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第１部 2025年国際博覧会のコンセプト 
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１．開催意義 
（１）国際博覧会が有する意義 
①人類共通の課題の解決に向けて、先端技術など世界の英知を集め、新たなアイデアを創造・発信する場。 
②世界の多様な文化や価値観を共有し、相互理解を促進する場。 
⇒他方で、国境を越えた人の往来が増大し、インターネットも加速度的に普及して情報が自由に流通する現代におい
ては、国際博覧会参加の意義を高める新たな試みを検討していく必要がある。 
（例：インターネットや仮想現実（ＶＲ）を活用し、会場に来られない人も参加できる/したくなる国際博覧会の検討） 

（２）2025年に開催する意義 
①日本は、主に物質的豊かさを求めていた約半世紀前の高度経済成長期に国際博覧会を開催した。今回は精神面
も含めた質的な豊かさが求められる成熟期の国際博覧会。同じ大阪の地で、その比較の中で新しい将来像を描く。 

②多くの国で高齢化が進み、社会・経済システムの変革が必要な中で、様々な解決策を示すことができる。 
③近年の西欧・中東における博覧会（2015年ミラノ、2020年ドバイ）での学びを、新たな地域で昇華させていく。 

（３）世界にとって日本/関西・大阪で開催する意義 
①日本で開催する意義 
 日本は以下の特徴を有する国であるため、国際博覧会を世界における未来社会の実験場とし、新たなアイデアを実
践して、世界のイノベーションを加速させる場にできる。 
 

ア．未来社会を考える上で鍵となる要素が揃っている。 
   科学・技術力、利他精神、中間層の厚さ、高齢化、政策への反映、自然との共生、アニメ・漫画等。 
イ．多様な文化・価値観を受け入れ、融合してきた歴史と風土を有し、各国の文化発信に貢献できる。 



ウ．様々な価値観を許容し、参加主体がそれぞれの発想を自由に発信できる場を提供できる。 
エ．世界で最も治安が良い国の１つであるため、世界で最も安全な関西環境を提供できる。 
 

②関西・大阪で開催する意義 
ア．和食や伝統芸能、お笑い等の豊かな文化の発信地であり、質的な豊かさが実感できる。 
イ．日本第２の都市圏で世界からの交通アクセスが容易である。さらに世界有数の高水準な都市機能を有している。 
ウ．近江商人の「三方よし」という言葉に代表される「売り手だけでなく、買い手も満足する商売」「社会貢献もできる 
    商売」を尊ぶ精神の発祥地であり、新たな経済システムを議論するのにふさわしい。 
エ．阪神淡路大震災から３０年経った２０２５年に、自然災害を乗り越えた社会の姿を見ることができる。 
オ．高い技術を有するものづくり企業や医療研究拠点等が近距離圏内に存在し、イノベーションの具体化ができる。 
カ．開催地が人工島であることを生かし、白地に博覧会会場を描くことができる 
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（４）日本全体と関西・大阪にとっての開催意義 
①日本全体にとっての開催意義 
ア．国際社会における日本への理解・信頼の向上。（日本的価値を発信するとともに人類共通の課題解決に貢献する。） 
イ．ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピック、関西ワールドマスターズゲームズで得たレガシーを継承できる。 
ウ．次世代の若いクリエイター等の活躍の機会にできる。 
エ．開催期間中の経済活動の活性化や交流活性化によるイノベーション創出により、フロンティア開拓が進む。 

②関西・大阪にとっての開催意義 
ア．ライフサイエンス分野、食、起業家精神等の強みについて、イノベーションを喚起できる。 
イ．心身ともに健康で、多様な文化や価値観が共生できる、誰もが住みやすい地域づくりが促進される。 
ウ．関西広域での連携によって、観光をはじめとする地域経済の活性化や中小企業の活性化を図れる。 



（２）人々の好奇心を刺激し、幸福な生き方と社会・経済システムの未来像を共創する 

（１）これからの人類の生き方とは 
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２．基本理念（骨子） 

 人類は、４６億年という地球の歴史から見れば短い
数百万年の歴史の中で多くのものを創造してきた。 
 
 生存リスク（災害・食料不足・病等）を軽減させ、社
会を安定的に発展させるべく、市場経済・資本主義経
済・社会保障等の社会・経済システムを整備。 
 グローバル化・情報化の中で、競争によって経済や科
学技術が発展する一方、人々は余裕を失い、社会に
おける対立が顕在化する傾向も。 
 人工知能・バイオテクノロジー等の新技術は人類に更
なる発展の可能性と同時に不安や迷いも与えている。 
 
 こうした事象は、我々人類に、「幸福な生き方とは何
か」を問いかけている。一人一人がそれぞれの能力を生
かして、輝ける社会とはどのようなかたちだろうか。 
 
 これら社会的課題は人類がつくったシステムに由来し
ている。それゆえ人類は新たな発想や技術の力を活か
して、解決策を示していけるはずである。 

・社会的課題や未知の事象への恐怖を煽るのではなく、人々の好奇心を刺激し、一人一人が望む生き方、それを支え
る社会・経済の未来像を参加者とともに提示。 
・参加者の行動を促し、新たな社会変革への動きにつなげるような万博へ。 

経済・社会 
-医療、教育、雇用 
-グローバル化、情報化、都市化 

幸福な生き方 
-価値観、哲学、文化 
-人や自然との関わり 
-多様性、調和 

＜主な課題の例＞ 
・格差, 利己主義, 対立 
・社会重圧,ストレス 
・感染症、平均寿命と健康寿命の差 
・環境破壊、資源不足、食料不足 
・生き方を問い直す新技術 

＜課題解決の例＞ 
・対話と理解 
・イノベーション 
（技術、社会経済システム） 

新しい社会・経済の在り方 



３．テーマ・サブテーマ 
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いのち輝く未来社会のデザイン 
“Designing Future Society for Our Lives” 

テーマ 

「体験」、「交流・対話」、「科学・技術」、「多様な文化・価値観」を通じて、テーマ・サブテーマや基本理
念を実感できる万博とする。  
※日本で取り組むSociety5.0は、「未来社会」の１つの例。 
※ここで言う「未来」とは、開催年である２０２５年から見た未来を想定している。  

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 

©世界ゆるスポーツ協会 ©日本テレビ放送網 VR/MR技術：テオミルン 



４．2025年国際博覧会実施の方向性 
１．事業展開面 
（１）皆で世界を動かす万博 
①意思と交流あるところに道は開ける 
・出展者・来場者等が交流や体験を通じて新たな気づきを得て、主体的に考え、行動を起こすことにより、未来社会
の実現に向けて世界を動かす契機になる場とする。 
 

②理想を現実化する商い～「三方よし」の風土を踏まえて～ 
・日本には、売り手と買い手がともに満足し、また社会貢献もできる良い商いを尊ぶ風土があり、その発祥地であ 
 る関西において、国内外の企業や研究機関等が、社会的課題を解決し、かつ人々が望むライフスタイルの実現に 
 資する商品・サービスの実用化・普及に向けて研究開発等を進めることが期待される。 
・政府は規制の適正化や会場における社会実証の推進によりこうした取組を促進すべき（例：Society5.0）。 
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（２）常識を越えた万博 
①夢中になる新しい参加・体験が出来る 
・来場者が主体的に無我夢中に取り組み、その結果として自分の変化・成長を実感できるよう、スポーツやものづくり 
 等の参加・体験型のコンテンツを好奇心・幸福感の刺激するような新しい視点で提供していく。 
 

②疲れない・元気になる 
・「待たない」「待っていても楽しめる」工夫や心身に安らぎを与えるコンテンツを提供することで、来場者が「疲 
 れない」「元気になる」国際博覧会を目指していく。 
 

③「メイン会場」の制約を越える 
・夢洲会場に限らず、国際博覧会のコンセプトを実践的に体験できる場として、大阪の街や関西を中心とした周辺地域
における、本事業展開の方向性と合致した場所に容易に訪問できるようにするなど、日本各地のコンテンツと連携。 

・夢洲会場へ訪れることができない国内外の人に、仮想現実（ＶＲ）等を活用しながら、空間制約を越えて刺激的な体 
 験を提供。 
 
④日常にはない出会いが生まれる 
・自動翻訳技術の進展を活かして言語の壁を取り除き、多種多様な人々との交流を促進する仕掛けを企画することで、  
 異なる価値観への相互理解、新しい出会いを生み出していく。 
 



①開催期間中に限らない事業展開（企画段階、レガシー） 
・本コンセプト（基本理念、テーマ等）の実現に向けて、開催期間中に限らず、開催期間前後に、関連イベント等の各種取 
 組を行っていく。 
 

②国際機関との連携 
・国際博覧会開催の要件となっている国際機関との連携について、コンセプトとの関係性を踏まえて、今後検討していく  
 （国際連合の「持続可能な開発計画（ＳＤＧｓ）」等）。 
 

③ボランティアの参加促進 
・国内外の市民、企業、団体等がボランティアに参加したくなるような仕掛けを検討していく。 
 

④継続的にイノベーションを生み出す仕組みの構築 
・国際博覧会閉会後も、国際博覧会において人気のあった最先端の技術や商品・サービスを展示することで、人々が 
 未来のライフスタイルを常に体験できる環境を整えるなどして、企業、投資家、消費者等がお互いに交流し、 
 イノベーションを生み出す場として、跡地を整備することを検討していく。 
 

⑤成功事例の全国・世界への横展開 
・国際博覧会での社会実証等の成功事例を、産官学が連携して全国はもちろん世界中に横展開することで、世界に貢献し、 
 日本の産業振興につなげる。 
 

⑥儲かる万博の実現 
・関西広域や全国の規模で関連イベント等を行うことで、開催地のみならず日本各地を訪れる国内外の観光客の増加を図る。 
・来場者と継続的に関係を構築することで、リピーター需要を創出していく。 
 

①簡単に出展できる工夫 
・途上国や国内外の学生、ベンチャー、中小企業、来場者等の幅広い主体がオープンな形で参加しやすいように、出展 
 の障壁を取り払う取組を検討していく（場所・期間を限定した出展や、共同出展等）。 
②誰もが行きたくなる体験型へ 
・国際博覧会に参加した人が、「～を見てきた」と言うのではなく、「～を体験してきた」と言える事業や、幅広い層  
 の人々が行きたいと思えるような事業を検討。 
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（３）誰もが参画しやすい万博 

（４）その他留意点 
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２．会場計画の方向性 
（１）人々の交流・憩いの場としての会場 

（２）環境と調和した会場 

①来場者へのホスピタリティにあふれ、心身ともに元気になる会場 
・導線設計やパビリオン配置の工夫、段差が少ないバリアフリーの設計等により、移動時間短縮や短い待ち時間の実 
 現を図る。 
・暑さ対策をしっかりと行うとともに、緑あふれるレストスペースや運動できるスポーツエリア、リラクゼーション 
 サービス施設を設けるなどして来場者が心身ともに元気になる会場を目指す。 
 

②来場者・出展者など参加者同士の交流を促進 
・様々な国や地域の参加者が国際博覧会に集まることを活かして、来場者や出展者など参加者同士の活発な交流を 
 促す会場を目指す。 
 

③市民等とともに創る会場 
・会場構想についてデザイン段階から意見交換する場を設けることを検討する。  
・建築段階におけるマイクロファンディングの活用など、市民等のニーズに即した建築物を建てることを検討する。 

①周辺の景観やまちづくりと整合した会場 
・人工島・水辺に隣接という特徴や眺望を生かすとともに、周辺の施設・開発計画も踏まえ、周辺の景観やまちづく 
 りと整合した会場を目指す。 
 

②環境に優しい会場 
・省エネルギー・新エネルギー技術の積極的導入により、ＣＯ２の排出量を大幅に低減するなど、環境に優しい会場 
 を目指す。 

（３）その他留意点 
①社会実証の場の提供 
・最先端の技術、アイデアの社会実証が可能な場を設けることを検討する。 
 

②陸海空における様々な交通アクセスの確保 
・鉄道や自動車等に加えて、徒歩、自転車、船舶、ヘリコプター等の様々な交通アクセスを検討する。 
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第２部 2025年国際博覧会の円滑かつ効果的な開催に向けた考え方 
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１．開催場所 

① 人口・経済規模 
• 関西圏の人口：2,000万人以上 
• 近畿ブロックの総生産額：7,926億ドル 
• 環境・ライフサイエンス分野の先進企業が集積 
 

② 文化 
• 関西は長く政治、経済、文化の中心地であったため、寺社仏閣、
歴史的建造物、伝統芸能、和食等の様々な文化的遺産を有して
いる。 

• 年間約800万人の訪日外国人がこの地域に来訪。 
 

③ コンセプトとの親和性 
• 世界的なライフサイエンス分野の研究機関、企業等が集積。 
  例：北大阪バイオクラスター、神戸の医療産業都市、 
     京都大学iPS細胞研究所  
• 多様な食文化。 
  例：お好み焼き、京料理  
• 国際的なスポーツイベントが開催予定。 
  例：ラグビーワールドカップ２０１９日本大会、 
     関西ワールドマスターゲームズ２０２１  
• エンターテイメントに関する幅広いコンテンツ。 
  例：伝統芸能、お笑い  
• 寛容で多様性に富んだ地域。 
  例：幅広い業種の中小企業の活躍、様々な個性を持つ人の共生  

 
   

① 長期的地域整備計画 
• 「夢洲まちづくり構想（案）」において博覧会会場跡地の長期的地域
整備の方針が示されている。 

 

② 既存の都市機能の利用 
• 夢洲は大阪市内に位置し、都心から約10ｋｍの距離にあるため、 
   既存の都市機能が容易に利用可能。 
 

③ 会場への交通アクセス 
• 大阪・関西までの交通アクセスルートの充実。 
  例：空港（関西国際空港、伊丹空港、神戸空港）      
     新幹線（東海道・山陽新幹線）、港湾（阪神港） 
     高速道路（名神高速道路・中国自動車道） 
• 市内から会場への交通アクセスルートに係る将来の整備計画。 
  例：大阪市営地下鉄中央線延伸、夢洲への道路の拡幅 
 

④ 会場用地の確保 
• 会場候補地は大阪市の所有・所有予定であるため、約１００haの会場
用地の確保が容易。 
 

⑤ 地震対策 
• 南海トラフ巨大地震の被害シミュレーションを実施し、満潮時でも津波 
  は届かない地盤の高さという評価。 
• 粘性土を主成分とする土砂で埋め立てを進めているため、液状化しにくい。 

開催地域としての大阪、関西の妥当性 夢洲の妥当性 

 夢洲は、国際博覧会の開催地域・場所として求められる以下の各条件を具備していると考えられる。 
・開催地域：人口・経済規模、文化、国際博覧会のコンセプトとの親和性 
・開催場所：長期的地域整備計画、既存の都市機能との接続、良好な交通アクセス、会場用地確保 
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２．開催期間・開場時間 

名称 開催期間 

日本万国博覧会 1970年3月15日～9月13日          （183日間） 

沖縄国際海洋博覧会 1975年7月20日～1976年1月18日     （183日間） 

国際科学技術博覧会 1985年3月17日～9月16日          （184日間） 

国際花と緑の博覧会 1990年4月1日～9月30日           （183日間） 

2005年日本国際博覧会 2005年3月25日～9月25日          （185日間） 

＜参考３：過去に日本で開催された国際博覧会の開催期日（期間）＞ 

＜参考４：直近３回の国際博覧会(登録博覧会)の開催期日（期間）＞ 

＜参考１：大阪府及び隣接府県の開催月から6ヶ月間の延べ宿泊者数＞ 

＜参考２：開催月から6ヶ月間の寒暖差・平均気温＞ 

 開催期間は、２０２５年５月３日（土）～11月3日（月）の185日間を想定する。 
 開場時間は、9：00－22：00をベースに検討する。 ピーク時の来場者の分散や集客増に伴う交通アクセ

スの負荷への配慮から、早朝・深夜の開場時間の延長や期間・営業施設を限定した24時間開催も検討する。 

①大阪府及び隣接府県の開催月から6ヶ月間の延べ宿泊者数 
3月から8月までのいずれかの月から開催すると、多くの国内外の観光客等の
来場が見込まれる。 

開催期間の妥当性 

②開催月から6ヶ月間の寒暖差・平均気温 
5月から開催すると、6ヶ月間の寒暖差が小さく、気候も比較的温暖である。 

名称 開催期日・期間 

2010年上海国際博覧会 2010年5月1日～10月31日         （184日間） 

2015年ミラノ国際博覧会 2015年5月1日～10月31日          （184日間） 

2020年ドバイ国際博覧会 2020年10月22日～2021年4月10日予定  
                            （171日間） 
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３．開催主体 

名称 開催主体 

日本万国博覧会 （財団法人）日本万国博覧会協会 

沖縄国際海洋博覧会 （財団法人）沖縄国際海洋博覧会協会 

国際科学技術博覧会 （財団法人）国際科学技術博覧会協会 

国際花と緑の博覧会 （財団法人）国際花と緑の博覧会協会 

2005年日本国際博覧会 （財団法人）2005年日本国際博覧会協会 

＜参考：過去に日本で開催された国際博覧会の開催主体＞ 

 国際博覧会条約第１０条や過去の事例を踏まえて、民間の創意工夫を引き出すことが可能で、公益性が
高い事業を行うことができる財団法人が開催主体として考えられる。 

開催主体 
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４．入場者数 

名称 入場者数実績 

日本万国博覧会 約6,422万人 

沖縄国際海洋博覧会 約  349万人 

国際科学技術博覧会 約2,033万人 

国際花と緑の博覧会 約2,312万人 

2005年日本国際博覧会 約2,205万人 

名称 入場者数実績 

2010年上海国際博覧会 約7,308万人 

2015年ミラノ国際博覧会 約2,150万人 

2020年ドバイ国際博覧会 約2,500万人（想定） 

＜参考１：過去に日本で開催された国際博覧会の入場者数実績＞ 

＜参考２：直近３回の国際博覧会(登録博覧会)の入場者数実績＞ 

①受け入れ可能な入場者想定規模は約３，０００万人 
入場者が滞留する建設面積（※１）を基準に愛知万博と同レベルの混雑
度（※２）を想定する場合、２０２５年国際博覧会の入場者想定規模は
約３，０００万人となる。 
※１会場面積からメガソーラーの面積を除いた面積。 
※２愛知万博では、⼀部パビリオンは８時間待ち／入場制限を実施。 
  
②来場需要予測は約２，８００万人 
国内からの来場需要予測（※１）：約２，４７０万人 
海外からの来場需要予測（※２）：約   ３５０万人 
※１建設面積、投資額、周辺人口圏、開催期間日数をもとに、過去の 
  博覧会の実績から分析。 
※２訪日外国人の増加傾向を踏まえた上で、訪日外国人が他のテーマ 
  パーク等に訪れる割合を参考に試算。 

入場者想定規模 留意点 
①国内外の各種キャンペーン 
 例：開催期間前や開催期間中に関西広域の観光地等や国際機関等 
   と連携した各種キャンペーン等を実施 
 
②会場キャパシティの拡大 
 例：会場面積の拡大、建築物の積層化 
 
③来場者の分散 
 例：入れ替え制等の各種チケットの導入、 
   会場設計の工夫による導線の効率化 
 
④新たな参加・観覧方法 
 例：仮想現実（ＶＲ）等の新しいメディアを通じたコンテンツの 
   国内外への幅広い提供 

 入場者数想定規模は約2,800万人～3,000万人とする。 
 多くの来場者や快適な会場環境を目指すにあたって、①国内外の各種キャンペーンの実施②会場キャパシ

ティの拡大③来場者の分散④新たな参加・観覧方法の取組を検討する。 
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５．輸送・宿泊計画 

より安全に効率よく輸送するために以下の取り組みの検
討が必要。 
 
・団体バス駐車場の会場直近での確保 
・駐車場予約システムの導入 
・海上アクセスや航空アクセス、徒歩・自転車による 
  アクセスの確保 
・自動走行システムの導入による道路の有効活用 等 

訪日外国人の増加や特定の宿泊施設への集中により
宿泊施設不足に陥る可能性があるため、その緩和の工
夫が必要。 
 
・ホテル新設の一層の促進 
・空き家等の民泊への活用 
・咲洲に停泊する船舶の宿泊施設としての活用 
・宿泊施設空室情報の提供              等 

輸送計画の改善の検討 宿泊計画の改善の検討 

 輸送はコスモスクエア駅・夢洲駅（仮称）間の地下鉄中央線延伸（北港テクノポート線）を前提に、鉄
道及び大阪市内主要駅・会場外駐車場からのシャトルバスによる輸送を中心に考える。地下鉄輸送の最
大限の活用し、十分なシャトルバスの確保ができれば輸送可能と考えられる 

 開催期間中のピーク時の1日あたりの宿泊予定数は107,000人と想定される。現状の大阪府及び近隣府
県の宿泊施設の収容能力（約117,000人）から判断すると対応可能と考えられる。 
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夢洲で計画・実施されている主な都市基盤整備 

６．関連基盤整備 
 ２０２５年国際博覧会実施のために必要と考えられる関連基盤整備については、現在、以下の状況である

が、その具体的な整備計画は博覧会の事業企画や会場建設の計画策定段階に検討されるため、その具体
的な計画に対応して、現状の基盤整備を増強するなど、縦割り的ではなく、柔軟な発想で検討が必要になる。 

・上水道 
大阪市により夢洲への配水管が引き込まれているが、博
覧会会場計画と調整を図りながら会場内へ引き込むこと
が必要である。 
 
・下水道 
夢洲は大阪市の下水道処理区域に含まれていないため、
汚水については、開発者において浄化槽で浄化した後に
海へ放流している。博覧会開催に伴う下水の増加には、
浄化槽を設置して対応することを検討する必要がある。 
 
・廃棄物 
博覧会会場から排出されるごみ・廃棄物は、徹底した分
別回収を行い、廃棄物の減量と再資源化の推進を基本と
し、廃棄物発電・廃棄物熱利用システムを導入している
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合舞洲工場等で処理
することを検討する必要がある。 

・電気 
夢洲への電気の引き込みは完了しているが、博覧会会場
計画と調整を図りながら会場内へ引き込むことが必要で
ある。 
 
・都市ガス 
夢洲への都市ガス引き込みは完了しているが、博覧会会
場計画と調整を図りながら会場内へ引き込むことが必要
である。 
 
・情報通信 
夢洲への光ファイバーの引き込みは完了しているが、博
覧会会場計画と調整を図りながら会場内へ引き込むこと
が必要である。 
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７．長期的地域整備 
 博覧会の理念を後世に残すレガシーとして、２０２５年国際博覧会のために建設される建物や造形物を長

期的に利活用していくことが考えられる。夢洲まちづくり構想（案）で跡地利用について方針が示されている。 

 博覧会を契機とした関西一体の取組（例えば、博覧会会場を中心とした観光ネットワーク）については、博
覧会のレガシー継承を視野に入れ、具体的に検討を行う必要がある。 

夢洲まちづくり構想（案） 

【拠点形成のための都市機能】 
●大阪・関西・日本観光の要となる独創性に富む国際的エンターテイメント拠点形成 
●新しいビジネスにつながる技術やノウハウを世界第一級のMICE拠点を中心にショーケース化し、国内外に発信 
●健康で活き活きとした生活をエンジョイできる革新的な技術などの創出と体験 
 
【まちづくりの方針】 
●世界で存在感を発揮するまちづくり 
●確かな技術に支えられたスマートなまちづくり 
●地球・自然環境共生とスマート技術の融合による先進的で快適な環境形成 
●アーティスティックなデザイン、上質で快適な空間形成 
 
【支えるしくみ】 
●24時間ホスピタリティと安心感に包まれるまちづくり 
●民が主役のまちづくり 
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８．環境への配慮 
 ２０２５年国際博覧会では、環境に十分配慮した会場整備・運営を行う。夢洲は、「グリーン・テクノロジー・

アイランド（環境技術島）」の形成を目指す「環境先進都市・大阪」の新たなシンボルとなりうる。このため、基
本的な環境対応に加え、環境エネルギー分野における先進技術・システムの導入を検討する。 

   ※博覧会会場の整備に向けて、環境アセスメント制度に則り、必要に応じて、手続や調査・予測・評価を行っていく。 

①3R （リデュース、リユース、リサイクル）への対応 
・撤去後のリサイクルや再利用が可能な資材を優先採用 
・建築物に再利用が容易なモジュール構造の採用 
・撤去時に出た廃棄物の資源化や再利用 
・会場から排出される大量のごみや廃棄物の分別回収 
  
②省エネシステムの導入 
・エネルギー効率が高い建築仕様や構造の実現性について検討 
・建築物の空調、照明への省エネ仕様のシステム導入 
  
③スマートエネルギーの実証導入 
・夢洲全体をスマートエネルギーシステムで管理  
・ 燃料電池、蓄電池、エネルギーマネジメントシステム等による  
 エネルギーのスマート化の実証実験 
 
④自動運転車やスマートモビリティの導入 
・会場内の移動に環境負荷の少ないスマートモビリティ  
 を実証導入することを検討 
・空港やターミナル駅から夢洲への交通アクセスについては、 
 大型バスの自動走行や燃料電池バスの連結走行等による 
 アクセス性を検証 

①再生可能エネルギーの利用と拡大  
・夢洲で既に営業運転が行われているメガソーラーを夢洲の環境  
 シンボルと捉え、自然エネルギーを博覧会会場で利用 
・海に囲まれた夢洲を舞台に再生可能エネルギーシステムの実証 
 実験の導入 
 
例：恒久施設の屋上を利用したソーラーシステム 
  周辺海域の潮流を利用した潮力発電システム 
  海水面と深い水深の海水温の温度差を利用した 
  温度差発電システム 
  海風を巧みに利用する小型風力発電システム 
  再生可能エネルギーを利用し海水から水素を生成 
  するシステム                    等 

環境配慮のためのポイント 更なる効果拡大の視点 
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９．開催経費 
（２）運営費 
費用（想定）：約８００～８３０億円 
負担     ：入場料収入等の自己財源対応 

 

 内訳 来場者3,000万人 
建設面積82ha 

来場者2,800万人 
建設面積82ha 

基盤整備 
（土木造成、舗装、修景工事等） 130億円 130億円 

基盤設備整備 
（電気、給排水工事等） 285億円 285億円 

駐車場、エントランス 171億円 165億円 
パビリオン施設 
サービス施設 503億円 503億円 

会場内演出 50億円 50億円 
その他（調査設計費、事務費） 

108億円 107億円 

合計 1,247億円 1,240億円 

内訳 内容 来場者3,000万人、 
建設面積82ha 

来場者2,800万人、 
建設面積82ha 

事業費 協会企画事業・輸送事業等 580億円 560億円 

管理費 会場管理・管理人件費等 150億円 150億円 
広告宣伝費 広告、宣伝等 60億円 60億円 
その他 計画・事業調整等 40億円 30億円 
合計   830億円 800億円 

 内容 概算事業費（億円） 

鉄道整備等（地下鉄中央線の延伸および輸送力増強等） 640億円 

道路改良等（此花大橋・夢舞大橋拡幅等） 40億円 

南エリア埋立(30ha)の追加工事費用 ※ 50億円 

１区利活用 ※ 要精査 

（１）会場建設費 
費用（想定）：約１，２５０億円程度 
負担    ：国、自治体、民間等が負担 
検討事項  ：夢洲まちづくりの一環として行われる基盤整備事 
           業との整合性 
       民間投資を呼び込むアイデアなどの新たな 
       財源確保手法 

（４）関連事業費 
費用（想定）：約７３０億円以上（大阪府試算） 
負担    ：地方自治体を中心に調整 

（３）出展事業費 
負担：日本国政府、地方自治体、外国政府、 
   国際機関、民間企業等の出展者が自己負担 

※夢洲まちづくりの事業進捗に応じて実施を検討 
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１０．経済波及効果 
 ２０２５年国際博覧会において、主催者・出展者等による会場整備に関する建設費は約０．２兆円で、

その全国への経済波及効果は約０．４兆円。主催者による会場管理費や出展企業の出展費用等の運営
費は約０．２兆円で、その全国への経済波及効果は約０．４兆円。来場者等による交通、宿泊、飲食、
買い物、サービス等への消費支出は約０．７兆円で、その全国への経済波及効果は約１．１兆円。 

 国際博覧会開催により、国際博覧会のコンセプト等に関わる分野の市場伸長、企業の投資拡大、会場外・
開催期間前後における観光・消費需要拡大、関連する大規模イベント開催等の間接的な誘発効果が発生
するものと想定される。 

  建設費 運営費 消費支出 

費用 
（最終需要額） 

０．２兆円 ０．２兆円 ０．７兆円 

全国への 
経済波及効果 

０．４兆円 ０．４兆円 １．１兆円 

経済波及効果（試算値） 

※試算前提条件 
・建設費：主催者による会場整備に関する建設費（約１，２５０億円） 
     出展者による会場整備に関する建設費（約  ６５０億円） 
・運営費：主催者による会場管理費（約  ８３０億円） 
     出展者による出展費用等（約１，４６０億円） 
・入場者想定規模：３，０００万人 
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