食生活の改善、住生活の改善、国民皆保険制度の確立、医療制度の
改善、防災への取組み、交通安全の取組み、都市の改造、等々を含む。



高性能センシング技術を用いた来場者個人の属性把握とそれを元にした誘導情報の適応によるマスの人

これらは、世界の多くの途上国や中進国が手本とすべき見本であることを周知すること。

流制御システムの実用化により、人の混雑や滞留を防止し、スムースな誘導システムを実用化し、来客が

それらが、単発の技術で解決したものではなく、様々な社会問題を解決するための諸制度や日本の文化

我慢できない混雑を防止すること。スマート人流制御システムの実用化が出来ると良い。

と組合わせられることにより実現したことを周知すること。






現在の日本が少子高齢化や人口減少に向かっているからといって、そのことは、現在、人口増、特に大都

屋外空間の微小気候制御技術、緑陰やドライミストや日陰を組み合わせて、低エネルギー負荷で大型空
間や屋外空間の、暑さ・寒さ・湿度の制御が出来たら面白い。

市での急速な人口増に直面している多くの国々にとっては,関心事ではないことをよく認識し、対外的に



指向性ホーンアレースピーカーを用いた、屋外空間の音の制御や情報伝達の実用化。

発信すべきことと、日本国内向けに言い訳することとを、しっかりと峻別して、海外からの来客者にみせ



上記を組み合わせて、大規模空間や屋外空間を、物理的に壁で仕切ることなく、人流、気候、音、香りな

ること。


関西万博は、誰を主観客とするか、ターゲットを明確にすること。内向き志向はやめるべき。



前回の大阪万博は、年齢構成が若い日本国民向けに、夢をみせることが主目的だったと思うが、今回の大

ど生身の人間が 5 感で感じるアンビエンスや空間の雰囲気を制御してみせること。

阪万博は、日本のソフトパワーやそれに裏付けられたサービスや製品を世界の若い市民にみせて、この
高品質な生活スタイルへの憧憬を喚起することに焦点を当てるべきと考える。


日本の乳幼児向けの高品質の製品や子供用品や教材をハイライトすること。



(日本の乳幼児死亡率は、他の先進国と比較しても低いことをよく提示し、それがなぜ実現できたかをみ


万博の会場は、防災上非常に条件の悪い土地であるので、万博施設跡地は、絶対に住宅にしてはいけな
い。

せること、母子手帳、保健所での指導など)



万博開催期間中に、大型台風や南海トラフ地震が発生した場合の人命救助計画を立案しておくこと。

これらを通じて、1940 年代から今日にかけて、劇的な生活の質の向上を実現した日本の仕組みやライフ



日本の大都市がどのように「活動しながら変身」してきたかを見せると面白いのではないか。

スタイルについて、現在、急速な大都市人口の増加などに直面し、様々な社会問題に悩む世界各国からの
来客者に提示し、日本への憧れを演出すること。


古今東西、様々な欲求を満たした後に、人々が贅を尽くしてでも求めるものは何か？を踏まえて、万博の
演出を企画してみてはどうか。青壮年層を対象とした健康長寿への道筋を示し、関心を惹起すること。



日本が恒常的に貿易赤字である相手国、フランス、イタリア、スイスから日本人は何を買い続けているか
を踏まえて、では、これから経済成長する国々に対して、日本が比較優位をもって長く「売る」ことが出
来るものは何かを意識した企画にしてはどうか。
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以上を SDGｓに合わせて整理して見せれば良いと思う。

068

東京大学

教授

池上 高志氏
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人類の新しいユートピアを語る。



総花的なものはやめる。



アンドロイド



VR/AR コンテンツ



南方熊楠の業績



会場に来なくても体験できるリモート万博の設備



リアルにやる場合、全員に GPS を配って迷子をなくす。

070

ソニービジネスソリューション株式会社

佐藤 哲也氏





前回万博での課題提案の結果、何が変わりどう進歩したか。その上で未来をどう考えるか



会場内設備だけに頼らないコンテンツ、つまりどこからでも参加できる等



各分野とも参加者をはじめとした知恵の集結によって、開催中も開催後も進化するもの



日本独特の制限から生まれるイノベーションを信じたい面もあるので、コンテンツに関しても、つまら

若年層がなにかの“きっかけ”になる万博であってほしい期待

ないものにならない程度に、普段以上に展示側にルールや規制を設けても良いのでは

(大阪府や内閣府、新聞社、テレビ局、各企業などの意識調査と私見による)
・万博に興味がある年齢層に大きな隔たりがある(と感じている)
・自分の周囲で万博に情熱的である人は、40 代から 50 代以上が多い(気がする)
・大きなアミューズメントやテーマパーク的なお祭りと思われがち(とよく聞く)
・私自身、幼少期の万博における原体験がきっかけで人生の指針が決まった一人



・若年層にとって万博が将来に向けてなにか 1 ミリでも動き出す“きっかけ”に。

待ち時間に関しては、過去事例より最難関課題の一つの認識があります。予約システム、混雑予測、Maas
などの見識を日本の産業界に限らず世界に広く呼びかけ、万博が社会基盤システムの実験場または成果
発表の場のひとつであってほしい。多くの入場者数を獲得しつつも、行列が発生しない万博というもの



幅広い世代が活躍のチャンスとなる期待

を見てみたい。SDGs の概念や社会問題解決にも大きく貢献する技術となるはず。

・上記の年齢問題や、国際的イベント、かつ大規模のため、展示側も「失敗できない」
・ゆえに、経験豊富な人材、つまり大御所を重用しがちな傾向にある



建造物に関しては、以前から指摘のあるように、見栄えはもちろん、徹底的に利便性及び撤去や可搬性を

・一番理解しやすいのが、プロデューサーやクリエーターという職種など

重視したものであるべき。ただ、過去のお約束どおり、1.解体せずにそのまま利用し続ける、2.解体容易

・しかし、新進気鋭の若手がチャンスを掴んできた場でもあるのは事実である

な仮設性、3.移設前提、4.無駄のない資材の再利用は当然として、それ以外のもっと新しい価値創造はで

・若年層、中年層、ベテランなど様々な層が活躍する、またはそのチャンスを与えるべき

きないものか。



組織、団体、国家など既存フレームワークを超えた取り組みへの期待

・理念や実情を鑑みて、各企業や各国家単位での出展は然りで、決して悪ではない
・しかし“万博のあり方”は、常に変化を要求され、かつ変遷し続けている
・組織や団体、ひいては国家の枠を超えた取り組みがあるべき
・実際、私も共創をする目的とした部署に所属し、難しい実情の反面イノベーションはある
・極端な話、競合企業が手を取り合い、新しい課題解決をする場でもいいのでは
・2025 年において“共創”という言葉自体が存続しているか不明だが意識すべき概念
・同様に、国内において関西以外の各地域のフレームワークをいかに超えるか


明確な成果への期待

・昨今は万博の定量的な成果にフォーカスされがち。入場者数、経済効果、インフラ整備等々
・
「いのち輝く未来社会のデザイン」の本質的かつ定性的な大きな影響を及ぼす目標を望む
・極端な例で、課題解決に向けた宣言や協定、国際条約締結までの本気度があっても良いのでは
・また社会課題に対しての解が、閉会後いかに活かされていくかを定点的に観察できる仕組み
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〔これから〕

大阪府立大学

准教授

武田 重昭氏

地形と植生の自然基盤（＝大地）の創造 → インフラ整備 → 上物建設
※緑化や修景といった見せかけの自然ではなく、本物の自然をつくるプロセスに万博がエンジンと
して寄与する仕組みづくり
➋ 自然創生プランニングの挑戦
・世界からの参加を募り時間に挑戦する
〔造園界の経験〕明治神宮の森は国民の献木で 100 年かけてつくった自然
〔舞洲での挑戦〕埋立地に世界の人々と 5 年で創生する自然
・自然創生の技術確立
これまでの自然保護・再生技術に加えて、建設時から会期後の継続的なモニタリングで、自然を育て

➊ 万博というイベントそのものの価値を変えるプロセスを構築する
・レガシーという事後遺産の形成だけでなく、準備のプロセスそのものを目的化する
・リーダーシップ型からフォロワーシップ型のイニシアティブへの転換
➋ 大阪・関西の将来への期待を高める

るための技術を確立（愛知ターゲットの達成にも寄与）
・ランドスケープ・インフラの創出
自然とインフラが一体となった環境基盤を整備（グリーン・インフラの進化形）
進歩する自然環境

・会場内のパビリオンを巡るときだけではなく大阪・関西での一連の体験を万博と捉える

経年劣化に対する時間を価値に変える技術＝時間が経つほどよくなる都市インフラ

・国内はもとより世界から訪れるすべての人に大阪・関西がこれからも持続可能でさらに魅力的になっ

大阪・関西の風景を会場に生けどる借景の手法

ていくことを実感してもうことで都市に対する信頼や期待を高める
➌ 準備段階からすべてのプロセスへの参加
・「万博に参加する」から「万博を開催する」という自負心を育てる
構想-計画-設計-施工-管理-運営の全てのプロセスでの Co-Creation を実現
特に万博前と後のステップを重視
➊ 科学技術を展示する博覧会から生活文化を共感する博覧会へ
・科学技術による驚きだけでなく、それらを通じた豊かな暮らしを世界中の人々が実感し、各国の文化に
照らし合わせた行動につなげるための体験を提供する
➋ 会場そのものを都市の持続可能性を高めるための新しい土地の風景（ランドスケープ）に
・保護や再生だけでなく新たにつくり出す自然を見せる
・消費の場としての都市を支える生産の場としての大地（地形＋植生）をつくり出す

会期前から世界の人々のつながれる機会の拡大
市民参加手法の転換（モノの要求からコトの共創へ）
施工段階での積極的な参加で会場（土地）への愛着を育む
I LOVE 型ではなく I AM 型のコミュニケーションデザイン
廃棄物などを用いて誰でも気軽に参加できる機会が社会的意義を持つように工夫
・大地の造形への参加

・大阪・関西の都市活動を支える環境循環型の資源・エネルギーの生産拠点

70 年万博の森をはじめとするこれまでのレガシーから樹木を集める

・時間を価値に変える将来へ可能性をつなぐ技術

関西エリアの自然再生（尼崎 21 世紀の森など）のノウハウを結集
➍ 人のいる風景で魅せる会場デザイン
・技術を展示するのではなく生活の豊かさを体感する会場へ
ベースとしての環境の上に人々の活動がのることで魅力が増す風景を演出

➊ 建設プロセスのイノベーション

人の営みがあることで環境の価値が増すデザイン

・50 年のプロセス
〔1970 万博〕①自然丘陵地 → ②造成 → ③会場建設 → ④自然再生
〔2025 万博〕①埋立地 → ②自然創出 → ③会場建設 → ④自然育成
・5 年のプロセス
〔これまで〕
2 次造成・インフラ整備（土木）→ 上物建設（建築）→ 緑化・修景（ランドスケープ）

➎ 夢洲以外も含めた大阪・関西会場の整備
・Band Park（バンパク）の整備
既存の公園緑地を活用した効率的・効果的な環境のネットワークを実現
パークコネクターやグリーンウェイと呼ばれる歩行者・自転車専用道で連結
会場内にいる時だけが万博ではなく、移動も含めた一連の体験を演出
・舞洲から大阪・関西への波及効果
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環境共生・資源循環・エネルギー再生による新しい「都市の肺」としての機能
消費の場としての都市と対になる生産の場としての機能
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株式会社ワタナベエンターテインメント

中川 翔子氏

東京 2020 でも同じですが、万博でもバリアフリー対策を万全に行っていただきたいと願っています。障害者
の方が、一人で会場まで行けて、一人で安心して会場内を移動できる手段・方法を考えられたら、誰もが楽し
める万博となり、テクノロジーの象徴となるのではと思っています。



これまでの万博の歴史でもあったように、テクノロジーの進化を期待します。日本各地から大阪への利
便性の向上や、翻訳機などコミュニケーションツールの進化を期待します。



ポケットモンスターがアンバサダーになっていたので、ポケモンやポケモン GO が、万博会場内に融合さ
れたら唯一無二の万博になるかと思います。



安全・安心の日本のテクノロジーの進化を見せるのが望ましいと思います。SDGs に掲げられている、安
全な水、住みやすい都市の開発など、日々の暮らしの中で感じやすい日本のテクノロジーを体感させる
コンテンツの提示をしてほしいです。



日本が誇るアニメ。アニメイターが実演しているところをみせるなど、実演のコンテンツは魅力的だと
思います。



和食は世界遺産にも登録されているので、もっと外国の方へアピールし、健康へつながるものとしてア
ピールできれば良いと考えます。



待ち時間をないようにするために、入場時間を区切ったパスを発行するなどが対策として出来れば良い
と考えます。



緑など自然が活用された会場が望ましく、天候の変化に備え、アプリで管理しシェアできる傘があれば
有効かと思います。SDGs の「気候変動に具体的な対策を」
「つくる責任つかう責任」の両方をクリアする
対策になると思います。



会場については、地震大国であるからこそ、地震対策のテクノロジーをきちんとアピールしてほしいと
考えます。また近未来的なデザイン・レトロ建築など、日本の建築の技術と歴史を融合させたデザインを
期待します。
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株式会社スクウェア・エニックス

三宅 陽一郎氏

079



万博開催だけでなく、その前後を通じた、盛り上がりを作って欲しい。



インターネット以後の万博として、デジタル空間における万博の同時開催。



大阪に来なくても、万博を体験できる VR の準備。



万博を契機とした関西の学術ネットワークの連携。



万博終了後も、継続的に社会に影響を与えられること。



子供が自然に科学、芸術に触れられる恒常的な施設の構築。



世界に未来のビジョンを提示する。



大阪のルーツを理解し、世界に対してどのようなメッセージを投げるかを考えること。



東京や地方でもサテライト会場があって参加した感覚がさまざまな場所で味わえるように。



スマートシティ構想の実現例としての展示。



これまでの技術・文化を総括し、次の技術・文化の姿を提示する万博であって欲しい。



テクノロジー、自然、人が融合した生活空間。



大阪が誇るライフサイエンスの取り組み。医療の充実。



特に、人工知能が埋め込まれた「場」の創出。



日本第二位のデジタルゲーム産業の集中区域らしい、エンターテインメント。



大阪を舞台とした携帯位置ゲーム。



会場全体をゲーム空間とした位置ゲーム。



AR を使ったバーチャルな空間としての会場。



万博を作って行く工程の可視化。建築の可視化。



未来の建築。情報科学と融合した建築。



人工知能の研究が集中する「けいはんな」の地域のロボット・人工知能技術。



立地が海上ということもあり、海上都市にちなんだベネチアや他の海上都市と連携したコンテンツ。



地震・津波など日本が受けて来た災害と、それに対する研究などの展示。



IoT デバイスなどによって、さまざまな計測がリアルタイムになされている、などの展示。



定点カメラで会場が出来上がっていく姿を見たい。



大阪がどのように世界とつながっているか、物・コト・情報の流れが可視化される。



YouTube, Instagram など、多様なメディアでコンテンツを展開して欲しい。



各国の言語がリアルタイムに他の言語に翻訳される仕組み。



障害のある方でも楽しめる多様なコンテンツ。



体験型のコンテンツがあると良い。



代替現実ゲーム＝会場の中をストーリー仕立てで見せて行く。



巨大な脱出ゲーム。



整理券の準備。ディズニーランドに似たシステム。



行列を作るにしても、行列中に見て楽しめるスクリーンなどを設置。



インターネットによる予約と確認。
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高速艇等の海上交通の活用について検討されたい。

関西広域連合長

井戸 敏三氏

万博では、国内外から多くの来場者が見込まれる。拡大する航空需要を関西全体で取り込み、関西経済の
浮揚につなげていくためには、関西３空港の活用を図ることが必要である。
また、徳島阿波おどり空港や、南紀白浜空港などの関西圏域に存在する空港の活用も図られたい。

○「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」のレガシーを万博につなぐとともに、万博のレガシーをその先
へとつなぐこと。
2021 年には、世界最大の生涯スポーツ大会「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」が、国内外から約
○大阪・関西万博の開催に期待し、関西全体で盛り上げたい。関西広域連合としても、積極的に参画していく。
「2025 年大阪・関西万博」の開催は、世界レベルのライフサイエンス分野の大学・企業・研究機関が集積
する関西の強みをさらに伸ばす機会である。
関西広域連合においても、関西のライフサイエンス関連の産官学が結集した「関西健康医療創生会議」を
設立し、様々な取組を展開している。
また、関西の厚みのある歴史や文化、多様な地域の魅力を国内外の人々に知っていただき、さらには交流
を通じて関西の活性化につながるものと大いに期待しており、関西全体で盛り上げていきたい。

5 万人の参加を得て、アジアで初めて関西で開催される。この大会は、生涯スポーツを通じて健康増進を図
ることを目的として開催するものであり、
「いのち輝く未来社会のデザイン」という万博のテーマにもつなが
る。
この大会を通じて世界に発信される生涯スポーツの意義はもとより、関西全体の観光・文化の魅力や広域
周遊ルートの定着、観光案内板等の多言語化や無料 Wi-Fi 整備の促進による地域の国際化等をレガシーとし
てしっかりと万博へつなげていく必要がある。
万博についても、一過性のイベントに終わらせずに、その先へとレガシーをしっかり引き継ぐ必要がある。

○大阪・関西万博の具体化の検討にあたっては、大阪だけでなく、常に関西全体を視野に入れ、関西広域の視
点を持って検討すること。併せて次世代を担う若者の意見を取り入れることを検討されたい。
関西には世界レベルのライフサイエンス分野の集積や厚みのある歴史・文化、多様な地域の魅力があり、
大阪・関西万博の具体化の検討にあたっては、こうした資源の活用に努めると共に、大阪だけでなく、常に
関西全体を視野に入れ、関西広域の視点を持って検討されたい。
併せて、次世代を担う若者の意見を取り入れることを検討されたい。

○サテライト会場の開設を検討すること。
万博のメイン会場は「夢洲」となるが、
「ビッドドシエ」にもあるように会場外の施設や地域との連携を図
ることは、この万博を大阪・関西で開催する大きな意義になると考える。
関西全域で、どのように万博会場と連携した取組（サテライト会場の設置、関連イベントの実施等）を行
うかの検討にあたっては、関西の自治体とも十分に意見交換し、具体化に向けて積極的に検討されたい。
○関西３空港等関西圏域にある空港の活用や、海上アクセスの開設等、大阪湾ベイエリア区域全体の活用を視
野に入れて検討すること。
サテライト会場の開設やイベントの開催、会場へのアクセス等については、大阪湾ベイエリア区域全体の
活用を視野に入れて検討を進めることが必要である。
神戸等の西側地域を含めた交通アクセスについては、万博会場が「夢洲」となることの立地条件を生かし、
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関西広域連合委員

滋賀県知事

三日月 大造氏

（イノベーションの創出）


ＳＤＧｓの達成につながる産業の振興など世界の社会的課題解決に貢献するイノベーションの創出に向
けた取組。
（例：大企業だけでなく、中小企業のＳＤＧｓの取り組みを発表する場）



イノベーションが絶え間なく生み出される環境（エコシステム）の整備。
（例:ドローンなどの実証実験の
場を積極的に提供）



大手企業と中小企業（ベンチャー含む）
、異業種間だけでなく、都市部と地方間の連携により生み出される
新たな取組。

（全体）



関西各地域の実践の取組や資源を、それぞれの実際の現場で体感･体験できるよう、誘引する仕組みが構築

（食文化の発信）

されること。



世界トップレベルの健康長寿を支える日本の食材（農畜水産物）や食文化。

大阪・関西と世界の国々の様々な交流のもと、世界の抱える社会的な課題の解決（＝ＳＤＧｓの目標に向
けた取組の促進）の一助となり、持続可能な地域経済の発展につながること。

（ＳＤＧｓへの貢献）


琵琶湖淀川水系の水環境保全の取組をはじめ、豊かな自然と調和する人々の暮らしや、
「売り手よし、買い

（交通アクセスの充実）

手よし、世間よし」という近江商人の「三方よし」の精神、
「この子らを世の光に」として取り組んだ障害



者福祉の父・糸賀一雄氏の実践など、こうした思想や歴史、文化、生活をＳＤＧｓに通じるものとして広
く紹介し、未来社会のデザインを示す場となること。

本会場と関西各地域への交通アクセスが充実すること。
（新しいインフラ整備だけではなく、既存の交通ネ
ットワーク（鉄道やバス等）を活用したアクセスの充実を図ること。



共通周遊パスなど海外の観光客が関西の各地域へ周遊を促進する仕掛けづくり。

（イノベーションの創出）

（会場運営）



大阪･関西万博が、関西地域（それぞれの府県市域）が有する世界に誇れる資産や資源、技術やポテンシャ



会場内の売店でのプラスチック製容器包装の代替品を使用すること。

ルなどを生かすことで、来るべき未来社会に向けた新しい価値を生み出す実験場、つまりイノベーション



会場内レストラン等での食品ロス削減の徹底を図ること。

創出の実践の場となるとともに、これらを国内外に発信する機会となること。また、少子・高齢化や人口



再生可能エネルギーや水素エネルギーによる電力供給を図ること。

減少などに直面している日本が、それを負の課題として捉えることなく、イノベーションを生み出しなが



ミストシャワーやクールスポットなどの整備、携帯電話やスマートフォンでの事前予約システム整備によ

ら、テクノロジーの発展を促し、新たな市場が形成されること。

る待機列の緩和などの予防策が実施されること。


（観光資源の発信と誘い）



パビリオンへの入場など、待ち時間をなくす対策ができることが望ましいが、並んでいる行列が楽しめる
空間となるような工夫が施されること。

和食を代表する関西の食文化、歴史や自然など、関西が有する豊富な観光資源を活用した広域周遊による



災害や事故など、安全･安心に最大の配慮を行うとともに、万全な体制や措置が実施されること。

交流人口が増加すること。



関西を拠点として活動するクリエイターを活用すること。

関西地域の観光資源の中でも未だ世界的には知られていない観光資源の発信の絶好の機会と捉え、海外か
らの観光客の各地域へのいざないにつながること。

（日本独自のライフスタイルの発信）


世界一の長寿を生み出した社会・医療システムの発信はもとより、日本独特の自然や環境と調和した人々

（地元資材の調達）

の暮らしの豊かさや「癒し」を世界に発信すること。さらに、国内に向けてもライフスタイルの再認識・



気づきを促す機会となること。
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会場整備をはじめ、建設投資や設備投資、物品等の購入などにおいては、関西の地元企業等から調達され
るように配慮されること。
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京都府知事

西脇 隆俊氏



未来社会の技術の実装
（例示）
・Society5.0、スマートシティ、MaaS などの移動手段 など



大阪・関西万博を一過性のイベントに終わらせないこと



阪神・淡路大震災、東日本大震災、頻発する自然災害の経験を踏まえた災害対応力



豊かな日本の食文化（和食など）
、脈々と続く日本の歴史・文化（老舗企業など）



来場者・参加者が可能な限りストレスのない（待ち時間、混雑や滞留などのない）万博

（万博をリーディングプロジェクトとして、次につなげていく方向性の整理（社会づくり、文化づくり、
まちづくり、産業づくりの視点）
）
（例示）
・社会づくり：国、民族、老若男女、言語、宗教、コンディションにとらわれない、あらゆる層の社会参
画（誰もがアクセス可能で、参画(意見)ができる場としての万博）
・文化づくり：異なる文化との交流を通じた、新しい価値観・幸せの形の提示豊かな日本のライフスタイ

（例示）

ル（食文化、医療、健康、教育）の提示

・キャッシュレス・モバイル環境の整備

・まちづくり：Society5.0・スマートシティの体感、MaaS などの移動手段の実装過去の災害対応を踏まえ

・様々なバリアフリー（物理的・地理的・言語的・文化的）

た防災・減災システムの構築

・全ての人が万博を体験・体感できる仕掛け（VR・AR や MaaS など） など

・産業づくり：新たな時代のスマート技術（バイオ医薬品、ＡＩなど）を活用した世界レベルのライフサ
イエンス分野のさらなる振興


大阪・関西万博の効果を、関西全体、日本全体、世界に広げていくこと



会場である、人工島・夢洲を活かした万博
（例示）
・完成形だけでなく、その整備プロセスの体感

（例示）

・自然災害への適応力（液状化、台風、高潮対策）

・関西：関西広域をサテライト的に位置付け、周遊・体験・体感する仕組みづくり関西各地の企業・研究

・ウォーターフロントを活かした海上アクセス整備 など

施設と連携した取組の展開
・日本：Ｇ20 大阪サミット、ゴールデン・スポーツイヤーズから始まる国際的イベントの開催を通じた、
機運やレガシーの創出
・世界：世界中の英知を結集した、人類共通の「いのち」に係る課題解決に向けた宣言・協定の締結


それぞれが、また多様な「いのちが輝く」あり方を実現すること
（例示）
・女性、障害者、子ども、高齢者などすべての人々が健康に過ごせるような社会の実現
・
「健康長寿」にとどまらず、
「生命倫理」までを含む幅広い「いのち」のあり方
・
「科学技術」と「文化・宗教・哲学」の関係性を問いかける場の提供
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大阪府知事

吉村 洋文氏

《今後の成長・発展の柱として》
○

世界の人々の生活を豊で最適なものへと変えていく新たな技術やサービス、アイデアなどが提案される大
阪・関西万博は、世界各国の発展につながる道筋をつけるとともに、大阪・関西の強みを伸ばし、日本の
経済成長をけん引していく機会となることが重要。

○

そのための実証実験の場である大阪・関西万博では、世界中のＮＧＯ・ＮＰＯ等からの提案を来場者に体
験・体感していただくことが重要。
「いのち輝く未来社会のデザイン」のテーマやＳＤＧｓ達成への貢献に
適うコンテンツを様々な方から提供していただくような仕組みを構築する。

大阪府は、国、経済界、博覧会協会と一体となり、Society 5.0 を鍵とした SDGs 達成への貢献など、大阪・
関西万博が掲げる所期の目的達成に主体的に取り組んでいく。

《日本の歴史・文化への共感》
○

185 日間の開催期間中、日本国内のみならず世界中から約 2800 万人が来場し、バーチャル参加を含む世界
の約 80 億人がアクセスする万博を実現することで、世界の人々が大阪・関西をはじめ日本の歴史や文化

《大阪・関西万博への期待》
○

万博は、次に掲げる大阪・関西の多彩なポテンシャルと人類の共通課題への解決策を世界に向けて発信で

などに共感し、万博の開催期間中、閉幕後も日本各地に訪れていただけるような仕掛けを設ける。
○

きる絶好の機会。

例えば、万博会場において、大阪・関西をはじめ全国各地の様々なお祭りを披露するなど、日本の歴史・
文化、食や自然の風景等を世界に向けて発信することで、日本への関心を高めていく。

・ライフサイエンスやバイオメディカルの研究機関や企業の集積
・オンリーワンと称される高い技術力をもつ中小企業の集積
・世界遺産をはじめとする多くの魅力的な観光資源、豊かな歴史・文化
・主要都市への交通アクセスの利便性
○

○

・安心安全なまち、おもてなしの心

《日本各地との連携》

万博のテーマである「いのち」をキーコンセプトに世界の価値観を変えていく、あるいは新たな価値観を

○

万博の成功に向けて、まずは国内機運を醸成していくことが重要。万博の開催期間中も、全国で機運が盛

生み出していくことが重要。iPS 細胞などの最新技術を活用して人工臓器を展示するなど、世界の人々が

り上がるよう、各地で行われるイベントと万博会場を連携させ、万博に行ってみたい気持ちを国中で喚起

あっと驚く万博を創り上げる。

する。

また、子どもが夢や希望を持って未来を想像し、世界に目を向けるようになる万博、大阪・関西が誇る悠

○

是非、各都道府県や市町村においても検討し、主体的に取組んでいただきたい。

久の歴史・文化が異なる文化との交流を通じてさらに豊かなものとなる万博を創り上げる。
○

さらに、中小企業にとっても大きなビジネスチャンスとなる大阪・関西万博のインパクトを中小企業の活

《万博レガシーの活用》

性化につなげていく。

○

大阪・関西万博を一過性のイベントとして終わらせることなく、これからの日本の成長に活かしていける
よう、会場建設着手前の段階から跡地利用の方策を睨んだ検討と取組みを実施する。

《大阪・関西万博の成功に向けて》
○

大阪・関西万博は、開催地のみならず、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック後の日本の成長にも
貢献できる国家プロジェクト。実施主体となる博覧会協会を中心に、国・地元自治体・経済界が一体とな
ったオールジャパンで取組むことが成功の鍵を握る。

○

これまでにない「ワクワクする万博」を創り上げるために、若いクリエーターの斬新なアイデアや世界中
の叡智を結集させることが必要。また、未来社会の実験場としてこれまでの常識を覆す万博を開催するた

○

万博会場のＷＥＢ配信などにより、実際に会場に足を運べない人が、大阪・関西万博を仮想体験できると
いった環境を整備することについて、検討が必要。

めに、規制緩和等の環境整備を実施すべき。
○

大阪・関西万博は 2025 年に始まるものではない。万博開催に向けて、機運を醸成しながら万博のコンセ
プトやレガシーを共有していくことが重要。大阪府では万博開催までの間、先端技術を活用した快適な生
活、いのち・健康などを先取りした「スマートシティ」を進めていく。
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関西広域連合委員

関西各府県へのサテライト会場の設置
ﾒｲﾝ会場の展示を実体験できるｻﾃﾗｲﾄ会場を設け、来場者に関西の魅力を体感して頂く。

兵庫県知事

（兵庫県コンテンツ例）
例：医療産業記念館（医療産業都市（ポートアイランド）
）

井戸 敏三氏

震災復興のリーディングプロジェクトとして成果が上がってきた医療産業都市で取り組む免疫療法
等の研究成果について、一般市民の理解を深めるため、免疫細胞の最先端の知見を面白く学べる体験型
パビリオンを整備（万博後も医療産業都市における恒久施設として残す前提で）
例：国生み神話館（淡路夢舞台）
世界中からやってくる観光客向けに、日本のルーツ（神話）を知ってもらうための劇場型施設を整備
（仮設構築物を想定）。日本のルーツが淡路島であることや大和など神話の世界の地である関西を知っ
てもらうため、神話の世界を映像化し上演する。映像中で、実際に淡路に残る神話由来の史跡（伊弉諾

歴史上長きにわたり首都として日本を牽引してきた関西の魅力を発信する場として最大限活用。観光客の増

神宮、松帆銅鐸、上立神岩など）の 3D 画像も紹介し、現地を見に行くツアーも開発

大や地域経済の活性化を通じて、首都圏とともに日本を牽引する関西を創る。

例：姫路伝統文化館（姫路市）
日本が誇る世界遺産姫路城を中心に、山岳仏教（圓教寺、一乗寺等）をはじめ、播磨の歴史文化を発



世界中の高度人材を惹きつける“関西健康技術Ｐｏｗｅｒ”の発信

信

神戸医療産業都市やＷＨＯ神戸センターなどの優れた医療・研究機関、国家基幹技術であるＳＡＣＬＡ、
SPring-8 など世界的な研究基盤の集積を発信し、研究人材、産業の流入を期待。



海上交通の整備
・空港と各会場間でのシャトル便の運行



世界中の若者・交流人を惹きつける“関西観光文化Ｐｏｗｅｒ”の発信

関空、神戸空港と夢洲を結ぶシャトル便（定期便）の運行

日本の文化首都として育んできた伝統・芸術文化を発信し、国際交流人口の拡大を期待。

（課題）
万博期間限定の 6 か月程度の運航では採算がとれない（県内船舶関係者）
⇒ＩＲ施設との恒久的なアクセスとして検討が必要。
・瀬戸内海クルーズ
海上アクセスと併せて、西洋人に人気の瀬戸内の島々の歴史文化・自然を巡るクルーズ ツアーを展開。

健康長寿先進国・日本の優れた「基盤」
「技術」
「研究」を世界に発信し、人類社会が直面する課題への解決策
を世界に示す。




日本が戦後一貫して取組んできた保健医療基盤（衛生面、防疫面、インフラ面等）の提供を通して、開発

万博に向けて拡大する航空需要を関西全体で取り込むために、関西圏域に存在する空港の積極活用を図

途上国の健康社会づくりに貢献。


る。

世界に先んじて高齢社会を迎えた日本に蓄積されたノウハウ（社会保障制度、リハビリ技術、認知症対策、
介護・リハビリロボットの導入）の提供を通して、今後、アジア諸国が直面する課題と対応策を提示



関西３空港のさらなる活用

日本が先導する高度な遠隔治療技術や再生医療、遺伝子治療など最先端研究を通して、人類社会の医療技



六甲山観光の再興
西洋人が避暑地として着目し、リゾート開発を進めた六甲山の魅力を改めて周知する。

術の将来像を展望



関西パビリオン（関西広域統一テーマ館）の設置
① 世界レベルのライフサイエンス分野の大学、企業、研究機関が集積する関西の強み、②関西の厚みの
ある歴史や文化、多様な地域の魅力を発信する。
愛知万博の際に中部圏９県が共同でパビリオンを設置した事例も参考にどのような取り組みができる
のか検討していきたい。ＶＲ技術や自動運転車など先端技術の体験型を基本に、若年層の好奇心を満足さ
せる内容とする。
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奈良県知事

荒井 正吾氏



大阪・関西万博が「いのち輝く未来社会デザイン」のテーマのもと、世界各国の英知が集められ、多くの
人々が新たな技術や製品に触れる機会となるとともに、多くの文化交流が進むことを期待している。



万博は、最先端技術など世界の英知が結集し、新たなアイデアを創造・発信する場であるとともに、豊か
な日本文化の発信のチャンスでもあると思っている。



万博に国内外の各地から来られた方々が、その前後に、
「日本国家はじまりの地」である奈良県を訪れてい
ただくことで、豊かな歴史・文化遺産にも触れていただきたいと考えている。



万博は、各国のパビリオンが一会場で集中することが大きな魅力であるため、サテライト会場を設けるよ
り、夢洲に集中投資される方が良いと思っている。



会場へのアクセス交通については、奈良県からも直接会場に向かうことができるような鉄道整備が進むこ
とを期待している。
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奈良県も、万博に向けた機運醸成など、万博開催に積極的に協力していきたいと考えている。
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・最先端技術の体験や世界の人々と交流することにより、次世代の研究開発を支える子どもたちを育成

関西広域連合委員

和歌山県知事

・会場のバリアフリーを徹底し、ノーマライゼーションの精神

仁坂 吉伸氏
本万博は、新しい価値観や社会・経済システムを共創する「未来社会の実験場」と位置づけられており、最
先端技術が次々と生まれてくる中、自分達の歴史・文化と最先端技術を組み合わせて、会場全体が未来社会を
体験（実験）できる場であるとともに、環境への配慮が重要。
バーチャル体験
・5G を活用し、会場と関西の観光地を繋ぎ、祭り、自然、世界遺産などをバーチャル体験
２０２５年の大阪・関西万博は、関西、日本再浮上のチャンス。

・小型衛星と会場を繋ぎ、映像によるバーチャル宇宙体験（ロケット打ち上げを射場で見学）

観光客の増大、地域経済の発展に繋がることを大いに期待するもの。

・3D ホログラムと VR メガネなどを活用し、未来のオフィスを体験

その効果を最大限のものとするには、以下のような視点に基づいた取組が重要。

・各地の伝統工芸品を展示し、制作をロボットなどで再現（紀州漆器、紀州箪笥等）

① 一過性でなく、何度も関西を訪れたくなるような「おもてなし」の視点
② 関西が有する歴史・文化・自然につなげる「広域周遊観光」の視点
③ 関西への「新たな投資を呼び込む」視点
様々な取組を展開するには、関西の各府県市、住民、企業等が、それぞれの持つ力を生かし、積極的に協力
する必要がある。

環境への配慮
・廃棄物を出さない博覧会
・水素発電と再生可能エネルギーを組み合わせた CO2 フリーの電力供給
・環境にやさしい技術の展示(メタンガス発電プラント、パイル生地を利用した排水処理技術)

おもてなし
・みんなで、外国人、高齢者、障がい者などをサポート。また、最先端技術によるバリアフリー化
・無形世界遺産である「和食」を世界へ発信する場として活用（各地域の食材を活用）
。健康寿命に繋がる
エビデンスの提示
・最先端技術による防災対策が施され、もし大規模災害が発生しても安全である（犠牲者なし）よう準備

すべての来場者がバリアフリーはもちろん、ストレスフリーで会場内を移動できること。また、周辺地域の
インフラ整備を加速することで、関西全体で広くおもてなしができる。

広域周遊観光

スーパーシティ

・万博会場と世界遺産などの周辺観光地を組み合わせた旅行商品を開発

・顔認証や指紋認証などによるハンズフリー、キャッシュレス

・万博と体験プログラムを組み合わせた教育旅行の誘致

・高齢者や障がい者も利用可能な自動運転

・万博会場と周辺観光地を周遊するクルーズ船の運航

・入場タグなどウェアラブル端末のセンサーと５Ｇを活用した来場者の体調管理

・観光地への最適ルートや周遊プランを AI が提案するチケットセンターの設置

・AI とロボットによる、個人の嗜好や健康状態に応じた食事の提供

・万博入場チケットに関西全域で鉄道・バス等の周遊パスを付帯

・AI を活用し、その場その時に応じた待ち時間のない万博を提供

・MICE 誘致
インフラ整備
新たな投資を呼び込む
・関西の利点を国内外にアピール

・万博までに高規格幹線道路（近畿自動車道紀勢線、京奈和自動車道、新名神高速道路など）の整備を完
成させ、万博会場を起点とする広域的な観光周遊ルートを造成

① 東アジアを中心とした我が国のゲートウェイ機能

・夢洲と関西空港、マリーナシティ、白浜などを結ぶ海上輸送

② 職住楽のエリアが近接し、暮らしやすい地域

・ホテルシップを会場及び和歌山下津港など大型客船の係留できる港に停泊

③ ライフサイエンス分野をはじめ様々な分野で多くのビジネスチャンスが存在
後世に残すべきレガシー
・最先端技術の実証による新たな産業の育成
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関西経済への貢献
・建築工事、資材等を地元企業から優先調達
・国産材（紀州材等）を使用した木造建築の推奨
・各地方空港で連携したチャーター便の誘致
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（２）自然・文化などバラエティ溢れる観光資源

関西広域連合委員

鳥取県知事

平井 伸治氏



豊かな自然環境をフィールドとした観光資源（山陰海岸ジオパーク、星空、水資源）



海外で人気を博するサブカルチャーの聖地（マンガ王国とっとり）



日本の原風景を体感できる滞在型観光（ファームステイ）



関西文化ルートの構築（鳥取県立美術館開館を契機とした美術館周遊） 等

（３）ライフサイエンス分野との連携が可能な先端技術


抗体医薬品開発に貢献する染色体工学技術（とっとりバイオフロンティアで開発）



カニ殻由来のキチンナノファイバー（機能性食品開発に有効性を示す）



豊かな食を生み出す育種技術（梨・柿・和牛）



安全安心で資源保護を促す陸上養殖 等

（１）関西全域の顔が見える万博に


「関西」を世界に PR する絶好の機会であり、万博参加国はもとより全世界への関西 PR をしっかり
と行い、関西全域にその開催効果を行き渡らせるべきであること。

（２）関西が有する世界共通の価値観（多様で心身共に健康な生き方、持続可能な社会・経済システム）を発



既存国際空港（関西国際空港、米子空港等）の活用

関西は、自然豊かな子育て環境や悠久の歴史と文化、さらには魅力的なビジネス環境など、人が「本



既存国際航路（大阪、神戸、境港等）の活用

当の豊かさを感じながら生きていく」ことができる万国共通の価値観を体現した圏域。万博開催を



本会場アクセス強化に向けた国内二次交通（陸上、海上交通）の活用と充実

信


（１）既存交通インフラ（陸・海・空）活用による海外受入体制の強化

契機として、これら価値観を世界に大いに発信すべきであること。
（２）関西圏域における特別周遊パス発行による域内周遊の促進
（３）関西の観光資源や固有技術（先端技術等）を発信


関西が有する豊富かつバラエティに富んだ観光資源、世界をリードしうる先端・伝統技術をしっか
り発信しながら、観光・産業分野における新たな人的・ビジネス交流のきっかけとすべきであるこ

（３）関西広域連合構成各府県へのサテライト会場の設置


と。


観光分野においては、2019 年のラグビーワールドカップに始まり、2020 年東京オリパラから万

大阪メイン会場と連動した「バーチャル会場」としてサテライト会場を設置し、各地域の観光資
源・文化などを発信



大阪メイン会場やサテライト会場への地域素材（国産材、食等）
・技術の活用

博開催までの継続した国際的イベントを、インバウンド需要につなげていくためには関西全体で
長期的な取組が必要。


産業分野においても、関西の先端技術や伝統技術に光があたり、モノづくり現場や最先端技術を
備えた工場などを対象とした産業ツーリズムのほか、世界の各種課題解決につながるような新た
な投資、ビジネスチャンスに繋がることを期待したい。

大阪・関西万博テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現に向け、提供・貢献できる主なコンテンツ
は以下のとおり。
（１） 日本食の起源「関西の食と食文化」


世界に誇る高品質な農林水産物（肉質日本一の鳥取和牛、蟹取県、森のダイヤ「鳥取茸王」
、令和
の銘柄米「星空舞」
）
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日本の歴史を辿る「関西の食文化」（京料理、茶、日本酒（酒米強力）、各地の郷土料理）等
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関西広域連合委員

徳島県知事

飯泉 嘉門氏

（会場アクセス）


新たな「海上交通」の導入
・多様なアクセス手段による利便性の確保・渋滞緩和対策の観点から、会場西側からの交通アクセスとし
ての新たな「海上交通」の導入
・外国人観光客を、関西各地へと周遊や滞在させるための取組み



「バーチャル会場」の早期開設
・開催前のできるだけ早い時期にバーチャル会場のインターネット上への開設




我が国においては東京一極集中に歯止めがかかっておらず、関西では７年連続で人口の転出超過が続くと



２４時間対応可能な「ワンストップ予約システム」
・
「多言語ＦＡＱサポート」の導入

ともに、企業の本社数もシェアが低下しており、関西の活力向上が急務となっている。

・会場内外の施設や地域、観光、宿泊施設のワンストップ予約システムの導入

「２０２５年大阪・関西万博」は、インバウンドの更なる増加が見込まれる「Ｇ２０大阪サミット｣、｢ワ

・ＡＩチャットボットによる多言語ＦＡＱサポートの設定

ールドマスターズゲームズ２０２１関西」に続く世界的イベントであり、これらの事業を単発的なものと
することなく、２０２５年における関西の力を最大化するため、各種施策、プロジェクトを連動させて、

（パビリオン・関連イベント）

戦略的に講じ、
「大阪・関西万博」を、
「ＳＤＧs」達成をリードする「関西」そして「日本」の活力を世界



にアピールする契機とするべきである。


東京圏から関西へ跨がる超巨大都市圏「スーパー・メガリージョン」の形成が、２０３０年代にも見込ま

地方主体のパビリオン出展
・地域の魅力を発信するための地方主体のパビリオン出展



れる中、万博を契機として、大阪湾ベイエリア全域の陸海空の交通体系が「国家戦略」として整備され、

「万博関連オフィシャルイベント」への位置づけ
・国内外から人を呼び込む地方主催の「大阪・関西万博」関連イベントを、トータルコンセプトとして「万

それらがレガシーとして承継されることによって、アジアとの結びつきが強い「関西」が「ハブ機能」を

博関連オフィシャルイベント」として位置付け

担い、
「東京圏」に並び立つ「関西」となる、
「国土の双眼構造」が実現することを、大いに期待する。
（環境に配慮した会場デザイン）


エシカル消費・食品ロス削減
・会場内の売店やレストラン等でのエシカル商品の取り扱い
・会場内の食品ロス削減の徹底



最先端のライフサイエンス分野



「使い捨てプラスチック・フリー」化、または「バイオプラスチック使用 100％」の実現

例：徳島県における医光融合研究



日本の「木」の文化の発信

ポストＬＥＤ（深紫外、テラヘルツ、赤外光コム）
，ＬＤ等の革新的“光”技術の紹介


・会場施設のふんだんな木材利用と、木材を利用した展示による日本らしさの演出

関西ならではの「食」と「文化」の実体験（体感イベント）



伝統文化を応用した新分野の「藍」応用製品・技術等の活用

例：阿波文化の魅力体感：４大モチーフ（阿波藍・阿波人形浄瑠璃・阿波おどり・ベートーヴェン第九）



究極のクリーンエネルギー「水素」の社会実装

関西圏内の食材と食文化の発信


地域観光資源の魅力発信
例：
「にし阿波地域」
（観光圏・食と農の景勝地・世界農業遺産のトリプル認定）



クールジャパン（サブ（メイン）カルチャー・ポップカルチャー）



ＡＲ（拡張現実）
、ＭＲ（複合現実）
、ＶＲ等最先端技術の実証
例：徳島県ならではの「豊かな自然」や本場の「阿波おどり」
、健康作りのための「阿波踊り体操」などの
ヴァーチャル体感、ＶＲを利用した遠隔服薬指導
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・会場内全施設への自然エネルギーによる熱・電気の供給



遠隔参加による「ｅスポーツ」世界大会の開催



ウォークビズなどの健康スタイルの発信

・「燃料電池バス」
「燃料電池船」など「水素モビリティ」の積極導入による脱炭素型輸送体制の構築


夜間営業の長めの設定
・学校や仕事終わりの来場者や国外来場者のニーズの充足、暑さ対策



高品質・高機能な次世代ＬＥＤ・ＬＤ応用製品を活用した警備
・ドローンＬＥＤ・ＬＤ等を活用した夜間警備
・テラヘルツ光応用製品・技術を活用した不審物・持ち物検査によるテロ対策
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関西広域連合委員

VR や ICT などの技術も近年目まぐるしく発展しており，これから 2025 年までの間に更に伸びると思わ
れる。よりよい万博の実現と同時に，関西・日本の企業等と十分連携を図り，万博を契機に技術力の更な

京都市長

る強化が図れるように進めていただきたい。

門川 大作氏


今後，万博開催に当たって，京都の都市特性を生かしてどのような取組をすべきか，経済界等と一緒にな
り，オール京都でしっかりと検討していきたいと考えている。こういった各自治体の取組についても御支
援をお願いしたい。




また，サテライト事業の位置付けについても，検討状況等を含め，情報提供をお願いしたい。

「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマは，すべての人に健康と福祉を，という SDGs の理念にも
重なる。大阪・関西万博が，
「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実証の場とな
ることに期待する。



京都には，歴史，芸術，景観，食，ものづくりといった多様な文化や，大阪・関西万博のテーマにも合致
する健康・ライフサイエンス分野の研究機関や企業等が集積している。万博を訪れた方々に関西の魅力に
触れていただき，ファンになってもらい，繰り返し訪れていただくために，京都が貢献できる部分も大き
いと考えている。



また，2021 年には「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西・ジャパン」が開催され，この大会の開会式
は京都で行われる。ワールドマスターズゲームズのレガシーを大阪・関西万博にしっかりと繋げるべき。



更に，大阪・関西万博の成果を，その先の関西・日本の発展に繋げていかなければならない。一過性のイ
ベントとすることなく，後世に何か残せるような仕掛けを考えていく必要があると考える。



関西，特に京都においては，健康・医療の先端技術をはじめ，文化・芸術，歴史，食文化など，世界に誇
る多くの資源がある。これらを最大限に活用し，万博を契機に大阪・関西の更なる魅力発信を図りたい。



また，これらの資源の担い手は，大企業だけでなく，中小企業や伝統産業の担い手である一個人であった
りする。あらゆる企業や人が参加し，持てる技術や魅力を発揮しやすい仕組みの構築を望む。これにより，
多様性のある万博の実現に繋がる。京都市においては，地域企業の持続的発展を総合的に推進する「地域
企業応援プロジェクト」を実施しているところであり，そうしたノウハウや知見を万博に生かしていきた
い。



更に，関西には，2021 年に京都に文化庁が全面的に移転するほか，徳島には消費者行政新未来創造オフィ
スが，和歌山には統計データ利活用センターが設置されるなど，地方創生をけん引している圏域である。
こういった政府機関とも連携した取組を展開することで，日本全体の更なる活性化を導きたい。



SDGs の理念を実証するためには，ビッド・ドシエにも記載があった「会場への来場者だけではなく，全世
界の人々が遠隔で参加することができる」仕組みの実現が不可欠である。
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た方が「10 歳若返り」を実感できる万博にしたい。

関西広域連合委員

大阪市長



メインとなるコンテンツ



1970 年万博（テーマ：人類の進歩と調和」
）の「月の石」や、2005 年万博（テーマ：自然の叡智）の「冷
凍マンモス」のように、今回の万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に沿った、世界中の人々

松井 一郎氏



大阪・関西の経済成長



ライフサイエンス分野の様々な機関が集積している大阪・関西の強みを活かし、新たな産業を生み出し、



が体験してみたいと思えるようなコンテンツを考えて欲しい。



輸送手段の多様化



自動運転技術など最新技術の活用や、新たな輸送手段の開発・実証を行い、交通の効率化や多様化を通じ
て会場への移動や会場内での移動も含めて楽しめるような万博にすべき。

イノベーションを起こし、大阪・関西の経済成長に繋げるべき。



オープン・イノベーション

経済波及効果が見込まれる万博が、地元企業にとって、大きなビジネスチャンスとなり、大阪・関西の地



イノベーションによりＳＤＧｓの達成を加速化させるため、国内外、中小企業と大企業、伝統技術と最先

域経済の更なる発展に繋げるべき。

端技術など、企業規模や業種や時代を超え、それぞれが持つ技術や知識を結びつけるオープン・イノベー
ションの場とすべき。



最新技術の体験



世界中が驚くような最新技術を体験できる万博にすることで、新たな価値観を生み出し、新たな夢を抱け



社会実験場としての規制緩和

るような万博にすべき。



万博を機に、新しい産業を生み出すような環境づくりができるよう、夢洲周辺等で規制を無くした地域を
作り、あらゆる実験が可能となる万博にすべき。



若手クリエーターの登用



1970 年万博では、黒川紀章氏、コシノジュンコ氏など、当時 30 歳代の若手クリエーターが積極的に登用



万全な災害対策

されていた。2025 年万博も積極的に若手クリエーターを登用するのが重要。



夢洲の万博会場は、十分な地盤高を確保するなど、津波や高潮への安全性を備えた造成を大阪市において
行っているが、万博の運営においても全ての来場者が安心して楽しめるよう、ハード・ソフト両面から災



幅広い市民参画



ボランティアを含め幅広い市民参画を取り入れ、世界の人々との出会いを通じて市民が楽しみながら万博

害対策をしっかりと行うべき。

に参加し、まち全体としておもてなしが創出されるような万博にすべき。


こども達と世界の人々とのふれあい



これから、ますます世界中の国と国が繋がっていく国際社会となる。万博を機に未来社会を担うこども達



Ｇ20 大阪サミット・東京 2020 のノウハウの活用

が世界の方々と交流できるような体験を検討すべき。



会場運営やボランティアの活用、インバウンド対応など、ビッグイベントならではの経験・ノウハウを万



大阪文化の発信



大阪が誇る食文化・お笑い・伝統芸能を広く発信し、来場者に体験・実感していただける万博にすべき。

博に活かすべき。


国主導の広報活動の強化



万博は国家プロジェクトであり、国内外への情報発信を定期的に行うなど、国が主体的に開催機運を醸成
していく必要がある。とりわけ交通政策をはじめ、地元に対する広報活動の徹底をお願いしたい。



10 歳若返る万博



「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマの下、人が人生最期まで、健康で豊かに自立して過ごせ
るための、モノや技術、サービスを提供したい。
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具体的には、関西・日本のライフサイエンスや健康に関する技術、サービスを最大限活用して、来場され
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関西広域連合委員

神戸市長

暑さ対策
昨夏の記録的な猛暑のように健康への影響が懸念される。神戸市ではまちづくりから住まい方などの観点
から異常高温対策を研究。

久元 喜造氏



万博の大阪・関西での開催は、全世界に向けて関西の存在感を示す絶好の機会。



東京一極集中に対する関西の発信力向上にもつながる。



訪日外国人旅行者の増加などにより、関西に大きな経済効果が期待される。



G20 大阪、ラグビーワールドカップ、ワールドマスターズ関西 2021 から 2025 年万博にかけて、関西が
世界中から注目される。関西の元気を見せる好機。

関西の強みを生かしたコンテンツ×万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」


先端医療（関西には京都、大阪、神戸に再生医療等の先端医療産業が集中）神戸においても、世界を代表
する医療クラスターを目指し医療産業都市構想を推進しており、関連した取り組みを行いたい。



高齢者が安心して暮らすことができるまちづくり。（だれもが経験するかもしれない認知症等に対して社
会全体で対応）



脱炭素化への挑戦（水素社会実現に向けて）への関西各地の取り組み



AI 等最先端技術の活用・実証（会場内・会場と駐車場等を結ぶ交通の自動運転化、待ち時間を予測した会
場運営）



日本・関西の防災・減災のノウハウの発信（阪神・淡路大震災（1995）
、鳥取中部地震（2016 年）、東日本
大震災（2011 年）
、大阪府北部地震（2018 年）等これまでの災害や今後想定される南海トラフ地震に対す
る防災力）ハード対策だけでなくソフト対策含めて。



万博会場となる夢洲と神戸や関西各地を結ぶ海上交通×関西各地の特性を生かした関連イベントを開催
し周遊を促す。
これらにより回遊性が高まり、万博の効果を各地に波及させることが可能
海上交通は、交通の分散化による道路の渋滞対策にも寄与。災害時の代替経路にもなると考えられる。
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関西広域連合連携団体

福井県知事



心身ともに健康な生き方を支える“地域文化”の発信
歴史を重ね地域に根付いてきた「文化」には、人々の体と心の健康につながる数多くの要素がある。健
康をテーマに地域文化を集結して一堂に展示する。

杉本 達治氏

＜例＞
(ア) 人と自然の調和や静寂を重んじる“禅（ＺＥＮ）”
１８９３年シカゴ万博（第１回万国宗教会議）で福井県出身の釈宗演が講演したことをきっかけに “禅”
の精神が世界に浸透。今回の万博でも座禅体験、精進料理などを通じて禅文化を発信してはどうか。
(イ) 御食国から受け継がれる自然の素材を活かした“和食”



関西にとどまらず、全国から特色ある資源や技術、人材を結集して新たな価値を創出。その成果を活かし

健康的な“和食”は世界遺産に登録され国際的評価が高い。とくに御食国といわれた淡路・若狭・志

て、万博後も都市や地方の間で人の行き来がさらに活発化し、関西全体の持続的な発展につながることを

摩地域は、自然素材を活かした食の宝庫。京都・兵庫・福井・三重が連携して２０１７年から「御食

期待

国・和食の祭典」を開催している。これら関西の和食文化を発信してはどうか。

２０２５年万博テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」、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」に沿って、関西を超えて全国から特色ある資源や技術、人材を万博
に数多く集めて発信するとともに、それぞれの融合を図り、新たな価値を創出していくべき。


万博会場と直結する「本町（船場エリア）
」にウェルカムゾーンの設定

福井県は、とくに嶺南地域と関西とのつながりが強く、健康長寿を支える薬草や自然素材を活かした食

大阪駅から万博会場への乗換地点となる「本町（船場エリア）
」において、協力店を募集し、各店舗で会

文化など特色ある地域資源が豊富。例えば、心身ともに健康な生き方として、これらの資源と、ライフサ

場案内やチケット・グッズ販売などを行うウェルカムゾーンを設定してはどうか。このエリアにある福井

イエンスなど他分野の資源を融合し、週末居住や観光の新たなスタイルを体感できる「ＷＡＫＡＳＡリフ

県大阪事務所もＰＲに協力したい。

レッシュエリア」をつくり、関西をはじめ国内外の都市圏住民に向けて発信したい。
このように様々な資源の融合を促進するため、新たなイノベーションを起こすワークショップやセミナ
ーなどを万博期間中に開催するなど、全国の各地域・各分野の人々の交流を活発化してはどうか。
これらの成果をもとに、関西をはじめ関東、中京、北陸など国内全域で人の行き来がさらに活発化する
ことにより、関西圏と首都圏等をむすぶ高速交通体系の早期完成を後押しし、関西全体の持続的な発展に
つながることを期待する。



ねんこう

ＳＤＧｓ実現に向け、地球と人類の歴史を見える化する“年縞”の発信
ＳＤＧｓ実現のためには、これまで続いてきた地球や人類の歴史を学ぶことが極めて重要。福井県の水
月湖「年縞」は、化石や遺跡の年代を測定する世界標準の基準。年縞の成分から、１万年以上前の地球で
わずか数年に平均気温が５～７度上昇したことが判明。さらに湖近くの遺跡の出土品をもとに、８千年続
いた縄文時代の生活の様子も年単位でわかる。
福井県では、年縞をもとに立命館大学、東京大学、英オックスフォード大学等と連携して年代測定や気
候変動などの研究を推進。研究成果を万博会場で世界に発信、さらに深化させたい。
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ラピーや教育など、世界人類の幸福度の向上、進化発展に寄与するソースとすることを目的とした『研究

一般社団法人全日本伝統文化後継者育成支援協会
代表理事

木村 麻子氏

機関型コンテンツ』を考案。


西洋のライフスタイルや教育機関、事業への導入などを目指した文化活用ソースを万博を機に造成しなが
ら、普遍的な日本の価値とアイデンティティ、日本文化がＳＤＧｓそのものであることや人種を超えた文
化の可能性を知的好奇心を満たしながら伝える。

②〜大阪万博・瀬戸内リゾート化計画。IR の実現や更なるインバウンド誘致を想定し、大阪をハブとして広域
な瀬戸内の陸・海・空を生かし、世界最高峰の国際リゾートのインフラ整備とＳＤＧｓVIP 向けの観光コン
テンツ考案〜


米国「The New York Times」で“Setouchi Islands”（瀬戸内）が日本で唯一選出（第 7 位）
。今、世界
中から高い関心を集める瀬戸内。我が国の最大の内海として、大阪や兵庫を含む本州、四国及び九州によ
って囲まれ、700 有余に及ぶ島々と、7,230km にも及ぶ長い海岸線を有する“瀬戸内”はまだまだ未開の

（是非するべきこと）

地であり瀬戸内国際芸術祭の成功などにより我が国の観光資源としては非常にポテンシャルが高い地域

①『観光インフラ・産業インフラ戦略の策定と整備』

です。しかしながら実際は、外国人観光客や VIP 対応などにおいてのハード面、人材教育などのソフト面、



2025 年問題、人口激減後の社会構造上の問題や経済的課題を見据え、経済成長の可能性のある地域資源

食や海洋環境などへの配慮など SDGs 的観点においても国際基準には至っておらず、すでにかえって日本

を生かした観光インフラの整備。

のイメージを悪くするようなトラブル事例も多数報告されています。そこで瀬戸内海で繋がる大阪万博を

日本最高峰の技術や産業がより強い国際競争力を持つために必要な国家戦略の策定と特区や規制緩和な

機に、瀬戸内エリアをアジア最高峰のリゾートに引き上げる為に海、陸、空それぞれ豊富な地域資源を生

どのインフラ整備。

かした観光コンテンツの考案、大阪（関西）を中心とした陸路、海路の交通インフラの整備や人材育成を



②『世界の可能性と日本の価値を継ぎ、次世代が可能性と希望をもてる社会へ』

行い、インバウンドを支える新たな土壌を整えることにより万博が日本に大きな観光資産と広域なハブを



生み出すこととなる重要なプロジェクトになりえると考えています。

15 歳以下の自殺率最多の日本。国際化社会の中で、日本が日本である為の価値をしっかりと守り、未来を
担う次世代が 日本の未来に希望を見出すことができるよう、自国のアイデンティティと国際化社会に無
限大の可能性を感じる場を創出するべきと考えます。



日本の強みを生かし、世界で通用する為の人材育成。国際基準の理解と定着。

（するべきではないこと）




残すべきものや効果など、中長期ビジョンをしっかりと持たず大型予算を使う事業。

５箇所の『空』と呼ばれる大広場を世界５大陸、世界の縮図空間とするプロジェクションマッピングなど
を用いマリーナベイサンズのような IR 環境をイメージさせる水面ショーなどのエンターテイメント企
画。

（後世に残すべきもの）



オールジャパンの観光 PR と待ち時間によるフォローや顧客満足度向上・データ収集を目的とし、
『万博を

『２０２５年以降に必要な国際的社会インフラと未来へのメッセージ』

一緒に歩く、AI コンシェルジュアプリ』の考案を提案します。一人に一人、AI がコンシェルジュとして



国際化社会に対応し、さらなる発展を生み出す社会基盤とインフラ整備。

同行するサービスアプリを考案。顔認証で趣味趣向を分析しての提案や混雑状況のお知らせ、予約、グッ



『経験という資産、人類の幸福と発展、普遍的な価値』をメッセージとして後世に伝えるツールやシンボ

ズ購入などもでき、待ち時間に並んでいる時は VR などを用い、47 都道府県（オールジャパン）をドラえ

ル的なもの。

もんのどこでもドア的に散歩できる（興味を引く PR のみで、現地に行くことを誘導）。コンシェルジュが
観光ガイドを務め、地方都市の観光 PR や並んでいるコンテンツの動画、キャラクターAI でのチャットが
楽しめ参加型を測ることができる。また、ダウンロード時や、コンテンツ参加後など折々に AI から質問形
式でのアンケートによる動向調査データ収集など。


①『世界人類の発展に寄与する“研究機関型の日本文化体験”コンテンツ』


日本人が国際人としての中心である『自国文化』の本質を理解し、日本の強みを生かし、価値を担保しな
がら未来社会をを構想することがとても重要。真の国際人教育としての学びの機会が必要。

空前の日本ブームである今、
『WASYOKU』や『OMOTENASHI』に始まり、
『SAMURAI』や『ZEN』など世界共通語
にもなっているワードを活用し、
“本場日本”の生活、嗜み、武道、空間、美意識などの精神性を含む文化
体験型コンテンツを考案。
（VR や AR マッピングなどを活用）
。



世界人類財産とも言える日本の伝統文化を、ただ体験してもらうだけではなく、楽しんでもらいながら万
博の来場者の体験データを公開型で取得し、武道や茶道、日本舞踊や能などの伝統文化が脳科学的、心理
学的にどのような影響や効果が得られるかなどの化学的検証を行い、その効果を用いた美や健康、医療セ
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日本文化の更なる発展と、日本の若者達が勇気と希望を持つきっかけとなる万博になって欲しいと願いま
す。
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九州大学法学研究院

教授

河野 俊行氏

21 世紀の建築、モニュメント等の傑作を作ることを意図したコンペ。長期の保護が可能なノウハウまでコン
ペ内容に入れ込む。遺産に「なる」のではなく遺産を「つくる」ためのアクション。

宇宙物理学の成果、ビッグサイエンスの時を超えたスケールと重要性。
都市（SDG ならこれに焦点）
課題先進国が解決先進国でもあることをみせる。

ウォーターフロントであることを生かした会場アクセス、設計。
パビリオンの外においても楽しめるバーチャルな仕掛け

過去の万博例を検証し、何をもって成功・失敗とするかの規準を明確にしたうえ、失敗例を繰り返さない事前
準備が重要。
日本に来る観光客が増加している中、万博の後押し効果を長期的なものにするためには、日本の他の地域にあ
る文化資源と結びつける工夫が必要。
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動・活力・共感を生み出す「超快適スマート社会」の創出並びに MBT(Medicine Based Town－医学を基礎

（公財）関西文化学術研究都市推進機構

中川 雅永氏

けいはんなで研究開発を行っている i-brain（脳・人間科学技術）と ICT（情報通信技術）による、心に感
とするまちづくり）への取組みを見せる。



人間の能力や意欲が減退しないような人間に寄り添う技術の開発、例えば自動運転技術から 運転サポー
ト技術などの方向性を反映した未来社会のデザインを見せる。



国会図書館の電子情報資源への時間や空間を超えたユニバーサルアクセスの取組みを見せる。



けいはんなのスマートシティの未来社会モデル（スマートシティ＋環境共生都市＋文化創造 都市）の取組
みを見せる。





未来の生活・サービスの体験や参加型実証実験などのアクティビティを提供する。



最先端技術と関西の珠玉の文化財や伝統工芸の融合を見せる。



遠隔地からの参加で万博を盛り上げる“e スポーツ大会”の開催。



関西の各エリアを如何にスムーズに結ぶかに注力する。また大阪からけいはんなまでのアクセスの充実な

日本は東京一極集中となっているが、バランスの取れた多極構造を目指すべきであり、万博を絶好の機会
ととらえて地域経済活性化のためにも関西が一丸となって、世界の人々が多様な文化や価値観を知り多彩
な交流を生み出す空間を提供すること。



大阪・奈良・京都など関西は、長く政治・経済・文化の中心地であったことから歴史的建造物や伝統芸能、
和食など文化遺産が数多く根付いているエリアである。その一方で大阪の医療クラスターや神戸の医療産
業都市、京都・大阪・奈良に跨るけいはんな学研都市など先端科学技術の集積地でもある。科学技術が人々
の生活を変えていく中で、人間として失ってはならないもの、取り戻さねばならないものは何か、テーマ

ど、人の流れを作るために必要となる交通インフラを選定し整備する必要。


をしっかり決めて提示していくこと。


21 世紀地球社会における科学技術のあり方（独断的で倫理観欠如などの課題提起や人類幸福への展望）

待ち時間対策が最小となる会場案内システムの構築。


を理念だけではなく、具体のイメージも併せて世界に発信すること。


来場者が会場までストレスなく移動出来る様々なモビリティを活用した MaaS や、スムーズな人の流れや
けいはんなをサテライト会場と位置づけ、万博後の研究開発産業技術拠点として整備し、産業技術の展示
場を設置。

少子高齢化や在留外国人の増加など多様な社会に変革しようとしている我が国の問題に、テクノロジーで
解決する新しい多様な文化を受け入れた技術立国の姿を見せること。



科学技術や産業イノベーションへの様々な取組みが、先進国だけでなく途上国にとっても重要な取り組み
であり、SDGs 目標達成に向けた社会的課題解決や経済成長実現に寄与し、新たな価値創造の実現につな
がるということを共通認識として持てる場となること。







世界の見本となる持続可能な未来創造都市を提案すること。（けいはんな学研都市の目指す－最先端の健

重要。けいはんな学研都市では日本文化のオリジンをリアルとバーチャルの両面で探訪できるような、具

康管理システムを有した住民健康都市／生物多様性の高い里山の自然と融和したテレワーク都市／自動

体的にはバーチャル技術を用いて体験したものを自転車等で実物を見に行ける、といったような体験が提

運転・キャッシュレス・エネルギー最適化などの最先端技術実験都市）

供できるのではないか。

持続可能な都市のあり方とはどういうものかを、先進国の考え方だけでなく世界中から知恵を持ち寄り、



世界の都市問題の解決に寄与する場となること。


関西全体が東京と違う価値を出すべきで、学術・文化・イノベーションで独特のものを突き詰めることが

けいはんな学研都市の特色ある実証フィールドを、世界に開かれた未来社会の実証実験のメッカとして発

新たな社会サービスの実装には、万博ターゲットだけでなく万博後に大きなビジネスに繋がる社会実装シ
ナリオが重要で、より良いモノづくりのために産学一体となって進めていくという考えが重要。



展させるとともに世界に伍するスタートアップエコシステムの拠点となること。

技術の進歩が 100 年 200 年先に向けてどういうベクトルかを表現出来ればよい。サイエンスの流れは、
物理から始まり生理を経て恐らく次は心理へと向かうのではないか。人類の進歩がもたらす課題解決に
は、
「良心」に目を向けた研究と教育が必要とのメッセージも出せればよい。



世界の研究者、技術者、社会科学の関係者が集積し、オープンイノベーションを基本に SDGｓに貢献する
研究開発やビジネス創出を図るための、
「国際 SDGｓ推進・支援センター」を設置してはどうか。





けいはんな学研都市には、人類の未来と幸福のために何を研究するべきかを研究する高等研究所を始

人類の課題（苦痛）からの解放のために長寿と健康（特に心と脳の健康）や食糧問題や安全な水確保など

め、大阪・関西万博のテーマに沿った研究を行う研究機関が多く立地することから、人類課題に関る

の研究成果と未来予想を見せる。

研究分野ついて世界の学者、経営者、政治家などのリーダーが議論する場として、国際会議をレガシ

少子化、耐災害性、CO2 削減、プラスティックごみ削減など SDGs の阻害要因になる社会課題の解決策を

ーとして残すことは意味がある。

示す。
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多様な文化を受け入れる新しい社会を構築することに対して、貢献できる技術や社会サービスを見せる。
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ダ ボ ス 会 議 Global Shaper, Aillis Inc.
LIFULL

財団

執行役員,

Chief of Staff

野村 将揮氏





モ●ゾー先生とキ●コロ先輩のことはほとんど記憶にないのですが、大阪・関西万博はぜひ記憶に残りま
くるたのしろいサムシングに、お願いします！

多様かつ多彩な期待を統合し具象化させることを通して、大阪・関西万博の以前以後を問わず、ある種の
明るさや前向きさが社会にもたらされることを望みます（副次的とも捉えられ得ますが、この種のものこ
そ財産になるであろうという考えです。
）。あくまで一例ですが、人類が遠くない将来において、宗教、民
族、国家といった対立軸に次いで向き合わなければならないであろう「世代」というパラダイムの取扱い
について、この６年間でこの国が何かを提示できる可能性は、小さくないのではないでしょうか。そう、
万博はすでに始まっていると言っても過言ではない！（過言）



コンテンツを考えるに当たっては、その理念的支柱の純度と強度こそが肝要と理解しております。したが
って、
（黙示的に自己目的化されがちな）執着や利害を内破し削ぎ落とす意識的努力と、理念を何かしらに
結実させるための目的合理的性が不可欠かと思います。むずかし。



上記の前提で、
「いのち輝く未来社会のデザイン」を考えるに当たって、まずは、
「いのち」を取り巻く哲
学的問いと正面から向き合う必要があると感じております。大阪・関西万博では、存在としての個人を規
定してきた諸般の概念（時間、場所、言語、身体、意識など）の超克を積極的に志向・試行してもらえた
らと思います。技術革新の彼方で、他者の内在化や社会との融和の新たなあり方（つまり、主体としての
自己の解体・解放と再定義）の可能性を指し示すもの。これはおそらく（それこそ従前の「人類」そのも
のを揺るがす）至上のコンテンツになるだろうと思います。ミケランジェロの視点で天井画を描いてみた
り、ウサイン・ボルトの疾走スピードを体感したり。もちろん、構造的暴力の意味合いを考えることもで
きるでしょう。



一例ですが、待ち時間が待ち時間ではなくなるような工夫を考案する方が現実的かとも思います。会場中
で「人志松本のすべらない話」がエンドレス再生されているのもいいかも。フランス語であの"間"を再現
できたら、それこそ日本文化への理解の深化につながりそうですし、日本文化の新たな地平が垣間見えそ
う。そもそも笑いに普遍性ってあるんでしょうか。
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京都大学大学院工学研究科建築学専攻

教授

平田 晃久氏

統 合 し 具 象 化 さ せ る こ と を 通 し て 、大 阪・関 西
万博の以前以後を問わず、ある種の明るさや



日本には優れたアイデアや実現力を持った建築家がたくさんおり、世界からも注目されています。特に、
これからの建築を担う若い世代が、何らかの活躍の場を得るようなエキスポであってほしいと思います。

前向きさが社会にもたらされることを望みま
す（ 副 次 的 と も 捉 え ら れ 得 ま す が 、こ の 種 の も


テクノロジーが生命に近づきつつある時代にふさわしく、人間が住む環境全体が「生きている」事を示す
こと。



の こ そ 財 産 に な る で あ ろ う と い う 考 え で

水、風、光、熱などさまざまな「流れ」の複雑な振る舞いをシミュレートできる技術をフィードバックし

す 。）。あ く ま で 一 例 で す が 、人 類 が 遠 く な い 将

た、新しい都市の姿を（断片的にであれ）提示すること。


上記の「流れ」には人間の流れも含まれるが、新しいモビリティーの技術を生かしたフレキシブルな交通

来 に お い て 、宗 教 、民 族 、国 家 と い っ た 対 立 軸

システムのイメージを提示すること。


会場全体を１つの生態系として捉え、都市での農業や新しい緑化、離散的な発電システムの可能性を示す
こと。



に次いで向き合わなければならないであろう

それぞれがバラバラの個性を持つパビリオン（エキスポが終わると廃棄物となる）に依存した、従来のエ

「 世 代 」と い う パ ラ ダ イ ム の 取 扱 い に つ い て 、

キスポのイメージを脱却すること。


他方で、つくること＝悪という紋切り型の考え方を超えて、引き継いでいける印象的な構築物（恐らくは

この６年間でこの国が何かを提示できる可能

何らかの新しいインフラストラクチャー）をできる限り大胆につくること。

性は、小さくないのではないでしょうか。そ
う、万博はすでに始まっていると言っても過


最新のテクノロジーを駆使して、文字通り五感を駆使して体験できる展示



最新の翻訳ツールなどを生かした異言語間でのコミュニケーションが簡単にできる環境の提示



ライフサイエンスの世界の研究がどのように今後の生活像を変えるか、を提示する展示



水都大阪のはじまりに遡る、百舌鳥古墳群の壮大な展開を紹介する展示

言ではない！（過言）

コ ン テ ン ツ を 考 え る に 当 た っ て は 、そ の
理念的支柱の純度と強度こそが肝要と理解し


膨大な廃棄物が出ることには反対ですが、会場は印象的なイメージを持つべきだと思います。



新しいモビリティとインテグレートされた道のようなインフラストラクチャーを、会場の風景をつくりだ

て お り ま す 。 し た が っ て 、（ 黙 示 的 に 自 己 目 的

す要素として生かせると思います。

化されがちな）執着や利害を内破し削ぎ落と



それは従来のような二次元的な道ではなく、三次元的なネットワークとなるべきだと思います。



それは万博後にこの土地に展開する都市の基盤となり、そこから新しい街が生まれるきっかけをつくるも

す意識的努力と、理念を何かしらに結実させ

のとなります。

るための目的合理的性が不可欠かと思いま
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す。むずかし。

・最新テクノロジーのみに頼りすぎると、パビリオンの手法が近似し個性が出にくくなる。
・映像のように組み立てられたストーリーに沿うだけの受動的なコンテンツではなく、意識に働きかけ、

株式会社乃村工藝社

松浦 竜太郎氏

能動的な思考や感性を誘う計画を導入し、見て、感じて、考える豊かさを体感してもらいたい。


世界に誇る日本の伝統工芸との融合
・作家や職人による伝統工芸作品を、建築・パブリックなど会場に織り交ぜて計画。
・伝統工芸の実演
先人から受け継ぎ、継承し続けている日本の職人技は、世界中の人が注目している。
滞在時間を伝統でおもてなしし、日本の魅力をお持ち帰りしていただく。




心が満たされるおもてなし

体感し、考える、バーチャルパビリオン
・SNS 上で、世界中の人がアクセスできるパビリオンを計画。

・疲れない万博に。

バーチャルで構築した世界の中で、喜びや楽しみを共有しつつも、最終的にはフィジカルに落としてい

心が豊かな状態でないと、創造力や吸収力も低下する。

く仕掛けを模索。

そのため、限られた時間で有意義な時間を過ごせるように、様々な疲れない工夫を。
・待ち時間を過ごせる場の計画。
待たせないシステム構築は可能であろうが、パビリオンのキャパシティは限られるので、
次々とスムーズ にパビリオンを巡回することはできない。
そこで、次の入館まで待ち時間を過ごす場と仕掛け・室礼を設ける必要がある。



（ミラノ万博では、どこの飲食店やベンチも人で混みあい、寛げるスペースが少なかった）

ランドスケープの充実
・丘、くぼみ、段上など、様々な地形をつくる。
・心豊かな時間を、多種多様な目的で過ごせるようなパブリックスペースの場づくり。憩い、ピクニッ



自然を愛でる環境

プレゼンテーション、パフォーマンス、子供の遊び場、祭りの催し、日本食の試食、展望台、コ
ク、

・日本の四季の豊かさを、世界の人と共有できる仕掛けづくりを期待。

ミュニケーション、パビリオン待ち など

・花や緑の香り、日本の四季を体感できる植栽計画 ⇒バイオフィリックデザインにも繋がる

・複数のランドスケープデザイナーによる、様々な地形の創造。

脳の活性化、想像力の促進、幸福度の向上、癒し効果などが望まれる。
・暮らしが四季に根づき、四季と共に生きる文化であることを紹介。



長寿とも深い関わりがある食文化と、日本食が旬の素材を生かす健康食であることをアピール。

モバイルアーキテクチャの販売、もしくはレンタル
・ワンタッチで組み立てる、オリジナルテントを導入（使用できる場所を限定）
。
・来場者一人ひとりが安らぐ、自分の居場所をつくることが可能。



万博後も持続可能な集いの場

・オリジナルカラーのカラフルなテントが風景をつくり、それが変化し続け、万博の景色をつくる。

・賑わいの記憶を活かし、その後も人が集う場に。
・例えば、海上の近未来型植物園を設けることを期待。



⇒周辺の自然環境と調和した場に。子供たちの教育にも寄与。

「ハートジェニック」なスポットを多数計画
・単なる撮影スポットではなく、心にどう焼き付けるかに主眼を置いた場づくり。

・離散型会場計画であれば、植物園などに転用しやすいし、拡張も可能。

・世界へ喜びを分け合う ⇒ 笑顔が拡散し、幸せかつ豊かな心で世界を満たす工夫を。
・待ち時間を楽しく過ごす仕掛けの一つとしても、効果を期待できる。


水路・水辺の整備
・足湯や足水を通じた憩いの場。



最新テクノロジーと連動させた、身体的で豊かな実体験をともなうコンテンツ
・映像などバーチャルな世界は現実感に乏しいので本質が伝わりにくく、

疲れをとる足湯や、足を冷やすことができる足水として憩いの場に。暑さ対策にも。
・橋を特徴的なデザインとし施設案内としてのアイコンに（八百八橋、大阪文化へのオマージュ)。

中身に対しての感動が残りにくい一面がある。
一方で物に触れるなど身体的に体験・体感したことは、脳や心に響き、記憶に残りやすい。
・子供から老人まで理解できる、創造性豊かで分かりやすい体験型コンテンツを期待。
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公益財団法人

山本能楽堂

事務局長



アーティストによる社会の問題提起、問題解決に向けた表現や意識の活用



開催地である関西を中心に様々な企業、各種団体、ＮＰＯが共に発展し経済が活性化すること



日本の伝統芸能や生活文化の素晴らしさを見せる。日本文化は自然と調和する平和のための文化であるこ

山本 佳誌枝氏
とを発信する。ＳＤＧｓの達成に向けた能楽の上演
（伝統芸能・文化が本来持つ人間力の発信）
能楽は人間が本来持っている能力、すなわち「人間力」だけで成り立つ芸能である。電力やデジタルの力がな
くても人の力だけで公演が成立する。文楽や歌舞伎などの伝統芸能や茶道やいけばななどの生活文化も同様で


世界における日本の伝統芸能や生活文化のスタンダード化と日本国内における再評価

ある。
「人間力」によって培われてきたプリミティブな伝統芸能の素晴らしさを見せることで、世界が驚き、共

①関西は日本の歴史と文化の宝庫であり、伝統芸能や生活文化の発祥の地でもある。その魅力を世界の人々に

感を呼ぶことができる。

向けて発信し、日本文化への憧憬の念を抱かせること。

（最先端技術のテクノロジーと伝統芸能・文化の融合）

②日本の伝統芸能や生活文化の中に含まれている日本人の美意識や価値観、ものの考え方を世界に発信し、伝

最新のテクノロジーと伝統芸能・文化の融合を見せることで、日本の伝統芸能・文化に革新をもたらし、新た

え、理解を深める機会が創出されること。

な魅力創出につなげることが可能と思う。ただし細心の注意も必要である。

③万博は、日本文化や価値観が世界の人々から共感され、広がる大きなチャンスであり、例えば空手や相撲の

（ＳＤＧｓの達成に向けた日本文化の発信）

ように、あらゆる日本文化が世界的に脚光を浴びてスタンダード化されることで、世界における日本のプレセ

当財団では２００９年に大阪で官民一体となって開催された「水都大阪２００９」で、水の環境保全をテーマ

ンスが高まり、日本の経済成長も見込むことができる。

に子ども達と一緒に環境問題について考え「水を大切にする気持ち」で世界を一つにつなげる新作能「水の輪」

④日本国内でも、伝統芸能や生活文化の素晴らしさが再評価され、継承されること。

を制作した。それ以降国内外で２０回再演を繰り返し、ＳＤＧｓの１４のゴールの達成に向け文化の力で取り

⑤ＳＤＧｓ達成に向け伝統芸能が活用され、日本文化の奥行きの深さが発信されること。

組んできた。本年９月には、欧州文化首都となったブルガリアのプロブディフで、１５の「森の豊かさを守る」



ための新作能「オルフェウス」を初演する予定である。ＳＤＧｓの達成に向けて、日本の伝統芸能の力で貢献

１９７０年万博の「お祭り広場」のレガシーの継承～人類の対話のプラットフォームの構築

グローバル化がすすみ、ボーダレスとなった現代社会では、万博において、もはや国と国とが競いあうのでは

したい。

なく、個人が主体になっていくべきではないか。個人同士が、人種、ジェンダー、宗教等を超えフラットな関

（世界平和のための芸能の発信）

係になれる場を構築することによって、対話が生まれ、多様性への理解がすすみ、世界的なコミュニケーショ

能楽は、天下泰平・五穀豊穣を祝うための芸能であり、平和への祈りがこめられた芸能である。

ンが生まれ世界平和へとつながる。





体験や経験をしてこそ、日本の伝統芸能や生活文化への理解・関心は深まる。その奥に潜む精神性や様式美を

ＳＤＧｓの推進とポスト２０３０に向けた提言

あらゆるバリアーを超えた対話が行われ、相互理解を深めることで、持続可能な社会の達成のためのポスト２

文化や人種の違うあらゆる人々に向けた日本の伝統芸能や生活文化の体験による共感

きちんと伝えることが相互理解を深める上で有効であり、必須である。

０３０の方向性が大阪・関西万博を契機に顕在化することを期待する。


「世界が注目するこれからの日本をどう伝えるか？」がきちんと見直され、日本の特異性、特質性が生ん
だ魅力ある日本が世界に発信されること

世界の中で日本をどう伝えるかがきちんと整理され戦略的に正しく強く発信されること。


バリアフリー、ユニバーサルデザインなどによる社会の機能性・利便性の向上



あらゆる人々にやさしい社会の実現。


先進国の少子高齢化問題、途上国の人口爆発問題の解決

夢洲会場以外に、千里万博公園及び関西一円の各都道府県にサテライト会場を設け、関西広域で面として
万博を開催し、関西の多様性を見せ、その魅力を発信して頂ければと思う。



千里万博公園が１００年かけて取り組んでいる「自然再生」の取組を、万博終了後、夢洲でも継続して取

国を超え、解決に向けた対話を行うことで、世界の人々が世界の問題を自分事として捉え、解決に向けて共感

り組んでほしい。ＳＤＧｓの達成に向け、環境問題についても世界の人々が対話するプラットフォームを

し、同じ問題意識を共有する。

万博で構築できるような会場計画を期待する。



子ども達や若年層が楽しむことができ、次代を担う子ども達にとって将来的に意味ある万博



大阪は、ヴェニスやアムステルダムに並ぶ「水の都」として知られている。世界的にも珍しいロの字型の

子ども達が成長していく中で将来に向けた希望や夢を持つためのきっかけの場となること。

水の回廊を有しており、その利点を活かし、大阪の水辺からダイレクトに夢洲に船で行き来ができ、神戸



等周辺地域からも海を使用したアクセスを整備してほしい。

女性の活躍が推進され、女性の視点が取り入れられ女性ならではのパワーが発揮されること。

若い女性たちも含め女性活躍の場が広がり、万博を契機として、世界的な女性のネットワークが生まれ、新た
な対話が行われること。
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世界平和に向けた万博の開催

万博の大阪での開催が２度目であることから、１９７０年の万博のレガシーも引き継ぎ発展させることも大
切。
「お祭り広場」は西山夘三 京大教授の「会場に集まった人たちが、参加した喜びをともにわかちあう場を
作るべきだ」という提唱から生まれた。本来は相反する「お祭り」
（陽気で楽しく人々の心を結び共同体として
意識を強めるもの）と「広場」
（市民が自由に議論する哲学的な場）が結びつき、連帯感と交歓が生み出される
場となった。５０年経った現代社会でもこのレガシーを継承し、世界の人々が個人レベルの対話によって相互
理解を深め、平和への思いを共有し、その種が世界各国に持ち帰られ、まかれ、育まれることで、世界平和に
つなげることが何より大切だ。万博を開催する意義がそこにあると考える。
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文化への洞察が求められる。

国立民族学博物館

館長



「未来社会の実験場」というコンセプトも、
「SDGs を達成するため」という目標と直結するかたちで打ち
出すことで、より具体化しやすくなる。
←IT（ICT）
、AI、ロボットなどを活用した「未来社会の実験場」には、そうした技術から取り残された人

吉田 憲司氏

びとへの目配りと対応が伴うことが必要である。IT 大国といわれるインドにおいてすら、現在、インタ
ーネットにアクセスできるのは、全人口の 35%にとどまる。IT だけで地球全体、世界大の未来を語るこ
とはできない。
また、最先端のライフサイエンスの提示にも、その恩恵をうけることの難しい人びとが人類の大半を占
めていることを忘れてはならない。
最先端の技術の提示には、同時に、そこに至る道筋、さらには手近な技術で実現できる代替手法を提示
する必要がある。



人類が一堂に集い、他者への共感と敬意を育んで、言語や文化の壁を越えて共に生きる世界を築くための



「人類の祭典」とすることを期待する。



参加国との協働で制作したコンテンツの提示を。
←万博の場が、最先端技術を誇る「私たち」の社会と、それに取り残された「彼ら」の社会といった構図

←自らの視野に収めた世界を展望することを目的に始まった万国博覧会であるが、国威発揚型、開発直結

を再生産する場になるのなら、それは本末転倒である。あらゆるコンテンツが、その対象となっている

型の万博の時代はすでに終焉を迎えたと思われる。ただ、世界の人びとが実際に集う､人類の「祭り」と

人びとへの共感と敬意を育むものでなければならない。そのためにも、コンテンツの制作は、企画段階

しての意義は、将来にわたって失われることはないと考える。

から、参加国の人びととの共同作業のもとで進めるものでなければならない。

「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマは歓迎する。今後、そのコンセプトに「文化」という視
点を十分に組み込む必要がある。
←哺乳類の中でも遺伝的多様性が他の生物と比べて際立って低い人類が、なぜ 70 億もの人口を抱えてこ
の地球上を覆い尽くしているのか。それは文化的多様性の故にほかならない。人類の文化的多様性を守
らずに、
「いのち輝く未来社会」は築きえない。そのような社会をデザインするのであれば、それは同じ





人間としての共感を育む一方で、人類の文化的多様性を確認し、それを尊重し守り育てていくする仕組

旨との整合性の点で評価できるが、会場の立地からすると、入場者が自分の位置を把握するのに困難が予

みを考えること以外にない。それは、SDGs の趣旨にもかなうものである。

想される。位置関係を把握する目印になる構造物の設置は必要だと思われる。明石海峡大橋までも見渡す

参加国と「共創する」万博を企画立案の段階から実現させていただきたい。
→参加国が、自分たちが誇れる技術や営みを自分たちで提示できる制度設計が必要である。そのためには、

雄大な風景を考えると、新しい形の大観覧車も一案か。


準備段階から、日本の若手の研究者やボランティアが各国に出向き、共同で企画を練り上げる仕組みを



「中心を造らない離散型の会場デザイン」が提唱されている。ネットワーク型の社会を標榜するという趣

待ち時間軽減に向け、スマートフォンのアプリを利用して､入場を希望するパビリオンを選択すると、待
ち時間を最小限にするルートの提示と入場予約が可能になるシステムを導入する。

組み込むことが求められる。その際、
「展示」のノウハウをもつ、当該国の博物館・美術館との連携が有



海水を淡水化した水による水路の設置や、その水の散布による緑道の維持、暑さ対策は必須。

効である。その結果、次世代における、日本と世界各国の人的ネットワークが構築できる。



地域を巻き込む国家プロジェクトという性格を最大限に生かすためにも、会期中に、関西圏はもとより、

「人類の進歩と調和」をめざした 70 年万博の最大のレガシーが、
「人類共生のための指針を示す」ことを

全国各地域で、参加各国に関連する展覧会等の芸術文化事業を展開する。地域コミュニティを巻き込んだ

ミッションとした国立民族学博物館（民博）といえるであろう。2025 年の万博が、
「SDGs を達成するため

一種のホストタウン事業である。ひとつの市町村がひとつの国と結びつくことで、日本全体が世界と結び

の万博」と位置づけられるのであれば、そのレガシーとして、世界の持続可能な開発に向けた「国際 SDGs

つく契機となる。民博から、そうした展示事業に当該国の関係資料を貸し出すことは、東京オリンピック

研究開発センター」のようなものを創設できないか。万博で蓄積された SDGs の達成に向けたさまざまな

のホストタウン事業で経験済みである。

情報を基盤にして、継続的にその目標達成のための技術を開発し、さらにはその世界への普及を進める、
研修施設も含めた国際共同利用研究機関といったイメージである。そのような施設であれば、70 年万博
のレガシーである民博との連携活動も可能となる。


2025 年の大阪・関西万博が、人間のいのちの尊厳の認識と、異なる文化への共感に基づいた、未来の人類
共生の見取り図を描き出す場となることを期待する。



「SDGs を達成するための万博」という趣旨は、もっと前面に押し出されてよい。
→人びとが、自らの存在、自らの文化に自信と誇りをもたずに、
「持続可能な社会」は築けない。それだけ
に、万博の構想に当たっては、人類全体を俯瞰する広い視野と、世界の人びとがそれぞれに築いてきた
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国 連 大 学 /東 京 大 学

沖 大幹氏



歌って踊れる万博(日本各地と世界各国の祭り、パレード)


国家百年の計が人材育成ならば、国家 1000 年の計は文化の醸成と伝承であり、人がより良く生きら
れる文化を生み出し、次世代に継承できる社会の構築を目指すべきである。



新しいモノを観るよりもコトの共有に重きがある。大阪・関西万博を日本各地と世界各国の祭りの
show case とすることは、永く文化を育み継承している関西圏の姿を上手に世界に映し出し、国際交
流を促して、万博本来の趣旨をいかんなく発揮できる。




是非するべきこと

貢献している。祭りの日にこそ「いのち輝く」
。



22 世紀に向けた夢を語り合える場の提供。



次世代、次々世代がどんな社会でどんな暮らしをしていて欲しいと思うのか、その実現に向けて今を

緒に踊ったら希望に応じて SNS でつながることができて、先端技術のおかげで言葉を越えて交流でき

生きる我々に何ができて何をせねばならないか、2100 年の人と社会と地球を想い描き、意見を交わ

る仕組みがあるのも良いのではないか。




祭りはコミュニティの結束を固め、日常生活の quality of life を向上させると共に、健康長寿にも



毎日定期的にパレードが観覧できると共に、夕方になったら踊りの輪に加われる場があると良い。一

す機会に 2025 年の大阪・関西万博がなれば素晴らしい。



万博を機に、毎年 8 月 1 日が「日本水かけ祭りの日」になると嬉しい。

宇宙旅行や平和な世界国家でも良いし、先端科学技術による貧困削減や環境保全も良い。



最新映画を 3D で観られる時代にパビリオンでの 3D 映像には誰も足を運ばない。家庭にスマート機

するべきではないこと

器が入る現在、ロボットの集客力には期待できない。生身の人間によるエンターテイメントこそがリ



ピーターを含めた集客の原動力だろう。誰が VR を見るのか?

2015 年 9 月に国連で合意された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ(2030 アジェンダ)」の


趣旨に反するような行為。


祭りには屋台である。
「世界の屋台村」に日本ならではの歴史・文化を反映させ、さらに待ち時間や支

あらゆる貧困を撲滅し、恐怖や暴力、病気、飢餓、欠乏、そして束縛などからの自由を獲得し、尊厳

払い方法などに最新技術を導入して、現状のフードコートやゲームセンターに比べて、もっと心が満

を持ち、持続可能な資源管理を実現して地球環境を守り、誰一人取り残さず豊かで満たされた生活を

たされ、楽しい未来の屋台村像を示せないか。

享受できるようにしようという野心的な目標が 2030 アジェンダに掲げられた持続可能な開発目標
(SDGs)であり、それらの達成を阻害しない必要がある。


人為的な気候変動を加速するようなエネルギー多消費による温室効果ガスの排出や食品を含む廃棄
物、資源消費などは可能な限り削減する必要があり、ジェンダーや平等、人や文化、生物の多様性へ
の配慮が必要である。



「形あるものは残らない、形のないものは忘れ去られる」が、後世に残すべきもの







暑気期間中は、通夜開催も含めた夜間の有効活用の実現。



スマート・ウォーターサーバーによる飲み水サービス。


アイディア、意匠、サービスなど、形がなくとも「高い価値に対しては然るべき対価を払う(あるい
は、お互いに提供しあう)」という文化の醸成と伝承。

るが、特に人口が密集した都市などでは人々が 1 年に瓶詰水代として支払うお金で施設を改善すれば

モノが溢れる時代の「支払い価格は安ければ安いほど良い」という価値観は、我々自身の創意工夫や

飲める水道にできる、といった話もある。各人がペットボトルを購入して飲むよりは、各人がコップ

試行錯誤、努力をお互いに過小評価し、多様で豊かな発想に基づく社会イノベーションの芽を摘み、

や水筒を持参して、好きな時に好きなだけ水を飲める仕組みにしてはどうか。飲み水容器の廃棄物削

承認欲求の充足や自己実現を阻んでいる。

減にもつながる。浪費を防ぐために、ごく低額の自動課金(IC 入場券やスマフォ決済)を考えても良

メディア等で「お金にうるさい」と評されることもある関西圏の方たちは、単に守銭奴なのではなく、

いかもしれない。

お金の価値を知っているからこそ適切に使わないと我慢ならないのであり、近江商人の「三方良し」



災害を想定した事前計画


に象徴されるようにビジネスを通じた社会課題解決がめぐりめぐって自らの利益に戻ってくること
を理解している。


水道水が飲めないため、やむを得ず瓶詰水を飲用水や調理用水として用いている国や地域には多くあ

風水害のように直前にある程度の予測が可能な災害に対しては、発災前に閉場としたり、前売り券を
払い戻したりする手順を事前に決めておく必要があるのではないか。

そういう関西圏の万博から、「然るべき対価を価値に対して支払う(あるいは相互提供する)」という
文化を広め、後世に残すことこそ、Society5.0 の実現には不可欠である。
(参考：提⾔「22 世紀の国づくり」
、土木学会、令和元年 5 月)


大阪の中小企業が、アフリカや南アジアなどの途上国に直接投資をしてビジネスができる場も提供できる
と良いのではないか。
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株式会社アートフロントギャラリー
代表取締役

北川 フラム氏



川を通した海とのつながりの再認識。



極東の島国の世界史的な意味の確認。



アジア諸地域との文化的つながりの検証。



サスティナブルな観光（国連）の実態。



軍隊、宣教師、貿易商（地理上の発見以来の動き）に代わる難民、外国人労働者、観光客、文化的ネット
ワークの実態。



ホモサピエンスはどう誕生し、どこに向かうか？



宇宙の膨張と遺伝子のミクロとの関わり。



会場を道路ではなく、どこまで水路でつなげるかが核になる。



多種多様な人々のプラットフォームの用意。

地域環境の悪化、資本主義の倫理性の欠如、個のロボット化のなかで、この博覧会は確かな一歩を踏み出
せるかが、この時代、万博を行う意味だと思います。
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↓

POOL INC．

CEO

小西 利行氏

・スタートアップやベンチャーが世界へとビジョンや技術をアピールする「舞台」として定義
・万博で発表→成長→万博へ戻ってくるという「エコシステム」を構築
（５）
：
「資金が集まる万博」へ 〜 旧来のタニマチ構造の打破〜
・万博に資金が集まらない。企業も意味ないことにはお金は出さない。
・万博に魅力がないだけではなく、タニマチ的な資金集めの限界
・ソフトのレガシーの構築と集金モデルの構築というトライが重要
※プレミアムフライデー型 PR モデルの応用
↓
アイデアの一例 ：NEXT JAPAN LEADERS Project

コミュニケーションデザインの視点から見た、大阪・関西万博への５つの提案

・万博のビジョンと役割の明確化＋参加する意義の明確化（発表）
・J Startup に変わる、新しい「スタートアップ企業認証＝NEXT JAPAN LEADERS」スタート。

（１）
：
「知恵の祭典」へ。〜万博の価値の再定義〜

・そこで選ばれた企業の技術・ビジョン発表の舞台を「万博」に設定。世界へ発信。

・オリンピックはいいけれど、万博は関係ない軽く見られているよね

・メディア（新聞社・テレビ・WEB）を巻き込み発表の場も設定（広告的なアプローチ）

・ドバイへの企業の協賛意識の低さから見える、
「何をする場所かわからない問題」

・万博とメディアを舞台に、国が認める「日本の次世代リーダー」を、日本中からの投資で後押し

・今更、国レベルの祭典に意味も意義を感じない。

・サポーター企業（金融企業やクラファンも含め）がその場で応援（ロゴなどを広告）

・協賛企業の新技術ばかりがならび、技術博覧会の様相。しかも SXSW とか CES よりも古い。

・２０２５から運用？世界が真似する集金システム＝ソフトのレガシーを構築

↓
オリンピックはスポーツの祭典。万博は「知恵の祭典」
。
新技術は、知恵をカタチにするものとして裏方へ。
（２）
：
「地球のリデザイン」へ。〜お国自慢大会の終焉〜
・国、大企業がともに考えるべきは、地域や自国のことだけではなく、地球のリデザイン
・宇宙船地球号のような、新しい時代を生きるための新しい視点の提示
・The Crosspoint for the Future（ドバイ博日本館コンセプト）への回答
・エンタメで賑わうのではなく、ビジョンで賑わうことを目指す
↓
課題を「問」い、解決へと導く。全参加国のフォーラムが開催され、かつ共同宣言を発信！
（３）
：
「若者の万博」へ 〜大人と大企業だけが参加できる仕組みの打破〜
・大人のつくる未来よりも、子どもがつくる未来が、みたい。
・SLUSH ASIA（毎年数百社・数万人を動員する）は、高校生・大学生がすべてを動かしている。
・代理店集約型から、コミュニティドリブンへ。悪しき慣例をアンラーンする。
↓
若者も参加できる仕組み、じゃなく、若者が運営する仕組みを生む。
（４）
：
「世界とつながる舞台」へ 〜 スタートアップに参加する意義を〜
・万博の意義がなくなっている。企業としても人としても「ただのエンタメ」に付き合う感じ
・企業として関係するにしても、大企業が中心で、スタートアップには関係がない。
・前世代的な企業との関係値を打破すべき。
・スタートアップが参加できる仕組みが必要。
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京都精華大学

【世界地図（ジオラマ・デジタル地図を含む）と SDGs の現状】


学長

SDGs の意味と目的に対する深い理解とこれから私たち一人ひとりに何ができるかなどの展示、ワー
クショップ、交流、ディスカッションの企画。SDGs の 17 のゴールと 169 のターゲットの個別的な

Oussouby SACKO(ウ ス ビ・サ コ ) 氏

説明、達成状況と来場者一人ひとりに何ができるかを創造する意識が持てる展示とワークショップの
計画。また、各国の展示物が SDGs にどう対応するかを図式化し達成度が数値化できるようにする。
万博を通して世界が共通で解決するべき課題を共有する。


グローバル化が進む中で多文化主義が否定されているように思われる。大阪・関西の寛容性を示すような、
多文化への対応、もてなす姿勢を食、ファッション、宿泊施設などのコンテンツ（ハラールラーメン・ベ
ジタリアン焼きそば、ビーガン懐石など）の提示と世界の様々な文化や生活習慣が体験できる（交流）コ
ーナーを設ける。




万博の現場で差別、格差社会が意図せず表現されていることもある。本意ではない展示を行ってはならな

【社会モデルの提示】

い。展示者の意思と何が伝えたいか、それをどのように伝えたいかをサポートすることが重要である。例：



万博は現在の社会課題を見据えつつ目指すべき未来社会と人間生活の新しいモデルを提示する絶好

「アフリカ共同展示館」などを問い直してほしい。現在の世界の地域性、秩序の概念から脱却する会場計

のチャンスである。現状に対する認識、未来に対する希望と個々人が果たせる役割を同時に提示する

画を考えていただきたい。
「明日」の未来社会が創造できる新たな切り口を持ち込みたい。

ことが可能である。地域紛争・格差・差別・世界経済と秩序の一極化が見られる反面、科学技術の飛
躍的進歩、情報技術の革新的発展によって、我々人間同士の距離の取り方が変化してきた。本万博で
は、その背景を踏まえつつ「新」人間社会の未来像を提示する場にしたい。つまり、
「個」を中心とし
た社会構造、多様性が尊重され、選択と責任のある生活、健康、仕事などの提案・メッセージを発信
するべきである。


【生活モデルの提示】


い。それらのテーマと各国との関連性が不明な場合も多い。できれば、メインテーマに対して各国の取り

によって、
「個」を中心とした未来社会と人間のあり方、それを取り巻く様々な環境（共同体、自然、

組み状況が一目で分かる情報（テーマ）スポットを作ってほしい。

文化など）やアクティビティモデル、つまり「人間がどこから来てどこへ向かっているか」をもう一

例：水上の世界地図か大きな模型から SDGs の取り組み現状がわかる。


新しい移動手段、会場案内と多様な言語に対応出来るツールが必要である。関西ならではの未来都市を創

【SDGs の進捗状況と今後】

造するイメージで移動距離と移動手段を計画する。スマート化された多様な交通手段を導入することを視



野に入れる（陸上、水上、空）
。

SDGs の進捗状況を、工夫した展示手法でわかりやすく示す。また、ポスト SDGs の社会を創造できる
展示、希望ある未来社会へのメッセージを発信できる万博になってほしい。関西らしさである、伝統



これまでの万博では幾つかの「独立したテーマ」と国ごとのパビリオンで会場が構成されていることが多

関西エリアが持っている古い歴史、文化、知識と学問的な多様性を基にして、人文社会と技術の融合

度創造できる展示にしてほしい。






入場と各アトラクション、ワークショップ、体験などのチケットをスマート化する（顔認識など）
。それに

を重んじ、革新し続ける社会と技術を展示することをとおして、
「個」を大切にし、個を中心とする多

よって人の流れと待ち時間がコントロールできると思われる。しかし、待ち時間を含める展示内容の場合

様化社会の未来像を捉えられるものになると期待している。

は、順番待ちの場所に「タッチスクリーン」
「デジタル仮想スクリーン」などの「クリエイティブメディア」

【環境と自然への回答】

を導入し、個人化されたインターフェイスで展示内容の情報、バーチャルツアーができるようにする。ま



人間と自然の関係は未だに曖昧で、環境に対する配慮と取り組みもグローバルのレベルで不確定なま

た、従来の展示手法だけではなく、インタラクティブ型、仮想空間型の展示内容も導入すると、展示に多

ま。京都議定書、パリ協定など、いずれも進捗状況が見えないままである。それらを問い直し、未来

様性が生まれる。

への取り組みとして様々な環境対策（数値的・視覚的）を会場のいたるところでインタラクティブに



展示・設置してほしい。

開催中の天候、暑さ対策など、ドリンクなどの拠点を増やすことは重要ではあるが、人の関わりの中で行
ってほしい。大阪や関西の様々な下町のイメージ、祭りの出店のイメージを複数の場所で再現し、そこで
来場者へのもてなしとコミュニケーションをはかる。



誰にでも届く防災、災害対策が重要である。多言語化された自動翻訳、認識翻訳の導入。また、災害に関
する世界共通の記号化と日本の迅速な対応のシステムを展示として導入し、また必要に応じて対応もす
る。日本で行われる避難訓練もグローバルでは重要な災害対策の事例になるかと思われる。



【都市モデル・社会モデル・生活モデルの展示】


人間社会の原点、近未来の人間社会が描かれるもの→「過去に学び未来を創造する」ことばの具現的
な展示物。
（参：1939 ニューヨーク万博（フューチュラマ）
）
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地元の継続的な取り組みと国際展開のプラットフォーム形成。これまでの万博では、
「一市町村一国フレン
ドシップ事業」が行われ、姉妹都市関係などが結ばれた例もあった。ただ、取り組みが一時的であり、継
続的なものが少ない。今回は大阪・関西的なもてなしで関わり、地元と万博が互いに未来を見据えられる
ような関係性が残ることを期待している。
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若者、社会、世界にとって希望が持てる未来を万博を通して感じられるようにしてほしい。
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理化学研究所

生命機能科学研究センター

網膜再生医療研究開発プロジェクト



受付から診察室まで全ての面で AI をはじめとした最先端技術の積極的な導入が望ましい。



近年技術進展が著しい再生医療分野の社会実装の際には、研究施設の並存が望ましく、そのような点
もデザイン時に考慮に入れることが望ましい。

プロジェクトリーダー



髙橋 政代氏

再生医療をはじめとした先端医療の社会実装・臨床研究・治験は膨大な数の基礎研究の上に成り
立っており、基礎研究の加速なしには先端医療の実装は難しい。




ロボットと AI を駆使した次世代型基礎研究の姿がデザインに含まれていることが望ましい。

また、患者の体験向上のみではなく、昨今長時間勤務が社会問題となっている医療従事者の利便性向
上・持続可能な労働環境を含めたデザインがなされることが望ましい。



「未来の病院」を建てることを通して、産学官すべての参画者が未来の医療システムがどうあるべき
か正面から議論する場を醸成されることが望ましい。



是非するべきこと


資本主義や規制のルールにとらわれない新しい社会、医療の理想像を提示すること。



大型プロジェクトの推進を幅広い分野の若手に経験させること


官民問わず近年の緊縮財政の弊害として、適正な大きさの開発費の使い方を勉強・経験すること



を経ていない意思決定者が増えたことが挙げられる。開発費は節約も効果的な利用もノウハウが
存在し、実地で身につける必要がある。



神戸や大阪でその頃までに整備される再生医療を、万博に世界から来て滞在する患者に対して治療できる
体制と滞在する施設も作る。(手術と入院はそれぞれの病院で)



障害者や病気の人も皆が恥ずかしくなくカミングアウトでき、来ている人が自然にそれらの人を助けて過

官民問わず多くの若手層を招聘し、適正な権限を与え、プロジェクト推進の経験を積ませること

ごす会場。ポランティアや主催者側が障害者を保護するのではなく、皆が自然に助け合える会場。
（待ち時

が望ましい。

間にボランティア？など）

するべきではないこと


「健康」を強調しないこと


強調しすぎると障害や慢性疾患を持つ人たちを排除したり下にみる風潮につながる。真のインク
ルーシブを目指すなら強調しない方が良い。




「健康」や「正常」といった幻想のその先を提示すべきと思う。

後世に残すべきもの


「もの」ではなく「こと」でイノベーションを起こすという、今までの展示物（今のもの）中心の万
博ではなく、それらをこれからどう使って意味を出すかというシステム（未来につながること）を提
示する新しい形の万博。





人類が 100 年後を目指して向かうべき方向性の提示。

患者の利便性を最優先とした理想の「未来の病院」をデザインし実物を公開する


従来の医療制度ではざまざまな法規制や関係省庁・自治体の縦割り行政等により、必ずしも患者の利
便性向上を第一としたサービスの提供が難しい面が存在した。



この「未来の病院」は患者の利便性を第一に考えた際に病院の設備・サービスがどうあるべきかをゼ
ロベースでデザインするものである。



この「未来の病院」を訪れた万博参加者は未来の病院のサービスがどのようなものかをいち早く体験
できる。
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あくまでモックアップであり、万博開設時に病院として診察などの機能が存在することは求めない。



デザインにあたっては一度法規制やしがらみなどを全て忘れた状態で企画を行うことが望ましい。
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大阪大学

【会場に 1 回行くと 1 年健康寿命が延びる!?】
上記 1 の取組(1)については、「いのち」の視点から Society 5.0 を成熟させること、また SDGs を達成す

総長

ることを意識しつつ、情報技術や映像技術、医療技術などの最先端の科学技術を展示するとともに、来場

西尾 章治郎氏

者に体験してもらう。
・例えば、大阪大学が長年取り組んできた医療・健康分野での最先端技術を用いて、来場者のパーソナル
データを活用して、熱中症の対策を講ずるといったことも可能になるが、そこでは、データを安全・安
心に利活用していくための社会的なルール作りが重要となる。このため、この万博において、データに
関する社会的課題を解決するためのルール作りを行い、それを世界標準としていくことにより、大阪・
関西万博のレガシーとしてはどうかと考える。
・大阪・関西万博では、テクノロジーを活用し、インターネット上の仮想会場であるバーチャル会場によ
って、誰でも仮想体験を可能にするということが謳われているが、実際に会場に足を運んでいただくこ



【
「いのち」に「むきあう」研究】

とも重要である。未来社会や最先端技術を体験することがどのようなベネフィットをもたらすのか、例

大阪大学は、
「地域に生き世界に伸びる」をモットーとし、また、2018 年 1 月に全学的な組織である「社

えば、
「会場に 1 回行くと 1 年健康寿命が延びる!?」といったわかりやすいメッセージを発信すること

会ソリューションイニシアティブ（SSI）
」を立ち上げ、
「いのち」に「むきあう」とともに、
「いのち」を

ができれば、興味を持ってもらえるのではないか。

「まもる」
、
「はぐくむ」
、
「つなぐ」という視点から、社会にインパクトのある教育研究を進めている。さ







【市民との「共創」
】

らに、指定国立大学として、研究力の向上、人材の育成、社会との共創（Co-creation）を目標に掲げてお

上記 1 の取組(2)については、
「いのちとは何か」についての哲学的な議論、いのちを輝かせることができ

り、最先端の科学技術の成果や可能性を提供するだけでなく、社会課題に対するさまざまな取組を進め、

る未来社会の構想、そのために解決しなくてはならない諸課題について、世界各国のオピニオン・リーダ

世界の人びと共に「いのち輝く未来社会のデザイン」を構想することに関して貢献できると確信している。

ー、研究者、実践者、一般市民を招いて新たな取組を行い、世界に向けて情報発信することなどが考えら

【大阪・関西万博へのマイルストーン】

れる。

ワールドマスターズゲームズが、アジアで初めて関西で開催される 2021 年、大阪大学は創立 90 周年、大

・例えば、これまでの有識者による一般的な「シンポジウム」から、市民との「共創の場」へとシフトさ

阪外国語大学は創立 100 周年を迎える。そして、2024 年の「うめきた 2 期」のまちびらき、2025 年の大

せ、万博の観客にプレーヤーとして参加してもらい、数ヶ月にわたる会議の複数回開催や、情報技術の

阪・関西万博へとバトンがつながり、大阪・関西が大きく盛り上がることを期待する。

活用による世界同時会議などを行い、情報を提供された一般市民による熟議を経た提案の作成を行う。

【世界の人びとと課題を共有する万博】

・開催事例（手法候補）としては、以下のようなものが考えられる。

大阪・関西万博は、
「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマのもと、
「いのち」とは何か、それが

◇フューチャー・デザイン（大阪大学発、多くの自治体で実施事例あり）

「輝く」とはどういうことか、そして「いのち輝く未来社会」を実現するためには何をなすべきかという、

仮想的に将来世代の視点に立つ、バックキャスティング討議手法

人類が問うべき根源的課題を、世界に投げかけ、世界の人びとと共有し、検討していく万博にすべきと考

◇World Wide Views など（欧州発、地球環境問題等で複数の実施事例あり）

える。そのために、情報技術や映像技術、医療技術など、最先端の科学技術を見たり、体験したりするだ

世界共通討議フォーマット、資料に基づく世界同時開催市民会議

けはなく、それを使ってどのような社会課題が解決され得るのか、そして解決のためには、技術以外の面、
つまり人間と社会の面で何が求められるかを、来場者と共に考えていくことも検討してはどうか。


【挑戦すべき取組】
以上のような観点から、万博において挑戦すべき取組として、以下の二つを提案する。
（1）
「いのち」をまもり、はぐくみ、つなぐための最先端の科学技術を紹介し、体験してもらう取組
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【地球温暖化対策のモデルとなる会場を】

（2）
「いのち」について世界の人びとと共に考え、対話し、未来社会を構想する取組

会場の設備について、夢洲をメイン会場としつつ、関西広域にさまざまなイベントや連携会場（サテライ

【万博のレガシー「大阪いのち宣言」
】

ト）を設け、地域の特徴を活かした万博にすべきだと思う。会場の設備については、会場全体のゼロカー

これら二つの取組を通じて、最終的には、いのち輝く未来社会を実現するための方策をとりまとめた「大

ボン（ゼロエミッション）化、スケルトンインフィル方式の会場建物、猛暑災害への対策など、地球温暖

阪いのち宣言」を策定し、世界に発信する。そして、この「大阪いのち宣言」を、万博後の日本および世

化対策のモデルとなるよう工夫すべきである。特に、万博終了後に取り壊すパビリオンを建てるのではな

界各国における（SDGs を含む）諸活動の指針としての役割を果たすものとして、大阪・関西万博のレガシ

く、終了後も利用できる建物を、景観を壊さないように建て、テーマに合わせた活動が社会の様々なステ

ーとしてはどうか。

ークホルダーを巻き込んで継続するよう、配慮すべきである。
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【企画段階から若者に】
「未来社会をデザイン」することを謳っていることから、未来を担う若者の声を反映させた万博にすべき
である。万博の企画段階から、中学生、高校生、大学生に積極的にかかわってもらうこととしてはどうか。
目指すべき未来社会のイメージ、そこから導かれる解決すべき社会課題、それらを解決するためのアイデ
ア、そして具体的なイベントや建物などを、若者たちから提案してもらい、その実現をおとなたちが支援
する、という形をとることで、世代枠を超えたイベントになるだろう。
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③ １０００種類の入場チケット・プロモーション
有名、無名を問わず、大阪・関西を含め世界のアーチスト、クリエーター、キャラクターとコラボし

一般社団法人ナレッジキャピタル

たチケットデザインを販売。このチケットが欲しいためにリピーターができるぐらいのインパクトの
ある事前プロモーションを行う。

野村 卓也氏


懐の深さ、広さを示すことができるインフラ、機能、サービスの開発
① ストレスフリーにするためのセンサー付きハンドリングの配布
エントリーするだけで並ばなくても順番が来るとアラート告知、ＡＩによる空いているパビリオン誘



日本の可能性、次代の役割を世界に知らしめること。

導、迷子検索、疲労度感知による警告、救援など。

そのために開催期間後の大阪・関西を一つのモデル地域として都市戦略、産業戦略、生活戦略などのグラ

② 並ばず使用できる日本の誇るトイレビル

ンドデザインを構想したうえでの全体計画立案。

個数を確保するためのトイレを縦に配置するトイレビルを設置。

① 「大阪・関西ベイエリア（新関西都市）
」
（現在の大阪湾ベイエリアを発展、拡大）を設定する。

③ ８０歳以上来場者向けサービスの充実

ニューヨーク・メトロポリタンエリア、サンフランシスコベイエリア、東京ベイエリア、グレーター

高齢者を積極的に誘致するためのケア設備、スタッフの充実。

ベイエリアに並ぶ文化・産業都市圏にする。

超高齢化社会のあるべき姿を世界に先駆けて実践、アピール。

７０年万博開催後、新技術、新ビジネス、新会社、新しい人材を多く輩出したが、今回も多くの起業
と人材の集積を図る。
② 世界の「祝祭都市」を目指して。
明治３６年の第五回内国勧業博覧会、大正１４年の大大阪記念博覧会開催後は毎年のように博覧会が
開催されていたことの例に倣い 2025 以降、毎年国際的フェスティバルを開催する。


レガシーは心の中に。日本としての誇りと自信を未来に伝える「〇〇史上ＮＯ．１」



日本全体において自分事として捉え、興味と関心が持てる仕組みや発信が必要である。



特に若い世代は万博の概念やパビリオンといった言葉も知らない。早い 時点でのプレプロモーションな

何のＮＯ．１を目指すかを事前に募り、出来るだけ多くの人々の手を借りた万博をつくる。


最先端技術だけではなく人と社会との関係性を示す。

日本各地、世界各拠点に EXPO スペースを展開、テレイグジスタンス、高性能アバターなどで直接会場に



テーマは尊重しつつ、多くの人が注目、熱狂できる面白さを展開する。

来られない人たちも参加できるようにする。アバターしか行けないエリアも開設する。



子供（小学生）が絶対行きたい、と親にせがむくらいのコンテンツが必要。

Ex. 開催場所数、参加者数ナンバーワン



どによるＰＲを実施すべき。

次世代の人材育成のあり方をともに考える場と機会をつくる。
新しい教育・学びのカタチをテーマとしたパビリオンで、何かを見せるのではなく、多文化・多言語によ
る体験や実践ができる環境とプログラムを提供する。



大阪・関西の特徴でもある「人」
「多様性」「参加性」に焦点を当てる。
① １８５Days EXPO アワード
会期中、規模を問わず毎日どこかの団体、企業の主催で様々な分野でのアワード、コンテストを開催。
世界中からの参加が可能で、多様な価値を持つ人にスポットを当て、承認し称賛する。
会期終了後には１８５人のチャンピオンが誕生する。
② 参加者の爪痕を残す記念碑
多くの参加者が創造に参加できる、または手形、足形などのＩＤを残せるモニュメント、壁画、会場
内の植樹などの制作への参加。会期前からスタートし、会期中も実施し、最終日に完成する。
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SNS media&consulting 株 式 会 社

堀江 貴文氏



IoT の世界では、ラスベガスで開催されるＣＥＳという家電の見本市が非常に盛り上がっている。現在は、
家電だけでなく、ドローンやバーチャルなども進出している。万博がきっかけで、ヘルステックの見本市
のようなものが開催され、ＣＥＳのように盛り上げるようになればいい。ラスベガスで見本市がたくさん
開催されるのは、カジノが隣接し、宿泊施設やコンベンションホールが整っていることが大きい。国際会
議や見本市に家族同伴で訪れ、お父さんが仕事中は、家族がＩＲで楽しむようなスタイルが考えられる。



収益性の観点から、ダイナミックなチケットプライシングができるといい。世界の多くのエンターテイメ
ント産業では VIP 向けのチケットを用意する一方、一般的なチケットの価格を抑えている。万博でも 100



テクノロジー等の進化により寿命が延び、昔は 50～60 歳代で老化していると評価された人々が若返って
いるが、健康寿命については、人間関係などを固定しないなどの生き方が大事になる。万博でやらなくて

万円、200 万円のチケットを用意し、海上チャーターを確保することができないか。


はいけないのは、そういったことに対する意識の低い人にいかに働きかけるか。


そのためには、健康に対するインセンティブが働くような仕組を構築し、習慣を生み出すきっかけ作りが

万博期間中は規制を緩和し、民泊をもっと提供し、体験型のプログラムを提供できれば、関西圏の方たち
は作る側にまわることになり、もっとロイヤリティが上がると期待できる。



経済効果を最大限にあげる施策が大事。オフィシャルグッズなどを大阪・関西でライセンスフリーにでき

必要。また、人間関係を固定化しないためにも、例えば同じ時期に万博に来た人が仲良くなるというよう

ればいい。物販は、エリアの外でやるべき。基本ライセンスフリーとすれば、おもしろいものができる。

な出会いを生み出すことができるとよい。友達が多ければ多いほど、人間関係が鍛えられ、認知症の予防

万博期間中に関西各地でいろんな万博が開かれるようにすれば盛り上がる。

に効果があるのではないか。


具体的にはある程度強制的にマッチングさせるようなゲーミフィケーションをし、国籍、性別、年齢を問
わず、チームを作って参加するようなしかけをすれば、万博で友達ができ、交流が生まれ、万博が新たな
コミュニティを作る場になる。



商業施設に面白みがない。選定のプロセスに課題があるのではないか。大阪にはおいしい食べ物がたくさ
んあるので、万博をきっかけに大阪にあるおいしい食べ物のお店に誘導するようなしかけができるとよ
い。



全員がクリエイターとなるようなコンテンツ。コンセプトデザインなども、全員でつくりあげるものにす
れば、つくりあげる過程も含めて、すべてのプロセスがイベントになる。一部の人たちが、似たようなメ
ンバーでつくりあげるのはよくない。



万博は、そこで得られる体験が大切。ハードにお金をかけるのではなく、体験やソフトパワー重視のコン
テンツ。



人の動きのコントロールが必要。スマホに万博アプリを入れ、最適の動きをリコメンデ―ションしてくれ
るものができるのではないか。パーソナルアシスタントによりコントロールされるものができれば、人の
動きをデザインできる。AI を使った会場内の適正配置システムも可能ではないか。
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外の若い世代は求めているのではないか。一方でお茶等の日本古来から続く文化を保ち続けることも非

株式会社ワタナベエンターテインメント

アイクぬわら

日本の若者は、インスタグラムや SNS 等で海外の文化を学んでいるが、むしろ、日本の若者の文化を海
常に重要である。

（超新塾）

氏



日本の鉄道 Technology の良さ



日本の鉄道は世界一だと捉えている。滅多に遅れることがない。日本は電車でどこにでも、早く、安全に
行くことが出来ることに感動する。他の国では実現できない日本の力だと思う。5-6 年後はもっと発展す
るのではないか。



日本、世界の最先端 Technology を楽しみにしている



車やテレビ、部品、ゲーム等は日本は世界から非常にリスペクトされている分野である。また、アジアや



暗号通貨（ブロックチェーン）を使える設備環境

日本で、ロボット技術が発展することを期待している。

∙

暗号通過は、インターネット、スマートフォンに並ぶ程、世界中の人の生活に影響力のある技術だと考え



現在のロボットは挨拶や簡単な踊りをする程度であるが、2025 年には、完全に人のようなロボットがあ
ると面白いのではないか。会場を案内することができ、手の動きや歩き方、表情がヒューマンなロボット



∙

暗号通貨を使えば、新しいお金の支払い方法が出来る。インターネットが繋がりさえすれば、どんなもの

を期待したい。

でも支払いが出来るため、将来的には車でも、エアコンでも支払いが出来るようになる。スマートフォン

ショッピングセンター・ショップ等のスタッフ全てがロボットになり、接客や購入品のアドバイスも全

でリアルタイムに管理しながら、それぞれの機器で支払いが出来るようになると期待している。

てロボットが行うことを想像すると楽しいと思う。


ている。

∙

ブロックチェーンは編集が出来ないスプレッドシートのようなもので、個人情報をブロックチェーンで

映画「スターウォーズ」のように、目の前に実在しているように見えるが、触れないような高精度のホロ

守ることが出来る。現在は、卒業証書をブロックチェーンで提供する事例、国民の ID をブロックチェー

グラム技術ができるとよいのではないか。

ンシステムに保存する事例も出てきている。5-6 年後には、さらに画期的なユースケースが生まれている



色々な国の文化を感じたい

と考えている。



日本を含め、多様な国の文化を感じたい。多様な国が、新しいテクノロジー・コンセプト・考え方をプレ

∙

ゼンテーションする中で、その国の文化のエッセンスについても触れることで、多様な文化を感じるこ


万博会場に当てはめて考えると、例えば、自動運転車が自動で天候の情報（雨が降り出した等）を、他の
自動運転車に伝えるときに、ブロックチェーンのシステムを活用することも想定される。

とが出来るとよい。



船等水路によるアクセス

万博を通して人種間の壁を乗り越え、理解が深まり、ピースフルが高まると良い



万博会場（夢洲）へ船等の水路でアクセスできるようになると良い。



テスラ社が自動車の高速移動トンネルを地下に敷設する計画を進めている。地下にトンネルネットワー
クを作り、その中を車が自動運転で高速移動することができる。このようなシステムを水の中に作るこ
とが出来ないか。



日本の素晴らしい食文化



和食の文化をもっと海外に広げたい。
（かつ丼、うどん、お好み焼き等）



以前は、アメリカでラーメンと言えば、カップラーメンのイメージしかなかったが、今ではアメリカのダ
ウンタウンにも日本の人気ラーメン店が出展されている。海外でも、日本のよさを理解して本物を真似



6 年後はもっとダイバーシティ

しようとする動きが出てきている。今後ますます、自然に日本の良さが海外に広がっていくのではない



日本に住み始めて 13 年間になるが、その間で外国人が増え、日本人の外国人に対する見方が変わった。

か。


日本の演芸や音楽等のエンターテイメント



日本の文化の中で、海外の若い世代の関心が高いものは、日本のファッション、音楽、アート。海外で活

英語を話し、英語に興味を持つ人が増え、海外に興味を持つ日本人も増えた。


考えを発言することは恥ずかしくない、流暢な英語で話しても恥ずかしくないという認識が常識になる
とよい。外国人と接する中で、文化も思考も変わっていくと良いのではないか。

躍しているが、日本では知られていない日本人アーティストもたくさんいる。
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国立科学博物館

有賀

理工学研究部

暢迪氏

※前項の《具体的な提案》で記した以外の意見




《ぜひ考えるべき問い》




「人新世」
（Anthropocene）


人類の影響が地質年代のスケールを超えて残るようになった時代を私たちは生きている



そのような認識の下で、これからの科学技術や社会のあり方を考えていく必要がある

技術文化の多様性


特に、伝統技術でなく、近現代のテクノロジーが世界各地でどのように使われているか



普遍的と思える科学技術を、異文化理解のための切り口とする

1970 年の日本万国博覧会（以下、70 年万博）と今回の違いは何か？


何が同じで何が違うのかを明確化して示すべき



特に、この 50 年間における世界と日本の変化を踏まえたときに、どうするのか？

これだけインターネットが発達した時代に、一箇所に集まって万博を開く意義は何か？


国内外からわざわざ足を運ぶだけの価値をどこに求めるか？

※特にありません

《問いに対する私見》




1970 年は、科学技術が手放しで信頼された時代の終わりに当たっている


たとえば、万博閉幕後にいわゆる「公害国会」があった



その後、特に 3.11 の原発事故が、科学技術への信頼を大きく揺らがせた



“科学技術によって明るい未来が開かれる” と無邪気に言うことはもはやできない

70 年万博では、モノでなく映像による展示が大々的に行われたが……


しかし、実際にもっとも人気があったのは「月の石」



映像コンテンツはその後ありふれたものとなり、ネット上でいくらでも視聴できる



現代ではかえって、モノ（実物）の持つリアリティのほうが意味を持つのではないか



関連資料のアーカイブ化に対する要望


特に政府内での検討については、過程を示す資料も含めて国立公文書館等に移管すべき
後世の歴史家による検証や評価を受けることができるように

《具体的な提案》


70 年万博の松下館が行ったのと同様の「タイムカプセル」を今回も作ってはどうか？




両万博のあいだに生じた変化を、具体的なモノとして示すことができる

戦後日本の科学技術の歩みを示す展示館を出展してはどうか？


70 年万博の日本館には、日本文化の歩みを紹介する展示（１号館）
、高度経済成長期の「日本の産業」
を示す展示（2 号館）
、日本独自の技術開発の一端を示す「日本の科学技術」や核エネルギーの軍事
／平和利用を表現した展示（4 号館）があった



戦後日本の科学技術の歩みというテーマは、アジアを始めとして、海外諸国の人々からも特に関心
を持たれるに違いない
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展示館が、閉幕後に博物館となることが望ましい
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を提供することが可能になる。自動運転の実用化や臨場感ある VR 体験もさることながら、遠隔の医

神戸商工会議所

療が可能になる。外科医が、遠隔で診療したり、ロボットや人工知能を駆使した手術もできる。

会頭
代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 CEO

シスメックス株式会社

家次

∙

恒氏

また、ゲノムや再生医療の分野も進む。ゲノムをはじめ、人間の医療データをヒストリー化したビッ
グデータを個人が持つ時代になる。そうなると、病気を未然に防ぐ先制医療や、個人に最適な治療法
を適用する個別化医療がより普及していく。



未来のテクノロジーやサイエンスを実際に体感できるコンテンツ
∙

万博には、こうした未来のテクノロジーやサイエンスを実際に体感できるコンテンツを期待したい。
コンテンツというと、モノや技術の展示に捉われがちだが、21 世紀型の万博として、五感で体感で
きる新たな見せ方、あるいは、参加型でともにソリューションを生み出すような新たな仕掛け、いわ
ばオープンイノベーションの視点を期待したい。



超高齢社会の克服、グローバルヘルスの課題解決に向けた貢献
日本が世界のロールモデルとなることを期待

∙

また、万博は、広くオープンに多様な人々が参加するもの。健康医療や環境分野は、ともすれば学術

∙

日本の最大の特徴は、世界に先駆け、超高齢社会に突入していること。

的で、難しく解説されがちなので、利用者（参加者）目線に立った、エンターテインメント性をもっ

∙

ある意味、医療が進歩した結果とも言えるが、今後、医療のレベルが高まるにつれ、増大していく医

た見せ方も意識する必要がある。

療費をどう抑えていくかが深刻な課題になる。
∙

いかに、コストを下げながら、健康寿命を延ばしていけるか。未来社会に適応した医療制度や先制医
療のあり方をデザインする必要がある。2025 年万博がその契機となり、日本が、世界のロールモデ
ルとなることを期待している。

∙

一方、グローバルヘルス（地球規模の健康課題）の観点で見ると、感染症など命に危険が及ぶ病気



や、人口が増大する発展途上国の課題に、どの様に貢献できるかも大切。
∙

スパコンによるビッグデータ解析
∙

万博において、先進国、発展途上国それぞれの課題に、日本がどう貢献できるかの絵姿を示していく

万博には約 2,800 万人の来場者、約 80 億人のバーチャルでのアクセスが見込まれる。来場者やアク
セスする人の動態、あるいは健康状態まで解析する新たな仕組みがほしい。

必要がある。

∙

神戸のスパコン（ポスト京）は、シミュレーションに加え、AI やビッグデータ解析の基盤としての
利活用が期待される。2025 年万博を支えるファシリティとして活用できれば面白い。



2025 年の先を見据えたイノベーション創出、若手クリエーターの参画を期待
∙

今は、イノベーションのスピードが速く、先が読めない時代。特に、サイエンスの世界は難しい。し
かし、現在を起点に 2025 年を考えるのではいけない。2025 年から見て、その先の 2030 年、2040 年



会場までの陸・海・空のアクセス強化
∙

がどうなるかを意識した万博であるべき。そのためには、国内外の若手のクリエーターやサイエン
ティストの参画を大いに期待している。

会場の夢洲は、神戸から近い。利用者（参加者）目線に立ち、また、災害対策、BCP の観点からも、
陸海空のアクセスを強化する必要がある。

∙

関空を補完する意味での、神戸空港の国際便就航、また大阪湾岸道路西伸部の六甲アイランドから
ポートアイランドの部分開通を 2025 年までに求めたい。あわせて関空、神戸、淡路島と夢洲を結ぶ
海上アクセスの確保も期待したい。



次世代産業と最新のテクノロジーの融合
∙

万博は、産業界にとっても、世界にアピールする絶好の機会。

∙

関西には、健康医療や環境分野など「いのち輝く未来社会のデザイン」と密接に関連した産業が集積
している。特に、神戸においては、医療産業都市や、水素、ロボットなど次世代産業の集積が進展し
ており、万博による社会課題解決やイノベーション創出に大きなシナジーを発揮できる。

∙

イノベーション、サイエンスの進化のスピードは速く、2025 年に、どこまで進展しているか予測が
難しいが、常に、その先の未来を見据えて準備をしていかねばならない。

∙

21 世紀型万博のモデルは、いまだ確立されてはいない。SDGs のみに捉われすぎると、どの万博も同
じようになってしまう。会期中に生み出されるコンテンツだけでなく、民間投資を呼び込む新たな
アイデアなど開催手法そのものもレガシーになり得る。2025 年万博が、新時代の万博開催の新たな

∙
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例えば、5G による高速通信のネットワーク社会が進めば、コストを下げて、安全で優れたサービス

モデルを打ち出すことを強く期待する。
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【プロセス設計自体を見せる】

学校法人先端教育機構
月刊事業構想 編集長

事業構想大学院大学
/ 産官学連携本部 本部長



万博のテーマ「いのち輝く」に即したヘルスケアをはじめ、SDGs は重要なコンテンツになると思います。



ヘルスケアや SDGs に関連するテクノロジーや個別テーマは無数に考えられますから、コンテンツを決め
打ちしてしまうのではなく、企画段階での参加者の多様性の確保や不確実性の許容、具体化させるため

伊 藤 貴 志 氏 /織 田 竜 輔 氏

のプロセス設計など、アイデアを採り入れて実現するための仕組みづくりが重要になると思います。
極端に言えば、日本人 1 億 2000 万人の声を聞くためにテクノロジーを活用すれば、そうしたプロセス設
計自体が世界に誇れるものになると思います。
【SDGs 達成への統合的アプローチを身近に感じるコンテンツづくり 〜バーチャル子孫〜】


SDGs は、統合的アプローチが重要ですが、概念を説明しても抽象的でその理解と行動変容が難しいです。
そこで、来場者を対象者別に想定をし、興味をもちそうなテーマを入り口にして、様々なテーマに結びつ

【未来体験のショーケース】

いていること、ひとりひとりの身近な行動が未来に結びついていることをわかりやすく表現するアイデ



アを、具体化、コンテンツ化していくことが必要と思います。たとえば、自身のバーチャル子孫（アバタ

大阪・関西万博は、
「未来を体験する」ショーケースになると思います。
従来の万博において、基本、各展示やパビリオンは、アウトプットを提示する場でしたが、大阪・関西
万博では、各展示がこれからの「未来」を考えるためのインプットになることを期待します。

ー）を登場させ、今の行動がどのように未来に結びつくか、複雑な社会にどのような相互作用、影響をも
たらすのか（良い影響も悪い影響も）表現させてはどうでしょうか。

【
「答え」ではなく、
「問」を提示】

【万博の全国化 〜ランナーズ・ヴィレッジ構想〜】





具体的なモノに触れたり体験することは、人の想像力を刺激します。

日本の各地域の文化、伝統、自然、生活等、地域固有の資源を見せると良いと思います。万博会場だけで

未来には不確実性があり、未来を考えることは、とりとめもないところがあります。しかし、具体的なモ

なく、日本各地・津々浦々に訪れたくなるようなコンテンツを用意し、訪れてもらうための導線をつくれ

ノや体験があると、人は考えやすくなり、発想が広がりやすくなります。

ば、全国各地を巻き込んだ万博になると思います。いわば、万博の全国化です。万博会場と各地域の双方

万博のコンテンツが、いわば「答え」を提示するのではなく、
「問い」を提示する。

の対話があるコンテンツも良いかと思います。参考までに、事業構想大学院大学が地域と共に取り組む

固定的な未来を提示するよりも、多様な未来があり得ること、可能性には広がりがあることを示す場と

「ランナーズ・ヴィレッジ構想」は、ランナーを対象に、全国各地の農山漁村の道にランニングコースを

して、万博が機能すれば良いと考えています。

設置、農泊などとも組み合わせ、各地への誘客や交流を行うプロジェクトを実施しています。地方の既存
の資源を活用し、ハード整備には費用をかけないので、予算としても低額で済むと考えられます。

【
「ガイド」ではなく「ファシリテーター」として案内】


上記のような試みは、来場者のリテラシーや能動性が求められますが、会場のスタッフが単なるガイド
役でなくファシリテーターの役割を果たし、会期中、毎日のようにアイデアソンやハッカソンを開催す
ることはできると思います。用意した答えを見せるガイドではなく、新たなものにふれ、背景にあるスト
ーリーを知り、多様な人物に出会い、新たな気付きや発想を得られるファシリテーターを配置すると良



いともいます。

大阪・関西だけでなく、全国的な広がりを持たせるためのサテライト会場の設置。
例えば、地方のサテライト会場との遠隔通信（視覚・音声だけでなく、触覚・匂いなどの五感情報のイン
ターネット）を用いた体験の提供など、地方創生への展開も考えられます。

【万博を起点とした未来への挑戦】


万博を起点に生まれたアイデアをそこで終わらせず、継続的な取り組みにつなげるためのコワーキング
スペースのような場所を、大阪・関西につくることも考えられると思います。



成果物を展示するだけでなく、未来への挑戦が始まり、未来を実現できる場にする。それは希望へとつな
がり、一連の取り組みを通じた「人づくり」が、後世に残すべきレガシーになると思います
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万博の盛り上がりに貢献できるよう、事業構想大学院大学や「月刊事業構想」としても、いろいろと取り
組んでまいりたいと思います。
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一般社団法人 W h o l e U n i v e r s e /
代表理事

evala

音は無意識でも寝ている間でも、意思に問わず入ってくるものであり、人体や心理的影響にも大きく関
わっている反面、音に対する存在価値は軽視されがちである。

東京工芸大学
教授

また、従来のミュージック／ノイズの二元論ではなく、音響という多様性の開拓が世界共通言語になっ
た事態に注目すべきである。電子音響、コンピュータによる音響クリエーションなど、音響技術の多様性

氏 /塚 田 有 那 氏 /阿 部 一 直 氏

は日本が特に優れており、ソフトウエア開発も日本は優れている。
日本では自然万物に神が宿ると考えるように、無機的有機的な区別をつけず、自然と人間との時間的・空
間的関係性や投企性の深さを尊重する古代社会からの文化がある。有限な資源を発掘し、変形し、消費し
ていく表層的社会や文化の追随ではもはやなく、技術的優位性や文化的特徴からしても、日本からこの
ような視点に先端テクノロジーを特化して、創造性と成果を生み出し、メッセージを発信していく最適
な国であると考える。






自然や周辺環境への新たなアプローチや気づきによって、これまでにない形の磁場が形成され、共振的

場所を選ばずに提供できることに加え、物質的な建築なしに音だけでの提供も可能である。

な（振動を共に感じることで体験を共有するような）コミュニティを創造していく場となることが意識

例えば、公共空間にスポット的に音だけのパワースポットをつくることもできる。さらにそれを人の流

されるイベント。

れの情報に合わせて移動させることも可能だ。再生時間もコントロールできるため、場所や時間による

会期後に破棄される建築物をつくるだけではなく、
「音」がつくりだす空間にフォーカスすることで、エ

制約されることがなく、固形的なハード建設費も過剰にはかからないため、導入障壁が低い。そのような

コロジーに配慮しながらも知覚をアップデートする場であるべき。見えない部分からも神聖な空気や生

特徴を踏まえ、万博の憩いの場としてパワースポットを設計してはどうか。

態系、自然環境に想いを馳せられるようなサウンド環境を構築する。ゴミを出さない万博を目指す。






音の特徴として、景観に手を加えず空間の付加価値を高めることができるという点である。



スペクタクルに目立つことや派手さによって、注目を浴びるという考えから脱却し、目に見えないもの

人工的でビジブルな都市の生産性だけに集中したモデルではなく、生態系、周囲の自然環境にインター

の存在価値や方法論を認識重視し、人の内側からイメージを想起させるような、共創造するコンテンツ

フェイスするバイオエコロジー、バイオファブリケーションなどのインビジブルテクノロジーの視点か

が望ましい。

らも、サステナブルなアクチュアリティが主張できる未来都市モデルになるべきである。

例えば、歩いているロボットだけがロボティクスなのではなく、本来のロボット機能は目に見えないと

ビジブルな一過性スペクタクル性やフェスティバル性の追求ではなく、ウェルネスやリラクゼーション

ころに設計され、情報インフラ上に存在している。サウンドアートはインフォメーションテクノロジー

の持続・展開力など、人間の内部、内省へのまなざしを重視し、より本質的な部分へ訴求・提案がなされ

や AI とも親和性が高いため、そのようなインビジブルなものとも共存感覚を感じられるような場を提供

ていることで、後世へリマーカブルになるイベントとしてほしい。

できるはずである。

地方に埋没しているが本質的な文化伝道を引き継いでいる伝統的文化財・文化遺産を、その本質に即し
た新規性のあるメディアテクノロジーやバイオテクノロジーの利用によってリソーシングし、再価値創
造を行い、新たな創客、教育材化、インバウンド誘致などの解決策のプロトタイプモデルとなるようなイ
ベントとなるべきである。



人新世のホモサピエンスとしての現在性を意識し、人間の本質的部分の再認識と社会課題のソリューシ



施設内だけでなく駅やインフラのデザインも手がけ、一つの環境デザインとしての町全体のプロジェク

ョンが掲げられ、それに対する行為や方法論のレガシーとして、後世へのメルクマークになる事象こそ

トとなるよう目指してはどうか。それができれば、地方に埋まっている文化資産を有効に利用する良い

を作り上げてほしい。

前例ができ、次世代の観光ビジネスモデルにもなる。


最先端の電子音響テクノロジーをインストールでき、相当数のマルチチャンネルや空間移動可能音源装
置を、自由に空間的に実験コントロールできる世界に類を見ない、圧倒的に斬新なパフォーマンススタ
ジオを設営するのはどうか。そのスタジオのためのクリエーションを多様なコンテンツとして、世界の
クリエーターから募集する構想。そこから新たな教育材も生み出していく。



「耳で視る」をコンセプトに、あえて目に見えない音・音響の存在意義を見直し、今までの認識を超えた
空間を人々と共有できる場の提供。
現在の社会は外部から情報読解として与えられる視覚情報過多に陥っており、時にそれが障害になって
いる。情報はむしろ、人間精神に集中し沈潜させていく要素となる契機としての重要性を持っているの
ではないか。そうした過剰な情報や意味からの解放を可能とするのが、音や匂いといったインビジブル
な情報のプラットフォーム化と創造性であると考える。
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日本電気株式会社

遠藤

取締役会長

信博氏



万博は、以前は、普段見ることが出来ない異国の産品や文化を一同に集め、来場者がそれを見て感動・
共感するものであったが、万博自体が、そこから進化するタイミングにあるのではないか。



日本に来て、万博を通して「質の高いインフラ」を体験でき、日本が良い国だと思ってもらえることが重
要なポイントである。万博の会場だけではなく、会場の外にまで広がりを持って、日本の良さを肌で感じ
ていただけることが出来ると良い。また、その様な体験がスムーズに出来ることが重要である。


例えば、関西空港に到着してから、入国審査がすぐに終わり、手荷物もすぐに受け取ることができ、
ホテルにもすぐにチェックインができる、また、ホテルに着いた瞬間に万博の来場者と分かり、特別



万博では、サステナビリティの表現の仕方に工夫が必要だと考えている。人間社会のサステナビリティ

な万博のアレンジメントがあるというように、ホテルや周辺の施設から万博が感じられるようにな

は企業活動と密接していると考えている。企業活動と経済活動は人間社会のサステナビリティを支える

ると良いのではないか。


プラットフォームである。企業活動・経済活動が人間のサステナビリティにどのように密接に関連し・


また、会場内で日本各地の良さを紹介し、来場者が行きたいと思った場所のチケッティングや宿・飲

寄与しているか、イメージを持ってもらうことが重要である。

食店の予約を会場内で済ませ、すぐに体験できる等、万博会場にプラスで範囲を広げて体験できる

例えば ICT 企業の活動の基本的コンポーネントは、コンピューター、ネットワーク、ソフトウェアの 3

仕組みとすれば、面白さが広がり、その後のリピートにも繋がるのではないか。

つである。提供できる機能は、①リアルタイム性、②ダイナミック性（大量のデータを集めて即時にソ
リューションに変換すること）
、③リモート性（あるサービスを離れた別の場所でも同様に提供できる
こと）の 3 つである。これらを通して企業が、人間社会のサステナビリティにどのように貢献している
かを表現した方が分かりやすい。学校に行くことが出来ない環境でも教育を受けることができるとか、
病院に行くことが出来なくともある種の検診を受けることが出来る、あるいは、戸籍が整備されていな
くても指紋による個人認証でワクチン接種履歴の管理が出来るといったことである。


日本は多神教の社会であり、西洋型の 1 つの中心があるセントラナイズされた空間はなじまない。日本

こうした 1 つ 1 つのプラットフォームが人間社会のサステナビリティを支えている。日本の企業がどの

は「場」に価値があると捉えるため、メッシュでつなぐ会場の考え方は面白い。また、日本は既存の地

ように人間社会を支えているかを表現し、その中から、日本の良さを理解していただけると良いのでは

形（坂等）を活かした都市を作ることを得意としており、このような日本の良さを表現できると良い。

ないか。






夢洲に港を作り、四国や紀州へも直接アクセスできるようにしてはどうか。高松や白浜にはスマートシ

世界で 200 年以上続いている会社のうち、およそ 56％が日本企業であるという。人間社会のサステナビ

ティがあり、夢洲からダイレクトに行けると良い。大型の船は近隣につけ、そこから小さなボートで会場

リティを支えるためには、企業もサステナブルでなければならない。サステナビリティに寄与する部分

に移動するルートも考えられる。

が多ければ、企業は長く事業を継続することが可能である。200 年以上続く企業の半数以上が日本企業で
あるということは、日本の企業が人間社会のサステナビリティに貢献してきたということを示している。
そうした日本の良さを体験してもらうと良いのではないか。


会場の構造の中でいかに快適に過ごしてもらえるか、いかにシームレスに移動できるか、スムーズに誘
導できるか、会場の中で感じてもらい、日本の良さを感じてもらうのかが、テーマになるのではないか。





現在の若い企業家の多くは、SDGs に貢献するイメージを持って起業している方も多い。例えば、オリン

パビリオン同士をうまく繋ぐイメージも必要である。現代は、情報社会からデータ社会に移行しつつあ

ピック・パラリンピック東京大会のメダルの素材を、携帯電話等の部品から収集する取り組みも、元々は

る。情報社会では、ベースになる情報が限定的であったため、そこから演繹的に出した答えが部分最適に

使い古した衣服を再生する事業から出発し、携帯電話の中の希少金属をリサイクルする事業に取組む若

留まっていた。しかし、データ社会に移行すると、扱うデータが大きく増え、それをリアルタイムに処理

い企業家が発案した。世界最古の企業である金剛組から、大企業、現代のスタートアップ企業までを SDGs

できる AI により、帰納法的に全体最適の答えを出すことが出来るようになる。会場のパビリオン同士の

を軸にして語ることも可能ではないか。

データを連携することで、会場内の全体最適を実現することが可能である。例えば、リアルタイムに混雑



大企業もスタートアップ企業との繋がりは持っている。提供する全てのサービスを自社で作っている訳

状況をデータで把握し、廻るパビリオンのレコメンドに反映できると、情報社会からデータ社会に移行

ではない。海外も含め様々な企業とコラボレーションして提供している。スタートアップ企業とのコラ

したこと自体を体験できるのではないか。

ボレーションの裾野の広がりは各企業が持っているのではないか。


繋がりを見せる意味で、セントラルの見せ方は重要である。歴史の繋がりや企業同士の横の繋がり、そ
れらが人間社会全体を支えているということを示す場になると良い。
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NPO 法 人 Ubdobe

岡

代表理事

開催時点では完成していないモニュメントも、来場者が増えることで巨大化し、完成していくというコ
ンセプトは面白いと思う。



勇樹氏

万博で花火を打ち上げるのであれば、未来型花火エンターテインメント「スターアイランド (STAR
ISLAND)」を総合プロデュースしている小橋賢児氏が適任ではないか。


小橋児氏はクリエーターであり、世界最大ミュージックフェスティバル「ULTRA MUSIC FESTIVAL」
を 2014 年に日本に持ってきた。
「ULTRA JAPAN」は 2015 年に 9 万人を動員し、経済波及効果は 95 億
円にものぼると言われている。



パビリオンを閉めた午後 10 時以降のイベントとして、全国各地のフェスオーガナイザーを呼び音楽のイ
ベントを開催しても良いのではないか。





大手事務所のクリエータだけでなく、インディーズで活躍するクリエータも交え検討することが望まし

外国人は年齢に関係なく夜遅くまでナイトライフを楽しむ人が多い。



日本には全国各地で「フェス（音楽のイベント）
」が沢山開催されている。



毎年 8 月上旬から中旬の間で 2 日間、土曜・日曜に千葉と大阪で開催される都市型ロック・フェス

い。

ティバルで有名な「サマーソニック」や毎年 7 月下旬の 3 日間に新潟県湯沢町苗場スキー場で開催

メジャーな人ばかりでなく、メジャーになる前のインディーズの時代に創造される文化も少なくない。

される国内最大級の野外音楽フェス「フジロックフェスティバル」だけでなく各地域に根差した中

インディーズの人の中にも本当に次の文化を創造できる人がいると考えている。

小規模のフェスも年々面白くなってきている。


テーマにある”Designing Future Society for Our Lives”の Our について、Our にはいつも入れない人
がいるということを気に留め、企画の時点で配慮する必要がある。







同じ設備を繰り返し使えれば、コストパフォーマンスもいいと思う。

万博のテーマソングを作るのであれば、世界的な音楽家と若手のミュージシャンというコラボが良いの

例えば重度の障害のある人がイベント参加時に嫌な思いをするのはハードの面だけでなく、接客などの

ではないか。

ソフトの面でもある。特にソフトの面で傷つくと心の傷にも繋がるため、配慮することが必要であるが、



大っぴらにやるのではなく、さりげなく配慮する必要がある。さりげないちょっとしたアクションや気

例えば坂本龍一氏はひたすら現代の音楽を追い続けている。断られる可能性はあるが依頼してみて
も良いのではないか。

遣いをすることで障害の有無に関わらず多く人に受け入れられると考えている。




世界中の人が関心を持つコンテンツを見せる必要がある。そのためには世界中のクールなスタートアッ

にイベントを実施できたら、いわゆる行政のイベントに興味がある層だけでなく、若者層が興味関心を

プをしっかり理解しこだわりのある最先端コンテンツを追い続けているプロデューサーが選択し、万博

持つ圧倒的なきっかけになる。

に呼ぶ必要があるのではないか。呼んだスタートアップ同士をコラボさせ、新たなコンテンツを生み出


日本全国のフェスオーガナイザーとクラブやライブハウスオーナーが日替わりや週替わりで万博会期中



NPO 法人 Ubdobe が展開するデジリハ・プロジェクト（センサーなどを使ってリハビリが必要な人の動き

しても面白いと思う。

をセンシングし、その動きに合わせてデジタルアートが出現したりする仕組みのシステムやアプリケー

毎晩、テーマの違うクラブイベントをやるというのも面白い。

ション）
：万博までの間の 5 年間も万博関連イベントで定期的に発表をしつつ万博期間中は会場で大掛か
りな展示や体験ゾーンを作りたい。


障害のあるなしに関係ない最高に楽しい遊び場と革新的なリハビリテーションの提案をしたい。



THE UNIVERSE：万博会期中に会場各所を突発的に巻き込む形での「ユニバーサル」や「バリアフリー」を
テーマにした来場者参加型ダンス公演を実施したい。




医療福祉関連専門職が大規模なチームをつくり手話やバリアフリー対応を検討し、会場内で提供する食
事についてもミキサー食、刻み食、箸対応、スプーン対応などに配慮した対応策を検討するべきである。
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手話は日本語と英語で異なり、日本人で英語手話ができる人が僅かしかいない。



英語手話を日本語手話に訳せる人材を 5 年かけて育成する必要があるのではないか。

誰もがサポートし、サポートされる関係性の概念を理解した上で一歩のアクションが様々な状況を変え
るという事をこの公演を通じて感じて欲しい。



SOCiAL FUNK!：日本が世界で最もユニバーサルマインドの進んだ先進国である事を証明するクラブイベ
ントを実施したい。
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一部としてわかる見せ方が必要である。好きなものに囲まれて暮らす未来を見せてもよい。部屋には好

株 式 会 社 KEN OKUYAMA DESIGN 代 表 取 締 役

奥山

きな絵を飾りつつ、生活に入り込んで使用される技術は最先端のものであるという見せ方。


清行氏

今後ライフスタイルは大きく変わるだろう。現在のように会社組織に所属し通勤するという形態は崩壊
しつつある。人が移動するのではなく、情報やモノが動く社会になる。大企業、中小企業、学校という組
織がなくなり、通勤・通学という移動がなくなり暮らしの根本が変わるのではないか。



未来を志向しつつ、雑誌や本、伝統、工芸品などをみせると同時に想像を超える 100 年後、200 年後の未
来を見せたい。想像がつかない重いテーマである。



インフラ、宿泊施設、広場はなるべく今後も使っていけるものを建設できたらよい。



1964 年東京オリンピック後の 1970 年に大阪万博がおこなわれた。1960 年～1970 年代は日本が高度経済





成長期で最も日本に勢いがあった。今回も 2020 年に東京オリンピック、2025 年に大阪・関西万博が行わ

橋、夢咲ドンネル、地下鉄だけでは 2800 万人を移動させることはできない。海上交通についても活用し

れる。今後 100 年の日本を考えるきっかけになるのではないか。

ていただきたい。移動手段を増やす手段として従来のシャトルバスという案ではなく、自動運転技術の

大阪・関西万博において、日本のブランディング力といった成果を示すことはできないか。企画・デザイ

導入やシェアリング、電気自動車、水素自動車などの新しい技術による解決を期待している。

ンを行える企業が重要である。製造業、サービス業といった分類ごとの展示ではなくトータルエクスペ



リエンス（ストーリーある体験）でみせる必要がある。


全体の構想に加え、日本館で何をやるか、世界の館に何を求めるかという課題もある。各世界館に内容を
った内容を表現するように依頼してよい。




155 ヘクタールある会場内の移動についても検討する必要がある。縦移動についてはエレベーターにより
高速移動できるようになっているが、水平移動については現状最適なものは作られていない。



テーマパークとして面白いものであってもらいたい。


すでにエアモビリティ（空飛ぶクルマ）の実用化検討は進められており、万博での実証実験も有人運転で
あれば可能である。

プロデューサーが全体をまとめることで、各館での盛り上がりだけでなく、大阪・関西万博全体の盛り上
がりにつながる。来場者を楽しませることも重要でありリピーターを増やすことにもつながる。万博は

エアモビリティの実証実験を万博で行ってもらいたい。大阪空港・神戸空港からの移動手段として活用
することができる。

任せてしまうのではなく、全体を監修するプロデューサーを設定して大阪・関西万博としてテーマにあ


交通機関、人の導線、移動に関しては懸念を抱いている。現実的な導線を考えたときに 4 車線の夢舞大

新しい体験がたくさんある万博であることが求められている。万博で技術を披露したいと考える企業は
多い。デモンストレーションの場として万博は最高である。

これまで各国のパビリオンとして検討されてきているが、国の枠組みを除きテーマだけにしてしまうと
いうのも面白いのではないか。



ストーリー展開や、体験、ブランディングの体現には結局のところ技術が必要なため、企業に参加をして
もらう必要がある。技術の体験には企業のスポンサーが必要。ただし、1 社にこだわらずコンソーシアム
という形もある。
【待ち時間のない会場づくりについて】


以前検討してコストの関係で実現できなかったアイデアとして、事前にピンバッチなどに来場者個人の
氏名、趣向などの個人情報をいれ胸元に着けて来場いただき、入り口でデータを読み取り個々にあった
サービスを提供するというものがある。




日本は、伝統工芸品などの地場産業が根付いている。岩手県企業である岩鋳が作る鉄瓶は高額取引され

AI 技術で可能になっている。来場時に「○○様いらっしゃいませ」と映し出し、各個人にあったコース

ている。伝統工芸品は先に話したブランド階級のピラミットの頂点と言える。以前の大量生産時代から

を提案する。混雑状況も考慮させることで、待ち時間のない会場づくりにつなげることができる。

今は少量多質生産に変わってきている。大量生産で 1 個 500 円でも買える商品は半年程度で消費されて



会場に来てもらい、画一的なサービスをするのではなく、相手にあわせたおもてなしを行うことが今の



バスの乗り降りに時間がかかる原因として、一か所から入って、一か所から出る仕組みであることから

いくが、伝統工芸品で 1 日 1 個の生産で 10 万円するという商品は一生ものである。これからは一生もの

列ができてしまう。好きなところから入って、好きなところから出ることができれば列は緩和される。パ

を買う社会になっていくのではないか。

ビリオンを作るうえで入口、出口を決めることは見せる側としては流れが作りやすいが、どこから入っ

プラスチック製品など規制して削減することはできるが、規制ではなく消費者自ら商品のストーリーを

てみても楽しめる内容とし、どこから出て行ってもよいものにすれば混雑は減らせる。

好んで選択することでモノは大事にされ、一生ものが増えていく。
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消費して捨てていく商品選択から、長く使えるものを選択する時代になる。万博ではライフスタイルの
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第３段階 運営段階（開催期間中）
①来場者への情報提供、来場者の安全・安心・健康（特に暑さ対策）
、不測の事態への危機管理、需給両面

COCN デ ジ タ ル ス マ ー ト シ テ ィ プ ロ ジ ェ ク ト リ ー ダ ー
カーネギーメロン大学冠ワイタカー記念全学教授

での効率的なエネルギー対策、人流・交通流の整序など運営の基本事項について、リアルタイムで状況把

金出

握可能な双方向デジタル環境を実現し、快適な滞在への移動の利便性を確保する。

武雄氏

②加えて、パビリオン待ち行列の解消、エンターテインメントなど斬新なサービスを考案し、プラットフォ
ームにアプリケーションを搭載する。
第４段階 万博終了後
IR 施設や万博跡地利用を含めた夢洲（ゆめしま）全体及び周辺地域とともにスマートシティを実装する。
新たな港湾部での拠点形成と持続性を担保するモビリティネットワークを実現する。

2018 年度ＣＯＣＮ「デジタルスマートシティ構築」（http://www.cocn.jp/report/thema110-L.pdf）に含ま
れた大阪・関西万博に関する提言をもとにした意見である。


盛り上がりつつある我が国のスマートシティへの取組みを、大阪・関西万博において一層発展させ、世
界に向けて発信し、レガシーとして後世に繋ぐ。



今後、2025 大阪・関西万博協会を中心として、国及び関係地方公共団体との協力の下、会場計画や周辺
のインフラ計画がつめられていくが、同時並行的にスマート化の基本方針を定め、多くのステークホル
ダを巻き込めるプラットフォーム基盤を構築するためできるだけ早期に着手することを求めたい。



万博スマートシティの基本方針（案）
① 多くのステークホルダ（国、大阪府、大阪市、万博協会、インフラ整備の官民の関係者、交通事業者・

2019 年度の COCN プロジェクトは、次のような論点について検討を開始し、できるだけ早い段階で、国、自治
体、万博協会など関係機関へ意見具申を行う予定である。

エネルギー事業者、モビリティサービス事業者、出展者、工事関係者など）を巻き込むプラットフォーム



の樹立、同時に万博運営の構想とマッチしたユースケースの計画立案を急ぐ。

論点１ 大阪・関西全体の取組み：万博会場を中心とした関西圏の都市・地区との協奏を目指す。

② 2025 年の大阪・関西万博は、世界の注目をひく貴重なイベントとなることに鑑み、日本のスマートシテ

Society5.0 を通じた SDGs の実現、未来社会の実験場、地域経済活性化を基本とする１０の論点

論点２ スマートシティの基盤：国際標準に沿ったスマートシティアーキテクチャ参照モデルによる万博オ

ィを世界に発信する場とする。

ペレーションモデルを早期に立上げ、マルチステイクホルダーによるデータ連携とアプリ搭載の基盤

③ 出展する施設には外国政府及び外国企業が想定され、来訪者も外国人が相当数に上ることから活用する
技術は国際標準に沿ったものとする。

を形成。万博の以降の活用も視野にレガシーとする。
論点３ 設計段階から跡地利用まで：BIM/CIM 等を会場全体に連結する３次元空間モデルを作成。 発注者間

④ 万博サイトと連動する周辺の都市（例えば関西圏の政令指定都市）と一体になってスマート化を協調し


の連携を促す。BIM/CIM をアーキテクチャのパーツとして地図情報と連携する。これらを通じて、ユ

て進め、来訪者の周遊を促し得るモビリティルートとサービスを整備する。

ニバーサルデザインの徹底や来場者や車両の移動、インフラ維持管理の基盤に。自然創生、環境配慮

具体的な段取り

にもスマートを活用。

第１段階 企画・計画・設計段階
①データ連携基盤を構築し、3 次元施設計画をプラットフォーム上に再現する。これらのプラットフォーム

論点４

アプリ 会場づくり：工事の安全、作業者の安全、環境負荷の低減、工程の管理、効率的な工事車
両・物資・作業員の輸送・搬送のシミュレーション（会場運営中の来場者等のモビリティに発展）
。

を利用して、設計の最適化・効率化を図る。加えて、会期中のエネルギー環境目標達成の道筋検証、来訪

論点５ アプリ 会場運営：来場者の安全・健康・快適・情報提供、高齢者等への配慮、外国人対応、 混雑

者や場内交通手段による人流、物流予測を含む交通流シミュレーションによる各種の検証を行う。第１か

緩和の人流制御、エンターテインメント、キャッシュレスによるストレスフリーな万博体験、低炭素

ら第４段階まで同一モデルで一貫して運用。

化目標を目指すエネルギー需給マネージメント。

②万博開催期間中の強力なユースケースの立案
世界への発信を前提に、万博及び周辺都市での強力なユースケースを考案する。つくば市で計画するモビ
リティイノベーションの実証成果の万博反映など、全国から優れたユースケースを積極的に取り組む仕
組を早期に検討する。

論点６ アプリ 防災：万が一のケースに備えた情報収集と情報開示、避難誘導、緊急医療対応、重要インフ
ラ対策（公共工作物、 エネルギー施設、通信施設、交通施設等）のリスク回避。
論点７ アプリ モビリティ：陸海空交通の相互運用による会場へのアクセス（関西圏 MaaS）
、車椅子、パー

第２段階 建設段階（建設準備段階を含む）

ソナルカー、サービスロボットを含む会場内の移動の円滑化（会場内 MaaS）
、来場者共通 ID による

①作業員出入、資材調達、工事車両運行等をシミュレーションし、全体の施工プロセスの適正化と作業員の

国内外からのシームレスな移動、関西圏の回遊を促す情報提供。

安全確保を検証する。

論点８ 推進体制：府市の部局横断的な協力体制、ＣＩＯ、ＣＤＯの登用、主要なステークホルダーの集結と
情報利活用ルールの取り決め（府・市に加え、交通・エネルギー・通信事業者、病院、建設、ＩＴな
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ど）
論点９ エコシステム：一過性のイベントに終わらせないために、万博を好機に大学、企業、中小企業、ベン
チャーを包含したエコシステムを目指す。アプリの提案公募も一案。
論点１０ 国際性：Ｇ２０、国際的なネットワーク（ＡＳＥＡＮ）と協力、海外出展者のみならず、アプリの
公募には外国からの提案も受け付ける。万博期間中のスマートシティの国際会議併催。

博覧会の企画とスマート化は車の両輪であることの意識の共有と実践が重要。スマートシティを計画と運
営の基盤にすることを日本政府の BIE 登録申請書へ反映されることを期待する。
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問題となっている薬剤耐性菌の解決策も含めた、人類の健康とサイエンスのアップデートに繋がると考
える。

WAKAZO

川 竹 絢 子 氏 /藥 王 俊 成 氏

このような研究を自由闊達に行える実験場と万博がなり、そして万博が終わった後も有意義に活用し残
していくべきと考える。


【課題解決のための実験場】
社会の課題解決の向け、若者が創ったプロダクトが実装実験できる場がほしい。世界中の人が集まる万
博会場で実装実験することで、大量のデータを集め、それをもとにプロダクトの質向上が可能である。世
界の課題解決に世界中の若者が挑戦できるとともに、万博発の新たな課題解決策を世界へと発信するこ
とができる。



【ヒトとモノの新しい関係性】
データでは掬いきれていない実態、若者の奥底に潜む問題意識を、若者の感性と理性、知性で洗い出した



【全宇宙参加型万博】

とき、私たちはどのような次代を創るべきかが見えてくる。IT や AI などテクノロジーの発達によって、

全世界の人口約 80 億人のうち、若者の数は、約 40 億人。世界の半分が若者である。

ヒトとモノの境界が霞む時代だからこそ、
「ヒトとモノの新しい関係性」を問いたい。

2025 年大阪・関西万博を、全世界の 80 億人が誰ひとり取り残されることなく参加できる万博にしたい。



【眠らない万博】

そのために私たち若者は、世界の半数を占める 40 億人の若者をつなぎ、万博へ参加できるようにする。

会場は 24 時間オープンしていて、議論がつきなければ泊まることができたり、地球の反対側の若者とホ

地球だけでは飽き足らない。宇宙には、まだ誰にも見つけられていない若き生命がいるかもしれない。は

ログラムでディスカッションをすることもできたり、宇宙との交信もできたりするとよい。

るかかなたの宇宙にいる若き生命すら、万博に参加する「全宇宙参加型」の万博を実現したい。若者をつ



なげるのは、若者だ。

【時代を担う次代】
世界中の若者が集まり化学反応を起こしながら、万博開催期間中に挑戦的な実験を繰り返し、社会の課
題解決に挑戦していく。そして、
「次の世代に何を引き継いでいくのか」を議論する。時代の流れが激し
く一歩先の未来像でさえあやふやなこの時代、未来を創ることはまさに挑戦的な実験の連続だ。万博の
歴史を振り返っても、U30 だけで実現したパビリオンはない。
新しい未来の共創において、私たち若者を、信じてほしい。



【若者独自のパビリオンの実現】
2025 年大阪・関西万博のテーマは、
「いのち輝く未来社会のデザイン」である。
「いのち輝く」とは、
「ま
だ救われていない、いのちを救う」こと、
「まだ幸せでないひとを、幸せにする」こと、だと考える。人
類を救い、救われ、幸福を創出するパビリオン（実験場）を、若者主体で創りたい。ここで、人類を救い、
幸せにするためには、
「いのちとは何か、人間とは何か」を問うことが必須であると考える。高度経済成



【＜エピジェネティック会場＞万博開催期間中も変化し続け、完成することのない会場設計】

長時代、人々は、
「いのちとはなにか」という最も根源的な問いさえ問いかける余裕もなく、ただひたす

開幕直後は運営側の意図に基づいた会場構成が、開催中会場を訪れた人たちのふるまいなどによって少

ら、得体の知れぬ幸福を目指して働いてきた。これからの新しい未来を共創するために、
「いのちとは何

しずつ変化していくような、インタラクティブな在り方を会場計画でとりいれていきたい。来場者自身

か、人間とは何か」を私たちはまず問いたい。

の行動が万博に少しずつ変化を与えることで、万博開催時には会場が完結してしまっているということ

【エピジェネティックス建築】

を回避し、期間をとおして成長していく万博の達成が期待される。

創りたい未来像が見えてきたとき、これからの未来を創る若者が、パビリオンの中で未来の共創のため



【＜令和大茶湯＞令和 ver ジャポニズムを触媒とした文化・文明のクロスポイント】

の「実験」をしていく場を作りたい。実験の一例として、新たな建築学的思想「エピジェネティクス建築」

和敬清寂の心で世界の人をもてなし、マインドフルネスで心を落ち着け、世界各種の酒を嗜み食事を楽

の実装に挑戦したい。生命科学の進歩により発見された、「エピジェネティクス=生まれ持った遺伝子の

しみながら、一碗のお茶とともに、無賓主の世界で、未来について語り合う。令話 ver ジャポニズムが触

表現型は環境に依存し、次の世代にも受け継がれうる」という概念からヒントを得て、多様性、個性の次

媒となって、イノベーションを加速させるような対話が生まれる休憩室（茶室）を会場に創りたい。

元を一段引き上げるような思想・哲学を創り上げ、空間として実装していきたい。






【＜いのちの大三角＞中之島・夢洲・ウメキタの連関】

【未来を創る研究場】

最先端医療の拠点の中之島、人材が集まるウメキタと、巨大な実験場の夢洲を、超高速に移動できる交通

万博内で介入研究も含めたあらゆる研究が、強い制約なく行えるようにしてほしい。世界中から人が集

機関を設置して 3 拠点を結ぶことで、
「いのちを救う」大三角形を形成する。各 3 地点に、入居者を若者

まるという稀有な環境を真の実験場にするためには研究ができるようにしなければならない。例えば、

対象に限定したインキュベーションセンター（実験場）を設置し、ハードテクノロジーの開発だけでな

夢洲内の下水、来場者の皮膚、パビリオンの細菌叢を解析し、菌と人の生活との関係性を明らかにするこ

く、バイオテクノロジーの研究開発にも、若者がもっと自由に携われる環境を整える。

とで、メンタルヘルスをはじめ多くの疾病につながっているとされる腸内細菌叢の知見の深化や、近年
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【＜プレ万博・ポスト万博＞夢よもう一度、ではない】
大阪・関西万博がたった 6 ヵ月のイベントで終わるのはもったいない。万博を通して実現したい取り組
みの萌芽を育てるための開催前のプレ万博、そして万博閉幕後、万博から生まれた知見、取り組みを更に
加速するための閉幕後のポスト万博を開き、更新し続ける万博であってほしい。



WAKAZO は、万博誘致活動において、すでに世界 50 ヶ国の若者とつながってきました。若者同士を真の意
味でつなげるのは、若者にしかできないことです。



2025 年大阪・関西万博への全世界 80 億人の参加を目指す上で、グランドデザイン策定の段階から、若者
を積極的に中心に登用することを望みます。
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過去から未来を探るコンテンツ
「未来社会のデザイン」を探るため、地球の過去を充分紹介する必要がある。
①地球史における 5 回の大量絶滅と理由やその後の地球変化、②現在の地球と人類のおかれた状況と
SDGs、③未来へのビジョンについて、来場者と共に考え探るコンテンツを行いたい。



地球と地球上の全生命を考えるコンテンツ
「いのち輝く」をどう捉えるのか。
「地球上の全生命のいのち」とする考えが、地球と人類の持続可
能な関係を構築する上で、不可欠である。これは、70 年万博のレガシー“太陽の塔”と内部の“生命



万博のテーマ・コンセプトを、世界の人々と共有・議論・紹介する場の設立
・テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」について、人類の問題ではなく地球上に生きる全生命の問題

の樹”へのオマージュ、もしくは継承するコンテンツとなるであろう。


として捉えることが必要と考える。
「宇宙船地球号」の持続可能な運航が可能となる方策を、世界の人々

我々はどこから来て、どこへ行くのか･･･地球と人類の存続・未来を考えるコンテンツ
人類の存在は地球史では極短期間だが、その活動や繁栄は地球上の多様な生命を脅かしている。人類

と共に意見交換を行う多角的な場の提供を期待する。

が行った核実験の放射性降下物は、地質年代アントロポシーンの“ゴールデン・スパイク”の指標に検
討されるなど、人類は地球に対し多大な影響を及ぼしつつある。地球史から人類史を区別し、過去から

・コンセプト「未来社会の実験場」では、日本・世界・地球の問題と解決へ実践するための実験場を、万

未来を探る内容が必要である。

博会場をコア、日本や世界各地をサテライトとして繋げられないであろうか。SDGs を基本に、先進国で
の問題、その他様々な問題や目標を、一方的な解決策の提案ではなく、問題提起から持続可能な解決法を
探るため議論・実践の場を設けたり、クラウドファンディングやマッチングといったインキュベーション
の場となる事を期待したい。
・万博を開催場所や時期が限定的なイベントとせず、計画・準備段階から既に開催中として、その過程を



世界へ発信する。上記の意見交換や議論・実践する場を SNS などを活用して早い段階から企画し、開催期

立地環境を考慮した会場デザイン
会場の夢洲は、人工島のため海風や日光・雨などの遮蔽がない厳しい環境である。風雨の方向や強

間中の万博会場で途中経過などの発表や報告、意見交換の場とする。

さ、日光の照射量、気温変化などをパビリオンの配置から形状・材質・配色、地面の材質や配色などと
共にシミュレーションし、来場者が暑さで疲れない会場デザインを最大限考慮すべきである。その上で

・サテライトに設定した各地へ万博来場者や関心者が足を運ぶことで、日本人には各地域間や世界との
比較、外国人には自国と日本の比較から、未来社会を考える場ができればと考える。実際の現場へ足を運

様々な暑さ対策をしなければ、安全な運営は厳しい。


ぶことを重視し、日本列島の中央に位置する大阪から各地域への移動を、交通網を活かして繋ぎ、地域と

70 年万博レガシーの活用＋α
70 年万博会場（吹田）をサブ会場に使用する。25 年万博のテーマは、70 年万博「人類の進歩と調和」

万博会場の往復からでみえる未来を構築して欲しい。

から繋がるテーマであり、1.で提案したイベントの会場に“お祭り広場”の活用はレガシーの継承とな
る。さらに明治期の内国勧業博（東京上野）
、75 年海洋博、85 年つくば万博、05 年愛知万博会場跡地

・未来を考える手段として、地球史（ビッグヒストリー）から現在、今後起こりうる問題を可視化し、デ
ータや実資料から来場者に紹介する場（ミュージアム）を、実験場と一体に作る。地球史の地質年代に設

をサテライト会場に、各地の取り組みを紹介する場としたい。


定が検討される“アントロポシーン（人新世）
”は、人類の活動が地質に記録される時代として、地球と

多角的な交通アクセスの構築
夢洲へのアクセスが一番の問題である。現在地下鉄延伸が計画されているが、交通手段が非常に限定

人類の存続・未来を考える一体となった展示を行う。

にされる。その手段の一つに、大阪湾・淀川をまたぐ海上ロープウェイは可能であろうか。駐車場の確
保や公共交通機関と連携して、会場アクセスの分散化は重要と考える。



レガシー“アジェンダ「SDGs 2.0」
”と、研究・実践支援センター・ミュージアム
国連 SDGs に続く“アジェンダ「SDGs 2.0」
”を万博の成果や象徴として取り纏ること、万博で企画した
議論・実践の場などが万博終了後も継続的に行うための後方支援や、新たな企画・研究を行う“シンクタ
ンク”
、収集した資料やデータの保存・展示を行う“ミュージアム”が、後世に残すレガシーである。こ
の施設は、日本が主体となって作るべきか、世界的な問題解決の研究機関のため、国連もしくはその関連
機関が作るべきか考える必要がある。
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“地球”を改めて考える機会とする
地球は人類のものではなく地球上の全生命のものであり、そのエコシステムを第一に考えなければ

172

ならない。人類の振る舞いにより地球が大きく変化しつつある現在、人類は地球に必要な存在であり
続けるために、より一層考える機会となる事を期待したい。


SDGs のための万博とそのコンテンツとならないようにする
SDGs 実現のための万博ではない。未来を見据えた、地球と生命・人類との調和ある関係の実現を考
える場である。その成果の一部が SDGs であり、新たな目標や宣言を行う場としたい。
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「食」をテーマとして、会場全体を覆いつくす植物工場パビリオンを作り、新たな農の風景を生み出す。
最新の制御システムを使った植物工場に世界の農作物を集めて展示し、その育成方法の研究も同時に行
い食事情の貧困な地域への手助けとなる栽培方法を提供する。また、宇宙環境でも食べられるものを提
供することができればよいのではないか。



「まちなか万博」としては、都市づくりのなかで、空き家等を利用し、小さなマイクロ植物工場を各地に
建設する。そのマイクロ工場の集合体として万博の植物工場パビリオンを位置付けることができればよ
いだろう。





万博本会場だけの博覧会とするのではなく、
「まちなか万博」と同時開催を行う。都市再生と連動した万



大阪市街の近代建築をサテライトに見立て、御堂筋を中心としたアプリ・課金システムを作り、登録して

博の在り方を国内外に示す。

もらう仕組みを作ることができればよい。朝は散歩で大阪城に行き、最後は大阪のミナミに泊って帰る

「まちなか万博」において都市の将来像を公民協働で描き、ビジョンを共有し、担い手となる市民や企業

という一連の行動をビックデータとして分析できる社会実験を行ってきた実績があるが、まちなかでの

が、具体的に未来に向かって行動を起こす契機とする。

行動を多様に分析できる機会をつくり、今後のまちづくりに活かしていけるようにしたい。万博に来て

「まちなか万博」の会場は、水都大阪が培ってきた水と緑のネットワークを中心に設定し、本会場も含

もらった人にアプリを入れてもらうだけでも意味がある。万博がそのようなデータ収集・利用の契機と

め、さらなるつながりを形成することを目指す。オープンスペースからのまちづくりを行い、歩いて楽し

なれば、将来にわたって有効な機会となるだろう。リピーターの動きとして把握することができれば有

い未来のまちを、自動運転などの新しい移動手段と連動したものとして、会期に合わせてまちなかに実

用であろう。

装していく。


会期中に訪れた国内外の人々が、再度まちなかに来ることが重要であり、本会場と連動した「まちなか万
博」は、本会場来訪者にリピーターになってもらえる可能性を高める。そうでなければ、まちの人々は盛
り上がらない。市民の関心と行動を喚起することにつなげたい。



「まちなか万博」の会場となるのは、
「グリーンアロー」と名付けた水都大阪の河川や公園、都市軸とな
る道路である。これまで、形成されてきた都市の資産、都市再生のチャレンジを展開してきた場所であ






会場計画は、オランダにおける埋め立ての実験が参考となる。埋め立て地を２０年間塩漬けにし、水たま

る。
（
「グリーンアロー」とは、大阪のオープンスペースネットワークを弓矢に見立てたもの。矢先を北ヤ

りができて、鳥のフンが落ち、そこから実生の緑が育ち自然ができる。それから、その環境と呼応した建

ード、矢を御堂筋、弓を大阪城から本会場までを結ぶ大川、堂島川、土佐堀川、安治川、弦を水の回廊と

築を作っていった例である。万博の会場である夢洲も、まず植物を植えて自然を作ってから、建物を建て

してとらえる。
）

るというプロセスを考えていく必要がある。会場全体をグリーンインフラととらえ、会期以降の環境を

オープンスペースと近代建築など資産となる建築をパビリオンと見立て、
「まちなか会場」とし、これま

新たな自然環境創出プロセスとして考えていけるようなものとしたい。会期のことだけを考えると、将

で培われてきたレガシーを次世代に引き継いでいくことを明確に打ち出す。

来利用に有効な環境とならない。こうした環境と、先述のオープンスペースネットワークを連動させて

２００９年より「水都大阪」のプロジェクトに携わっている。水都大阪パートナーズのような中間支援組

いくことが重要である。

織を生み出し、各地の取り組みを支援していく体制を再構築すべき。


「まちなか万博」では、水都大阪パートナーズと、大阪府の文化施策の協働して展開してきた、水都大阪
フェスとおおさかカンヴァスのような取り組みを大きく進めたい。都市とアートが連携して、真に文化
が形成される、多様な主体によるチャレンジを共有していく。



大阪の魅力を発見し、共有できる公共空間におけるアート展開。それと同時に公共空間を使いこなして、
愛着と誇りを形成していくプログラム。これらを、世界の人々から提案をしてもらい共同で実現して、そ



本会場への出展が、国内事情や金銭面などで、叶わない国や地域、活動団体などの課題を募集して、解決

のプロセスを共有する。そこで得られた価値を、文化都市としてふさわしい新たな都市再生整備へとつ

する技術を展示するプロジェクトを行う。

なげていく。

発展途上国や貧困地域の課題を解決する技術とプロセスの展示が、これからの社会を構築していくカギ
となる。
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現状では、ハイブリッドなメディアで販売する仕組みがない。音楽もリマスター版がよく出るが、ソフト

多摩美術大学

美術学部

久保田

ウェアのように、バージョンアップ方式にしてフリーアップグレードを可能にすればよい。様々なメデ

情報デザイン学科教授

ィアの提供の仕方をミックスして考えていくのも面白いのではないか。

晃弘氏


多様性を身体的に感じられる場にすることができれば、それこそがコンテンツになるのではないかと思
う。旧来の万博のように、あるいは Google の検索サービスのように、世界各地の珍しいものを集めてき
て陳列するという時代ではない。Google（デジタルメディア）で検索しても出てこないようなものを集め
てくるのも面白い。世界各地に、そのようなものがまだたくさんあると思う。ディスプレイからは伝わら



「フィジカリティの回帰」がひとつのキーワードになるだろう。大阪・関西万博開催時は「ポスト・イン

ないもの、ディスプレイからは見えないものを体感できる場にできればよい。視覚偏重の文化を再考す

ターネット」の次の時代になっていると考えている。万博はデジタルではなく、フィジカル（物理的、身

る、
「映像なき万博」というのもあり得るだろう。

体的）なイベントで、その時代のフィジカリティを掴むようなものにすべきである。もはやアナログか、



関西は食の都であり、食のコンテンツを充実させることも重要である。対話ができる寿司屋やマスター

デジタルかという時代ではない。どちらも使いつつ、ハイブリッドな作品を作るのが今の若い世代の流

がコーヒーを淹れているのが見えるコーヒー店など、これらも映像なき文化の一端である。食が持つフ

れである。プログラムやソフトウェアを使いながら、それをフィジカルに落としていくことが、今や共通

ィジカル性を強調した飲食店などが考えられる。

の感覚になっている。そうした時のフィジカリティの意味は、70 年代や 80 年代のプレデジタル、そして



万博に関心を持ってもらうための、象徴的なメインコンテンツが必要である。そのコンテンツを目当て

ゼロ年代や 10 年代のデジタル世代と何が同じで何が違うのか。デジタルを経た上の、新たなフィジカリ

として来場した人に、結果として、別のパビリオンで他にも面白いものを発見してもらえるという、二段

ティに注目している。

階のステップになればよい。重要なのは入り口でなく、出口である。




例えば「深海」や「地下」はメインコンテンツになり得るかもしれない。今日「影の生物圏（生態系）
」

うまくいくかどうかわからないことにチャレンジをする文化を応援していきたい。情報の流通が手軽に

が注目されている。地球の深部で新たな生物も発見されており、身近でありながらあまりにも未知

なることで、事前に調査して「決めてから動く」というパターンが推奨されるようになってきた。しかし

なことが多いため、さまざまなテーマにつながる、フィジカルなコンテンツになり得るのではない

曖昧な状況の中、物事を決めながら進んでいく、というマインドセットの方が、新しい時代には重要であ

か。

る。決めてから実行する方が効率がよく失敗がないように思えるが、最初から目標やゴールが明確とは
限らないし、そこから新しいものは生まれない。よく見ながら、そして考えながら、臨機応変に進んでい
くことで、最初は想像もしなかった場所に到達するという姿勢や文化が重要だと考えている。


万博を通じて、人文学と理工系が双方に結びついていけばいいと思う。デジタル社会では理系の技術が



強く、社会も理系の知識を礼賛している。しかしポストデジタルのフィジカル時代に入り、新しい時代の

概念を意匠から構造やアルゴリズムに移していくことに関しては議論があるとは思うが、ロゴをコード

哲学や思想を生み出していかなければ、未だ見ぬ世界＝未来は描けないだろう。万博を通じ、思想系や哲

でデザインをすることで、デザインの新しい流れや、ダイナミックな動き（時間性を含むロゴ）が可能に

学の人と理系の人ががっつりと向き合って、議論や共同制作ができる場をつくって欲しい。その過程で

なる。

は、齟齬や軋轢が不可避ではあるが、それを乗り越えることが知性であり、新たな文化を作り出していく



ことに他ならない。

２０１６年のリオ五輪のロゴは、五輪初の３Ｄデザインだった。どのようにデザインしたのか、デザ
インプロセスの話等もウェブに掲載がある。




万博のロゴは（プログラム）コードでデザインし、オープンソースにしてもよいのではないか。著作権の

技術よりも文化的なチャレンジをしてほしい。新しい文化がなければ、新しい技術も生まれない。ロゴを

現代のフロー型の社会においては、その時々に合わせて都合のよいものだけを見たり、自分に都合の良

コードで記述することは、既存の著作権者からは異論が出るかもしれないが、ソーシャルデザインの視

いことだけをいう人が目立つようになり、社会が貧しいものになりがちだ。こうした社会だからこそ、ア

点でデジタルメディアを使い、よい意味の二次創作に踏み込んでいくのは面白いと思う。今の若者は、か

ーカイヴを残して持続的に考えること、過去を参照しながら今を語ること、つまりストック型の静かで

つてのメディアミックス的な、二次創作にも充分慣れている。全てのデザインで行うのは無理であって

深い思考＝思考のエコシステムが重要になる。アーカイヴが残ることで、発信側も責任を持つようにな

も、例えばロゴやキャラクターのような象徴的なものでまずやってみるとインパクトがある。

る。フロー型の文化からストック型の文化に移行していくことが重要である。



既得権者からの反対が強ければ、オープンソースの仕組みで、皆で作るオルタナティブなロゴも設けて、
社会の中で両者を比較するのも面白いだろう。オープンにすることはフリーにすることとは違う。変更
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新しいフィジカルというハイブリッドなビジネスを万博を通じて考えていくのはどうだろうか。例えば

の過程がアーカイヴ化されることで著作権も保持され、商業使用も可能である。こうした文化的チャレ

本は紙でも持ちたいが、データでも持ちたい。検索はデータで、読むときは紙といった使い分けである。

ンジによって、著作権の意味や、コマーシャルユースとノンコマーシャルユースの使い方などを、多くの

178

人が学ぶこともできる。


くまモン等のゆるキャラで起こったことを、逆にデジタルメディアにフィードバックしなければならな
い。これは、大阪という商人の街が率先して、ビジネスのシステムを変えていくということでもある。ロ
ゴは無理であっても、キャラクターなら可能かもしれない。こうした考え方のシフトを大阪・関西万博で
は実践してほしい。
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東京大学

隈

教授

研吾氏



若い人の登用は、どんどんやればよいと考える。そのためには、ものづくりの人たちとコラボレーション
が重要ではないか。デザインだけが先行するのではなく、デザインをする人とものづくりの人が連動し
て一緒に提案してもらい、そういった提案を吸い上げるシステムがあるとよい。デザイナーとものづく
りと連動するということが、これからの日本の力になる。


万博に対して、若い世代の中はある種の心理的距離があると感じている。そのイメージを壊す枠組
みを創るのは、ものづくりだと思う。




人工の場所で万博を作るというのは、得てして殺伐としたものになりがちである。人工的な環境の中に
何か１つの Village（村）のような空間を作り、現在の環境・人工的な埋立地でもヒューマンなものが出

になって計画を立てるやり方が良い。


来るということを示すことが出来ればとよいと考えている。


工業化社会の万博は、70 年の大阪万博がピークであった。そのときの万博会場は、工業化の素材（金
属）で出来ていた。それとは対照的なヒューマンな会場になればよい。

デザイナーがデザインを書いて見積もりを取るのではなく、デザインとものづくりが最初から一体

海外の人間との連携も重要である。特にアジアのデザイナーは、日本で仕事をしたいと思っている人も
多い。海外の人材を巻き込み、連携することも必要である。



愛知万博では、コストと時間の制約のため理想的なものを作るまで至らなかった。コスト・時間切れにな
ることを防ぐために、提案する部分にメリハリをつけることは重要である。計画の中でこの部分は譲れ
ないというメリハリをつけると良いのではないか。



現代の万博は映像中心になっている。映像があって悪いということではないが、映像の世界であれば、森
ビル・チームラボのようなコンテンツは万博でなくとも見ることができる。映像コンテンツで競争する
万博は避けたほうが良い。



人間が直接的に体で体験できるものであればよい。一方、何千万人という人が来場するため、来場者にど
のように体験してもらうかというノウハウの部分でデジタル技術が活躍するのではないか。



大きな映像の世界ではなく、遊びが重要ではないか。日本には体を使って自然を体験する遊び（潮干狩り
等）がたくさんある。自然と遊ぶ場所があると良い。



会場計画の中で、一部埋め立てられず水面が残るという制約があることは面白い。人間の手のつけられ
ない「環境的な他者」を感じる。地形的制約がストーリーになり、ナラティブな会場ができる。来場者が、
こういう制約があるから、こういう造りになっているということを理解することができる。



計画では分散型で中心を作らないということであったが、ある種の記憶に残る中心があると良い。建築
で地形を作り、その地形が記憶に残る等、建築の中で記憶に残るものが出来るとよい。



水路と周りのデザインはすごく重要である。水路は万博後も残せればよい。水面に花火を上げる案はど
こでも行われているため、それとは異なる取り組みをした方がよいのではないか。



子ども達が入っていける水路を作らなければならない。それによって会場の風景が変わる。水路でどの
ような遊びをするか。水路での遊びの装置のアイデアを募る必要がある。水遊びでも様々な水遊びがあ
りうる。
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時代にもマッチしている。こういった市民を巻き込んだ取り組みが、万博でも成されるとよい。


昭和女子大学
ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ

熊平

ハラリ氏（※「ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来」の著者）によれば、バイオテクノロジ
ーと情報テクノロジーが繋がることで大きな変化が起きると言われている。テクノロジーが発達し、人

学院長

間が自分自身について認知できないことを機械が認知するようになる、内面まで認知することが出来る

美香氏

ようになるという世界が実現したときに、人間の自由意志がどこに向かうのかという問いを投げかけて
いる。2025 年には、
「人類がどこに向かうか」ということが大きなテーマになっているため、そのような
テーマのセッションを海外と共同で行うのが良いのではないか。


現在、テクノロジーの革新によって倫理的なテーマに関する議論を迫られる。たとえば、自動運転でも、
運転手の命を守るのか、歩行者の命を守るのかという倫理的問題について、技術者が答えを決めること
になる可能性がある。技術の発展によってすべての社会システムを見直さなければならない時代である
ため、倫理的な人間のあり方も含めて前向きに想像できるようなパビリオンが出来るとよい。





万博と合わせて教育が変わり、最先端の教育の街になっていくと良い。社会と教育に関しては様々な議



東洋経済の記事（※「13 年の議論で生まれた『驚異の図書館』の裏側」2017 年 9 月 26 日）の中で、デン

論が教育改革の中で議論されている。画一的に学ぶのではなく学びの多様性を前提とした学校にする、

マークの図書館の話が取り上げられている。今では、1 日約 5000 人が来館する図書館となっているが、

地域密着型の学校にする等の方針があるが、一番の狙いは社会と共に学ぶ学校になることである。2025

元々「IT の時代に図書館は要らなくなるのではないか」という命題を持った館長が、デザインシンキン

年には社会と共に学ぶ学校が実現されていて欲しい。

グを用いて地域住民・子供と「どんな図書館が欲しいか」議論を重ねて作られたものである。この取り組

クワトロ・へリックスという、政府、アカデミア、企業、市民が同じ目標を持って社会を作るモデルがあ

みで興味深い点は、コンペに参加した設計事務所は、子どもたちのプレゼン映像を視聴し、子どもの提案

る。大阪はアカデミア（大学）が豊かな場所であり、このモデルの実現ができるのではないか。教育と社

を必ず 1 つは盛り込むようにした点である。万博でも、何かを作るときに、子ども達の提案を取り入れ

会作りの連携モデルができることが望ましい。社会のあり方についてもレガシーとしてデザインできる

るようにすると、子どもたちに対するよいメッセージになると考える。

とよい。


オープンデータ化とスマートシティズン憲章の取り組みを進め、スマートシティズン構想を立ち上げる
のがよいのではないか。オランダには、ワーグソサエティという、デザイン系の方と技術系の方と市民
が連携してイノベーションを起こすプラットフォームのような場がある。そこでは、スマートシティズ
ンシップ憲章の取り組みを行っている。デジタルデバイドのある人たちもデジタルの世界に取り込んで
いく取り組みも実施している。オランダではデータもオープン化されており、町全体の環境汚染を住民
が個人のスマートフォンで測り、全体を見える化する取り組みも行われている。



世界の優秀な若者がどこで働きたいかというランキングで、日本はアジアで最下位であるというデータ
がある。一方で、大阪はフラット･オープンなカルチャーがあり、グローバルな気質が強いと感じる。世
界の人達がオープンイノベーションを行いたい、働きやすいと思うような場を大阪に作って欲しい。







日本では、社会人になったらイノベーションを起こすことを期待されるが、教育の場では自己肯定感が

ピースフルスクールというオランダで導入されている幼稚園～小学生を対象としたシティズンシップ教

育まれないまま、大人になって創造を求められても難しい。小さい頃から主体性を育む教育を実施する

育がある。社会的正義を守る市民（地球市民）を育てることを理念としている。未来の世代が、地球規模

とよい。脳科学では、4 歳から 5 歳の期間が遂行能力が最も大きく伸びる時期であり、小学校 6 年生の段

の視点に立った考えを持つことが出来るか、それとも一国家の利益だけを考えるかで未来が変わると言

階までに大人と変わらない程の遂行能力が育成されるという知見もある。小学校での自己肯定感や自己

われている。SDGs の目標達成も含めて、今後、地球全体を守っていく若者を育てる取り組みを進めては

効力感を育むことが重要である。未来社会のデザインという目標に、教育を重ねて、取り組みを進めてい

どうか。子供たちを地球市民にしていこうという議論をして欲しい。

ただけるとよい。子供が住みやすい街は、大人も住みやすい街であると思う。

昭和女子大学ではダイバーシティ推進の取り組みを行っている。共働き社会の実現・働き方の多様性に
関してもこれから必要になるため、ダイバーシティに取り組んでいただけるようお願いしたい。



ワーグソサエティでは、携帯電話が「どこで作られているか」といった疑問から出発したプロジェクト
が、市民が自分たちでスマートフォン「フェア・フォーン」を作って売る取り組みに発展している。技術
系の人と普通の人が繋がることで、普通の人が思った疑問やアイデアを形にしていくという営みは今の
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クラインダイサム

アーキテクツ

アストリッド・クライン氏
/マ ー ク ・ ダ イ サ ム 氏 / 久 山 幸 成 氏



水面の会場というのは面白くて良い。



万博会場は広く疲れてしまうので、空間的にもコンテンツ的にも日本らしくバラエティに富んだ一口サ
イズで構成し、繰り返し何度も足を運びたくなるような構成になると良いと思う。



サステイナビリティを考慮した建築物にして欲しい。会場の構成も会期終了後の街の設計に繋がってい
く土地の利用計画が望ましい。



建築は開催後の利用方法まで構想段階に含め、どこかへ移設して再利用したり、公共施設として活かす
工夫を考慮してほしい。




人生１００年時代といわれているが、１００年後も楽しい未来が待っているような、未来性のある、ユニ



計画の早い段階から、万博参加者と二次利用者のマッチングサービスを提供してはどうか？そうするこ

ークでインパクトのある万博となって欲しい。

とで万博自体が予め多角的な交流・つながりを前提として出来上がっているという魅力発信につながる

特に、日本は高齢化社会のパイオニア的存在であるため、高齢化社会に直面することにポジティブに取

と思う。

り組んで頂きたい。他国も今後は必ず直面する問題であるため、日本が良きリーダーとしてポジティブ



な高齢化社会を発信してほしい。

世界ではまだまだ奇抜な建物が建てられているため、それらのインパクトに劣らない、心を奪われるよ
うな、特徴的であり、楽しさ、未来性を訴える建物が望ましい。



皆が興味の持ちやすいものをテーマとし、視覚から訴える、わかりやすいものであって欲しい。



構想や設計の時点からエコロジーやサステイナビリティを考慮した万博となってほしい。



国内外からの来客に備え、交通手段などのモビリティに配慮してほしい。



大阪というエンターテイメント性の強い地域特徴を活かし、社会問題をテーマにしながらも、誰もが楽

り、様々な形状で建設することも可能である。また、色の選択肢も豊富であり、クリエイティビティを発

しめる場を提供するものであって欲しい。

揮することができ、今までにない、創造性の高い建築物ができると思う。





具体的には、テント生地・膜構造などの軽量な材料の活用は今回の万博のコンセプトとマッチしている
と思う。



膜構造建築の特徴として、人は仮設建築物として見る傾向にある一方、軽量で組立てや解体も安易であ

現代社会の課題解決には様々な業種が一体となって取り組むべきだと考えるので、単一の企業だけでな
く普段交わることのないような異業種がコラボレーションすることで開催できる、繋がりをテーマに扱
うと良いのではないか。２０１６年に開催された HOUSE VISION などはコラボレーションによってユニー
クな展示となっており誰もが楽しみながらコンセプトを体感するものになっていたと思う。



アートインスタレーションを加えた技術の紹介や情報発信などは、人の目を惹きつける手法で表現でき
れば面白いと思う。



会場中を歩き回るため、公園や緑の中で休める場所の提供も重要である。前述の HOUSEVISION では足水
の空間がとてもうまく機能していたが、コンテンツと休息が一体となったものも面白いと思う。

185

186

にひとつのことをやり遂げる協調性など、社会で生き抜くために必要なソーシャルスキルを身につ

特定非営利活動法人スローレーベル

栗栖

けて自立を促す「ソーシャルサーカス」と呼ばれる分野が、いま世界中でその効果を認められ、地域

ディレクター

に存在する社会課題へのひとつの有力なアプローチ方法として注目されている。

良依氏



例えば世界中で注目を集めるサーカス団シルク・ドゥ・ソレイユは、CSR 活動の一環として、このソ
ーシャルサーカスのトレーナーを育成し、15 年以上にも渡り、世界中で積極的な人道支援活動を展
開している。また、開催地の抱える課題に応じたテーマを設定している。




３つの Lives に分類したテーマや多様性を意識した会場計画は非常に良いと思うが、そうであるなら大

2020 年に開催される「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」に期待していたことである

阪・関西万博の具体化を検討するメンバーの中に障害のある人をはじめ、多様な人々を企画や設計段階

が、大阪・関西万博には、人々の価値観を変えるイベントになることを期待している。

から入れた方が良いのではないか。また、人間以外の生物の Lives も含め、スケールを広げ宇宙規模で



物事を考える必要がある。

働き方改革や情報技術の革新などにより日本人の生活習慣はこの数年で大きく変化したが、物事の
決め方や進め方が昔の慣習のままとなっているため、不具合が出てきているように感じる。






人工島の会場に設置されたパビリオンは混雑と待ち時間の発生が予想されるが、東京ディズニーランド

持続可能な社会を創るために、日本は色々な価値観をアップデートしていかなくてはならない時期

が採用しているファストパス制度（アトラクションの待ち時間を短くできる優先案内券制度）や各パビ

にきていると感じるが、大阪・関西万博がその契機となることを期待する。

リオンの待ち時間がリアルタイムに表示されるデジタルマップのようなものがあると良い。

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会にも価値観を変える契機となることを期待してい
るが、今のペースだとそれは難しく、オリ・パラ終了後に気付くようになるのではないかと考える。
そういったことから大阪・関西万博には社会を変えていくきっかけとなることを期待している。



未来を創るのは若者である。40 代・30 代の人間は負の遺産を極力最小限にとどめて若者にバトンをつな
ぐことが大事だと感じており、現時点で 20 代以下の若者に期待している。ぜひ、20 代や 10 代後半の若





大阪・関西万博のサブテーマに「共創」という文字がとあるが、それを踏まえ、非常に大変であるが一緒

者にどんなことを期待したいか聞いてもらいたい。

に何か一つのものを全部の参加国とつくると面白いかもしれない。

その若者たちのアイデアや意見をなるべくつぶさずにやりたいことを実現できるようになると良いなと



思う。同時にその若者をサポートするメンターが凄く重要であり、若者のアイデアをつぶさないでサポ
ートする能力が必要だと感じる。

日本×参加 A 国、日本×参加 B 国、または参加 A 国×参加 B 国の組み合わせによる企画をたてても
面白い。



プロセスを大事にし、共創の過程を記録し、2025 年で完成する企画というのも良いのではないか。



万博を機に、各参加国と文化的で友好な関係を築けると良い。日本にしかできない国際平和への貢
献のやり方があると思う。



「原点回帰」
、
「先住民」
、
「共同体」というのが近年のキーワードのように感じる。2025 年はどういう状
況になっているか分からないが、地球との向き合い方や持続可能な生き方を学ぼうということはあると
思う。



現時点で具体的なコンテンツを提案するものではないが、ソーシャルサーカスの要素を入れても良いの
ではないか。


ソーシャルサーカスはヨーロッパで 25 年以上前に始まった、サーカスメソッドで貧困、移民、虐待、
障害など幅広い社会課題解決を目指す取組みである。



サーカスはダンス・演劇・アクロバット・音楽などの要素がミックスされており故に誰もが対等に加
わることができる。



欧米では小さな子供がピアノ教室に通う感覚でサーカス教室に通うほど、サーカスが身近な存在で
ある。



187

また、心身の総合的な訓練とともに創造性やコミュニケーション力の向上、仲間との信頼感や一緒
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日本の養殖技術は世界一だと思う。これから世界的な食糧危機が問題になるため各国が関心を示す
のではないか。

異文化コミュニケーター
東京女子大学教授

マリ・クリスティーヌ氏


万博開催の時期を SDGs 達成目標年度（2030 年）の中間点と位置づけ、SDGs を大きなテーマに掲げ、具体
的にどのような方法で SDGs を達成するのかを示すべきである。


1970 年に開催された大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」であるが、４つのサブテーマ「より
豊かな生命の充実を」
「よりみのりの多い自然の利用を」
「より好ましい生活の設計を」
「より深い相



2020 年に「心をつなぎ、未来を創る」をテーマにしたドバイ万博がある。このテーマの流れを受けた万
博を 2025 年に開催することが大事だと考える。



互の理解を」が設定されている。


これらの４つのテーマは、2030 年までに達成しなければならない持続可能な開発目標（SDGｓ）のも

2010 年に「良い都市、より良い生活」をテーマに開催された上海万博は、2005 年に「自然の叡智」

ととも言えるようなテーマであり、未来を予言しているような素晴らしいテーマだった。1970 年当

をテーマに開催された愛・地球博の流れを受け成功した。

時、こんなことを言っていた国はなかった。SDGs は 2015 年 9 月の国連サミットで採択されたもの

2020 年に開催されるドバイ万博は中東・アフリカで開催される最初の万博であり、中東から日本に

で、国連加盟 193 か国が 2016 年～2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標であるが、2028 年

向かうシルクロードになぞらえて終着点の日本としてドバイ万博で掲げたテーマを総括し、世界を

くらいから国連が達成の進捗状況を確認することになる。そのため、2025 年の大阪・関西万博では

コネクトしていくことが望ましい。

SDGs を大きく取り上げるべきである。


2025 年に国連の大きな会議を誘致し、2030 年に開催される SDGs 関連のイベントのプレを実施した
方が良い。場所は大阪でも奈良でも、京都でも良い。国際会議の事務局が 2025 年の開催場所を検討
するのも今頃である。



1970 年の大阪万博で言いっぱなしになっているもので実現したものは展示すべきである。


例えば、
「未来の乗り物」として展示されたリニアモーターカーは未だに完成してないが、2025 年に
完成しているのであれば何らかのかたちで展示すべきだと考える。



世界に誇れる日本の最先端技術の中で、ガラパゴスではなく世界中の皆が使えるモノを発表して欲しい。


例えば、上海万博では日本産業館に黄金トイレが登場し話題になったが、現在日本のメーカーでは
便や尿によって体調を測定するトイレも開発されている。





新しいエネルギーの創発について見通しがあれば万博で発表するのも良い。

会場に一部残される沼地は蓮池にしたら良いのではないか。また、沼地にせず、海として一区画を残し、
養殖技術を見せても良いのではないか。


会場となる大阪湾の人工島、夢洲について、現在埋めたて工事を進めているが一部は沼地のまま残
されることが予想される。
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蓮の花は日本らしい花で外国人から見ても美しいと感じると思う。
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JUNKO KOSHINO 株 式 会 社
デザイナー

/

代表取締役常務

コ シ ノ ジ ュ ン コ 氏 /鈴 木 順 之 氏



建築自体がアーティスティックな遊び心のある、世界的に注目されるほどのホテルが必要である。パビ
リオンは残すことができないが、ホテルであれば、利用価値があるため、残せるという利点がある。オペ
ラハウスのようにインパクトのあるデザインのホテルであることが望ましい。上空からも目立つ未来的
建築物であれば、それが人を呼ぶ材料となり、デザインの勉強にもなる。大阪市内では規制等もあり、大
胆な設計の建築物の設立は困難であるが、島という特性を最大限活かし、世界的にデザイン性価値の高
いホテルを建築してはどうか。




1970 年の大阪万博のように大きな体験や影響を若者に与えられる結果になれば良いです。国際化されて
いる現代で、どのような体験を与えられるのか、大きな問題です。



関空から直接来られるルートや高速道路の建設など、アクセサビリティも考慮して計画していただきた
い。



万博を一過性のイベントとして終わらせてはならない。近隣も巻き込み、構想を詰め、自分たちでつくり

現在の万博会場図では、方向がわかりづらく、迷子になりやすいのではないか。方向をわかりやすくする
ため、目印となる建築物を建設し、後世に機能的且つ利用可能な形で残して頂きたい。

上げる街づくりの一貫として、様々な規制を緩和し、ここでしか体験できない、意味のある、機能性を備
えた価値のある場所として万博開催後も残してほしい。


未来のデザインとあるよう、都市計画を未来に通じるようなデザインにして頂きたい。2020 年東京オリ
ンピックを東京のイベントとして終わらせるのではなく、その盛り上がりを大阪で引き継ぎ、健康的で
スポーツのマインドのある場所としてほしい。スポーツは国際的な試合が沢山あるため、その開催場に







万博が、若者が夢中になる場所にしてほしい。1970 年万博は、インパクトがとても大きく、万博経験者

なれば、万博後も継続的に人が集まる場所になると考える。

は、現在活躍している人が多い。今回の万博もそのように、若者にインスパイアできるイベントになって

万博の誘致をきっかけに価値ある場所となってほしい。島という特性上、治安が良いということに加え、

ほしい。

海鮮も豊富であるし、食いだおれの街、大阪として、衣食住、プラス遊と健康を提供できる場所となって



万博閉幕後、夢洲を大阪マラソンのコースにしてはどうか。

頂きたい。未来の形というものは、何か一つでなく多様である。



ヨットハーバーを作り、船で釣りが出来たり、海鮮料理を楽しめたりできると良い。

レガシーとして、家族が行っても楽しめる場所になれば良い。例えば、子どもたちが遊べる公園や国際的



世界の人が憧れるリゾートアイランドになれば。

なスポーツ試合を開催する場所をつくり、人が集まる仕掛けを作ってはどうか。昼はスポーツの試合を



アートを中心とした芸術家が集まる面白い島に。

見たり、イベント会場や展示会場へ行ったり、公園で休んだり、更には、食事やショッピングを楽しんだ
りし、そして夜の街へ繰り出す、といった文化的な時間の過ごし方ができることが理想である。


万博を構成する人材はインターナショナルであるべきである。今までとは違った発想でやらなくてはな
らない。



建築、ファッション、プロダクトの分野でのデザインコンペなどがコンテンツとしてあれば面白いと思
う。イタリアのサローネのように、夢洲に行けば本物がある、や、面白そうだという場所として残してい
ける。発表の場だけでなく、企業とコラボし展示や販売もできる場としてほしい。



日本は温泉が有名であるため、温泉付き健康診断用の病院を建設してはどうか。もしくは、スタイリッシ
ュな銭湯やスパの建設があれば、万博開催後も関西空港と連携することでトランジット旅行者の集客材
料ともなる。



高齢者や障がい者も楽しめる、デザイン性のあるテクノロジーを万博で提供してほしい。



ドローンタクシーやロボットサービス、自動運転自動車など、パビリオン志向よりもパビリオンの外で
も楽しめる、面白い実験場所となって欲しい。
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株式会社コジマプロダクション

小島

秀夫氏



バーチャルでの参加も可能となるだろうが、あえて会場に行くことの意義を持たせなければならない。
万博に行く意義は、ライブ感と会場に行くまでの行程。行くまでの移動手段、移動の体験も新しくなけれ
ばいけない。



万博は、未来を見せるもので、70 年代の大阪万博のように来た人に驚きを見せるものであってほしい。
そのためにも、子供がわかるものである必要である。



現在進行中の（～ing の）テクノロジーを「体験」できること
テクノロジーは常に発展の途上にある。そのため、見せるのは「最新の経過」である。昨日、会場で見た
ものと、今日、見たものは違う。そういう展示であるべき。
展示物が毎日更新されていくなどの変化が必要。



大阪で開催することの意味、意義をつたえること
大阪ならではのホスピタリティー、他者とのコミュニケーション能力、風土などを訴える。
大阪の風土、大阪の人々の精神を、テクノロジーを使って表現する。
そのことで、
「民族に固有な伝統や文化」とテクノロジーの共存をテーマに据えることができるはず。



世界を見せる、世界から見える。世界のテクノロジーが、ここでわかること
同じ場所を訪れても、昨日と今日では全く違う体験ができる。同時に訪れた A さんと B さんでは、違う
体験ができる場所をつくる。
あくまでも「体験」を求める場所とする。



会場内でのストレスもゼロにすべき。



自動翻訳機によって、誰とでもコミュニケーションできる環境を用意する。



会場内の表示（行先やスポットなど）にも文字ではなく、ピクトグラムのようなものを使う。



レストラン、トイレ、ショップ、イベントスポット（昔の展示場やパビリオンに相当）などの待機列がな
くなり、多くの人が訪れていても混雑のストレスがない運営をする。
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株式会社コルク

佐渡島

代表取締役社長

庸平氏



待ち時間のない万博っていうこと自体は、あんまり意味がないと思ってて、待つのも祭りだと思う。
待っている間も、全部楽しい万博である。だからパビリオンの外とか期待している時間とかも全部設
計されていると良いと考える。結局空いてて、賑わってなかったりとかスムーズすぎたりすると、有
難味がない。待ち時間のない万博とかっていうのって、一見机上だと気持ちよさそうに映るが、実際体
感すると気持ちよくないのではないか。



今回の大阪・関西万博ってどれだけ来た人が「エモ」くなるかだと思う。
「エモかったわー」
「何回も泣か
されちゃったな」のような状態。昔は、驚くとか「おお、すごいな」とかだったと思うが結局、今フェス
などに行ったりしても、驚かなくなっていて、フェスで見せたものが、３カ月後には商品化してたり、６
ヶ月後にはもうそれは古くなったりとかっていう感じで動いている。


万博は最先端の技術を見せる場でもあると考えるが、技術は何年かに１回あるとかっていうので見
せても、もはや驚かないのと、進化の過程を理解できていないと一般の人がこれが最先端だって見
せられても「何が嬉しいんだっけ」と分からないぐらい細部に入っている。いろんなコンテンツが非
常に個別化されているため結局は、
「自分の過去の記憶とか思い出がぶり返してきて、それで心が揺
さぶられた」とか、
「何かこれをきっかけに何か覚悟が決まった」とか、見せ方などを工夫し、どれ
だけ来場者の心を揺さぶるかではないか。



例えば今回の大阪・関西万博とかに行くと、日本の様々な一流の人の目とか経験がインストールされる。
それで、さらにそれぞれの国の人が日本に来た場合―-例えば、アフリカの人が日本に来た場合ここで驚
く、ヨーロッパの人が日本に来た場合ここに驚く――驚く場所が全部違う。それを各パビリオンで分か
るようになってて、そういうふうな形で体験がインストールされたりとかして、それぞれの個別の人に
よってそれぞれ観るショーが全部違ったりとかっていうふうなものまで設計できると良いのではない
か。



５年後には技術どうなっているか分からない可能性ある。だから３～４年後ぐらいのところでわかって
る本当に若いプロデューサーとかを捕まえてこないといい感じにならないだろうなっていう気がする。
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大阪大学

大学院医学系研究科

心臓血管外科

教授

澤 芳樹氏

大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科教授


認知症の方にも万博会場に遊びに来てほしい。家族が認知症の方をそれぞれ会場に連れてくるのではな
く、認知症の方が集まる、認知症の方のためのパビリオンがあればよい。認知症の方を集めたパビリオン
はどのようなものになるのか。自由に認知症の方が動き回るものになる。そのパビリオンで認知症の方
の行動パターンを解析し、データを取る。その実証データを認知症の薬の開発や認知症の研究につなげ
るような取り組みができればよい。



認知症の方のためのパビリオンを作ってはどうか。館内を円形のフィールドにして、いくらでも徘徊で
きる設計にする。外には出ることができないので、ぐるぐると歩き回ったら疲れてしまうだろう。散髪屋






死生観を大切にしたいという思いがある。人の命を助けながら、一方では人が死んでいく。社会を考える

や飲食店を配置し、認知症の方が館内でどのように過ごすのかを解析する。認知症の人がどのようなも

上で、日本人はもっと死生観を考えるべきである。逆の方向に「いのち」を見つめ直すことが必要であ

のに反応するのかのデータも取ることができる。スマートフォンを所有していれば位置データや行動パ

る。その上で改めて「健康」や「いのち」を大事にしていくことが重要になる。

ターンのデータも収集可能であり、それぞれの入館者を認識することも可能である。

テーマに「いのち」と「未来」という文言が入っている。死があっての「いのち」である。
「いのち」を



１９７０年の万博で注目を集めた動く歩道や電気自動車が今では実現している。現在の状況から考える

大事にすることから入るようにしてほしい。

と、将来人類が火星に行くことも当たり前に想像できることであり、驚きが少ない。しかし、認知症の治

夢のような話が世の中には溢れているが、万博は課題解決の場にしたいと考えている。現在の主要な課

療法が確立されれば驚くだろう。

題は高齢化社会である。万博においても高齢化社会への提言や体験を提供することに取り組んでほしい。


課題解決に取り組む万博であるとした時、本当に取り組まなければならない課題は認知症である。足が
悪くなり、動けなくなるとどうなるのか。真剣に向き合わなければならない課題を万博のど真ん中に持
ってきて、解決に向けてソリューションを提示することが万博後の「いのち輝く未来社会」につながるの
ではないか。







「認知症の方にとっても楽しい万博」として一つのモデルになり、それ以降の街づくりにフィードバッ

らざるを得ない状況にある。個人情報保護法や情報銀行に取り組むために銀行法等の規制緩和も含め、

クされるような取り組みができればよい。人に見せるための場ではなく、認知症の人が楽しめるような

万博のバックヤードとしてメディカル・スーパーシティに取り組むことができればよい。万博会場とつ

場を作る。そこで認知症という課題解決に取り組むことができれば、社会的なインパクトも大きい。課題

なぐのもよいだろう。バックヤードの取り組みと万博のテーマをつないでいかなければならない。人で

解決を前面に押し出して考えていくことができればよい。

実証するハードルは医療産業のボトルネックであるので、その解決策でもある。万博の会場は特区とな

認知症の方を包摂できる社会をどのように作るのかが重要である。新しい社会を作るという視点だけで

っているので、様々な取り組みができればよい。

はなく、今の社会をどれだけよくすることができるのか、どこまで底上げすることができるのかといっ



た、現在の課題を解決する方向性の視点も大事だと考えている。


実際に人を使って社会実装をするというのはハードルが非常に高く、医療関係の実証は病院や医者に頼

会場計画にはユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下：ＵＳＪ）に参加してもらい、万博後はパビリオ
ンをアトラクションに転用すればよいのではないかと考えていた。

現状では認知症の方のデータを取ることは極めて困難である。認知症の方の行動を制限していたら、行
動パターンのデータを取ることはできない。認知症の方の行動は何らかの記憶や考えに基づいていると
考えられる。こうした実証に企業と取り組むことができればよい。ＡＩによる手術等を見せるのは医療
機器展示でしかない。スマート手術等の「夢の医療」はある意味では当たり前の技術である。圧倒的に足
りていないのは認知症に対する視点である。
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若い世代と一緒に、どのように万博を盛り上げていくのかを考える必要がある。関西の学生を中心とし

中之島の未来医療国際拠点整備や、うめきたの再開発から２０２５年の大阪・関西万博につながってい

た若い世代が構成している団体「ＷＡＫＡＺＯ」等から意見を聞いてほしい。少なくとも、バーチャルを

く。５年、１０年、１５年という長いスパンで考えて、
「いのち輝く未来社会」のデザインを大阪から発

使えば世界とすぐにつながることができる時代である。万博では「ＷＡＫＡＺＯパビリオン」や世界のバ

信することができればよい。人に実装することができる場となれば企業も集まる。そうした場を作るこ

ックパッカーを集めた場を作る等の取り組みも考えられる。若者が考える未来社会のデザインを「ＷＡ

とができればよいと考えている。

ＫＡＺＯ」に提言してもらうということも考えられる。
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混雑緩和のための入館パス・整理券の電子化は最低限やるべき項目である。
※teamLab Borderlessでは、チケット購入→入館パス発行→ゲート認証の一連の流れをモバイル端末で
完結する独自サービスを開発した（8か国語対応）。これにより混雑解消がおこなわれ、待ち時間を少な
くさせることに成功した。

＜是非すべきこと＞




デジタル技術によりコンテンツの表現方法が多様化している中、ここに来ることでしか経験することが



世界的な人口増加と環境破壊・エネルギー問題、社会情勢の不安、国内での少子高齢化・経済のシュリン

できない体験を提供すべきである。完成したプロダクトの展示（＝企業の製品発表のような場）はイン

クなど将来へのネガティブな要素が取り巻いていることも事実であるが、2025 年大阪・関西万博では、

ターネットで情報を取得するのと同義になりつつある。

明るい未来・将来への希望を示すものして欲しい。60 年大阪万博がそうであったように万博を体験した

どこにいても情報が容易に手に入り、疑似体験が簡単にできる時代であるからこそ、人はより価値ある

若者が語り継ぐようなものになることが大切。その為にも大きなヴィジョンを示すと共に、テクノロジ

情報、リアルに集まる価値のある場所、コミュニティが生れる場所を求めている。体験者の行動や体験

ーによってどのように世界が変わるかを具体的に提示することが重要になるだろう。

者同士の相互作用によって展示やその空間にそのものに影響を与え、コンテンツが変化・完成するよう
なライブ型の演出にも期待したい。
→これらの要素が揃うことによって、世界中から大阪・関西万博に足を運ぶ意味がつくり出されること
に違いない。
＜参考：MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: EPSON teamLab Borderless＞


18年6月に開業した「MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: EPSON teamLab Borderless」は来場者200万
人に迫る勢い。４割が海外からのお客様であり、うち半数が「本施設のために東京に来た。」といった
アンケート結果になった。※2018年11月時点



世界中から多くのお客様を集めている理由として、世界の優れた文化施設等を表彰するThemed
Entertainment Association(TEA)は、“この美術館の体験は美しく、年齢や国籍に関係ない。さわった
りすると作品が変化する等の物理的なインタラクションと高度なマッピング技術の組み合わせは、シン
プルであり革新的だ。技術的な複雑さと「探索し、さまよい、発見する」の体験のクオリティの高さ
は、業界のゲームチェンジャーとなる。”とを受賞理由を説明している。※TEAが表彰する「THEA
Award」を19年4月に当館が受賞。



最先端技術等の紹介だけではなく、テクノロジーの発展・浸透により世界がどのように変わる可能性が
あるかまで示して欲しい。それをみた若い世代が、先端技術の研究・テクノロジーの社会実装に興味をも
つ切欠になることを期待したい。
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○

するべきではないこと



安っぽいお国自慢



物産展的な展示

○

「後世に残すべきもの」



万博を起点に生まれた様々なモノゴト（技術、制度、法律、文化芸術、概念、等。



文化の媒介者としてクリエーターやアーティストを一定期間滞在させて、各ジャンルで作品を制作して
もらうクリエーターズ・イン・レジデンスを提供してはどうでしょうか。漆がジャパニングと名付けられ

○

ビジョン

広まり、フェラン・アドリアがゆずなどを用いたように、海外のクリエーターに日本の資源を利活用して



スイングバイとしての万博

もらってこそ、価値が伝搬されるはずです。

レガシー（遺産）を残すという発送ではなく、未来に向けて加速させるために「スイングバイ」としての



万博を目指していただきたい。また、過去から未来だけでなく、外国人→万博→日本各地、日本の文化芸

ファレンス（CIMAM、学会など含む）
、関連ビジネスのショーケースなどは基本的に個別でされて開催され

術やナレッジ→万博→世界中、といったようにあらゆるモノゴトが万博を起点に加速度的に広まってい

ていますが、それらをまとめて行うことでアートに関わるステークホルダーが全て一同に会す世界にも

けば理想です。

例を見ない芸術祭ができるはずです。また、大阪には数多くの近代建築も残っています。単に一過性のお

○

是非するべきこと

祭りで終わるのではなく、都市の財産とも言える近代建築やパブリック・アートを活用する芸術祭（例：



人類の半分は女性であり、男女ではニーズもイシューも違うはず。もう少し委員への女性登用を進める

ミュンスター彫刻プロジェクト）にするべきです。

べきだと思います。



インターネットで世界中のことをリアルタイムで知れる時代において、よりリアルなコミュニケーショ



戦略的に才能ある若者を起用することで一気に世界的に知名度を高める。人材のスイングバイ。

ンが重要だと感じています。各ジャンルごとに「アート・ウィーク」
「医療ウィーク」
「宗教ウィーク」な



「いのち輝く未来社会のデザイン」と言っても、国や地域、宗教などによっても死生観が違うので、特に

どを設けて、カンファレンスで議論を深める会とともに、他ジャンル間でのカンファレンス（例 TED）も

忌避されがちな死についての議論をするべきではないでしょうか。

開催、さらにカンファレンス終了後にはなるべく交流会を設けることが重要だと思います。CES ではわず

環境、貧困、紛争、難民についての議論をすべきではないでしょうか。
「いのち輝く未来社会のデザイン」

か 4 日間に 1,000 ものトークが開催されます。万博では 10,000 を目標にしてはどうでしょうか。万博を

が一部の恵まれた人たちだけのものでないことを願います。

起点に日本版ダボス会議や TED、各ジャンルの世界最大のカンファレンスが生まれるように設計をするべ

民間月探査レース「Google Lunar XPRIZE」のように数年かけて SDGs をテーマにした何らかソリューシ

きだと思います。




ョンの開発を競うレースをしてはどうでしょうか。賞金総額も同じように 3000 万ドルクラス。出資でも



入場者数や広告換算などだけでなく、SROI（社会的投資収益率）＝社会的インパクト評価を導入し、真に

ーションが生まれるかもしれませんし、 課題を知ることは理解を深めることにつながるはずです。


現状では大阪以外では全く盛り上がっていません。全国での機運情勢のためにも注目されるであろうド

レクションするディナーなどナイトカルチャーを楽しめるコンテンツを用意するべきだと思います。


日本では公の事業で富裕層、セレブ向けのサービスがあまりないですが、彼らは目立つ存在故に一般の
人とは同じように参加出来ないことが多々あります。会費 10 万円の特別なパーティーや、有識者の特別

う。それらを万博の終了時に破棄するのではなく、後世に残すためにもオープンソース、オープンデータ

講演、クルージングなど、富裕層やセレブが安心して参加出来るためのコンテンツを用意するべきだと

化をして欲しいです。力の弱いスタートアップや地方自治体はやりたいことがあっても開発費を捻出出

思います。


方創生にもつながるはずです。



万博会場を二部構成にして、夜間はクラブや各国のレストラン、また、レジデンスしたシェフたちがディ

万博に合わせて様々なソフト、アプリなどが開発されると思います。また、データも蓄積されるでしょ

来ずに泣き寝入りすることが多いです。それらがフリーで使えるソースなどがあれば事業の加速か、地


カンファレンスの一環でもありますが、各国の課題をお題としたアイデアソン、ハッカソンなどを開催
してはどうでしょうか。
（ブラジル・デー、イタリア・デーなど）
。そこから未来社会に解決出来るソリュ

バイ万博開催中から継続した関西全体、日本全体でのプログラムを行うべきだと思います。




いいです。
意義のあるコンテンツを盛り込んで欲しいです。

建築物や什器、大量に作られるウェアなども○○％は再利用可能にするなど、レギュレーションを設け

2025 年は 5G や AR が当たり前の世界になっているはずです。2035 年くらいを見据えて、6G や自動運転ド
ローン等、超法規的な実証にチャレンジが出来るような場になればいいと思います。



本物の文化財を会場に持ってくるのは難しいですが、現在はクローン文化財のクオリティがとても向上

てはどうでしょうか。

しています。日本の文化財のバリューアップのためにも、会場のあらゆるところでクローン文化財に触

物理的に来られる人は限られているので、オンラインでも参加出来る仕組みの構築が必要。自動翻訳技

れられるようにするべきだと思います。

術の発展を期待して国際間でのディスカッションなど。
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万博を契機にこれまでにないクラスの芸術祭を提案したいです。芸術祭（展覧会）
、アートフェア、カン



千里万博公園にて AR/VR による 1970 年万博の再現してほしいです。
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地震、災害大国だからこそ東南海地震を想定した防災対策をしっかりしつつ、その防災対策を世界に発
信し、その分野でもプレゼンスを高めるべきです。



水都大阪を謳っているわりには、海路が脆弱です。万博を期に海路、水路をもっと整備してほしいです。



パビリオンに入るのに数時間も待つのは機会損失です。基本的に電子チケット、パビリオンの予約制に
するべきです。同じ時間には予約が出来ない、数％は当日券発行など対策も必要。



1Tbps を超えると言われている 6G が実現するとどのような体験になるかを実験的に採用してほしい。



年齢、性別、国籍、好み、家族・一人などに合わせて、AI が会場やコンテンツをレコメンドしてくれる
システムの導入。加えて、同じくレコメンドエンジンにより最適な日本中への旅行を促します。



「日本の上方」から「世界の KAMIGATA」へ。
江戸時代には文化芸術は大阪・関西から生まれ、日本中に下っていました。現在では東京一極集中によ
り大阪・関西のプレゼンスは極めて低い状況です。
「スイングバイ」としての万博を契機に弊社も掲げて
いる関西アートリージョン構想を実現させ、
「日本の上方」から「世界の KAMIGATA」へと昇華させるくら
いダイナミックな万博にしていただきたいです。
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茶道
裏千家
前家元
日本・国連親善大使 / ユネスコ親善大使 / 日本国 観光親善大使

千 玄室 大宗匠



世界中の万博を見て回った立場として、各開催の長所や短所を見てきた。万博というのは大きなイベン
トではあるが、設計時点から細かなことまで配慮し作りあげていかなければならない。
例えば、身体障害者に配慮した道路設計や、日陰となるような休憩場所の提供である。



施設設計などのハード面のみならず、ソフト面でも気遣いがあり、心から welcome という気持ちの伝わ
る場所であるべきである。





安心して子供が遊べるようなキッズコーナーを設置してはどうか。



アミューズメントスペースのような、遊び心は大切である。



万博は単に企業の宣伝の場だけではなくて、あらゆる国の人々が異なる生活文化の交わりを得ることに

貧富の差や教育格差、戦争、宗教争い、人種差別など世界が抱える課題に対し、情報発信だけでなく、少
しずつでも解決の糸口となる万博にしてほしい。



family atmosphere をテーマに子供視点で楽しめる場所、家族が安心して過ごせる場所、大人も楽しめる
場所、皆の憩いの場所となってほしい。



従来の万博は一企業の技術のお披露目会を主旨としたパビリオンが多く、とかく万博は派手なお祭りイ
ベントという傾向があったが、万博に託された意義や万博の持つ意味について考え、有意義なイベント
にしてほしい。



立派な華美な建築物だけではコンテンツとして成り立たない。華美さが重要なのではない。



パビリオンに出展したくても出展できない企業もある。一企業一パビリオンという発想から脱却し、複

よってその国々の文化・産業・技術・民族意識を知ることができる実践の場であることを強調したい。

数企業のコラボレーションにて出展してもいいのではないか。例えば“京都の織物”をテーマに西陣織と
室町着物の出展など。


ミラノの日本食レストランは大変好評であった。今回の万博で屋台村を提供するのも面白いのではない
か。簡易的建物でローカルフードが体験でき、皆がよろこぶと思う。



誰も想像しえない表現方法でインパクトのある芸術や建物は人々の印象に残る。



日本文化を世界へ紹介、発信する場として、茶室をつくりお茶のおもてなしは必要である。



より良い未来作りのために、過去についての学びの場の提供や、手で作るよろこび、手で作られたものの
温かみの理解など、アナログの良さの再認識できる場となってほしい。
忘れかけている日本文化を再発見できるコンテンツや、伝統のあり方、伝統のちから、伝統と伝承につい
ての学びの場となるコンテンツが望ましい。



その国に行く事ができなくても、その国のパビリオンを訪れることで、その国をあたかも旅行し、体験、
学習、習得することができるようなパビリオンにしてほしい。
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３Ｄプリンター、ドローン、自動運転等のテクノロジーが、ＳＤＧｓの達成にどの程度貢献することがで

慶應義塾大学

ＳＦＣ研究所

所長

きるのかをデータから定量化するプロジェクトを始めた。ＳＤＧｓには１７のマーク（目標）があるが、

慶應義塾大学

環境情報学部

教授

現状は「マーク取りゲーム」になってしまっているのではないか。単なる「マーク取りゲーム」に終わる

田中

浩也氏

のであれば、ＳＤＧｓは長続きするムーブメントにはならない。ＳＤＧｓはコミットメントの表明であ
り、ターゲットイヤーである２０３０年までに努力をしていくという表明でもある。取り組みを、データ
に取って指標化し、昨年と比べて、今年はこれだけ進んでいるという、段階的な進捗を見せていかなけれ
ばならない。センシング技術等のテクノロジーを使い、ＳＤＧｓがどの程度進んでいるのかをしっかり
と示していくことができればよいのではないか。
「テクノロジー」と「環境」が混ざり合うと、新しい世
界像が描けるはず。それが、どのようなものになるのかということについて、大阪・関西万博では取り組
むべきである。



大阪・関西万博は１９７０年の大阪万博と２００５年の愛・地球博のアウフヘーベンとして組み立てら
れないか。１９７０年の大阪万博は一言でいえば「科学技術と工業（ハード中心）」
、２００５年の愛・地
球博は「情報技術と環境（ソフトとコンテンツが中心）
」がテーマだったと思う。２０２５年のいま、情
報技術が実世界とつながりはじめ、ソフトとハードの両面による「デジタル化された工業」と「地球環境





３Ｄプリンターに特化したエリアを設け、３Ｄプリンターに関する技術等を展示するような取り組みが

に対しての負荷を減らすための情報技術」のふたつが価値になりつつある。このふたつが統合された姿

できればよいのではないか。３Ｄプリンターによる住宅、橋、公園、車、車いす、杖といったものを気軽

を大阪・関西万博では示すべきである。

に使えるようにする。３Ｄプリンターを使うことによって、展示内容に日々付け足しをしていくことが

自分はデジタル・サプライチェーン、デジタル・ファブリケーション、デジタル・コンストラクションを

可能なので、会期中も展示内容を変更していくことができる。閉門後にプリントし、朝になったら展示内

組み合わせて、建築や土木の建設過程における二酸化炭素の排出を減らす研究開発を行っている。特に

容が変わっている、というようなことが実現できればよいだろう。

大型３Ｄプリンターに注力している。３Ｄプリンターという技術は、これまで製作できる「もの」自体に
注目が集まりがちであった。しかし、その本質的な価値は物体をデジタルデータ化し、使う場所の近くの
材料を使って、使う現場でプリントすることによって、輸送距離を減らしていく点にある。また、内部構
造を軽量化することによっても、輸送のエネルギーロスを緩和できる。
「デジタル化」によって、複雑に
入り組んでしまった、ものづくりサプライチェーンをシンプルに再編成し、環境に負荷をかけないサプ



ライチェーンとコンストラクションが実現できることに、２０２５年の可能性がある。


大阪・関西万博では３Ｄプリンティングやロボットアーム等の技術を用いて、デジタル・コンストラクシ

でも、バーチャルやＶＲを用いて会場の熱気を感じられるようにできればよい。


実際の会場を訪れた後も、家からバーチャルで万博の会場とつながるなど、オンサイトとオンラインの

ョンに取り組むのだと考えているが、その際、単に「できあがるもの」だけに注目するのではなく、無駄

関係は様々な形が想定できる。万博の体験をオンラインとオンサイトの二重の形で残すことに取り組む

な輸送や、輸送過程で発生する排気ガス等がどれだけ減っているのか、伐採や海に対する影響といった

べきである。

地球環境に対する貢献を、ＳＤＧｓの項目で整理し、センシングによってリアルタイムに計測して、ウェ


実際の会場に来ることができない人の方が世界では圧倒的に多い。実際の会場に来ることができない人



会場で使う３Ｄプリンターの材料として、会場周辺の砂や土を使うことはできないだろうか。ロジステ

ブサイトなどで魅力的にビジュアライズすることができれば面白い取り組みになるのではないか。

ィクスを考えると、最も望ましいのはその土地の材料を使うことである。３Ｄプリンターだけを持込み、

地方創生やＳｏｃｉｅｔｙ ５．０等の動きも盛んなので、夢洲をメインの会場としつつ、日本全国の自

その土地の材料を使ってプリントし、作業終了後にプリンターだけを戻すようなことができれば、エネ

治体で、テクノロジーとＳＤＧｓをつなげた取り組みが広がっていけばよいのではないか。海外からの

ルギーの削減にもつながり、ＳＤＧｓの達成にも貢献できる。

観光客にもそうした各地の取り組みを見てもらえればよい。


様々な省庁で、数多くの未来に向けた産学連携の研究開発プロジェクトが進行しているが、それらを万
博と接続することができればよい。２０２５年はちょうどよい飛距離である。現在実施中の様々な研究
開発プロジェクトは、ちょうど万博の時期に「見せる」段階に至っているはずである。こうした取り組み
のゴールを万博に持ってくることができればよい。





先行者と同じ取り組みをしても面白くない。技術者は日本発の技術を作りたいと考えている。技術的に

研究室で作っているものをデモ展示しても、ベータ版のテストフェーズを通っていないので意味がない。

困難で、世界に存在していないテーマであれば、技術者は開発に熱中して取り組む。万博を通じて、そう

技術は最終的に企業がビジネスモデルを構築し、産業化するが、研究室から企業がビジネスモデルを作

したチャレンジができればよい。

るまでの過程で抜けている部分がある。それが特区の中でベータ版を試し、試しながら問題を発見して、
それを改善し、洗練するという「中間段階」である。夢洲の会場でそうした取り組みができればよいので



大学の存在が改めて重要になると考えている。今年度入学した大学生の多くは２００１年生まれである。
生まれた時からインターネットがある世代であり、程よい実装力を持っている。小学生のように未来の

はないか。
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夢を絵に描いて終わるのではなく、しっかりそれを形にしていくことができる世代である。そのような
人々が集う大学という場所は極めて重要である。学生のフレッシュなアイデアで困難な場面を突破した
ことも多々ある。大学のリソースを上手く活用していくことができればよいだろう。
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して、その先に起こるであろう「課題」の提示とその解決策も見せることができれば、日本発で先進国に

株式会社宣伝会議

谷口

おける課題解決のモデルケースを提示できるのでないか。


米国や仏発のコスメやラグジュアリーブランドのロゴには「PARIS」や「NEWYORK」といった名称がつくこ
とが多い。それは、その都市が世界的にブランド化しているということの証のように思う。万博終了後、

優氏

世界において「OSAKA」がブランド化するような成果を残せないか。


万博前から「大阪エリア」の企業が集まり「OSAKA」世界ブランドプロジェクトを行うなどはできな
いか。
（万博終了後に「OSAKA」が世界ブランド化していれれば、地域の企業が自由に無料で使える地
域資源となる）
。



万博史上、もっとも「〇〇」な万博、の〇〇に入る言葉を考えられないか。


「もっとも待ち時間が少ない」とか「もっとも開始時間が早い（暑さ対策）とか」…。ドバイはハー
ドウェア面の世界一が多い国と思うので、ソフト面の世界一で日本らしさを出す。



フィジカルとサイバー空間の融合した世界を目指すなら、万博の会場内での AR や MR 活用だけでなく、



その場に行けない人たちにも、会場外から万博を体感できる VR コンテンツを用意したらどうか。


今、マーケティングでは人の「気持ち」
「感情」に向き合うことがとても大事になっている。商品の同質

い）
。あのオペレーション力の高さが万博会場の運営に生かされるとよい。


化が進む中では技術・性能で圧倒するのではなく、想いや志に共感・共鳴されることの方に価値があった
りする。万博には「技術で圧倒」
（左脳訴求）ではなく、共感・共鳴される（右脳訴求）ようなコンテン
人の感情をテクノロジーでコントロールすることはできないが、可視化することは可能だし、その




SDGs で提示されている課題だけでなく、一人ひとりが日常の中で解決してもらいたい「課題」はたくさ
んある（かつ、その解決が幸せの実現につながったりする）
。世界の英知が集まる「万博」で、社会全体

日本企業は多くの技術・シーズを抱えていても、そこから社会にとっての価値をつくる事業化、商品化・

の課題だけでなく、一人ひとりが持つ課題について世界の最先端の技術で解決策を提示してもらえない

サービス化に弱さを持っているように感じる。世界から多くの人が集まる万博という場、さらに共創、未

か。
（世界の英知が解決する「お悩み相談」）

来社会の実験場と銘打つ、大阪・関西万博が、日本企業にとってのオープンイノベーションの場（日本の


大阪・関西の場合、ゼロから万博をつくるのではなく、すでに万博の熱狂を体感したファンがいる。1970
年当時の関係者がインフルエンサーとなり、2025 年開催を盛り上げるようなことができないか。

可視化が新しい価値を生むこともある。


「もったいない」
「おもてなし」に続く、大阪ならではの「日本語（かつ関西弁）
」が世界に発信できる機
会にならないか。（関西弁にしかない言葉だとよい）

ツがあるとよいと思う。


大阪は総じてサービス業態の接客が早く、非常に能力が高いと思う（大阪で店舗に入ると、ストレスがな



開催までに、いかに周囲を巻き込めるか。完成までのプロセスを公開すると、そこに人が参加をしたくな

技術に世界のアイデアが加わって、社会課題を解決する新事業開発）になればよいと思う。

ったりする。完成形を見せるのではなく、完成までのプロセスを開示していくようなコミュニケーショ

万博の開催前も含めて関西エリアを世界との交流の場にすることはできないか。例えば、関西エリアの

ンをしたらよいのではないか。

教育機関や大手企業の協力を得、世界からの「巨大インターンシップ受け入れ」などができないか。




会場が自然と調和した、人工的ではない空間のように思えるので、身体を動かす機会・場があってもよい

万博期間中、海外からたくさんのお客さまがやってくると、住民も対応できるか不安になるのでは。

と思う。健康の基本にあるのは「身体を動かす」ことだと思うし、老若男女問わず、その人、それぞれに

事前のおもてなし対応、準備期間になるのではないか。

とって心地よい運動の経験・体験（それこそテクノロジーも使って）を提供できるコンテンツがあったら



2025 年の万国博覧会は、国や地域を超えた、
「万人」のための博覧会になったらよいと思う。



経済価値だけでは測れない「幸福」
「幸せ」とは何か。先進国は特に、次の「豊かさ」のものさしが見つ

どうか。

からなくなっていると思う。
「技術・テクノロジー＋アルファ」の観点で、身体だけでなく心の健康さを
いかに実現するか。この「プラスアルファ」の部分の提案があることを期待したい。


「海の豊かさ」も「緑の豊かさ」も体感できるのが日本、そして関西・大阪の良と思うので、会場設計に
は、その魅力を体感できる空間づくりを期待したい。



大阪・関西万博が「未来の実証実験」の場を目指しているなら、万博後にその実証実験の成果が残るよう
な仕掛けを期待したい。例えば世界各国から 2800 万人の来場が見込まれる万博。その場で、未来の医療
や健康の技術開発につながる身体に関わるデータ提供について来場者から協力得ることができないか。


「来場者 2800 万人の協力（データ提供）が、未来の社会の健康問題を解決する」といった趣向。特
に日本に対しては、今後、健康・医療領域におけるデータ利活用で世界をけん引していく期待を持っ
ているので。
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日本は未来の世界が抱えるであろう、課題のショーケースのような国と思う。SDGs の取り組みは必須と
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考える。例えば、収穫祭には次の収穫につながるようにという意味がある。祈り、捧げるという行為は重

Atelier Tsuyoshi Tane Architects

田根

要だが、今は利益等得ることばかりを考えているため、意味が薄れているように感じる。

代表

剛氏


会場を作るまでのエネルギーは前向きだが、終わった瞬間に破棄してしまうと価値がなくなってしまう。
実際に移築した例があるとのことだが、建築は後の時代に使われ続けることに価値が生まれる。万博を
契機にメッセージを発信できればよい。



例えば、出来たパビリオンを他へ移築し別の用途で用いるということが考えられる。それ以外にも、何か
作ったものが循環していく仕組みを作ることが重要である。設計は前提条件が変わると、プロセスもア




環境と情報というメッセージは重要だと考えている。環境とは何か、情報とは何かという提示の仕方や

イデアも変わっていく。最初からそういった仕組みを設計の条件に組み込むことができないか。最初に

テーマ設定が重要である。

次の展開が条件として提示されると、各国がそれを持ち帰ってそれぞれどのようなエコシステムにする

各国のパビリオンは、お祭り的に出来上がるものの、夢の跡のように形が残らないケースがほとんどで

か検討することが出来る。

ある。作るまでの熱量を捨ててしまうこと、廃棄物の問題はグローバルな問題である。パビリオンがその





まま利用されなくとも、形を変えて違うものに使われるような循環の仕組み・作ったものを使い続ける

を利用した建築を、船を使ってアメリカ－日本の間で移動させて展示する仕組みを作った。一度作った

ような、次のビジョンを、計画に盛り込むことを考えなければならない。

ものを何度か場所を変えて展示することで、価値を最大化している。これ以外にも、いくつかのオプショ

日本は国としての長い歴史を持っており、縄文時代から 1 万年間に渡って社会を作ってきた文化は他に

ンを各館が知恵を絞って提示し、オリジナリティが出せると良い。

はない。そうした長期間の社会・環境の形成の仕方を見直して、世界に対して日本なりのメッセージを発



信できるとよい。


展覧会が終わった後に巡回することも１つの答えとして考えるべきである。例えば、坂茂氏は、コンテナ

建物を設計する人と、建物中でイベント・コンテンツを提供する人が分かれているとうまく行かない。会
場を作る側とコンテンツを作る側が一体となって作ることが重要である。

作りながら編集し続けることが出来るのは木造建築の特徴である。厳しい自然災害（台風、地震等）の中
で、やわらかく作り続けるということは他の文明では出来なかったことである。やわらかく自然と共生
し続けるというのは、日本・アジア的特徴である。伊勢神宮はじめ多くの自社仏閣は部分的に補修しなが
ら技術を磨き、世代に渡って編集し続けている。更地にして新しく作るのではない継続的なイメージや、
環境的な視点を掲示できれば大きなメッセージになるのではないか。





フランスは、先にビジョンを立て、それを絶対的に達成することに長けている。オリンピック・パラリン

21 世紀になって情報化が進み、デジタルと環境が切っても切れない関係にある。情報が環境を作り、環

ピックでも、これを機にセーヌ川をきれいにしようという取り組みを行っている。機会を利用して具体

境が情報になるというように、環境と情報がシームレスに一体化する。環境に対して情報社会がより自

的な目的を作り改善していくというビジョンがはっきりしている。今ないものや抽象的な目標よりは、

由で豊かなものを提示することができるということに実験的にチャレンジしていただきたい。未来に向

今目の前にある地球環境の中で何を改善するかということが具体的に見えることが重要だと考える。

けて、イベント的なものではないシステム実験・体験ができるとよい。


今後、地球環境が大きな課題となる。化石エネルギーを活用して近代的な生活を送るようになり、
“エネ
ルギーは使われるもの”という認識になった。しかし、21 世紀は、熱量のバランスが変わって気候変動
（台風等の自然災害）が起こり、地球規模で環境・エネルギーが循環していること、地球が動き続けてい
ることに改めて気づいた時代である。放出されたエネルギーが循環して返ってくる中で人間が暮らせる
環境を保つことが難しくなってきている。そのような環境の中で、人間が暮らしていける社会について、
情報化社会がポジティブなメッセージ・あり方を提案し、パビリオンの中で体験できると良いのではな
いか。



古代社会の中では、
“祈り”というものが生命のかかわりの中で大きな意味を持っていたが、現代ではそ
の意義が薄れている。21 世紀の時代に、宗教ではない祈りというものを考えるきっかけがあればよいと
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てしまえば、次々と紹介して頂く事で世界が広がる。人同士の距離も他地域と比較して極端に近く、面倒

マッスル株式会社

玉井

見のよい地域性がある。とにかく“人“が好き。

代表取締役

博文氏

地元以外の人でも、関西滞在中に関西人に親近感を感じ、地域の一員として楽しんで頂けるはず。このラ
テン系特長をもっとアピールすべき。


先端医療・ロボット等の体験展示
先端医療やロボットとの共生を実際に体験して頂ける場をあちらこちらで展開。
これら先端医療やロボットがある事で、より人らしい生活を提供でき、あくまでも人が中心の社会であ
ることを再認識して頂けるはず。
年齢に関係なく活き活きとしたライフスタイルを謳歌できることを提示したい。



老齢化社会においても、若者が希望を持てるような楽しい生活が実現できている様子を世界中の方々に
見て頂きたい。
65 歳以上を高齢者扱いとするのは現実に即していない。65 歳以上でもバリバリ働けるグループと介護が
必要なグループに分け、是非働けるグループには働いて頂き、稼いで納税者となって頂けば良い。もちろ





点から面へ⇒街全体が会場。周辺都市も巻き込む。

ん計算能力や体力等、多少機能的に衰えている事もあるだろうが、それを技術や機器等で補えば、十分働

開催会場だけが会場ではなく、街と言わず、周辺全てが会場となり得るしくみを計画。

き手として活躍して頂けるはず。

それぞれの地域の良さをきちんと伝え、個性を味わいに出かけて頂けるようにする。

若者だけに負担がかかるのではなく、年齢に関係なく活き活きと暮らせる社会を目の当たりにすれば、

例えば弊社ショールームを開放し、誰でもロボットを気軽に視察して頂く事も可能。

若者達にも同様に活き活き人生を全うできる確信をもってもらえるはず。

東大阪の工場エリアも開放して頂き、ロケットの部品製作現場やその他もろもろの現場を体験して頂け

関西全域テーマパーク化。

るツァーがあっても良いはず。

万博の会場となる予定の夢洲だけでなく、あらゆる企業や施設、その他にご協力頂き、会場以外でもあち

強いて言えば、関西エリアだけにこだわらず、日本全国が会場の延長線となっても良い。

こちで 2025 万博を楽しんで頂けるしかけを作る。



時間軸⇒会期中だけでなく、EXPO 前後の準備・実行・運営全てを連続して。

テーマパーク化のキーは、
“人”
。

EXPO 開催前からコンセプトに沿ったコンテンツを少しずつ展開しながら、開催中はもちろん閉会後も引

ハードに偏りすぎず、関西のゆるーい感じを大切に、人との距離の近さをアピール。

き続き人を呼び続けられるしくみを計画。開催前からインバウンダーに予告し続ける事で、口コミで

放っておけない関西人の気質を大いに発揮すればよい。翻訳機を利用するなり、筆談するなり、関西人な

2025EXPO の宣伝に繋がるはず。始まる前から「ワクワク感」を与えられるような企画としたい。2020 ド

らありとあらゆる手法で見ず知らずの人達と交流できるはず。

バイ EXPO でも始まる前から大阪 EXPO への期待感を煽れるような企画とし、それ以降も徐々に 2025 大阪
EXPO をより具体的に想定できる内容を発信しつつ、閉会後もさらに発展し続ける様子を見に訪れたい内
容とする。



日本/日本人の素晴らしさ。
（おもてなしの心）
鉄道の運営や普段のマナーをはじめ、あらゆるところに利用者を配慮した気遣いがある日本のおもてな
しの心を知らしめ、体験して頂く。
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大阪は住みやすい都市世界ランキング３位。瀬戸内海は今年行ってみたいところ世界７位。

実際にメルボルン訪問時に現地の方から、新幹線乗車時に前席の女性が事前に背もたれを倒して良いか

その特長を十分発揮できるような計画。

と後ろのご本人に日本語で確認してきたことに感動したとの話をされた事がある。

関西人のうち大阪が住みやすい都市ランキング世界３位であることを知る人は少ない。この事実とあわ

常に他人や相手を意識して行動できる日本人の素晴らしさがあるではないか。

せて瀬戸内海の順位についても、まず関西人に自覚して頂く。その上で、美しい瀬戸内海を案内するため

ハード的な事じゃなくても、このような日本人ならではのソフトのアピールで十分インパクトがあるは

にも関空⇔淡路島⇔EXPO 会場を船で繋ぎ、会場の延長線また観光クルージングエリアとしてはどうか。

ず。むしろ、ソフト面の方が“おもしろい“と思われる。

夢洲に大型客船が着けられるようにすればＩＲでも役立つ。

関西/関西人の素晴らしさ。
（人懐っこさ）

食文化も印象に残る大きな要素で、関西のあらゆるエリアでご当地を楽しめる企画があれば、もっと楽

日本人の素晴らしさに加えて、関西特有の素晴らしさもある。

しく印象深いはず。日本酒や日本料理が世界で注目され始めている今、出汁文化や酒文化についてのご

関西は手頃なコミュニティーサイズで、各業界のトップレベルの方との距離も近く、一旦輪の中に入っ

当地事情、更になぜ健康に良いのか等日本の食の深い知識や、世界でも珍しい家庭料理の種類の多さを

216

伝え、実際に味わって頂ける場をあちらこちらに提供するのも良い。当たり前だと思っている事が、いか
に非当たり前かを自覚し、自分たちの気付いていない宝物を世界に知って頂くのとあわせて、あらため
て関西人自身が自負を持って生活できることを目指す。全員参加を目標に、何かに参加して頂く事を目
指したい。
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を奏するのではないか。

株 式 会 社 Deportare Partners

為末

代表



大氏

アメリカや中国と違う日本的なテックの馴染ませ方、鉄腕アトムの世界みたいなロボットと人間が一緒
に生きていて違和感がない世界観を創出できればよい。


義足を作るプロジェクトをやっているが、人間とモノがうまく融合する分野は、最先端のテクノロジ
ーで機能を盛り込みすぎるとテックが逆に浮いてしまう。



義足は人間が装着していて自然に見えるかが課題。最先端とは逆の、社会に馴染んだ「え、これがテ
クノロジーなの」というようなテクノロジーの活用がよい。



今中国で展開しているような最先端の「クール・テック」ではなく、日本は「人に優しい」テクノロ
ジーがさりげなく使われているような状況がよい。



「いのち輝く未来社会」
。いのちを維持するのはテクノロジーでも可能性があるが、全体的としていのち



会場の人工島も自然と徐々に沈むということだが、水上住宅のコンペ等で沈むのであれば浮くという視

が輝いている状態を保つことは難しくそこに取り組んでほしい。

点を提示できないか。





例えば、健康の定義。血中内の成分をよくするという健康ならエクササイズでよく、さまざまな方法
がある。一方、必ず誰かとコミュニケーションを取るスポーツは、自分の立場を持ち、役割を果た

温暖化を止めようという流れではあるが、オランダでは、温暖化が進み徐々に沈んでいくことを逆手
にとって、沈んでも大丈夫な浮いた家のコンテストがあった。

し、他人と交流する幸福感を伴って健康につながっている。


「自分は自分を生きている」と思うことはすごく重要。EC サイト等のリコメンド機能は最適解であ



従来のスポーツではないｅスポーツの周辺の展開も考えられる。


るかもしれないが、自分の選択を奪い、主体性が失われ、幸福度を高められないかもしれない。そう
いう主体性のことも含めて「いのち輝く」につなげてはどうか。


今のｅスポーツはゲームに近くテクノロジーが介在している。ゲームとスポーツの間のものが出て
くると、障がい者と健常者がよい勝負になると思っている。



「いのち輝く」を維持することの難しさは、宗教をはじめとする世界の「分断」からきていると思
う。世界における宗教や文化圏の「分断」を解決するテーマを象徴化して取り組めたらよいのではな

例えば、サイバスロン。比較的重い障がいのある方もロボティクスを付けて参加する。パラリンピッ
クのロボティクス改良版のようなものだが、健常者と障がい者がよい感じで競争になる。



いか。

逆パターンも考えられる。障がいを抱えた状況をバーチャル体験するようなのもよいかもしれない。
認知症のＶＲでの仮体験などもある。



テクノロジーでは中国のインキュベーション施設が先端であると感じている。２０２５年には日本は大
きな差を付けられるのではないか。そうすると、日本はむしろ最先端のテクノロジーでは解決できない
ものを持ち出し、世に問うていくというようなものがよい。



これから文化と人権の衝突おこる可能性がある。多様性について考える機会はどうか。



「境目」に興味がある。タイ北部の首長族では３～４歳の女の子に首輪を付け始める。人権団体は自



中心がないという万博会場コンセプトは面白い。西洋的価値観に対して面白い提案になるのではないか。

己決定ができない女子が対象のため虐待の側面を主張するが、民族側は文化的なものとしている。

スポーツでも複雑性が高い状態から、秩序が生まれていくプロセス、カオス状態から移行の場面が、いち

このようなことに対し多様性がキーになる。人権を完全に広げたら多様性がないのではないか等の

ばん生命力が高いという話を聞いたことがある。

議論も出てくるだろうし、上手な回答を探れないだろうか。


愛知万博で、竹村眞一先生の「触れる地球」は同時接続を提唱していた。オリンピックでも、サイバー空
間で１００ｍを世界の人々が同時に走るなどができればよいと思っていた。この万博でも、同時接続で
みんなが参加できるようにできれば面白いのではないか。
「みんな参加」が日本らしい。



「分断」を生む最たるものは宗教であると考えている。日本の独自性として、宗教が複数並び立つような
状況でも OK であることを見せるのがよいのではないか。


文明圏や宗教圏の括りのような定義づけで分けることをずっとやってきたのが西洋で、日本は、東洋
的に定義づけによる分断を曖昧にするのがよいのではないかと考えている。



日本は、宗教はすべて素晴らしいというような言い方ができる国である。例えば、リスペクトという
ワードで括って、会場の同じ場所にすべての宗教を集める試みはどうだろうか。日本人の曖昧さが功
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ＳＤＧｓやＥＳＧ投資ともつながるが、最近のビジネスは何らかの社会課題解決型になっている。ここ
でもいろいろとやりようがあるのではないか。
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明治大学

中沢

野生の科学研究所

新一氏



大阪は笑いでコミュニケーション方法を進化させた。

現在は AI に注目があつまっているが AI の行きつく先はほぼ見えている。AI のの先には、人間・生命の
さらなる進化（これまで使われてこなかった部分）が始まる。



人間の生命もたかだか 100 年、これからの人生 100 年時代を進めていくと人口はますます増え、食料問
題が出てくる。また、
「Saving Lives（救う）
」で救ったアフリカ社会とどう対峙するか。アフリカの政
治はまだ整っておらず、富の偏在は世界ではひどい状態だ。アフリカの政治体制が課題となる。



愛知万博の準備に係ったことから、愛知万博の構想と比較してしまうが、今回の大阪・関西万博は 180 度



「Connecting Lives（つなぐ）
」の意味を拡大させる。水を中心とした大阪・関西万博に期待する。



埋め立てが行われない、会場一部については水上家屋を作り、東南アジア風の水上マーケットを行うこ

構想が愛知万博とは違うと感じた。愛知万博は「自然の叡智」をテーマに、自然を前面に出したものであ
ったが、今回の大阪・関西万博は人を中心としたテーマであり、人間中心主義に基づく印象を受ける。


愛知万博では、
「海上の森」の開発を行わないとした。これまでの万博とは違い、珍しい取り組みであっ

とで人も多く集まってくる。マーケットやカフェを船でつなぐ。


もし、レガシーとして検討するものがあるとすれば、水の彫刻や霧の演出。水の宮殿など水を活かすこと
である。

た。自然という視点の取り組みは 2010 年ごろまでは盛り上がっていたが、最近では人間の人生 100 年と
いう話にスライドしていって、人間へと関心が変わってきている。そのことが反映されている。


「Designing Future Society」のテーマ自体は良いと思う。サブテーマである「Saving Lives（救う）」
「Empowering Lives（力を与える）
」についての疑問はないが、
「Connecting Lives（つなぐ）
」は人間
のみが係るテーマとなっており地球全体としての係わりが見いだせない。
「Connecting Lives（つなぐ）」
で挙げられている例からみても情報、物流とお金に関心が集中している。



大阪という観点で考えると水のテーマが重要である。大阪は水都として水路を復興させようとしている。
水は Connecting する。水はウィルス・細菌・ゴミ・人と様々なものを運ぶこと、つなぐ。情報やお金よ
りもデリケートな生命体的なものをつなぐのである。



大阪のまちは太陽ライン（東西）で整備されている。他の都市は南北に整備されていることが多いが大阪
は東西である。太陽と水の原理で構成されたユニークな都市である。



大阪・関西万博を進めるにあたり必要なのは、若手の支援、権限付与がではないか。



「Saving Lives（救う）
」
「Empowering Lives（力を与える）
」は見せるコンテンツがわかりやすいが、
「Connecting Lives（つなぐ）
」として何を見せるか。


2025 年は、どこの地域が活性化しているかと考えたとき北欧が挙げられる。北欧にも多数の移民が
流入し、制度や家族の在り方など混乱した時期もあったが、現在混乱は落ち着き抜け出した感があ
る。日本より一足先に 21 世紀の大問題をクリアしつつある。




大阪は日本の課題にたいして最初に課題解決をする地域になるのではないか。

大阪の強みは、コミュニケーション能力である。異文化間のコミュニケーションを行う高い能力がある。
大阪のおばちゃんをはじめお笑いなど独自のコミュニケーションがある。個が強い地域であるが、初対
面でもスムーズに付き合えるコミュニケーション力がある。


個である人をどうつなぐかを考えたときテクノロジーばかりが挙げられているが、SNS とのつながり
は強いものではない。
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た。研究者や学生、中小企業が参加し、様々な面白いアイデアが出た。大阪・関西万博でも大企業だけで
イベント学会

２００５年日本国際博覧会協会

中村

はなく、大学や中小企業等の色々な主体が参加できる場が用意されれば良いだろう。

会長
事務総長

利雄氏


会場計画はいうまでもなく理念、パビリオン、イベント、来場者の動線等と一体のものであり、理念、展
示、運営一体として同時並行して検討する必要がある。



どのように会場内で来場者を回遊させるのかを検討する必要がある。つまり、動線計画が非常に重要に
なる。その時に物流動線と人流動線を分けて考える必要がある。




２０２５年にどのようなことが技術的に可能になるのか、その社会的なインパクトはどのようなものに
なるのか、社会のシステムをどのように変えなければならないのか、どのようなことが課題になるのか
等を見極めながら準備を進めていく必要がある。開催時点において想定される課題を挙げ、人々の意識




どのようなチケットを売るのかも来場者の分散平準化の視点から重要である。オープニングの日、閉会
式は特別なチケットを販売することも一案。



ミュー

退場者の確認は安全の観点から非常に重要である。愛知万博の際は、万博史上初めて μ チップ入りチケ

や社会の仕組み、技術の進歩等を明確に意識して取り組む必要がある。例えば、自動運転を会場で見せる

ットを使用し、非接触で入退場できるシステムにしたが、手をつないで退場したり、子供を抱きながら退

のであれば、どのようなインフラが必要になるのかなど、様々な想定をしながら開催準備を進めていく

場すると一人としてカウントされてしまい、入場者と退場者のカウントに誤差が生じた。大阪ではさら

必要がある。シミュレーションをしながら、柔軟に変更を加えていく必要がある。

に新しいシステムが導入されると思うが、想定外のことは多数起こり得る。想定外のことを一早くキャ

このことは、技術進歩にとどまらず、社会構造の変化に伴う課題も含まれる。さらに参加国に共通の認識

ッチし、対応することが重要である。その場合、計画に万全なものはないとの認識の下柔軟に対応しなけ

をもってもらうべく国際的枠組で議論すべきである。

ればならない。

ＢＩＥが最も重視している点は、
「イノベイティブ」であるかということ。運営や会場建設のコンセプト、
イベント、展示等万博の全ての面でイノベイティブなものにしなければならない。大阪・関西万博は「さ
すが日本だ」と世界を唸らせるようなものにしてほしい。


大阪・関西万博ではオペレーションの面でも斬新な取り組みをしてほしい。



企業に出展を依頼する場合、研究開発の期間も含めて、一つの構想を実現するには約３年が必要だと考
えて良いだろう。企業にはパビリオンの費用とは別に、研究開発の費用も発生する。最先端の技術を提供



コンテンツは、技術の進歩や新しい発見によって変わる可能性が高いので、早い段階で結論を出すこと
ができず、準備が難しい。未来をある程度想定した上で、何をどこまでやるのかが問題になる。フレキシ






技術的なことだけでなくて思想的なものを含めて、大阪・関西万博からスタートしたというものを残す

なる。開催は４月の中旬頃からが良いと考えている。３月は転勤や入学、卒業があり、社会的に移動が多

ことができると良い。

い時期であり、難しい。開幕に間に合わない各国のパビリオンも一定数見込まれるので（ミラノ万博では

参加国館や企業館だけでイノベイティブなイベントや展示を行うことは難しい。博覧会協会が相当数の

相当数あった。
）ＧＷまで間があったほうが良いのではないか。


１９７０年の大阪万博では、迷子が大きな問題であった。愛知万博の開催時は携帯電話が普及し、誰もが

取り分け、最先端の技術を見せるのであれば、博覧会協会がプロデューサーとなって取り組んでいかな

携帯電話を持つ時代になっていた。親の携帯電話番号と名前を子供に持たせることによって迷子問題が

ければならない。
「実験」レベル、
「実証」レベル、完全な「実用」レベルと様々なレベルの先端技術があ

解決した。大阪・関西万博では子供の迷子だけではなく、高齢者の対応が重要になる。
「大人の迷子」問

る。博覧会協会が自らイニシアチブをとり、実装展示に取り組む必要がある。

題にも対処していかなくてはならない。このように運営に当たっては社会構造の変化を十分検討してお

先日、ブラックホールの写真が初めて撮影された。大阪・関西万博では宇宙をコンテンツにするのも良い

く必要がある。



ライド系（乗り物）を会場に設置するのか否かも重要である。乗り物は子供を中心に人気が出る。



ＮＰＯやＮＧＯに参加を依頼する際は、２０２５年の社会において、どのようなことが彼らに要請され
るのかをある程度想定し、イベントの方向性やテーマを可能な限り早めに提示しておくことが重要である。
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ＧＷから開幕する計画は見直したほうが良いのではないか。閉会を文化の日とするのも難しいのではな
いか。１１月３日は文化勲章の授与式があり、明治天皇の誕生日でもある。要人の方々のご参加が難しく

のではないか。コンテンツはその時の旬のものでなければならない。





ブルに対応するための余地を残しておくことが必要である。

プロジェクトやイベントの主体になる必要がある。


しようと考えると、準備も含め２、３年の期間が必要になる。



来場者を満足させるためには、イベントを質、量ともに充実させる必要がある。愛知万博では７，０００
のイベントを実施したが、ミラノ万博は率直にいって物足りなかった。



２０２５年は外国人訪日客がさらに増加しており、１９７０年の大阪万博や２００５年の愛知万博の比
ではない。外国人来場者に便宜を図る仕組みを検討し、満足度を高める必要がある。

愛知万博では月別に出展する主体が交代するパビリオンを設け、中小企業を交えたロボット展を開催し
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きたいです。

SDGs 市 民 社 会 ネ ッ ト ワ ー ク

新田

ISO26000、ISO20400 は、ぜひ基準として採用いただきたい。

事務局長

英理子氏


１でも、述べましたが、SDGs を掲げて万博を誘致している以上、SDGs の基本理念でもある



「誰一人とりのこさない」が、どのように基本コンセプトに織込まれているのか、気になっています。国
の施策と民間の動きの統合性がどのように測られるのか？ 一市民が、2025 年、会場に足を運ぶことが、
どう SDGs の達成に寄与するのか？ 入場者収入によって、万博の正否が測られがちですが、SDGs の時代
において、入場者数や入場者収入ではない、あらたな価値が創造されることを期待しています。

■ぜひするべきこと
①SDGs 達成までのこり 5 年というタイミングのため、SDGs 達成に向けた 10 年間で、2015 年～2020 年で達成
したことは何で、あと 5 年で何をするのかという成果の共有
②阪神淡路大震災、東日本大震災、等の地震の教訓と、豪雨災害等の教訓が、地域生活にどのように活かされ
ており、気候変動に対する具体的な適応がどのように進んでいるのか、世界に発信する場となること
③SDGs ゴール 16，17 の達成に寄与する、マルチステークホルダープロセスにより万博がおこなわれること。
特に、ジェンダー平等、若者の活躍（日本の SDGs 実施指針）との連動が意識されていること
①、③に関しては、SDGs 市民社会ネットワークが、SDGs 推進本部の SDGs 推進円卓会議で発表している、ボト
ムアップアクションプラン 2018 秋版
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/entakukaigi_dai6/siryou1.pdf）を参照ください。
■するべきではないこと（しないために今、手をうつべきこと、残してほしいこと）
①万博開催後、地域における貧富、経済格差がこれ以上広がらないように、具体的な施策をうつこと
②万博の会場を夢洲だけにすること
③跡地利用に関して、市民の声を聞かずに進めること
*②、③に関しては、G20 大阪市民サミット 分科会提言（http://www.civil-20.jp/）より



地球の持続可能性の観点から、技術と文化の融合、伝統と都市生活の融合など、一見これまでは、ちがう
方向性で発展してきていると考えられてきた「事柄」が、融合し、発展している姿



科学技術等の進展で消費してきたエネルギーと地球がもつエネルギーの比較（1970 年との比較が冷静に
客観的にとらえられるもの）など、



SDGs 達成への検証、のこり、5 年、全世界が何を成し遂げるか？



現在の計画の細かなところまで読み込めていないので、具体的な会場計画については意見がありません
が、SDGs ゴール 12 は、最低限のガイドラインとして、ありとあらゆる調達等について、社会的責任とサ
スティナビリティの観点が活きているのか、検証する項目を社会的に公表しながら整備を進めていただ
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ごいでしょ？」
「うん、すごい！」というのは非常につまらないので、何か、今現在技術が向かっている
方向性の行く末の良し悪しを両方提示してくれるような、そしてそれに対する意見が面白い形（最新の

劇 団 ・ 快 快 /三 月 企 画 主 宰

野上

テクノロジーを使って）で議論し合うのを見ながらまた意見し合うなど。

絹代氏



とはいえ、大真面目にそれをやろうとするとすごく鬱陶しいので、軽やかにユーモアの力を利用で
きるといい。



あとは、技術が物体や身体を伴わない方向に向かっているように感じるので、むしろ、その二つを感
じられるようなコンテンツがあるといい。



バーチャルでなくとも、
「万博ラジオ」を放送し、言葉でどれだけ伝えることができるのか取り組むコン
テンツを作るのもよいのではないかと考えている。



現代は分業制の世の中である。パソコンで仕事をする人がいる一方、現場で食肉に携わる人もいる。昔は
生活に関わることはすべて体を動かして行っていた。大阪・関西万博は、自分たちの生活がどのように成



是非見たい（体験したい）
・・・物体や身体を感じさせるもの、生きている（た）という実感・存在して

り立っているのかを身体で体験できるような機会とするのがよいのではないか。例えば、パビリオンで

いる（た）という実感を感じさせるもの。誰かとコミュニケーションを取りたくなるもの。

労働をすれば、その対価として食事等ができるようなシステムを作るのもよいのではないか。



技術の進歩によって物体や身体を伴わなくても様々なことを済ませることができる時代になってお
り、演劇のような、ある種の制限があるものを目の前にした時に感じる高ぶりが失われていくのが
心配である。それを体験することができるような機会になればよい。



興味がない・・・利便性や効率を重視した資本主義丸出しのコンテンツはやめてほしい。例えば、
「技術
革新」などとうたって、最新のテクノロジーだけ見せて、あるいはそれをアートと呼んで、アニメーショ
ンや萌えキャラなどを使い商売っ気をちらつかせているようなものは見たくない（もう見飽きてしまっ






広場・・・人々が集まって座りたくなるような場が欲しい。


昔は映画館の前に広場があり、見た映画について議論や意見交換をしていた。今の時代では、そのよ

た）
。

うな広場をどのくらい活用できるのか。そこに「とりあえず溜まる」ということができなくなってい

私たち自身が、身体性や物体性を意識できるような取り組みが必要だと考えている。プリミティブな方

る。何かを見た後に、どこかに残って誰かと話す。直接のやり取りではなくても、どこかに意見が溜

向の良さを発見できるような技術があればよいのではないか。

まり、それを誰もが見ることができて、関わりを持つことができるような場を作ることができれば

技術の進歩は頭打ちになりつつあるのではないか。技術革新の一方で、失われているものにも注目しな

よい。

ければならない。


人が目の前にいて、話をするということが尊いのではないかと考えている。文字だけよりも、対面のコミ
ュニケーションの方が情報量は断然多い。相手が何を感じ、どのような思いで、その言葉を発しているの
か。技術によって、そうした手触りが面白いと再認識できるような機会になればよいのではないかと考
えている。



現代は無駄を排除する方向に世界が向かっているが、人間と関わってみると無駄ばかりである。無駄が
実は宝の宝庫であると考えている。例えば、音楽は実際に聞かなければわからないから、昔はジャケ買い
をしていた。今はアップルストアで目的を持って、楽曲を購入する。テレビをダラダラと見ることも減
り、ネットで目的の番組を観るようになっている。こうした社会では自分が意図していないものに出会
う機会が少ないと考えている。論理的な話ではないかもしれないが、こうした社会において、無駄なこと
をあえてするというのが面白いのではないかと考えている。



技術革新によって、様々な仕事の無人化・自動化が進んだ後、働いていた人々はどこで何をするのかが気
になっている。労働がロボットに取って代わられた後、体を使って何ができるのか。万博のテーマでもあ
る、
「生きがい」をどこで得るようになるのかということをよく考えている。
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問題を提示し議論（コミュニケーション）できるような場を提供できるといい。例えば「最先端技術、す

228

るのかは想像できないが、相当なものが変わるということは大きなアピールになる。例えば、１９７０年

Ｎ Ｔ Ｔ イ ン タ ー コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン・セ ン タ ー

学芸課長

の大阪万博の際は、当時の日本電信電話公社が電気通信館を出展しており、遠隔地の村と会場をつなぐ
という取り組みをしていた。それは確実に何かを変えた。距離が感じられなくなるというのは大きな認

畠中 実氏

識論的な飛躍である。テクノロジーがもたらす認識論的な展開を２０２５年のテーマにするべきだと思
う。これを可能にする技術が揃ってきたので、それを用いて会場で未来の社会を示すことができるので
はないか。


土地の上に作られる「上物」はどんどん変わっていくかもしれないが、そこがどのような土地だったのか
という歴史は蓄積されていく。時間が積層化されている時間都市という考え方は非常に面白いと考えて
いる。土地の過去を参照できるようにする取り組みである。夢洲は人工島なので、元々、あの場所がどの
ような場所だったのかということを示すことには大きな意味があるのではないか。万博で土地の歴史を
参照することに取り組めば、今後、古い都市を新しく作り変えるプロジェクトが増える中、将来に向けた



万博自体ではなく、周りが求める状況が変わってきているということが一番大きいと感じている。万博

一つのモデルになるのではないか。

の「中身」自体は昔から大阪でも愛知でもさほど変わっていない。それを見る人の目が変わってきてい
る。２０２５年に大阪・関西万博を見る人の目が、どのように変化しているのかを考えたい。それを踏ま
えると、万博をどのように作るのかということについては「迎合すること」がよい結果につながるとは思
えない。２０２５年への期待にすり寄る必要はない。それをやった時に、２０２５年に生きる人たちがど
のように考えるのか検討した上で、取り組みを決めていくことができればよい。大きなことをやるので、







パブリックアートが一時期、流行したが、万博会場にアートを置くということは、単に作品がモニュメン

周りから様々な意見があるだろう。しかし、過去にそうだったように、自己批判スパイラルに陥ってしま

トのように置いてあればよいというわけではない。それが、何かしらの機能や役目を持っているものに

うのはよいことではない。自己批判スパイラルに陥り、立ち止まってしまうと、そこに至るまでに築いて

なるべきではないか。会場のインフラの中にアートワークが組み込まれているようなものがあればよい

きたものがなくなってしまう。

のではないか。

社会的状況のアップダウンに沿った形で全てが動いていく。２０２５年の大阪・関西万博も、社会的・経



現代はもはや理想だけを語れる時代ではなくなってしまった。しかし、そうした中においても、理想や理

済的状況と無縁でいることはできない。それは織り込み済みのことだと思うが、そうした部分がテーマ

念を再構築する方法を考えなくてはならない。その一つの方法として、ゼロからリセットして始める、と

になるのだと思う。愛知万博はエコロジーをテーマにしており、それは時代に合ったものだったと考え

いうものがある。それは夢洲という、ある意味リセットされた場所においてこそ可能だと感じている。

ている。２０２５年の大阪・関西万博のビジョンやテーマが、それ以降の日本に残っていくようにできれ

今、既にある都市でそれをやろうとしても難しい。それを実験的にできるのは夢洲のような場所しかな

ばよいだろう。

い。夢洲に実際に一つの街を作ってしまうくらいのことができればよい。

生活の延長線のことを便利にする技術は、実は非常に高度なものであったりするがインパクトは薄い。



バーチャルな島に都市空間を仮設することで、まさに実証実験ができるのではないかと考えている。そ

大きなインパクトは即効性がなく、現実離れしている。そのギャップをどのように埋めるのか。それこそ

の中に通信網（無線設備）等を敷設することができればよいだろう。そこでは、様々なことに本当に取り

が「２０２５年型」だと考えている。便利さだけではなく、
「大きな変化」が伴うことが必要だと考えて

組むことができる。
「２０７５年」をテーマに、夢洲に都市空間を作るような取り組みも可能なのではな

いる。

いか。プロトタイプとなりつつも、見たことも、感じたこともないような未来のリアリティがつかめれ

実装が尊ばれる現代ではあるが、発想から始まらなければどうにもならない部分があると考えている。

ば、万博を開催する意味があるのではないか。

時代は刻々と変化している。ターゲットを絞り、そのターゲットにどのようなものをぶつけていくのか






万博の記憶を残しながら、場所として残るというのも実は重要である。例えば、１９７０年万博の会場に

考えなければ人が動かない。

は太陽の塔等が残っている。そうしなければ、万博が終わったら消えてしまう「ミラージュ・シティ」に

全体的なビジョンや総体としてのイメージは重要だと感じる。愛知万博であれば、それはエコロジーで

なってしまう。

あった。今回は、
「５０年後の未来都市」
「未来の社会モデル」等が考えられるだろう。そのような大きな
目標が大事である。


大阪で開催するということもあるが、１９７０年の大阪万博の際と同様のインパクトをどうすれば生み
だすことができるのか考えたほうがよいだろう。


各国、企業のパビリオンを束ねるビジョンを会場側が作っていかなければならない。お祭り広場のよう
なインフラの方が、個々のパビリオンより大きなインパクトを皆に与えている。そのようなものが語り
継がれ、残っていく。お祭り広場、動く歩道など、インフラにあたる部分は強烈なインパクトを持ってい
る。なぜなら、それこそが未来だったからである。そうしたものが空間設計の中に織り込まれているとい
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５Ｇが様々なものを変えると言われている。それが具体的にどのくらい影響力があり、生活に恩恵があ

うことが大事だと考えている。
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graf 代 表 ク リ エ イ テ ィ ブ デ ィ レ ク タ ー

服部

滋樹氏



21 世紀型の新しいカテゴリー（価値観）を創り、万博に繋げる。
∙

20 世紀はカテゴリーを細分化し経済効率をあげたが、特に、第三次産業などは細分化し過ぎた結果、
人間の能力低下、サバイバル能力の低下に繋がっていった。

∙

新しいカテゴリー（価値観）を生み出すチャンスは 2020 年あたり（世紀初頭）にあり、それを万博
に繋げていく。

∙


翻訳家としてのクリエイターの活用




ブランディングを漢字で「物語（ものとかたり）
」と表現するが、昔はモノについて、語らずともそ

日本らしい「間」を活かしたテーマとすべき
∙

のモノを目利きする人がいたが、昨今、値段だけをみる社会となり、モノを見る目が失われてしまっ
∙

このような時代において、クリエイターは、語り手（コミュニケーター）として、難しいものを簡単

曼荼羅図の真ん中には「間」という字があり、これこそが日本らしさである。手取り足取りではな
く、ゆとりのある間、魂が入る余白、間の共有、関わりシロをいかに残すかを考えていたのが日本である。

にする、ビジュアライズする、お芝居にして簡単に表現してあげる、絵を使いながら、わかりやすく

∙

表現する翻訳家の役目を担う。


未来都市会議の曼荼羅図は、日本の姿を上手に表せており、テーマ作りの参考になると思う。この曼
荼羅図をコアとしつつ、検討 WG でのご意見等々を補強するがいいのではないか。

た。


新しいカテゴリーを示すことは、市民へのメッセージとなっていく。

ドイツやロシアに絞り、彼らができない事（日本でしか出来ないこと）をテーマとしてもいいのでは
ないかと考える。



クリエイターが人口減少を翻訳するとした時に、どう翻訳するか、お年寄りが元気になれば我々と

ドイツやロシアと人口減少、食、医療や暮らしの問題を共有していく。

育んでいけるということをどういう絵にするのか、市民に向けて発信していく。それがドイツや他
国にも気づきを与え、他国のコミュニケーターとなることにもなる。


未来絵図を描く
∙
∙

手塚治虫をはじめ、70 年代は夢のような近未来絵図を描けていた。そして、ニュータウンや都市の
在り方が可視化され、未来像として社会を引率するようにも見えていた。



会場整備について、一番は埋め立てをせずにできないかを模索すべき。

現在は、近未来絵図（ビジョン）を描ける人が少ない。経済やテクノロジーetc を俯瞰的に見ている



もし埋め立てをするのであれば、関西、瀬戸内、西日本まで連携範囲を広げて開催することが、海上開催

人が少ないのではないか。
∙
∙

∙

マスコミにも問題があり、暗くなるニュースばかりで、未来思考で夢みるような情報がない。その

のメリットではないかと考える。


株式会社人間や株式会社バイスリーと、野生の万博検討委員会（仮）と題して、近畿圏に万博を誘致する

為、未来絵図を描ける人が育たなかったのかもしれない。

ならどこがいいか、一度バラして意見を聞いていこうと思っている。神戸市長など自治体に話をしてい

また、ウェブは一見開けているように見えて、実は限定的なものである。つまり、情報を取ることが

く予定。

可能な者には伝播するが、ニュースなどを信用していない、情報を取りに行かない者には伝わらな



国立民族学博物館は、レガシーとして非常に役立っており、教養を学ぶ場となっている。

いものである。



夢洲では、残念ながらこういったレガシーは残らないと思われ、そうであれば、民地を利用し、我々の暮

万博を契機に、何を行えばユートピアが描けるのか？万博はそんな未来課題と解決策を発信してい

らしの中に万博が存在するとした方が、価値を見出せるのではないか。

くべき場所。昨今、AI 以降のデストピアを描く人が多いように思う。


ドイツ、ロシアとの連携
∙

2025 年までにどれだけパートナーを作れるかが重要。

∙

ドイツとロシアは日本と似通った大国で、日本同様に人口減少の問題がある。大学でも「人口減少と
デザインの在り方」というテーマで講義を行っているが、それらの国と万博開催まで議論を続けて
いく。

∙
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瀬戸内経済文化圏の活用。https://secr.jp/about


地方創生に係る財源が今後、減少していくことが予想される中で、瀬戸内圏などの対岸同士の連携

例えば、ドイツ、ロシアの同世代のクリエイターとオープンミーティングを行う。ミーティングを開

が大事となっていく。今、瀬戸内文化を含めローカルの在り方を見直している最中で、今後、万博と

催することが、未来を描こうとしている日本の PR となる。

も連携できればと考える。
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クリエイターが万博開催までのプロセスを楽しく伝えることで、日本への関心を高め、ファンを増やし
ていく。語りが大事になっていく。



70 年万博の中身を作ったのは、東京の人間であり、大阪の人間が中身を作るには、未来絵図を描けない
といけない。
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東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻

羽藤

教授

英二氏



会場となる夢洲の近くにクルーズ船の寄港地があるのであれば、舞台装置としての瀬戸内海をゲートウ
ェイとしてはどうか。水の都大阪は，美しい。そこを見せたい。


古来、外国から日本につながるルートは海運（遣唐使，朝鮮通信使，北前船）
、そこから物資・情報・
文化が行き交う重層的な歴史を抑えた 1000 年万博のストーリーを見せたい。



瀬戸内海のツーリズムはアジア系外国人を中心に人気も高まりつつある。瀬戸内海ツーリズムの人
気を万博に取り込むのは必須。海の万博にすべき，海洋国家（海岸線ランキング世界 6 位）である
ことも重要。





万博はメッセージを出す場。日本が考える価値を表明する場であって欲しい。


クルーズ船の乗客の多くは台湾人や中国人。クルーズ船が寄港するということは台湾や中国からの

日本の科学技術の競争力は確実に低下していく中で、美しい風土の中で、人間が尊重され、生き生き

来場者も少なくないということ。さらなる来場者を増やすためにも瀬戸内海ゲートウエイ夢州を取

とした社会があり，素直に闊達に生きている人々がいる、それが万人に届くというのは大事にした

り込むことが望ましい。

い価値観。そういう価値観を大事にする大阪であって欲しい。



万博来場者の交通アクセスを確保するために、夢洲と新幹線や船舶、飛行機を繋ぐ多様なモビリティを
ビルトインすることで，旅の国日本をアピールすべき。


クルーズ船の乗客を含む多くの万博来場者の交通アクセスの課題がある。輸送の主力には、多頻度
で大量輸送に優れた新幹線，将来的には新幹線環状線のハブが新大阪となる．そのゲートウエイ機
能と夢州の水のゲートウエイの連結網整備が期待される。




「研究」を見せる。科学者の研究体験や科学の教室をコンテンツ化しても良いのではないか。

夫しながら交通アクセス全体を「万博の道構想」として計画できると良い（前回の万博では阪神高速



と世界最高の交通管制システムが整備されレガシーとなった）
。

日本はアメリカや中国に次いで多くの科学者を生み出しており、ノーベル賞受賞者数もアジアで最


多である。万博の根幹にある研究開発を行う「個人」が優れているという構えを見せたい。
ノーベル賞受賞者たちの研究を素直に見せる、アートと組み合わせるというコンセプト。

動運転車両で道路そのものが移動万博の町になり，車両がそのまま会場に入ったり，御堂筋も万博



５Ｇを駆使して最先端研究を体験できる、オープンスクールのようなものが必要。NHK の番組「課

会場になる，移動万博 2025 というまったく新たな万博を実現する。

応しい。大阪の匠たちの「思い」も伝えたい。







このような体験をすることで、科学者と匠へのリスペクトが生まれる。この体験が新しいものが生



先進的な科学技術やドローンで驚かすなどはどこの国でもある。他の国にも負けない知的ストック


大阪らしい技術が学べるようなコンテンツがあると良い。
たこ焼きの金型でも良いが大阪ならではの面白さは多数あり，それを打ち出したい。



凄いことをやっていると自分たちでは思っていても，
（海外からみて）せせら笑われるようなことは

専用モビリティを用意する際は、障がい者や高齢者、子どもなどの乗車を考慮して計画するのが良
い。



「空の道」を設けてシンボリックな存在にしてはどうか。


やめて欲しい。内向きの議論には注意してほしい。
個人や大阪の中小企業が出展者側として参加できるパビリオンは必須。個人をとにかく浮かびあがらる

モビリティの乗車料金で得た利益を、花や草木を植栽する費用に還元させて，水と緑の道を整備し
ても良い。

はノーベル賞、他の国とも協力できるのは教育ではないか。


新大阪が万博会場の一部というのは面白い。駅に到着した時から非日常的な移動体験ができると良
い。瑞風（豪華グルーズ鉄道）とも連携できる。バスタ新大阪は 2025 までなら整備可能ではないか。

卒業証書などを出す，世界中のこどもたちの教育万博にしたい。


愛知万博では入場券に RFID タグを埋め込んでいた。

自動運転の車を鉄道の駅から会場内まで移動させてはどうか。

みだす契機となる。
「万博夏の学校」などがあると来場者は憧れるのではないか。



入場券にモビリティの乗車券をセットすべき。新大阪-万博間のルートを御堂筋なども巻き込んで自



外授業ようこそ先輩」のようなイメージ。著名人が丁寧に語るところが日本人らしくて万博にも相



瀬戸内海の文化圏、東シナ海、シルクロードという万博を象徴する流れを踏まえワーディングを工

1970 年の大阪万博では大地にそびえ立つ太陽の塔がシンボルになったので、次の万博では「空の道」。
さまざまな道が万博会場につながり，海に向かって空の道として輝くように向かっていく．



人と人，文明と社会，文化と経済のむすびつきにおいて大切にされてきた「道」は深い概念がある．

ことは必須。

天皇陛下の研究分野も舟運史。古代よりわが国の歴史にもかかわる日本の道を通じて交流してきた



万物の交流史を未来に向けて各国と示したい。

工場系の人が参画するというのが企画に入ると面白い。


こうした万博の道を整備する過程で必要となるあらゆるもの（例えば草刈機）など世界中から企業
等を募り実証実験させる．その後の企業誘致やローカル経済の面からも良い。
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イベントを成功させるにはマインドづくりが重要であり、世界中から参加者を募った実証実験の実施や、
前年度に前夜祭をするなどし、関係人口を増やす工夫をすべき。



夢洲へのアクセスは混雑必至。例えばロードプライシングや 24 時間化による来場者の平準化、交通需要
マネジメント（Transportation Demand Management、TDM）などにより道路網を含めたマネジメントの仕
組みが必要。自動運転のみで混雑がなくなるということはない。



大阪の都市計画をこの万博で組み立てなおすというプランにしたい。海に向かう道，水の都大阪，瀬戸内
海，さまざまな文明が集う「海の道」の交叉する万博としてほしい。
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株式会社ロフトワーク
代表取締役

/ Layout Unit
Chief Layout Officer

林 千晶氏
/松 井 創 氏
ロフトワーク有志



Floating ：会場内を浮遊する/移動する「固定化されていないブース」
。どこの国に属しておらず、ダイ
バシティとインクルージョンを実現する。動きながら万博会場全体を搔きまわす、かき乱す、スクランブ
ルする。またそれが停滞できる土地の余白が複数箇所にある。



会場で使用する建材や消耗品の選定において、
「海（地球）に還る素材」の活用（非石油系の素材の活用）
。
海中バクテリアが素材を分解して海に戻る物質（キトサン・キチン）などを応用。MIT Media Lab Neri
Oxman 教授のチームが研究提案しているものなど。




「懐かしい未来」のようなテーマ性（「懐かしい」は要言語化）



テクノロジーが前面にでるのでなくて、裏付けとしての先端技術




SDGs の「貢献」でなく「実践」




一緒にまわれる出会い系アプリの導入。


例えば泡のお風呂は水不足の環境でもお風呂に入る事を諦めない。ネイチャーテクノロジーが支え
る未来提案になっている

会場内でのマッチングアプリ導入。来場当日までに世界中の見知らぬ人と興味関心軸で出会え、会場を
日本の伝統技術や素材を先端技術/表現と掛け合わせてつくった会場備品やコミュニケーションツール、
飲食（酒）の提供。



会場が特区となっており、特にモビリティや物流など、実社会では規制によって実現できないサービス
が SDGs に則っていれば特例的に利用できる。

貢献は、企業の CSR でしかなく、実践は将来の子供達へのバトンになる活動

インターナショナル実験区（世界中の多様な人たちが入り混じって実験的活動を繰り広げる場）の創出。
世界中の若者が共創と実験を繰り広げる。100BANCH の世界版。



「人」
」の為だけに注力しない。＝人間中心設計にしない。地球や自然環境に内包される人の未来に取り
組むこと



海上都市をつくって、会期後どのようなレガシーにしていくのかというメッセージと計画を提示したい。
これからの都市開発の示唆と問題提起になるような提案。
（メタボリズムのような）



若者の為の活動（30 代、20 代、10 代が関与できる活動）が会期前から行われ、会期中は活動成果を表現
できる場づくり



STEAM 活動のような知を統合したプロダクトや社会の仕組み、インフラの提案（STEAM は STEM に ART を
足した用語）


例えば 100BANCH でいうアクアポニックス×RGB_Light など。サイエンス、テクノロジー、エンジニ
アリング、アート、数学が統合されたコンテンツ。またこれらのような異分野のエキスパート、クリ
エイターが結集・コラボレーションして生まれたコンテンツや活動。



会場全体のインフラ・プラットフォームとコンテンツが切り離されていないもの



ボロノイのプラットフォームの上にあるべきコンテンツを考える。非中心の土台にうまれるコンテンツ
は何か？ボロノイがそうであったようにコンテンツも自然界から学ぶ。



上海万博のイギリス館がつくったようなコンテンツがインフラであり、インフラがコンテンツのような
もの。



「もったいない」
「足るを知る」
「八百万」のような日本が世界に誇れる概念を具体化したコンテンツやサ
ービス。会場内のリサイクル・リユースに留まらずアップサイクル型のコンテンツ。

239

240

っ張り込んでいかなければならない。アプローチや手法を検討する必要があるだろう。

株式会社日本デザインセンター

原

代表取締役社長

研哉氏



開催後にヘリテージとして、新しい産業や可能性が生まれたと言えるようにしたい。万博が一つの契機
となり、日本列島の考え方が変わっていったということを残していくのが大事なのではないか。



今、注目しているのは「高解像度の観光」である。今までは観光と言うと、
「あらすじ」の旅だった。典
型的な観光資源をつまみ食いする「あらすじ」の観光である。しかし、本編をじっくりと熟読するような
濃密な旅がこれからは主流になっていくのではないか。どのように高い対価を払って日本に来てもらう
のか。日本に来てもらい、共感・尊敬してもらうにはどうすればよいのか。日本にある資源を最大化し、
観光を日本を代表する産業として、大きな収益をもたらす構造にどうすれば変えていくことができるの
か考えていく必要がある。地方創生においても、観光業が果たすことができる役割は大きい。万博を契機
に、日本の持つ資源に目覚めることができればよい。



１９７０年の大阪万博の時代は優れた能力や着想を持った人たちを活かし、起用するという考えが社会
のコンセンサスとして存在していたのではないか。丹下健三氏や岡本太郎氏といった個や才能に期待を
担わせていた。しかし、現代はそうした才能や突出した個性を排除する空気が強くなっている。角が取れ
たものは面白くない。大阪・関西万博の運営に当たっては、そうした才能の起用と、それを可能にする体





日本には才能のある建築家が数多くいる。しかし、国内ではこうした才能を活用できず、海外でしか仕事

制の構築を検討してほしい。

ができない状況になっている。こうした建築家を活用し、外国人が驚くような浴場施設を作ることがで

現代はまさに「遊動」の時代である。かつてはプール付きの豪邸に住むことが幸福であるという世界観が

きれば面白いのではないか。大阪・関西万博で「あの風呂に入りたい」と思わせるような浴場を、力のあ

あった。しかし、今の世界の富裕層はプール付きの豪邸に住むことを目標にしていない。世界のあらゆる

る建築家が設計すれば人気が出るのではないか。

場所に素晴らしいローカリティがある。ローカルな場所で、その場所にしかないものをきちんと堪能す
ることに一つの豊かさがあると考えられている。実際にその場所を訪れてそれらを享受できる能力、知
性、財力が幸せの形の一つとして世界に影響を及ぼし始めている。マレー半島を自転車で辿る場合、どの
ようなルートがよいのかを知っている人の方がプール付きの豪邸を持つ人よりもリッチなのが現代であ
る。そうした世界観の中で、万博をどのように位置付けるのかが重要である。従来型のパビリオン中心の





日本列島を水陸両用飛行機「ＵＳ－２」でつなぐことができたらよいのではないか。大阪・関西万博（関

万博にしてはならない。日本にある資源を価値に変えるトライアルの場として大阪・関西万博を活かす

西国際空港）をハブにして、離島や小さな漁港等、日本のディープな場所に人を運ぶことができればよ

ことができればよい。

い。ジェット機で東京と札幌を移動すると、高度一万メートルを飛行するので、何も見ることができな

テクノロジーと美意識の両方が重要だと考えている。
「緻密」
「丁寧」
「繊細」
「簡潔」といったものは日本

い。しかし、ＵＳ－２で高度千メートルを飛ぶと、三陸のリアス式海岸がきれいに見える。日本の国土に

の持つ、他国には真似のできないプリンシプルだと考えている。東京～横浜の夜景が世界一だと航空機

は低空飛行がぴったりである。関西国際空港をハブにして、こうしたものを使っていくことができれば

のパイロットは言うが、それは空気が澄んでいるからだけではない。丁寧にメンテナンスされたビルの

面白いのではないか。関西国際空港は瀬戸内海の玄関である。客船の寄港や島を丸ごとホテルにする等、

電灯が奥行きを作り出しているからこそである。東京駅丸の内駅前広場の水勾配は素晴らしいものであ

様々な構想が実現できればよい。

る。絶妙な水勾配が施してあり、歩道等の段差が完璧に設計されている。雨が降っても、一瞬で水が流れ
ていく。あのようなデリケートな道路を作ることができるのが日本である。「緻密」「丁寧」「繊細」「簡
潔」にきちんと取り組めば、世界が唸るだろう。


ハイテクノロジーもよいが、それだけではいけないと考えている。世界を動かし、未来を切り開く要因は
二つある。一つ目はイノベーションである。日本のイノベーション力を発揮する必要があるのは当然で



大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く」の「輝く」とは、
「誇り」のことだと考えている。日本に

ある。そしてもう一つがオーセンティシティである。オーセンティシティとは、昔からあって、今も変わ

住むということが、どうすれば日本人の誇りになり得るのか。その問いに対して、手ごたえを残していく

らず、将来も守り続けられる価値のことである。日本はオーセンティシティの固まりであると考えてい

ことが重要になるのではないか。

る。日本は連綿と一つの国であり続けたので、他国と比べ、文化的蓄積がある。アニメを始めとするサブ
カルチャーばかりに注目せず、ハイカルチャーをもう一度見直していくことが大変重要である。ハイテ
クノロジー、イノベーション、オーセンティシティが一緒になったところに日本の可能性があると考え
ている。オーセンティシティをしっかり見極めることができる人を作ることを考えてほしい。そのよう
なことに取り組める余地を残しておくのがよいだろう。
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優れた才能を持つ人は忙しいので、大変な目に遭いそうな場には出てこない。しかし、そうした人々を引
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ナスカ

アイデアを集約することが万博で行えるとよい。一般の人たちからのアイデア募集も行っていただきた
い。

ヴィジョンズ

ピーター・バラカン氏


大規模な事業を行おうとすると、セキュリティの問題がある。セキュリティを強化すると来場者の心理
的ハードルが高くなる。



SDGs と言われても、多くの日本人は理解していないのではないか。サステナビリティ（持続可能性）が
なぜ今言われているのか。日本政府は経済成長を評価軸として一番に掲げておりサステナビリティとは
反している。



世界のナショナリズムが進み、思考は左右に偏りを見せている。グローバリゼーションは否応なく進ん
でいるが、難民問題等を政治家が必要以上に取り上げ不安をあおっている。こういった課題を万博で解
決することは難しい。



1974 年に来日したが、当時の日本のほうが平等社会に近いと感じた。現在の日本は格差が広がっている。
「生きるために働く」のではなく「働くために生きている」という人たちには、今回のスローガンは響か
ない。



AI は生活を楽にするために、開発が進められているが幸福という視点では反する部分も出てきている。
ユヴァル・ノア・ハラリというイスラエル人が書いた「サピエンス全史」
「ホモ・デウス」はこれからの
未来を考えるにあたり参考となる。



異文化理解もテーマとして挙げているが、特別な事として取り上げるのではなく、普段の生活の中で自
然と受け入れられるようになることが望ましい。



EU では、シリア難民を受け入れたことにより、多くの問題を抱えナショナリズムが進んでいる。EU 内を
自由に移動できることで問題が全体へと広がった。ヨーロッパもアメリカも昔まいた種が課題として戻
ってきている。植民地時代を見直し、移民を含めた社会を今一度考えるときである。戦争につながらない
ことを願っている。平和について、提示する。



AI の活用方法についても、提示が必要である。便利な部分だけでなく負の部分も露見してきた。人生を
豊かにすると言われたインターネットが、いじめ、詐欺、恐喝など人を不幸にしている部分もある。SNS
中毒など課題もある。ストレスにならない使い方を模索している。



民主主義についても、現在の制度が正解なのか疑問もある。共産主義が正しいのかと言われても違うと
思っているが、行き過ぎた民主主義にも疑問がある。全員が満足する社会というものはないが、できる限
り痛みが少ない社会を提供していきたい。



地方に行く機会も多いが、夜は人もおらず寂しい。シャッター街など活用されていないスペースも多く、
もったいない。海外から旅行客が多く集まり、宿泊施設も少ない状況において空き家を活用するなどア
イデアは多い。
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株式会社環境システムデザイン研究所
代表

原 田 鎮 郎 氏 /安 藤 亮 氏



水を強調した、水を活かす会場デザインがよいのではないか。
会場バランスを考えると南を有効利用すべきである。平坦すぎて面白みに欠けるため、起伏などの変化
をつけ人工の丘を作り、高地から低地へ夜景が眺められるなどのランドスケープもよいと思う。



夢洲という立地やコンセプトを考慮すると、フローティング建築を採用すべきである。
フローティング建築は特殊技術が必要なく、竣工も高額でなく、環境を傷つけないという利点があるた
め、世界でも環境破壊防止のために採用されていたり、毎年洪水に悩む地域で利用されていたりする。
経済産業省は新しい産業を興すことも担われているため、この機会に是非フローティング構造も視野に



地球環境をメインテーマに据えてやるべきである。入場数を競う万博はもう卒業し、コンパクトでもグ
ローバル視点で地球温暖化など、社会問題を直視したものが必要である。





入れて頂きたい。


愛知万博時にもアクセサビリティの面でとても苦労したため、大阪万博も陸、空、海路のアクセスを良く

今回の万博は水上というロケーションであるため、自立型環境や SDGs の訴求はしやすいと考えている。

するべきである。

新しい都市空間ということもあり、若者来場者も多くいるであろうが、子供や高齢者のためのアナログ

新大阪からのアクセスも不便そうである。関西空港や神戸からもアクセスしやすい設計にした方が良い。

なサービスも考慮すべきである。

高速道路の工事納期も厳しいことから、バス輸送も難しいことが予測できる。大阪市内に客を入れずに

設計段階から二次利用方法を決めておき、二次利用者からも少し出資して頂き、解体後のことも構想に

万博会場へ誘導できる動線が必要だと思われる。そのためには規制緩和し、大阪府外からも応援を要請

入れて設計すべきである。

し、大型船が入れないような水路からも小型船で会場へアクセスできると良い。小型船であれば大型船

海路も最大限利用し、小さな桟橋を設置し船でのアクセスが可能であり、何よりも今あるものを有効活

ほど採算性の壁も大きくない。

用できる万博であって頂きたい。



バスでの会場アクセスの場合、島外に待機所を設置すると、橋の渋滞などが懸念される。フローティング
にて駐車場を設置すれば、そのような問題も解決される。
駐車場を埋め立てで対応しようとすると、ボロノイパターンでなく、直線設計になる。また、陸地が１０
メートル高なため斜面スペースも必要であり、パビリオン設置スペースがかなり縮小されてしまう。十
分な飲食スペースや広場、日陰のある休憩所の確保が難しくなる。建物がタイトに建設されると窮屈な
印象が出てしまう。フローティングで対応すれば、このような問題もクリアできる。



自身の万博の思い出は初めてエスカレーターに乗ったことや、初めて外国人に会った事が印象に残って

万博の２階建ては杭が打てないなど、様々な問題がある。通常、１階と２階では集客力が異なり、パビリ

おり、かつての月の石のように子供たちにとって分かりやすい、体験型パビリオンであってほしい。子

オンのアロケーションの問題や避難路の問題、資材の運搬の問題などがある。

供たちにとって記憶に残るイベントとなって欲しい。

割と安価な集成材を利用したユニット化できる仮設設計にて運営したほうが良いと考える。

例えば、２００２年のスイスの博覧会では４つ分散された湖が会場となった。水がテーマのフローティ
ングが採用された会場で、中でも霧のパビリオンが印象深かった。






熱射病回避のための休憩場所は必マストであるが、大木の持ち込みについても、成長がかなり早い植物
の選定など、早い時期からの着手が必要がある。

初期構想が全体的に緑や休憩が少ない印象がある。テラスでご飯を食べ、日差しが強くなれば、木陰で
休憩をし、日が沈めば高台に登り風に当たる。夜はそこから神戸の夜景を見る。というような、シチュ
エーションを考慮しながら、インスタ映えするような万博が望ましい。



水の惑星である地球として水問題をテーマとし、最先端技術も大切ではあるが、appropriate technology
を採用してはいかがか。
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海上農場や海中農場を利用した、地場のオーガニック食材をウォーターフロントで食せる広場なども良

水と夕陽の美しい、緑の丘は何年たっても来場者の記憶に残ると思います。そんな気持ちのいい会場を

いと思う。

つくりましょう。
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流の導線をどのように設計するか等、会場計画は、多様な問題を一体として解決することが必要であり、

（株）コミュニケーション・デザイニング研究所

福井

その中でもテーマ企画事業は会場計画の在り方を大きく左右する。

代表

昌平氏


テーマ企画事業の内容面に関して、
「いのち輝く未来社会のデザイン」×「未来社会の実験場」という戦
略発想で考えると、まず第 1 に「ライフサイエンス分野」が候補として考えられる。ラグビーワールドカ
ップ、オリンピック・パラリンピック、ワールドマスターズゲームの 3 つのスポーツ大会のレガシー集
積も考慮すると、「最先端のスポーツレクレーション分野」も重要であると考える。






関西は「有形・無形の歴史文化財の宝庫」でもある。また「アートとクラフトの融合分野」も進んでいる。

早い時期から BIE と協働して、国際的な有識者を集めて、
「テーマ普及に関する諮問会議」を開催しては

未来創造の主人公である子ども達の「KIDS デザイン分野」も非常に重要である。AI・ICT が融合した「サ

どうか。日本の優秀な有識者の参加も重要だがそれ以上に、国際社会と一緒に考えて万博を推進してい

ービスソフト技能分野」
、
「観光システム分野」
、
「新しいモビリティ社会」等を、テーマと一体となってア

るという姿勢を示すことが大切である。

ピールすることも重要である。

日本にある国連大学は、SDGs の中核的な活動をしている。国連大学と一緒に組成すると良い。愛知万博
では、世界銀行、カナダ自然博物館館長等、世界を代表する方々の議論を踏まえてテーマの方向付けを行
った。早くから諮問会議の場を持ち、テーマを深耕することが重要だ。



愛知万博の国際諮問委員会では、テーマを基軸にした 64 のアプローチを提出することで、多様な参加の
仕方があることを各国・企業・団体・市民に周知でき、評価を受けた。そうした流れから、
「国連 ESD の





会場計画は、レガシー構築の最初で最大の舞台である。借地利用発想で博覧会だけを実施しても最近は

10 年」キャンペーンのキックオフイベント認定に結びついている。

うまくいっていない。博覧会後の跡地利用も含めて、大きなランドスケープデザインや都市インフラの

場合によっては、博覧会の場でテーマを実現した優れた活動に賞を出してみてはどうか。後に賞を与え

導入も踏まえ、検討する必要がある。

る仕組みが残っていくと良い。



埋立地での実施はクリティカルな問題である。レジリエントな防災・耐災・減災は重要である一方、ラン
ドスケープデザインも非常に重要である。会場から見たときに堤防のエッジが見えなければ良いという



「未来社会の実験場」は、とても良いコンセプトであるが、コンセプトとテーマのカップリングが全ての

だけでなく、世界的に評価されるランドスケープデザインが必要である。先行事例である葛西臨海公園・

事業活動の根幹にならなければ、ダイナミズムは生まれない。開催テーマと事業コンセプトが分かれて

海浜公園は、港湾埋立計画から公園計画に変更され、オープン後 40 年でラムサール条約に登録され、今

しまう状態では、単なる“壮大な寄せ集め“になってしまう。協会のテーマ企画事業、催事事業、広報等

や世界の宝物になっている。世界的な視点でランドスケープデザインを考えていただきたい。

全てにテーマとコンセプトを適応させることが重要である。


参加計画に関しては、参加の多様性が重要である。愛知万博の際は、見本市会場を作り、1 週間だけの展

愛知万博の際は、経済産業省が中心となって、専門家を招聘し、
「先端技術活用委員会」を開いた。委員

示や産業団体のテーマ型 MICE の表現空間となった。多様な参加の形が可能な仕掛けが必要である。また

会の中で検討を進めることで、企業や研究の現場にある技術を発掘することができ、バイオマス系の素

テーマに即した市民参加（NGO／NPO）を積極的に推進してほしい。

材、燃料電池、IC チップ活用、インターネット国際通信（WIDE）活用、デジタル映像技術導入、垂直緑



同じ関西のネットワークの中にも、サテライト会場を作りたいという立場、パビリオンだけに集中すれ

化壁開発等のアイデアにつながった。オープンなヒアリングの場では、企業が秘密にしているノウハウ

ばよいという立場等、多様な立場がある。関西広域の自治体の関わり方を早期に議論しておく必要があ

は発掘できない。隠れた、最先端の技術を戦略的に活用する意味で、
「先端技術活用委員会」を組成する

る。

ことは重要である。






最先端の ICT 技術を活用した「メディア・コミュニケーションセンター」が必要である。このようなメデ

テーマを掘り下げて広げて分かりやすく伝える国際的な「テーマ諮問委員会」と、
「先端技術活用委員会」

ィアセンターは、関西各地と万博会場をどのように結ぶかということに関しても重要な意味を持ってい

の活動は、博覧会協会と経産省がリーダーシップを持って進めるほうが良いと考える。国際的な潮流形

る。

成のために、テーマ普及・新しい技術の開発が根幹になる。
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「運営計画」、
「観客輸送計画」、
「広報計画」も、万博の実施局面では三位一体である。魅力的な計画が出

計画づくりの最初は、
「テーマ企画事業」
「会場計画」
「参加計画」が三位一体で進める必要がある。テー

来れば、来場者も増え、会場運営の費用もかかる。これらは入場料収入によっても左右されるため、来場

マを体現する企画事業は、万博を主催する側の大切なミッションである。

者の予測を踏まえて柔軟に対応する必要がある。

博覧会協会の推進するテーマ企画事業は、事業コンセプトである“未来社会の実験場”とうまくカップリ



鉄道輸送、バス輸送は対応を分けたほうがいい。自家用車での来場は出来ないことを想定すると、関係

ングされているものでなければならない。テーマ企画事業を推進する＜施設＞＜場所＞＜システム＞が

者・VIP 導線、鉄道導線、バス導線はそれぞれ別のゲートが必要である。水路は埠頭からの導線を考えな

会場計画を大きく左右する。どのような事業を行うか、国際的な参加ゾーンをどのように作るか、人・物

ければならない。埠頭から長い距離を歩かせるわけには行かないため、新しい発想の輸送システムも必
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要ではないか。



広報活動は、早期にキャラクターやロゴ等を作って準備が進んでいるように見えるが、実は様々なもの
が出来上がらなければ広報しようがない。ロゴやシンボルのデザインは、万博推進の中心的なテーマ企
画事業の一つとして位置づけ、博覧会協会のトップがテーマに基づいてシンボルマークやロゴ、キャラ
クターを意思決定する必要がある。



ボランティア協会を博覧会協会の下部組織とする認識はやめるべきである。ボランティア協会は博覧会
協会とは独立した組織とし、活動理念・活動内容を自立的に決めることが重要である。愛知万博では自主
的な要綱・規律もボランティア協会が作り、独自組織として運営部門と連携して活動を行った。ポスト万
博では、愛・地球博記念公園の運営活動に協力したり、万博理念の継承活動の中心となっている。



危機管理に関しても、消防と警察に任せておけばよいという考えはやめるべきである。イベントを主催
する万博協会側が、危機管理の根幹を設計しなければならない。早期に勉強を進めるべきである。



最先端のインターネット技術を活用した「放送と通信の融合社会」は、避けられない重要な課題である。
2025 年では、
「放送と通信の融合」が個人レベルでもさらに進んでいる。個人が、全国と世界に放送・発
信する主体となることを想定して、コミュニケーション・システムと広報体制を作ることが重要である。
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（一社）日本経済団体連合会

企 業 行 動 ・ SDGs 委 員 長

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 取締役会長

二宮

雅也氏



政府と経済界が一体となって、Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０を実現するために現在取り組んでいる。Ｓｏｃｉ
ｅｔｙ ５．０を実感できるショーケースのようなコンテンツがよいのではないか。１７のＳＤＧｓのゴ
ール目標を取りこぼすことなく、１７の目標に関連付けたうえで、Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０の進捗を確か
めることが万博でできればよい。



ＳＤＧｓについては経済界や市民社会をはじめ、様々なステークホルダーによる様々な取り組みがある。
そうした取り組みをしっかり整理し、国内外に発信することによって世界に驚きをもって理解してもら
いたい。



国連の場において全会一致で採択された、世界の共通言語としての取り組みがＳＤＧｓである。万博は、
ＳＤＧｓの取り組み過程の一機会と考えている。万博だけを取り出して取り組みを考えるのではなく、
ＳＤＧｓが採択され、各国が取り組みを進める過程の一部として万博を捉え、何を示すのが効果的かを
考えなければならない。



２０１１年に「ビジネスと人権に関する指導原則」が国連人権理事会により決議された。生物多様性につ
いては「愛知目標」が進展。地球温暖化に関しては「パリ協定」が採択された。グローバルに展開する様々
な取り組みがＳＤＧｓが採択されたことによって、その文脈で整理された。世界が取り組むべき課題が
ＳＤＧｓの１７のゴール目標にまとめられ、２０３０年に向けて各国が取り組んでいる。その過程の一
部として万博を捉えることが可能である。その中で、どれだけ成果をみせることができるのかが問われ
る。



２０３０年までに様々な目標に向けて取り組みを行っていかなければならない中、２０５０年をターゲ



これからを担う若い世代の参画が重要になる。若い世代に響くような形を取ることができればよい。ま

ットとする新しい目標も見えてくる時期である。中長期のターゲットイヤーである２０５０年と、より

た、超高齢社会の課題解決も重要なトピックになる。どちらにおいても根幹は「人間を中心とした課題解

近いターゲットイヤーである２０３０年を見通し、万博をどのように活用していくのか考えていかなけ

決」だということである。

ればならない。


２０２５年の万博開催はよいタイミングであると考えている。愛知目標は２０２０年が期限であるため、
ポスト・愛知目標が決まっていると考えられる。パリ協定が動き始めるのが２０２０年である。ビジネス
と人権に関する日本の国別行動計画の策定が２０２０年となる。ＳＤＧｓは２０３０年が目標年である。
大阪・関西万博の開催は２０２０年と２０３０年の中間点であり、意義を持たせることができるタイミ
ングである。



ＳＤＧｓに関連して「想像」と「創造」に取り組み、イノベーションによるトランスフォーメーションを
起こすための企業の取り組みが進んでいる。国内外における様々な取り組みがあるが、日本は発信力が
弱い。万博は日本の哲学を示し、具体化した取り組みを発信する機会にすることができればよい。日本は
海外の先達となるような取り組みを行っている。発信の機会として万博を活用するのがよいだろう。



リベラル国際秩序を保持するためにはＳＤＧｓの推進が不可欠である。世界共通の言語をゆるがせにし
てはならない。ＳＤＧｓの推進に主導的な役回りを担うことは日本の国益にもプラスになる。万博は日
本がＳＤＧｓでイニシアチブを取る機会とすることができればよい。



グローバルとローカル、企業と市民社会のオール地球でＳＤＧｓに取り組んでいる。



ＳＤＧｓの根幹にあるのは「誰一人取り残さない」
、人間中心の未来社会を作るということである。人間
の尊重や人権の保護が根幹にあることを忘れてはならない。
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東京大学

名誉教授

船曳

建夫氏

既に知名度のある世界的建築家だけでなく、これからの建築界を支えるような若手建築家を起用す
ることが重要。



高齢になると歩くのが辛くなる。会場内に歩行を補助する動く歩道やセグウェイなどが多く配備される
と良い。





若い世代のアイデアを取り入れることが重要である。


30 代、40 代の世の中にまだあまり知られていないアイデアマンをつれてくることが大事。



将来活躍しそうな人を見つけ、万博の企画を通じて育成するという考えも必要。

万博には人の心を打つアイデアが必要である。


例えば、バイオリンを弾くロボットを見ても凄いとは思うが普通は心には響かない。しかし、世の中
にはロボットを使った企画でも人の心に響く作品を企画できるアイデアマンもいる。技術を使って
人の心を打つことは可能。そのような人を連れてくるべきである。



先ずは多くの人に認知され人気のある万博にして欲しい。


万博はお祭りであり、人から興味関心を持たれることが前提として必要。地元の主婦層が来てくれ
るかどうか。



多くの来場者は SDGs を勉強するために来場するわけではないということを企画側は十分に認識する
必要がある。



過去に開催された万博の中には、認知度や人気が低いもあった。そのような万博は開催後 3 ヶ月過



予算が小規模でもアイデアがあれば人気のある万博を開催することは可能である。

ぎた頃から徐々に何をやっているのか、会場はどこにあるのかなど世間に気づき始められ、特に大



一方、素晴らしいアイデアでも、現実に落とし込むと特に目新しいものでなくなり、大きなコストもかか

きな関心を持たれないままグランドフィナーレを迎えるという経過を辿る。


様々な人のアイデアを結集し、攻めのテーマを掲げた万博にして欲しい。




愛知万博、都市博に関わって、その間に出て来たアイディアで、いまだに面白いと思っているのは、
「千

「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマは矛と盾でいうところの盾に該当し、守りのテー

人回転寿司」である。ただ千人の席のある回転寿司であるが、食べた人が、
「今日は千人と一緒に食事を

マ。守りでは人が集まらない。人を集めるには矛となる攻めのテーマを掲げる必要がある。矛をどう

した」と言えるのがポイントである。

やって作っていくかが重要。


るアイデアもあるためアイデアを創出する際は十分に気をつける必要がある。



愛知万博の会場で一番愉快そうだったのは、来場者、ゲストではなく、若い各国のスタッフたちが、毎

一方、1970 年の大阪万博には矛があった。
「人類の進歩と調和」というテーマのもと、進歩と調和と

晩、終わったあとの食事をパーティにしていた場 面だと聞く。
「行かない人もネットで同時体験」なんて

いう共存の困難な課題に人類の理想を追求した多くの展示があり、シンボルとして「太陽の塔」が立

意味がない。生身の人と出会ってこその万博という古いツールの良さである。ゲストよりスタッフが楽

っていた。

しい、という問題を克服するには、ゲスト同士の出会いの場をどう確保するか。千人回転寿司にもその意
味がある。




人が滞留しないようにどう流すか、だけでなく、滞留する「出会い」をどう作るのか、考えることは必要。

2019 年時点の最先端な技術が、6 年後の万博開催時に最先端であるとは限らないため、単に最先端技術
を展示する万博は止めたほうが良い。


人気あるコンテンツをつくるためには、人気のある人を巻き込み企画することが重要。



関西出身の落語家・笑福亭鶴瓶氏は、全国的な知名度があり、老若男女問わず幅広い層から人気があ
る。特定の層にしか理解できないようなネタを言わない人。人気ある万博にするためには、鶴瓶氏が
何かするというのが絶対に必要である。



会場内の建築は国内の世界的建築家と実力のある若手建築家に設計してもらうと良い。
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日本の建築家のレベルは国際的に高く、候補は少なくないが慎重に選ぶことが大事。
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京都大学医学部内

政策科学ユニット

カール・ベッカー氏



持続可能：花火一発ではなく、万博後も人が観たい・集まりたいと思う場所



冷暖房よりも日本建築の特徴を活かして、自然の風通しや水撒きで環境整備



奈良、京都、琵琶湖、熊野古道、白浜等への誘客・連携

「いのち輝く未来社会のデザイン」というからには：


自然について

・空のいのちが輝けるためには、CO2 回収技術（と緑化）にスポットを
・陸のいのちが輝けるためには、フル･リサイクル（廃棄物を出さない）技術を
・海のいのちが輝けるためには、マイクロプラスチックの回収技術を


社会デザインについて

・高齢者に優しい社会（立ちっぱなしより座りながら休みながら待てる構造）
・インバウンド外国人に優しい社会（自動通訳・自動翻訳アップを徹底）
・外国人に多い、スリ、引ったくり、酔っ払い、成りすまし等を防ぐ社会
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空の野鳥や、昆虫（蛍等）の館



陸の森林の緑や、河川の取り入れ



渚・岸・海中と、魚等水生生物に焦点を



健康のために、和食の特徴と日本の医療を宣伝



エネルギーの自給自足（ソーラーのみならず、海水温度差、徒歩者運動発電等）



可能な限りフードマイレージを低くして、宗教色や外国食に対する配慮を！



来場者が消費しているエネルギー、水、食等の資源が自分で簡単に分かる仕組み
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し、日中蓄積したエネルギーを夜間の照明等に使用する持続可能な設計

株式会社細尾

細尾





真孝氏





環境にも優しく再利用可能なパヴィリオンの新常識を提示



万博終了後、完全に更地に戻せる「夢」のように跡が残らない設計

これまでの「壮大な建造物を建設し、後世まで残る万博会場の設計」と言う常識に囚われず、会場の在り
方自体を見つめ直す

パリ万博のように、１００年以上の未来まで残る物




常務取締役

形として残る物だけではなく、インスピレーションとなる考え方やアプローチ

環境に対する我々の「足跡」を限りなく小さくする


ソーラーパネルや風力など、環境に優しいエネルギー供給



廃棄物やゴミの管理および最小限化

未来に夢を抱ける社会設計の提示


環境汚染、動物の絶滅、資源の枯渇など不安な未来予想が多い中、希望を持てるアイディアを形にす
る



人種や文化、性別、障害等によって制限されない未来



国同士の連携や文化の垣根を超えた展示



伝統工芸





日本の「逸品」や「一生物」の文化は持続可能な生産及び消費体制に必要不可欠



その上、見て、感じて、持って楽しい暮らしを彩る物

伝統と最先端技術の融合


様々な国や企業、業界のプロフェッショナルが集結する場である万博だからこそ実現できる物作り
や革新の実現



受け継がれて来た伝統的な工芸には、これからの未来にも残り続けて生活を豊かにできる確かな技
術があり、最先端技術との融合によって新たな可能性を見出せるものづくり



移動可能なパヴィリオンの設計



モンゴルの遊牧民族が使う布製のテント「ゲル」のアップデート


世界一複雑な織物である西陣織の技術を使い、その中に最先端技術を織り込むことによって「伝統
とテクノロジーの融合」と「サスティナビリティー」を象徴するパヴィリオンとして実現させる
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複雑な構造故実現可能な、西陣織に電子回路やソーラーパネルを織り込む等既存の技術を使用
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株式会社集客創造研究所 所長
２００５年日本国際博覧会 チーフプロデューサー

牧村 真史氏

テーマ毎に幾つかの国際プロジェクトを作り、多様な世代を集めてテーマ館のメイン展示として体験す
ることができると良いですね。今までの博覧会のテーマ館は、開催国の視点によるテーマ館が多かった。
地球や人類の課題解決の場としてテーマ館を世界の若い力と英知を集めて作ることに取り組むことがで
きるとよいです。



ＳＤＧｓのプログラムが重要になります。ＳＤＧｓの１７の目標に対して、解決手法の複数のマトリッ
クスを作り、大阪・関西万博のプロジェクトとして会場で展開する。万博のプレ並びにアフターキャンペ
ーンとして、世界に発信できるような仕組みです。



東京都で１９９６年に「世界都市博覧会」を開催する計画があった。開催自体が中止となりましたが、世
界都市博覧会では「世界都市研究センター」を設立する構想があった。都市が持つ様々な課題や災害に対
して、世界の英知を集めた研究センターを東京に作り、世界の拠点にするという企みでした。大阪・関西
万博でも、国際研究センターや万博アワードを作り、将来も継続するシステムを構築して未来に向けた



万博会場は世界共通の課題を解決するための実験の場であると考えます。単にパビリオン展示や催事の
博覧会ではなく、テーマから導き出された未来の夢や希望を実現する新たな国際社会のシステムとして



提言をしていくことができればよいと考えます。


会場内外に水面があるので、
「水と人の関係性」や「海と人の関係性」を体験できる実験サイトとして使

レガシーに残すことができれば万博の開催意義は大きくなります。

えないか？様々な水にまつわる面白い技術が日本にはあるので、技術を公募等で集めれば、次世代の日

１９７０年の大阪万博は建築家やデザイナー、クリエイター等の若い才能を発掘し、世界に発信する場

本の成長戦略の技術が出てくるかもしれないと思います。

でもありました。大阪・関西万博でも、アンダー３０、アンダー４０の若いクリエイターやデザイナー、
アーティストが参加し、発信できるような場を作るべきだと思います。


文化は産業の要です。デザイナーやクリエイターの発想力が技術を生み出し、それがまたクリエイター
の刺激になるという循環を博覧会の場でできないでしょうか？





参加国数や入場者数等の数字にこだわりすぎないことが大事だと考えます。
「世界百数十か国が参加」
「世

会場面積に対する建築面積や人が滞留可能な面積、移動面積を再度しっかり検証する必要があります。

界最大規模」等の数の論理にこだわるのではなく、何を生み出し、何を発信したかが大事で開催目的と成

実際の有効面積を施設のための面積、来場者のための面積、サービス機能としての面積に区分した上で

果をきちんと組み立てることが必要です。

計画をしていく必要がある。また、交通・輸送に多くの課題があります。輸送能力と時間当たりのキャパ

現代はネットで様々なことが動く情報社会です。今までとは異なる「参加者」という概念があるのではな

シティの綿密な検討と対策が必要です。

いでしょうか？実際の来場者、出展・催事や市民等の参加に加え「視聴者」のような立場の参加形態があ







暑さ対策も十分な検討が必要です。給水機器の設置や、ミストや日陰を作ることはもとより、遮熱路面舗

ります。バーチャルパビリオンやバーチャルイベントでは、会場を訪れずに参加する人たちのカウント

装や緑化も有効です。愛知万博では壁面緑化のプロジェクト「バイオラング」があり、バイオラングによ

や、収入方法も考える必要もあります。

って、壁周辺の温度を３～４度下げることができました。今回の会場は周りが海であり、会場内にも水面

太陽の塔やパリのエッフェル塔は閉会後に壊される予定だった。残してほしいという声によってエッフ

があるので、夏場は照り返しや水温上昇による影響が大きい。海水や水の流動による冷熱システムなど

ェル塔は万博後も残り、パリのシンボルとして誘客のコンテンツとなった。太陽の塔は大阪万博のシン

根本的な暑さ対策が必要です。

ボルであり、万博のテーマを具現化した芸術作品として語り継がれるものになった。後世に残すものと



して、目に見えるシンボルも必要と考えますが、それにこだわる必要はないかも知れません。会場計画や

チケットレスや会場内のキャッシュレス化、デジタル化が進むことから、運営・管理システム全体を検
討、検証する必要があります。

展示計画の中で自ずと残っていくものが出てきます。重要なのは、大阪・関西万博の理念・テーマを社会
の仕組みとして継続させるプロジェクトをどのように作っていくかであると考えます。



万博はオリンピックと異なり、国が主体の国家事業です。国家戦略として万博を活用し、国・各省庁が博
覧会協会と連携して社会実験プログラムや次世代プロジェクトを組み込めないでしょうか。





259

ＶＲやＡＲ等を使った映像主体のパビリオン展示になることには疑問を持っています。博覧会の最大の



２０００年代に入り、万博は地球的課題や人類の課題を解決するためのプラットフォームとなりました。

魅力は、展示や催事に人々が共感し、感動や発見、そしてコミュニケーションを生みだすことにありま

万博の意義や役割を、特に若い世代に認知してもらい万博に関心を持ってもらう仕組みやキャンペーン

す。

が必要と思います。

５Ｇの普及を前提とすれば、通信による時間差がなくなるので、世界で同時にネットワークを組み、国際



現在の社会情勢から、災害やテロ対策の取り組みは重要です。２０２０年のオリンピック・パラリンピッ

会議やイベント等をネット中継して、
「一億人が参加したプロジェクト」を作ることもできます。世界の

クのセキュリティシステムや安全・安心の運営技術や手法なども含め、様々な面から博覧会の実務家を

人々が一緒に参加できる仕組みを作ることに取り組むべきだと考えます。

入れて検討チームを編成し検討することが必要です。
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中央区教育委員会
総括文化財調査指導員（学芸員）

増山

一成氏

大阪・関西万博のオリジナルコンセプト（8 項目程度）に基づいた、各分野における日本の「最先端技術
の実証」
「SDGs 達成への貢献」
「各種分野の連携」などを提示することは必要だと思います。既に具体化
検討 WG などでも出されているコンテンツキーワードをベースに基本構想を練り上げる作業を進めて良い
と思います（多岐にわたりすぎてもブレが生じるため）
。



オリジナルコンセプトに基づく各分野の〝未来社会へ向けた試案・提案・提唱〟の立ち位置での展開が
ベターだと考えます。大阪・関西万博からの発信が、国内外で大いに議論されることは望ましく、未来社
会の先見性や課題解決の正解提示が着地点ではないと思うからです。



特定分野に限定したコンテンツの一例示（実現可能性を問わず）にすぎませんが、次のようなものも大
阪・関西万博が話題性と世界的な思考の場となろうかと思います。コンテンツには、会場でしか味わえな
い興奮と楽しさ、そして参加者との共有・共感も重要な要素です。

∙


現時点では、何を期待するかということよりも、まず、何から始めて大阪・関西万博を出来る限り可視化
できるか、そしてその内容が一般化できるか、世界的な認知を得るために当該万博の内容がよりユニバ

オ）〟を会場内に設けて、会期中 6 ヶ月間の実験生活を試みる。
∙

ーサルな内容に出来得るのかが重要ではないかと思っています。




Society5.0 社会の試験モデルとして、次世代型の人工生態系の場〝Biosphere Neo（バイオスフィアネ
「生命」と「科学」について考えるコンテンツとして、クローン羊ドリーの体細胞から生まれたクローン
羊を会場に輸送して公開・飼育する（危険性がないことが前提で触れることも可能）
。

BIE 総会決議の目的「人類共通の課題解決策の提示」は、あくまでも指標（目標）としつつ、何よりも大

∙

DNA・遺伝子分析（20 歳以上）によるヘルスケア検査と祖先ルーツの発見の場を提供する。

阪・関西万博〝独自のコンセプト（観念）〟を 8 項目程度（ユニバーサルキーワード）設定し、この項目

∙

人間の感情や認知プロセス測定機器により、自分の感情を最新の脳科学で可視化できるよう試みる。

に基づいてすべての計画を推進していくことが望ましいと考えます。

∙

AI と人間との公開対戦（チェス・囲碁・将棋など）の場を提供する。

コンセプト設定に当たっては、相当なる英知を集めて一般化したキーワードを絞り出す作業が伴うため、

∙

大阪・関西万博の独自コンセプトあるいはメーンテーマに基づいた、世界アートフェスタの場（エンター

１つには、具体化検討 WG で想定するメーンテーマに関する 8 分野程度の研究者・専門家（分野毎に複数

テインメント性・アミューズメント性のみの追求ではない点が最大の特徴）を提供する。会期中に公演さ

のテクニカルディレクターが必要）に原案作成を委嘱し、最終的に中枢機関との協議検討の上で決定す

れる様々なアート（音楽、美術、演劇・舞台芸術・映画など）は大阪・関西万博のために制作されたもの

る。あるいは具体化検討 WG で予め選定（「国際評価を得た SDGs17 目標」＋「Society5.0」÷「メーンテ

であり、世界のアーティストが万博のコンセプト・テーマで創作発表する場を提供。

ーマ」＝「大阪・関西万博独自のコンセプト（観念）
」から導き出す）したユニバーサルキーワードに係
る 8 分野程度の研究者・専門家を委嘱し、各分野の展示・出品の原則を確立させた上で計画を推進する
ことが望ましいと考えます。


英知を結集した大阪・関西万博の独自コンセプトが、すべての計画に関係する重要なキーワード「出品分
類」となり、これらに基づいて日本館（企業館含む）を構想・計画・設計すべきであり、参加諸外国に対
しても独自コンセプト（出品分類キーワード）の提示とこれに基づく展示・出品（パビリオン設計も含



む）を考案していただくことが肝要であると思います。


解析と誘導などを駆使して Society5.0 社会の試験的な場として次世代に生かす。

①開催趣旨との合致②会場や施設全体におよぶ包括的意義③ユニバーサル④グローバル・パートナーシ



自然災害大国の日本故に、世界へ向けた先端の防災・減災技術の可視化と体感を試みる。

ップ⑤個性・特殊性・多様性などを理念に掲げながら、十分な協議検討の上で設定したオリジナルコンセ



水辺に囲まれた埋め立て会場の利点を活かし、海上からのアクセス（次世代型の輸送システムなどの試

プトを柱とし、BIE への登録申請に臨まれることを期待しています。


会期中の運営や来館者の誘導などは、IoT による会場環境や来館者動向データの収集、そして AI による

験開発も含む）整備とともに、瀬戸内など周辺観光にもつながる輸送計画を立てる。

主催国の日本・参加諸外国ともに設定コンセプトの要求するところに則って出品・展示計画を取捨して
いく作業があれば、雑然・紛然として関連・統一性を欠いた万博が避けられるでしょうし、取り繕うよう
に極端なビジュアル・アミューズメント重視の万博と化する（何を意図した万博なのか不明瞭となる）こ
とも回避できるのではないかと思います。



万博計画においてはメーンテーマに基づく「哲学」をもって展開する必要があり、この点が国際見本市や
展示会、アミューズメントイベントとは異なる存在意義の根幹だと思います。



1940 年日本万博チケットの使用延長と今期万博チケットに新たな価値を付加（抽選券付）

∙

当選内容は大いに議論（日本円、ファストパス、イベント優先参加、万博基金、国際的支援の資
金）
。



複数のフォーラムディスカッション（万博コンセプト・メーンテーマに基づくテーマ）を開催

∙

特に、参加国から招待来日した各国の若者たち（中高生～大学生程度）のフォーラムの場とし、
2025 年大阪・関西万博の場において、設定テーマを基に討論と交流を行い、次世代への架け橋
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としたい。
∙

未来社会のデザインに正解は必要なく、万博の場で参加国間の意見交換（国家・政府間外交に
よらない交流）を行ったことそのものに意味があり、フォーラムの事実と交流記録をレガシー
とする（※国内の専門家・研究者などからコーディネーターが必須、最終的に BIE 公認の記録
を多言語で発行）
。



大阪の水辺豊かな場所が会場になることもあり、水上や海上交通史、治水や水災害等、水の問
題に関心の強い天皇陛下（近年のご著書『水運史から世界の水へ』などを参照）にいらしていた
だき、ご講演いただいてはどうか。
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文化庁長官

宮田

亮平氏



万博会場だけが賑わうのではなく、会場外のあちらこちらで盛り上がりが生まれるようになってほしい。



万博を成功させることで、
「日本はすごい」という自尊心、プライドを取り戻すきっかけになればと思っ
ている。



やってお終いではなく、その後も続くものにする。時間が経てば経つほど価値が上がるものにする。そう
いう意識でどういうお金のかけ方をするかを考えないといけない。



先の万博と同じことはできない。オリンピック、パラリンピックと合わせて、ここでもう１回盛り返した
いと思っている。



壊すにしろ、残すにしろ、終わった後にお金がかからない方がいい。お金がかかると思うと、みんな怖気
づいてしまう。移動サーカスのように万博でコンテンツを見せて、そのまま壊さないで船で次の場所へ
持っていくとか。



一例として、ニューヨークのリバティ島には、１箇所だけ何かと重なって自由の女神像が全く見えない
場所がある。あんなにどこからでも見える自由の女神像がここでだけ見えないという意外性で集客する、
そういうものを見せるのもよい。



斬新なメディア芸術の活用。自分の描いた魚が泳ぐとか、ただ見せるだけではなく参加型で。



とんでもないもの、面白いものを見せよう。



「水の都」を活かすのは賛成。四大文明も全て川だし、ヨーロッパも水の都。日本は水に囲まれている
国、活かさないのはもったいない。例えば、小笠原諸島に何度も行きたくなるのは、帰りの船に島民の船
が並走してお見送りをしてくれるから。とても感動して、また行きたくなる。水の演出は色々できると思
う。



夢洲に学びの場がほしい。世界中の人がここで学び、多言語の渦が会期後も日本中に浸透するようなイ
メージ。
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海外の方も主役になれるような会場構成にしてほしい。
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emmanuelle moureaux architecture + design

エマニュエル・ムホー氏



日本的な何かを会場でアピールするのであれば色だと考える。色は普遍的で言葉を超えて人に感動を与
えたり、笑顔にする力がある。また、世界中の人々が分かること。色を沢山使った会場であって欲しい。


外国人観光客が増え、来年もオリンピックがある中で外国人は日本のことをよく知っている。その
中で新しいコンテンツを生み出せるかと考えると疑問である。



ヨーロッパと比べると日本は歴史的にも色彩を大事にしてきた国である。このことは桂離宮などの
歴史的建造物からも感じることができる。



万博では伝統色ではなく東京や大阪等の日本の街に溢れる鮮やかな色が良いのではないか。



色は無限。人間は 100 万近く色を識別できるにも関わらず、黄色・オレンジ・ピンク・赤・緑・青な



新しい時代の始まりとして、新しい時代の象徴となることを期待したい。



万博と聞いて、1851 年ロンドンのクリステル・パレス（水晶宮）や 1889 年のパリ万博のエッフェル塔が

ど限られた色感覚の中で生きている。会場に、多くの色を取り入れることで、
「ただの空間」ではな

すぐに浮かぶように、100 年後の記憶に残る万博であって欲しい。そのために、これからの時代を表現す

く、多くの「エモーションのレイヤーが織りなす空間」であって欲しい。

る「シンボル」を発表するべき。




過去の万博や見本市のような構成ではなく、今までにない、大胆で斬新で、子供から大人まで、大きな夢

100 年後の記憶に残る、人がエモーションを感じたり、自然に笑顔になったり、夢を与えたりする大胆な
シンボル（建築やインスタレーションやオブジェなど）をつくることが大事だと考える。

を与えられる万博であって欲しい。人間って、すごいなと単純に実感できる「何か」があって欲しい。



人工島という特別な立地なので「水」や「水路」を基盤とする会場コンセプトが大前提。



人の心を動かすことが大事だと思っている。



ボロノイパターンは建築や都市計画によく使われるので会場構想案には既視感があり新しさは感じな



私は 1996 年から日本に住んでいるが、来日して 2 時間で東京の街に溢れる色彩に初めて色を見たよ
うな心を動かされる経験に感動し日本への移住を決意した。

い。


「待ち時間のない」というよりも、
「何時間も居たい空間」をつくることが大事。そうすれば、待つこと
は苦にならない。


依頼者から「1 分 1 秒でも長く居たいと思う空間を創って欲しい」と言われ、居心地の良い空間を創
ることの大切さを再認識した。



万博というのは「人」とは何か、人との繋がりとは何かなどを来場者一人一人が哲学的に考えるきっかけ
になることが望ましいと考えている。


子どもからでも自分や他人、国や宇宙等色々な視点からアイデンティティを含め考える機会になっ
てほしい。





万博のシンボルになるインスタレーション・オブジェはぜひデザインをさせていただきたいです。

「言語」は各国や地方（方言）のアイデンティティである。話すよりも絵文字や自動翻訳機など新しいコ
ミュニケーションの方法が凄い速さで進化している中、個々の「言語」の意味や美しさを再認識する展示
があると良い。



「本物」の桜の美しさに最先端の CG は勝てない。
「本物」を重視すべきで、デジタルや最先端テクノロジ
ーに頼るのではなく、人間の持つ本能や五感にフォーカスすべきである。


バーチャルな技術が進化する中でリアルな会場に行かせる工夫は大事だと思う。そのためにも会場
に行くことでしか享受できない体験や付加価値をどのようにつくるかは検討すべき。



感動し心に響くようなコンテンツ、自然と笑顔になるようなコンテンツ、哲学的なものを含め素直に人
間ってすごいなと思うようなコンテンツがあると良い。
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性を拡張する最先端技術を利用した新たなファッションの存在価値の提案

株式会社アンリアレイジ

代表取締役・デザイナー

【洋服を媒体とした空間認識】

森永 邦彦氏

∙

例えば、視覚障害のある方は、エコーロケーション(反響定位)という方法で空間認識を行う。クリッ
ク音を発し、自分が発した音が何 かにぶつかって返ってきたもの(反響)を受信し、その方向と遅れ
によってぶつかってきたものの位置を知るこ とである。 各方向からの反響を受信することで、周
囲のものと自分の距離および位置関係を知ることができる。そのような空間の認識・フィードバッ
クする機能を衣服が担う可能性を空間と共に提供する。この体験を通し、洋服がただ着るものでは
なく、自身＝内面と空間＝外面をつなぐ媒体となる。洋服がより肌と近い存在となり、ファッション
の新たな概念を体験して頂きたい。



ファッションは自由の産物であり、１０代や２０代の若い世代によって更新されてきたため、若い世代

【外側の世界と直接つながる衣服】

に機会が与えられる場になればよい。70 年の EXPO でも当時 30 代のファッションデザイナーが活躍して

∙

いる。

衣服を通じて、手の届かない範囲の情報を身体が直接受け取る空間の設計。ダニのような小さい物
体、また、身の回りの見えない電波、天体望遠鏡と連動して宇宙観測できる 等、見たり触ったりし
づらい物を衣服のセンサーにより識別し、振動に変えて身体にフィードバックする



人が集う場所、シンボルや象徴するものと人が結びついていくきっかけをファッションが媒介となりつ

∙

くれるような場所の提供ができればよい。

人が新しい身体器官を身につけることで、それに適応した空間設計も可能である。ルンバや空間を
認識するロボットは、 SLAM により深度を計測、周りの空 間をカメラによって認識、空間認知を行
っ ている。この知覚方法自体が、視覚 障害のある方々の空間認識方法に非 常に近く、触れたとこ



記憶に残るワクワクする場所の提供
∙

ろ、認識でき たところから像を作り上げていくことから、それに適応した空間を設計する。

幼少のころ、筑波万博で２０００年に届くタイムカプセルに手紙を書き、幼心に未来に想いを馳せ
たことを今でも覚えている。子供達にとって、’’未来''ということの原体験を感じる場所であって



ほしい。

【時間軸の概念が加えられたファッション】

サステイナビリティや環境問題への提議
∙



２分から１年半までの期間の色を設定できるという特殊インクを洋服に利用し、まるで四季の移ろ

環境問題やサステイナブルなどの課題に対する訴求の場

いのように時間と共に衣服が変化するといった時間の概念が加えられた洋服を制作することで、洋

∙

服の平均サイクルは半年に１回というアンチサステイナビリティな現状を改善させたい。

この万博ではサステイナブルがうたわれているが、アパレル・ファッション界の観点からも繊維の
マイクロプラスチックが海に流れ、長年分解されないという問題や、衣服の生成方法によるメタン
ガス発生の問題等、問題意識をもったクリエーションが重要視されている。現在、洋服は大量生産や
大量消費というサイクルが臨界点を迎えているので、サステイナブルへの第一歩を踏み出す場とし
て万博で新たな提案がなされ、ファッションの新しいサイクルを訴求できる場にしてほしい。

【自然に還る洋服】
∙

土に埋めると自然に還る生分解性を伴う糸を使用し、衣服を製作。着用後の衣服を地中に埋めるこ
とで、加水分解とバクテリアにより衣服を自然に戻し、ながら、全てがなくなるのではなく、それに
より W デザインが変化する衣服をつくり、自然と共生する衣服のあり方を模索したい。



最先端技術を利用した新たなファッションの存在価値の提案

【新しい身体器官としてのファッションデザイン】
∙

「身体器官の更新」としての衣服の可能性の探求、プロダクトの提供。従来の視覚でみせる服として
のファッションから、直接人間の身体にどう情報を届けるか、ということに取り組み、服自体が信号
を発し、距離を計測することで空間を認知、その反応を身体に直 接届ける衣服のあり方。空間知覚
としてのセンサー知覚の方法、そのフィードバックを空気や振動など様々 な刺激を衣服自体が起こ
すことで身体に返していく際の設計、実感のデザインを行うことで新 しいインターフェースの可能
性を探求、開発し、提供する。人間が身に纏 う衣服自体を新たな身体器官として捉え、身体の可能
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株式会社フェリシモ

代表取締役社長

矢崎 和彦氏

1 億 2000 万人の全ての人々が参加する万博にしましょう。盛り上がると思います。
SDGs は総論的すぎるので焦点がぼやけると思います。もし SDGs を取り上げるなら 17 のテーマごとに、よ
り絞り込んだ、クリエイティブでイノベイティブなコンテンツを用意した方が良いと思います。
未来都市実験があちこちで始まっていますが、それらを完全超越した未来都市になっても面白いと思います。

1970 年の大阪万博はさまざまな意味で刺激的でしたが、その後の博覧会はどれも似たり寄ったりで、何の
刺激も得られません。つくば博、花博、愛知万博。リスボン万博でさえそうでした。おそらく主催者サイドは
趣向を凝らし長い時間と労力をかけて運営されているのでしょうが、私の心に響く感動はありません。他の
人も同じようなことを言っております。これはかなり深刻な問題だと思います。当時は外国や外国人が珍し
かった時代でした。しかも、東京五輪後のお祭りを希求していた日本、高度経済成長の只中にあった日本、い

よくあるどこかで見た会場デザインはやめましょう。

ろいろな要素が混じり合って高い関心を集めたのだと思います。今や刺激を満たしてくれるコンテンツはリ

海が近いので海を利用したアクセス（神戸→会場）なども考えましょう。

アルとバーチャルの双方で溢れかえっています。

建築資材などは 100%国産調達にこだわってみては如何でしょうか。

一方でオリンピックはどうでしょうか？1964 年の頃とは全く違った形で進化を遂げてきました。参加国や

神戸や京都などにもサテライト会場を設けて来訪者の回遊性を高めましょう。

選手団の増加などの規模拡大はもちろん、メディアを巧みに巻き込んだ展開で、国際的関心を集める大イベ
ントとなり、商業的にも大きく成功しています。
そのオリンピックがパリ万博の関連イベントから始まったという事実を忘れるべきではありません。
（是非行なってほしいことと、すべきではないと思うこと）
楽しみです。大いに期待しております。
情報の発信主体が様変わりしています。国や企業が発信する情報をありがたく受け取る時代は終っていま

お手伝いできることがあるかどうか判りませんが、必要とあらばお声掛けください。

す。そんな時代にモノやパネルや動画を見せるだけの企業パビリオンを設けるという発想を捨てましょう。
一方で、価値生成に主体的に参画したいと考える人々の数は確実に増えています。今の人々は自らの人生を
掛けるにふさわしい役割と舞台を求めています。
パリ万博から始まった五輪はアスリートたちの舞台となりました。しかし、舞台を求めているのはアスリー
トだけではありません。
今回の万博がさまざまな分野で活躍しようとする人々に新たな役割と舞台を提供する契機となったら、そ
れがオリンピックのように時代を超えて継承されていくとしたら、どんなに素晴らしいことでしょう。
大阪関西万博アート展、大阪関西万博文学賞、大阪関西万博映画祭、大阪関西万博音楽コンクール、大阪関
西万博和食コンクール、大阪関西万博こども書道展、大阪関西万博スタートアッププラン競技大会等々、いく
らでもアイデアを出すことはできます。
もう一つ、別の観点からの提案です。デイズニーや USJ などのテーマパークも活況を呈していますが、次
の万博はそれらと比べても段違いにエキサィティングだと思われる存在になるべきだと思います。そのため
に企業や大学のナレッジを総動員して万国博覧会の歴史を画する万博としていって欲しいものです。
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日本ならではの最先端を示すためには東京型の考え方ではだめ。

京都大学

山極

総長

壽一氏

日本は個々人の生活レベルが高い、あらゆる層に行きわたった質の高い生活や、政府のやっていることを笑
いで倒す逆転の発想＝市民の力強さ、町人文化をいかに表現できるか。科学技術に依存した日本の未来を大
阪で描いても本当の未来にはなりえない。もっと違うコンセプトで、町人文化を核に据えたような生み出し
方を考えてはどうかと思う。

離散型の会場では、アプリを多用するのがよい。リアルな来場者にアプリを提供し、会場外でもメニューを
受け取れる。関西に飛び地があって、様々なところで万博を体験できるのが。バーチャルな空間で出会いなが
大阪らしいテーマ展開、大阪とアジアを代表するような万博はどうか。具体案として「第二のジャポニズ

らも、リアル会場に来ることでその場でしかできない体験ができる。 その時に「見立て」をうまく使い、ど

ム」を提案する。19世紀のジャポニズムはパリ万博の際、浮世絵が描かれたうちわを持ち帰ったヨーロッパの

こにいてもいくつかの会場や地域にいるような感覚を持てるとよいのでは。5年後の未来の自動翻訳機で、空

婦人方がこれをファッションに取り入れ、ジャポニズムとして広がった。

間を共有してことばで共感し、楽しく美しく「シェア」する。これからのキーワードはシェアだとおもう。

政治思想がなく、商人文化として市井に、特に女性により広がったことで、浮世絵の考え方をマネーやゴッ
ホが取り入れ、美術だけでなく欧米的な客観主義・還元主義的な思想変革の触媒にすらなった。
これらは今の大阪と似た状況である。今の日本はマンガ、コスプレがブームとなり、和食や大阪でいうと文
楽のような文化が広く海外にも受け入れられている。これらは科学技術のように主体・客体を明確に分けず、
共感性の高い情緒で人を揺り動かすもので非常に日本らしい。
実はロボティクスにもこの考え方は通じており、アンドロイドとは、人形と心を通じ合わせることができる
と感じる日本人の感性であり、人々はそれに魂が込められているように感じる。 日本庭園も同じで、回遊式
庭園は文化の真ん中に座っていて人と自然とが対話する空間である。
そういったもの、感性が世界でも輝きを見せ始めている。第二のジャポニズムというのは、地に足の着いた
文化を近代化の嵐の中でもしっかりと残しながら、一方で先端的な科学技術に支えられ生活スタイルを併せ
持っている。これをアジアと合わせながら出していけないか。
日本的な「いのち輝く」とは、モノにも魂が宿ることであり、虫、鳥、木々にすら魂がある。和食は単なる
料理ではなく、生活が食にかぶさっていることが世界遺産になった。

日本的な考えでは人間もいのちの一つであり、土や海や岩にもいのち（魂）がやどる。物理的に会場に動物
を入れることは難しいと思うが、VRで見せるとか、部分的に魚、虫、鳥を入れることは可能。ミクロの世界と
マクロの世界の命を表現する見取り図があってもよい。
命のつながりとはつまりコミュニケーションである。おもしろいのは植物のように何千年もつづくもの、虫
のように1日で命を終えるようなものがうまく対話している。植物は虫を花でおびき出して花粉をつけて飛ば
すことで繁殖する。人が鳥の声を聴いて何かを感じるのは、これを本質的に実感しているからであり、そのよ
うなことを再度思い起こせる仕組みを作ることが必要。
またアジアと共通するのは家族を大切にしていること。そして女性が外で活動でき、商売でも女性が前に出
る。歴史の表面には出てこないが、生活面で根付く価値観、文化を前面にだしたい。
また日本は森をうまく使っている。神社仏閣には必ず森があり、沖縄の御嶽のように森の中に神聖で神が宿
る場所がある。日本人にとって落ち着くのは田園風景だが、心がざわざわするのは森である。万博の緑地では
こんもりした森をつくっては。自然の森にバーチャルな鳥や虫がいて、命とセイントなものを結びつける、あ
の世とこの世を結びつけるという展開がよい。

いのちに文化がかぶさり、いろいろな命と輝きながらつながるのが日本の文化であり、世界とはそういうも
のである、ということを知らしめ、理解してもらうのが万博の役割ではないか。

日本は昨今自己実現、自己中心をよしとされるようになったが、西洋のデカルト的な考え方を歪んで受け止
め、無責任社会の裏返しともとれる。本来の日本人の良さは他者とつながり、人に見られることで自制し、社
地方分散もなかなか進まないが、日本人の特徴である「見立て」をつかって地方の人の生活デザインが生

会を作っていくところ。西洋から見たアジアの美点でもある。他者とのつながりを是とする考え方はカオス

き、多様性を尊重できる社会を表現できないか。
「見立て」とはあるものをその場所の風景ではなく、別の「場

（多様性）にもつながり、アジアと共通する。大阪のミナミはまさにカオス。カオスを「シェア」の視点でデ

所」に映す手法である。見立てをつかってパビリオンや場で表現する。

ザインしていければよいのではないか。

それらを水でつなぎ、未来を演出をする。大阪は本来水の町であり、河川商業で栄えた。これからの時代は
陸上利用は限界で、空中インフラと、水上交通が発展していく必要がある。
万博では、新しいモビリティ、トランスポートを予感させる展示ができれば面白い。これらは線でなく点で
つなぐので土地の個性が生きる。そのようなモビリティを使いながら人だけがまたモノだけが移動する。こ
れまでと全く違う地方分散型の社会ができる。
現在の日本特に大企業はあらゆることに遅れているという危機感をもっているが、追随するのではなく、
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また、
「サービスしすぎない」こともポイント。日本のすし職人は上から目線だが、それが顧客の満足につ
ながる。ひとは従属されるとどれだけサービスされても満足しないもの。
人はホモ・サピエンスになり「言語・文化」の壁を作った。民族の壁を翻訳の IT 技術で超える、次は人間
だけでなくアンドロイドや犬と会話したり、神と対話するような広がりがあるとよい。
大阪はしゃべくり文化。会話、対話などしゃべる文化を発信していくのがよい。大阪人の笑いの文化、人を
立てて自分を下げる社会観、コミュニケーション力をきちんと表現したい。
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生のコミュニケーションを技術が支える。人間中心の society5.0 にもつながる。人間の生き生きしたとこ
ろを技術が支えるのが未来の姿であり、それを表現する万博であってほしい。
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り、SDGs の取り組み、実証を示すいい機会となるのではないか。

宇宙飛行士

山崎




パビリオン全体が有機的なつながりを持ち、全体として「生命」を表現できることが望ましい。それによ

直子氏

以前の大阪万博はリアルタイムで参加した世代ではないが、太陽の塔は命を現し、アポロが持ち帰った

【宇宙を体感し「いのち」をどのように考えるか】

月の石が展示され、宇宙との関わりがある万博となっていた。



宇宙から地球を見た際に、地球自身が生きているように感じた。

今回の万博においても、はやぶさ＆はやぶさ２が持ち帰った小惑星のサンプルを展示する、火星／火星



明るい時間帯は壮大な海や雲により自然豊かな地球を感じ、夜は光り輝く電気の灯により人の文明の力

の月のリアルタイムの映像を流すなど、宇宙と地球の生命とのつながりについて感じられるアプローチ
があると良い。

を感じた。


地球自身には手足はないが、人間が人工衛星などで地球をモニターし、地球の目や耳の代わりとなり、イ



宇宙の中の地球、自分という広い視座を感じられるものを期待する。

ンターネットで神経網をつないでいるかのように感じた。人と地球の協働作業で、地球の生命を増幅さ



宇宙で行われた太陽光発電を万博会場で光りをともすなど、象徴的な実証が出来ると面白い。

せているように考える。



国際宇宙ステーションではさまざまな実験が行われている。SDGs でも食料問題はあげられているが、宇





技術があることで環境を汚染することもあるが、それは技術が進歩したためというよりは、技術や文明

宙での食料生産に向けて研究開発が行われている。有名な事業としては「Space Food X」などが挙げら

がまだ成熟していないためと考えられる。SDGs の取り組みの中で、技術や文明をより成熟させ、よりよ

れる。既に国際宇宙ステーションでは野菜を育てており未来の食料問題について取り組んでいる。

い地球を残していくことが大切であるし、人類にはそうしたポテンシャルがあると考える。

希望ある未来を提案し、わくわくするものを万博ではみたいと思う。

【2025 年宇宙関連事項】


アメリカは 2024 年までに再度、月に人(男女両方)を到達させることを目指している。また、各国との連
携も提示していることから 2020 年代後半には日本人も月に降り立つことが出来るのではないか。



日本は 2024 年に火星衛星探査ミッション（MMX）が打ち上げられる予定であり、2025 年には火星圏に到
着予定である。

【日本の独自性】


国際宇宙ステーションの参加国は 15 の国でありアジア圏で参加しているのは日本だけである。



日本の実験スペースである「きぼう」では、日本の研究のほか、アジア諸国の研究や小型衛星放出にも協
力をしており、国際貢献を行っている。
「きぼう」はアジアのゲートウェイとなっている.



はやぶさが小惑星「イトカワ」のサンプルを持ち帰った。これは世界で初であり、まだ日本にしか出来て
いない。



宇宙ごみの対策技術も日本が進んでいる。



2020 年に東京オリンピック・パラリンピック、同年ワールドロボットサミットが行われる。万博でもロ
ボット分野で日本をアピールする機会となるのではないか。ロボットと人が温かく共存する社会を提示
する。
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期的なプロセスをデザインすることができるかどうか。住民や企業や行政がうまく協力しながら、有権
者であり消費者であり生産者でもある住民がしっかりと参加する万博のプロセスをデザインすることが

株 式 会 社 studio-L 代 表 取 締 役

山崎

重要であり、それこそが無形のレガシー形成につながる行為だと思います。模造紙と付箋を使うワーク

亮氏

ショップを繰り返して、人々を「ワークショップアレルギー」に陥れることは避けたほうがいいと思いま
す。
【その他の重要なキーワード】


住民が真剣に学び合い、話し合い、決定し、動き出せば、その他の重要なキーワードはすべて出てくるだ
ろうと思います。そこはあまり心配しなくてもいい。エコへの配慮、ジェンダーバランス、次世代教育、
多様性への配慮など、SDGｓ的な話題はワークショップでも繰り返し登場します。専門家がそれをすべて
決めてしまうのではなく、
（結果的に同じだとしても）住民たちが話し合って方向性を少しずつ決めて、
決めたからこそ自分たちも動き出すという機運を高めるような進め方が必要だと思います。

【デザイナーについて】


関西のデザイナーが活躍する場づくりが大切だと思います。前の大阪万博の際、結果的に東京のデザイ
ナーが乗り込んできて重要な部分をデザインしたという経験は、
「いい万博だった」という人々の印象を
高めることに貢献したものの、関西のデザイナーたちからすると「関西のデザイナーには任せておけな
いからな」という東京目線の負のレガシーを残してしまいました。







超長寿社会を経験する日本だからこそ、医療や福祉や介護についての技術や地域包括ケアや地域共生社

デザイナーの実力という部分で東京と関西を行き来していて思うことは、東京に 9 割マスコミがあり、

会の実現に向けた取り組みなどを世界に示すことができるだろうと思います。それは日本の強みでもあ

東京周辺での取材が行われていることから、東京を拠点に活動しているデザイナーが有名となっていま

り現状でもあり、日本が取り組むべき大きな課題でもあるでしょう。特に、最先端技術だけで超長寿社会

す。ただし、必ずしも有名な人が実力がある人だというわけでもありません。今回の万博では関西のデザ

を乗り越えようとすると、またしても「専門家にまかせておけばいい」
「ロボットがやってくれるから大

イナーをどのように認識し参画してもらうか。関西にも実力のあるデザイナーがいるということを認識

丈夫」という「お客さん国民」を増やすだけになってしまいますから、市民も自ら動き出し、自分たちが

し、調べ、参画を呼び掛けていただきたい。

望む未来は自分たちで実現させていくんだという気概を醸成する万博にすべきだろうと思います。

大切なことは結果ではなく、かといってプロセスだけでもありません。しかるべきプロセスを経ること、



これは世界に示すのが難しい無形の資産ですが、人々の志というか活動というかつながりというか、そ

その結果が魅力的なものになること。その両方をしっかり調整できるプロデューサーの存在が求められ

ういうものをうまく示すことが重要でしょう。テクノロジー自慢大会ならウェブ上でやればいい。その

ると思います。果たして、いまそんなに腰を据えて物事を考えることができる人がいるのかどうか。ま

ために万博はどうあるべきか、どう見せるか、どう体験してもらうか、何を感じてもらい、何を考えても

た、そうした時間を確保する政治力を持ったプロデューサーが存在するのかどうか不安です。

らうのか。悩んでもらうのか。そのきっかけをつくりだすことが求められている気がします。

【市民について】






高齢者や障害者だけを施設に閉じ込めて、最先端の技術で「生活を支える」なんてことをやるのは、本人

徹底した市民参加を試みるべきだと思います。専門家が集まって最先端の理論や技術を駆使し、市民は

たちの人生を楽しくしませんし、介護保険も医療保険ももうパンクしそうなのだから、そんな方向に僕

単なるお客様になればいいんだというメッセージだけを残してしまう万博にすべきではないと思いま

らの未来があるとは思えないのです。万博は技術や芸術を見せつけるものとして理解され続けています

す。

が、専門家がそれを見せれば見せるほど市民は感動し、未来を夢見るのだけど、その裏側で「専門的なこ

高度成長時代の万博は住民参加などにじっくり取り組む余裕はありませんでした。しかし、人口が減少

とは専門家にまかせておけばいいんだな」
「素人の自分には無理な分野だな」という意識を植え付けるこ

し、開発圧が相対的に低くなった時代における万博は、早くから計画的に住民の関与や参加を進めてい

とにもなっています。この「目に見えない副作用」のほうを今回の万博はどう考えるのか。そこがとても

くことができるはずです。そのプロセス自体が、新しい時代の都市づくりやまちづくり、プロジェクトの

重要です。

進め方を示すことになるだろうと思います。


つまり、今回の万博は会場で目にすることだけでなく、そのプロセスをしっかり発信することで世界中
の人が学ぶことができるものにするべきです。
「ネットで見聞きすることができる時代に万博なんてやる
意味あるの？」という問いに対する僕の答えは、結果だけ展覧するならネットでほぼ OK。だけどプロセ
スを発信し続けて、そのプロセスの結果を体感しにくるのであればやはり万博会場が必要になる、とい
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1980 年代は「アメニティ豊かな空間」という表現で、木々により日陰を確保したまち、気温を下げる循

うものです。

環機能をうたった設計など、美しいまち、きれいなまちが主でした。

どれだけの住民が学んだのか、学んだ住民がどんなつながりをつくったのか、その人達が何を始めたの

現在は、公衆衛生と都市設計が合わさり、住めば健康になる都市というまちづくりが注目を集めている。

か、どんな表情で活動しているのか、万博以後にもそれがどう発展していくのか。そういうことを体感し

無意識のうちに長めに歩きたくなるような都市の設計などが模索されています。こういったヘルスケア、

にくるのが万博会場へくるということの意味でしょう。

健康促進の視点を含めた会場計画が望ましいです。

「二度目の大阪万博が、日本の住民参加の方法を一気に変えてくれたよね」と人々が語り継ぐような画
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株式会社人間

山根

シボル氏

○

ゲーミフィケーションによる人の誘導

『Pokémon GO』でレアなポケモンが出たり、イベントがあったりするとそこへ人が集まりますよね。5 年後な
のでまだ『Pokémon GO』が流行っているかはわかりませんが、ゲームの仕組みを利用して人の流れをコントロ
ールできればもうこっちのもんですね。
○

ワゴンセールによる人の誘導

在庫一掃セールや、閉店セールなど、大幅値下げが期待できるワゴンセールって人が集まりますよね。5 年後
○

どこを切っても実験的すぎる“本気万博”

関西のお客さんの笑いに対する目はシビアです。小さくまとまった“ゆる万博”になればすぐ見抜かれること

でも大阪のおばちゃんは安売りが大好きだと思うので、ワゴンセールの仕組みを利用して人の流れをコント
ロールできればもうこっちのもんですね。

でしょう。始まるまでの 5 年を使って、コンセプトもコンテンツも PR 手法も一切手を抜かず、様々なチャレ
ンジを行い続けて欲しいです。
○

アベンジャーズのようなクリエイティブチーム

我々が行なっている万博勉強会の中で、パビリオン制作に関わった方が「海外のクリエイターに混じって一
緒にものづくりをしてる雰囲気が楽しかった」と言っていたのが印象的でした。会社や地域の垣根を超えた

○

万博計画具体化検討ワーキンググループ飲み会の開催

一流の変人が集まった、アベンジャーズみたいなドリームチームに期待します。これがあることで外から見

万博誘致活動や今までの実績から見て、大阪府はクリエイターとのつながりに乏しい街だと感じています。

た時に「誰を応援すればいいか」がはっきりすると思います。

例えば「万博計画具体化検討ワーキンググループ飲み会」のような、面白い人同士が気軽に声をかけやすくす
るためのゆるい集まりとかどうですかね？面白いものを作るためには、勢いがあってノリがいい“幹事”が必

○

インディーズ万博の発生

要だと思います。

愛される、面白い作品にはファンによる二次創作が生まれます。万博に関する自主企画が実現しやすいよう
に、
「関連イベントで使用可能な専用ロゴ」や「グッズ制作のルールの緩和」や「ファン向けの衣装」など、
誰でも参加しやすい万博に挑戦して欲しいです。ちょっとカオスになるくらいの方がコアなファンを生み出
せると思います。

○

最先端技術の最先端の見せ方

偏った意見だとは思うのですが、多くのお客さんが見たいと思っているのは最先端の技術よりも「最先端の
見せ方」と、それに対する「口コミ（リアクション）
」だと思っています。昔の大阪人がベルトコンベアに寿
司を置いて回転させたように「ハァ？非常識！絶対見たい！！」と感じるような“新しい体験”こそが、コン
テンツになり得ると思います。
○

変な人

人は「変わった人間」が大好きです。EXPO'70 の岡本太郎のインパクトを未だに誰も越えられていませんが、
今回こそ更に上を目指し「人が目立つ万博」にすることで、万博の魅力が一層深まると思います。
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多摩美術大学

教授



日本ではロボットが親しみやすいものとして受け入れられやすい傾向がある。

SDGs はどこの国にも関係しヨーロッパでも SDGs の認知度が高まっている。SDGs に関連する技術を中心
に展示してはどうか。

ヴァーリヘイ・ユディト氏


行列についてはデジタルサイネージを活用し、来場者をメインストリート以外にもうまく分散させる仕
組みづくりを行うことが大事。また、日本ではスタンプラリーやポケモン go が人気があるように、宝探
しタイプの要素を加えることで来場者が会場内を動き回る動機付けになるかもしれない。





アメリカの会社が開発したアプリでスマホを建物や絵画にかざすと、完成する前の設計図やスケッチが

大阪・関西万博は「持続可能」と「バリアフリー」をテーマに提供されるべきであり、2020 年の東京オ

画面に表示されるものがある。そのようなものを取り入れても面白い。

リンピックは万博開催に向けた良いテスト場になると思われる。



大阪・関西万博では、単にロボットや最新技術を展示するのではなく、生活をより良くするために何が必



VR の利活用に関して日本は他の国よりも遅れているように思われる。

デザインに配慮した情報提供を行い、読み取りやすくすべきである。

要なのかを示してもらいたい。



欧米と比べると日本は情報のデザインが遅れていると感じる。



1970 年に開催された大阪万博は、前年に人類史上初の月面着陸が達成され、
「人類は技術によって素



欧米と日本の Web サイトを比べると、日本の多くの Web サイトは情報が多すぎて読みづらい。

晴らしい時代を切り開くことができる」と世界中の人が楽観的に信じた時代であり、技術に対する



電車の車内案内表示装置など良く設計されている例もあるが、明確な情報の伝え方はもっとスマー

抵抗感は少なかった。

トになるべきである。

一方で、現代人の多くは新しい技術に対して魅力を感じているとともに恐れも感じている。1970 年

1964 年の東京オリンピックで導入された「ピクトグラム」は、他に例をみないもので、その後世界中の看板

の大阪万博から現在までの約 50 年間に、環境の悪化や天然資源の枯渇、生態系の破壊及び野生生物

デザインに影響を与えた。ピクトグラムはシンプル且つ普遍的で使いやすいものであるが、最近日本ではそ

の絶滅など、新しい技術のリスクを認識しなければならず、それらを理解した上で生活に取り入れ

れらが意味を失い、単なる視覚的ノイズになるほどの数で使われることが良くある。

ることが重要である。大阪・関西万博ではこれらの理解を深めるパビリオンとすべきである。


技術者側からの見せ方ではなく、生活をより良くするために何が必要になるか、リスクを理解した
上でのスマートな技術の応用を提案することが重要と考える。



デザイン思考は、最先端技術（ウェアラブル技術、ロボット工学、AI など）と人との関係に好影響を与
え、私たちの生活に受け入れやすいものにする。






ただの技術の自慢として来場者に対して一方的に解釈するのではなく、展示側と来場者側が対話する形

考える力がある。グローバル化の中で個々の能力は平準化されると考えられるが、これは日本人の特長

式にしても面白い。

であり価値のあること。

英語の情報提供は正しくスタイリッシュな英語で書かれるべきです。日本のパンフレットやウェブ案内



日本人はモノに対してもサービスに対しても完璧主義者が多く、仕事の完成度も高い。

では間違えた表現の英語案内が多く、外国旅行者を困惑させたり馬鹿にしているかのように受け取って



日本のデザインやアニメ、和食などは海外でも人気があり多くの成功を収めているが、その理由は

いまう場合があります。

細部にまで拘った高品質、且つ日本の伝統文化と現代の融合のためである。




職人文化ともつながるが、デザインに関して日本はディテールの拘りが強く、細かなところまで丁寧に

英語を話せない日本人が多い。万博に向けても語学力を伸ばすことが課題だと感じる。

日本が世界に先駆けて直面している高齢化社会について取り上げると良いのではないか。


今後、高齢化社会を迎えることが予測される北欧や中国、韓国にとっても参考になるテーマだと考
える。



人間社会が抱える社会問題に寄り添うロボットを展示してはどうか。


他国に比べ日本人は、ロボティクスに関する抵抗感が少ない。



ヨーロッパでは人間のかたちをしたロボットに対して抵抗感がある。アメリカでも映画の中に登場
するロボットは人を殺すシーンで用いられることが少なくなくやはり抵抗感がある。
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日本医師会

横倉

会長

義武氏



万博期間中は、夏の暑い時期も含まれているため、来場者だけでなく、万博のパビリオンなどで働く方々
も含めて、熱中症対策にはしっかりとした取り組みをお願いしたい。



また、食べ物も痛みやすい季節であり、食中毒対策もぜひ、お願いしたい。



その他、現在のテロは不特定多数が集まる場所を狙うことも多くなっているが、万が一に備えて、開催地
域の医師会や医療機関としっかりと連携を図り、医療提供体制を整えていただきたい。日本医師会とし
ても、万博成功のため、全面的に協力させていただく。



世界から見た日本の良さは、伝統を重んじながらも新しいものに挑戦していくことだと思っている。そ
のような意味からも、大阪・関西万博は、一過性のイベントにとどまることなく、2040 年、2050 年を見
据えて新しいことに、どんどん取り組んでいただきたい。



また、万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」にもあるように、万博の来場者が、自分の命や健
康な生き方について考えるきっかけとしてもらえるような万博となることを期待している。




1970 年の大阪万博には 8 月に訪問したが、会場内が凄まじい暑さだったと記憶している。今回の万博で
は暑い中人が並ばないように、目玉を分散させて配置し、人の流れも分散させると良いと思う。

日本にはお互いが助け合うという協調性がある。その良さを、世界の人々にぜひ知ってもらえるよ
うな、何らかの展示方法を考えてもらいたい。



日本は超高齢社会を迎えているが、この高齢化の問題は近いうちに世界的な大きな課題になると思う。
この万博を通じて、日本の取り組みを紹介することができれば、世界の課題解決につなげることができ
るのではないだろうか。


例えば、健康寿命延伸のためには、若い時からの取り組みが重要であるが、最新技術を活用した健康
診断や、その結果を集めたビッグデータを用いて、予防につなげるような取り組みなどを紹介して
いただければと思う。




その他、高齢社会に対応した日本の自動運転技術についても紹介してもらいたい。

京都大学の山中伸弥教授や本庶佑教授がノーベル医学・生理学賞を受賞されていることからもお分かり
の通り、日本の医学研究は世界的にも高い評価を受けているため、その研究成果や最先端の医療技術な
どもぜひ、紹介していただきたい。


本年 4 月に名古屋で開催した第 30 回日本医学会総会では市民向けに展示を実施し、2 週間で 30 万人
の来場があった。中でも実際に動かせるロボット手術の体験コーナーの人気が高かった。



痛くない注射針など日本ならではおもいやり文化が活かされた製品などを展示しても良いのではな
いか。



1960 年代のようなデジタルのない社会と現代社会を比較できるような空間が会場内にあると面白い。


現代の子どもは外で遊ぶことよりも家の中でパソコンやゲームで遊ぶことが増え身体を動かすこと
が少なくなってしまている。そういった子ども達にぜひ、デジタル化されていない社会を体験して
もらいたい。
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したら面白いと思います。

株 式 会 社 BYTHREE

吉田

貴紀氏
●行列ゼロを目指すと同時に、行列時間が楽しくなるようなアイデアがあってもいいのではと考えます。並
ぶ時間の長さに応じたエンタメや、並んだ分だけインセンティブが発生する仕組みづくりなど。
●万博会場だけでなく、大阪・関西全体で万博とコンセプトを共有するイベントが発生し、その後も継続した
ら面白いと思います。市民団体や民間企業による、いわば「野生の万博」が開催できる仕組みが欲しいです。

＜するべきこと＞
●世界のどこでも誰でも最新情報を手に入れられるようになりつつある現在、万博そのものの価値が問われ
ていると考えます。だからこそ、2025 年の万博では「新しい万博像」を打ち出すべきだと考えます。

●「夢洲に泊まろう 2019」という市民参加型キャンプイベントを開催してはいかがでしょうか。具体的な開

●来場者数増を目指すのではなく、来場者に占める外国人比率を上げるなどの考え方が必要だと思います。

発が始まる前の今しか見ることのできない風景を楽しみながら、そこで SDGs について語り合い、2025 年の万

●作り手に開かれた万博。一部の企業や団体だけが万博を作るのではなく、様々なフェーズで様々な人が“作

博に思いを馳せることができたら、万博の機運を盛り上げる良いプレイベントになるのではと考えます。

り手”になれる万博にするべきだと考えます。特にデザイン、アート、クリエイティブの分野で多くの人に活

●私たち（株式会社 BYTHREE、株式会社人間）は万博決定前の 2018 年 10 月にフリーペーパー「はじめて万博

躍のチャンスがあるべきです。

最終号」を発行、万博開催決定前後の期間には「はじめて万博展」という展覧会を開催しました。協力してく

●少子高齢化、低いままの経済成長率など、縮小方向に感じられる日本という国の、明るい未来のビジョンを

ださったのは、大阪を拠点に活動するアートディレクター、カメラマン、コピーライター、編集者、ファッシ

示せる万博であることを期待します。

ョンデザイナー、アーティスト、イラストレーターなど、クリエイティブ業界の第一線で活躍されている方々
です。皆さん「大阪を良くしたい、自分たちの職能を生かして万博を盛り上げたい」とい熱い想いを持ってい

＜するべきではないこと＞

るので、ぜひ実際の万博でも、こういった人材が活躍できる場があると幸いです。

●万博終了後のことを考えない企画や開発やシステム作り。多くの人・モノ・カネが動くからこそ、持続可能

●2019 年 1 月から、クリエイターのための万博勉強会「EXPO STUDY MEETING」を不定期開催しています。今

な仕組みが必要だと考えます。一過性のお祭りにしないでほしいです。

後も継続していくことで、万博成功の機運を高められたらと考えています。

●東京一極集中はすべきでないと思います。大阪・関西はもちろん、日本全国、各地方の優秀な人材を集約し
て作る万博を期待します。
●1970 年大阪万博のリバイバル。過去のノスタルジーに浸るような万博は不要だと考えます。

●リアルな社会実験。資本主義の次の社会システム・主義を実験的に取り入れて体験できたら面白いと思い
ます。例えば万博開催中、あるゾーンはベーシックインカムを採用した国、あるゾーンは全ての人間の情報が
デジタル管理された国、所有という概念がない国（全てがシェア）など、SF のような生活を擬似体験できる、
今までにない体験型コンテンツがあれば面白いと思います。一定期間、万博会場内だけで生活を営むなども
できたら良いのでは。
●デザイン、クリエイティブ分野の拡張。SDGs 達成のための社会デザイン、医療のためのシステムデザイン
など、今までデザインと距離が遠かった分野も「未来社会のデザイン」という命題のもと、一層クリエイティ
ブなアイデアが生まれたら面白いと思います。
●大阪らしいベラボーな物。真面目でスマートなコンテンツばかりではつまらないので、奇想天外なアート
作品や建築物、イグノーベル賞のようなユニークなコンテンツ、賛否両論を巻き起こすイベントなどが発生
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株式会社黒鳥社

若林

コンテンツ・ディレクター

恵氏



「退屈さ」
「静けさ」
「穏やかさ」といった日本の良さ・売りとの親和性のあるウェルネスに配慮した会場
計画やインフラ整備が良いのではないか。


科学技術についても、ちょっとしたものであれば既に中国で実装されている場合がある。



近年のテレビ業界では、バラエティ番組「テラスハウス」のヒットが注目された。特別大きな事件が
起こらない放送が何週も続くことも珍しくないが、視聴者に好評だった。日本の売りには「退屈さ」
「静けさ」
「穏やかさ」などが挙げられるのではないか。






日本で開催される、オリンピックのように複数の国が参加するイベントは、ある程度の盛り上がりを呈

これらの売りを価値として大事にしたインフラ整備も、日本で開催する万博として相応しいと感じ
る。

し、開催した事が正当化されることが多い。しかし、国の予算を使うのであれば、開催によってどのよう



「退屈さ」
「静けさ」
「穏やかさ」とウェルネスは親和性が高い。

な効果があり、国民の生活や社会にどのような影響があるのかを国民が理解できるように説明する必要



ウェルネスについては、成田空港に到着した瞬間から、空港施設や移動する電車の中などが健康向

がある。

上に向けて作動している、例えば電車の社内が酸素カプセル状態になっているなどしていると面白

インターネットやソーシャルメディアが普及したことで、従来の社会システムが破壊された。このこと

い。

に対し、新しい社会システムのデザインそのものを考えなければならないという危機感が、欧米人に比
べ日本人は非常に低い。


万博には世界に先駆けて新しい社会システムデザインのコンセプトを提示することを期待したい。



目標来場者数は達成するに越したことはないが、
「それでどうだったのか」ということが問われる。仮に
興行としての合格点は来場者数にあっても、指標はそれだけではないはず。市民を含めたあらゆるステ
ークホルダーに対して、さまざまなメリットを考慮すべき。例えば、経産省内に新たなコネクションがで



大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に向けてのビジョンやそれに向けて求められる取
り組みの方針を国側が大阪府民や日本国民、また海外の方に対して示すことが重要である。テーマを掲

きるといったことも重要な目標となりうる。


げ、イベントを開催するだけでは、自分たちの生活に関係ないことを行っているのではないかというこ
とになりかねない。
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参加する企業はもとより、講演を行うような人に対しても、どんなインセンティブを提供するのか細か
く設計することが重要である。



来場者動員といったわかりやすい数字を指標とする局面においては、それをできるだけ楽に達成できる

いのち輝く未来社会をデザインするために、世の中に対してどのようなソリューションの提示がで

方法を設計すべき。有名なタレントを招聘することで、目標とする来場者数を達成できるのであれば、そ

きるのか考えなければならない。

うすべき。ただし、そうした数値目標を KPI とする場面と、そうでない場面とは切り分けて考えないと、

国や大阪は何の産業で稼ぎ、競争力を維持していくのかという問題も考える必要がある。ウェルネスは
期待のできる産業だと考える。



したいのか。

他国に先んじて多くの課題に直面している日本は課題先進国と言われているが、本来は課題解決先
進国になるべきであり、他国に先駆けて多くのソリューションを提供しなければならない。

経済産業省自体が万博のポテンシャル、KPI を細かく決めることが重要である。これを機として何を獲得

中途半端な達成しか得られない。


プログラムのひとつひとつについて、何を目的にそれを行い、何が達成されれば良いのかを、具体的に想

万博に参加する各国が、自分の国で最も優秀な文化人を連れてきてラウンドテーブルで議論してもらう

定する必要がある。プログラムの内容を重視したい局面で、
「来場者数」という指標を持ちだすと、ロク

のも良いのではないか。

なことにならない。



例えば、万博では文化というものをどう考えるか議論し、声明を出しても良い。



ドキュメンタリー映画を各国１本ずつ制作してきたもらい議題をセットしても面白い。



来場者数を稼ぐものと、より本質的な意義を背負わせるものとは、担わせたい機能・目的が違うゆえに必
然的に、異なる KPI に基づいて企画・運営されねばならない。
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株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ
メディアアーティスト
/ チーフ

和 田 永 氏 /髙 石 陽 二 氏



自立移動型ステージ



空中飛行型ステージ



セレンディピティの広場



創作神輿/山車

未来への固定観念を軽やかに打ち砕く万博博覧会。
「科学文明が発展すれば未来社会は明るくなる」という前提が崩壊した今の時代、最新技術の紹介展示だけ
ではなく、それについての新たな問いかけや哲学を持った試みとの出会いに期待する。また、奇想天外で思い
もよらない技術の使い方によって環境を豊かにする契機を生み出す様々な創造的プロジェクトと出会いた
い。
答えのない時代、人々が寄り添う温かみも再認識する時代となっている。派手だけれど翌週には忘れてしま
う博覧会ではなく、人々が集うことで磁場が生まれ、あらゆる可能性に触れ合い、固定化された未来イメージ
が揺らぎ、ジワジワとその後の人生に影響が及ぶような博覧会を期待する！！！



その手があったか大博覧会



意味ある無駄な無意味博



科学者×哲学者 光と影の大討論会



奇祭



人間展



国際幸福度相撲



次世代社会システム妄想大喜利世界大会



全世界ミックスカルチャー大即興音楽舞踏会

※私がコンテンツを担当するとしたら：インターネットを駆使して国境を越えて仲間を集め、
（各国の役割
を終えた電化製品を、新たな民族楽器とも言うべきものへと蘇らせ）オリジナルの楽器を共創し、量産し、
奏法を編み出し、多国籍創作文化のオーケストラを結成し、その場で出会う人々も巻き込みながら、唯一無
二の“音楽博 / 奇祭”を執り行いたい。日々変化していく創造的な音楽の場をつくるのも面白い。効率や
合理性を越えた価値を生み出す挑戦をしたい。
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て思わず話題にしてしまうようなデザインや世界基準で素敵だと思われるもの）
。1970 年の制服がすごく

CHOCOLATE Inc.
渡辺 裕介氏 / 栗林 和明氏 /夏生 さえり氏 /
陳暁 夏代氏 /渡辺 資氏

ボランティアの服や、その場にあるもののすべてのデザイン性がイケていることが必須（かっこよすぎ
かわいかった。特に制服に関しては「着たい」
「関わりたい」と思われるようなデザインが重要。



世界基準で「見たことないもの」だけをやりたい。
「こんなの見たことない」の連発しかない。夢を見て
いるような気分にさせる何か。
「祭」テーマにやると、海外の人も喜び、日本人も盛り上がると思う。例：
ねぶた、神輿、盆踊り、和太鼓



日本の技術力の高さを改めて提示したい。



日本ならではの文化を取り入れ、若い人たちが共感してくれるようなコンテンツも。



未来的であっても、日本の精神を全体に散りばめたもの。



1970 年の大阪万博はまだ海外の人も日本の若者も「太陽の塔」というシンボルで認知があるので、太陽
の塔をリバイバルする。巨大化してロボットにして動かすとか。巨大なゴジラ作るとか。

今の日本の若者は、
“万博”を知らない。1970 年の大阪万博の凄さは知っていても、万博と聞いて“ワクワ



サウスバイ等、未来を提示するイベントが国民的関心事になっていないのは、一人ひとりに自分事とし

ク”できる若者はごくわずか。次の大阪万博で今の世代に万博の概念を理解してもらい、次の世代に言い伝え

て捉えられていないからではないか。関心を高めるためには、家の鍵を空けるとき等、身近な生活の中で

られていくようなイベントに。

想像できることが重要である。

事前施策としても、万博を楽しみにさせるようなものがたくさんあるといい。



開会式も盛大に。過去の開催との圧倒的な違いは「5G 環境」と「スマホ」環境だということ。やったもの

新しい世代の才能を結集して万博を作ると良いのではないか。世界中の若い才能を巻き込むだけでも、
何か新しいものが見られるのではないかという期待感につながる。

全てがインターネット上に露出すると考えたら、未だかつてない革新が必要。


1970 年の大阪万国博覧会を超えることがミッション。1970 年の「万博」というイベントを知る人は、50
年前なので当時の感動を肌感で語れる人は 70 代。



万博は一時的な国の集合体＝村であり＝未来。しかも半年間の開催。日本は VISA なしで行ける国がいち
ばん多い国なのに、国民のパスポート保有率が先進国の中で一番低い。今日本はいろんな領域で世界に



敷地デザインは日本の考える未来を創り上げる。来場者がワクワクする場を。

遅れをとっている。世界からは日本のプレゼンスを上げるいい機会でもあるが、同時に日本人にはこれ



会期が半年に及ぶ万博、オリンピックでも話題になった「涼み方」
。もう少し未来的・実用的であってほ

を機に万博という村に来て世界旅行をしてほしい。

しい。未来的な涼み方を一般に募集し、良い提案に関しては万博会場で体験できる仕組みにしてはどう



万博は「”技術”と”社会”の未来体験」と「世界旅行の疑似体験」ができる場所としての認知を作る。

か。ふざけた案も募集することで参加意識が高くなる。小さい間口を作り、良い提案は採用される枠組が



万博の園内は完全に未来の世界社会を表している。ここに来れば世界中に出会え、世界中の最先端に出

あると良い。

会え、世界中の人に出会える。万博パスポートを持って、世界中の入国スタンプをもらって開眼してほし



い。


上海万博では「待機列に並ぶ」など中国国民の文化水準まであげたことに感激した。上海万博は動員数も

ち時間を知らせるアプリ等の基本的な対策は必要である。


過去万博の歴史で世界最多、世界各国のパビリオンもかなり気合が入っていた。世界中に一流が集まっ
ており「見たことのないもの」に圧倒された。

ディズニーランドのように、パビリオンへの来場を時間指定にすると待ち時間が発生しにくい。また、待
小売や飲食店も会場内に多数存在するので、会場内共通で使用できるキャッシュレスの仕組みがあると
よい。



フェス等のイベントでは、スマホアプリやリストバンド型の IC チップにお金をチャージして会場内で使



開会式が話題になることが大事。→半年の開催期間、興味を持ってもらうには初めの話題性が肝心。

用する仕組みが一般化している。同様に、万博園内でしか使えない形でお金をチャージする方式にする



何かを見る・消費するだけでなく、体験し、何かを生み出すものであってほしい。発信する、その場で作

と何度も来場する方が増えるのではないか。

る芸術品のようなものであってほしい。



万博会場の夜間利用を検討するべきである。万博は世界中から来場者が想定されるが、現在、外国人観光
客は夕食後に楽しむ場所がないことに困っている。



また、宿泊施設の不足も課題になる。例えば、会場内に未来型のカプセルホテルを作る等、対策を検討い
ただきたい。




日本館の話だけでいうと、企業色を強めに出すのか（上海万博の日本館のように）アート感を強めに出す

万博は会場の待ち時間の問題が想定される。待ち時間をプレゼンテーションの場とし、コンテンツとし
て成立されればよいのではないか。待っていても飽きない施策が出来るとよい。

のか、何を軸にするのか決めた方がいいと思う。盛り込みすぎても分かりにくくなる。日本に関しては伝
統芸能ないしはコンテンツをうまく生かしたものをやりたい。
村上隆氏など日本を代表するアーティストに日本館全部任せたら面白いかもしれない。
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事前にコンテンツを出展する人が分かるだけでも参加に結びつく。知っている人がいるだけでも行って
見たいという気持ちにつながる。アイドルコンサートでも第一弾、第二段と出演者を発表していくとそ
の度に盛り上がっている。展示品や来日ゲストなど、各国の代表を順に発表していくような告知方法を
すれば盛り上がるのではないか。



可能であれば、開催前からプレゼンテーションできると良い。万博あるいはそのコンテンツを作ってい
く課程がコンテンツになる。事前に情報が出せると面白くなる。現代は二次創作が行われやすい時代で
ある。遊びの幅のある、完成されていない状態で発信することで、みんなが参加して多様な創作が生まれ
ている。
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OPINIONS to PUBLIC COMMENT

第

4部

パブリックコメントに
寄せられた意見



「大阪・関西万博」の名に相応しくなるよう、周辺地域等におけるイベントを、
「認定」という一律の区
分で扱うのではなく、関西での企画を、一段高いレベルで位置付けるという選択肢を設けてほしい。

パブリックコメントに寄せられた


意見のご紹介


「SDGｓ＋beyond」とは何かについて議論し、概念の整理をされたい。



テーマ館のみならず、SDGｓの 17 のゴールごとにパビリオンを設定し、より細分化したテーマに基づく
「ウィーク」を設けてはどうか。



エネルギー課題対策として、関西企業技術を用いた世界最高リチュームイオン電池を最大限活用した
様々なビジネスの世界に先駆けた実証を行うと良い。



SNS 等を活用して、一般市民の万博に対する意見を聴取すべきではないか。



報告書内の用語につき、より表現をかみ砕いた一般的なものにすべきではないか。



「宇宙」の要素を加味すべきではないか。



「ライブな未来社会の「デザイン」と体験の場（テーマに即した国際会議や大小の議論の場を会期中に設

会場における実証実験に取り組みやすくなるよう、規制撤廃するとともに、成果が上がりそうな取組等

ける）
」や「インバウンド観光をさらなる高みへ」はぜひ実現したい。

は万博終了後も継続されたい。



いかに開催地の関係者を巻き込み、彼らが自主的にかつ具体的に継続して活動できるかが大切。



ハードありきではなく、ソフトを具現化するための場として会場を整備されたい。



東京オリンピックでは、その機会を活かしていかに大阪万博を PR するか、また開催地の大阪の企業、学



これまでにない大量輸送システムや交通体系・手段（例えば、ドローンタクシーなど）の実験や導入も視

校法人、個人個人が東京オリンピックを他人事と捉えるのではなく 2025 年に向けての活動の場と認識し

野に入れ、未来社会にふさわしい輸送計画を立案すべき。

て活動できるかが直近の課題と考える。



万博開催を通じ、人類の未来に貢献し、その結果、日本の新たな飛躍が生み出されるという因果関係であ
ることを留意頂きたい。





地震や台風等を意識し、事前対策を行い、そのノウハウをレガシーとして残すべきではないか。



日本の伝統産業技術を展示するブースを設けるべきではないか。



認知症の人が活躍し輝く場となる「認知症バリアフリーパビリオン」を設置すべきではないか。

大阪・関西には医療分野のみならず、食、スポーツ、観光、文化など「いのち輝く未来社会のデザイン」
を支える、医療・健康・幸福に関する産業・伝統の蓄積が豊富である。報告書には「インバウンド」
「ラ
イフサイエンス分野」と限定された記述がなされているが、より幅広い取組みを行うべき。



多様な人々の参画を歓迎し、包摂性の下で課題解決のアイデアを出し合える万博を目指すべき。



「日本には 2025 年を契機に共創文化が根付いた」と言われる万博を目指すべき。



未来社会のデザインは、未来社会の当事者である若者に任せるべき。



万博を契機に、一人ひとりの意識と行動の変容を促すべき。



2025 年に相応しい目玉企画を検討すべき。



経済界からも万博の具体的なアイデアを提示する機会を設けていただきたい。



万博というメディアとしてのメリットを活用すべきである。



「本気の万博」を生み出すべきである。



「健康・長寿」という最初のテーマに再度注目すべきである。



大阪・関西万博に向けて取り組むべきプロジェクトとして、次の４つを提案する。

※パブリックコメントにおいて、具体的な御提案をいただいたものを掲載しております。

・日本政府館として、先端医療のショーケースを設置する
・博覧会会場を「未来都市」の核として、未来仕様の都市設計とインフラ整備を行う
・データ経済圏形成に向け、博覧会開催前から期間中に、様々な実証実装に取り組む
・博覧会への参加を促す、
「いのち輝く未来社会コンテスト」を開催する


大阪湾は豊富な水産資源に恵まれ、夢洲は生物多様性のホットスポットである。大阪・関西万博は、夢洲
エリアの生物多様性・自然環境を保全しながら、SDGs を世界に発信するモデル万博にすべき。人類共通
の普遍的な最高価値である生物多様性・自然環境とその活用ソフトを全体計画に組み込んでいくべき。

299

300

