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2025 年国際博覧会の大阪誘致
2025 年国際博覧会の大阪・関西での開催が

決まった。2018 年 11 月 23 日午後（現地時間）、
パリで開催されたＢＩＥ総会において加盟国に

寄稿 ２

よる投票が行われた。候補となったのは、日
本、ロシア、アゼルバイジャンの 3 カ国である。
第 1 回投票で、日本が 85 票と過半数を獲得、
48 票のロシア、23 票のアゼルに差をつけた。

2025年大阪・関西万博
いのち輝く
未来社会のデザイン

上位 2 カ国による決選投票では、日本が 92 票
を集め、ロシアは 61 票にとどまった。
国際博覧会は、オリンピックのように「都市」
が主催するものではなく、国際条約に基づいて
政府が主催者となる国家プロジェクトである。
「 国 際 博 覧 会（Universal Exposition）」 を、 日
本では「万国博覧会」、略して「万国博」「万博」
などと呼ぶ。
私は 4 年前、まったく白紙の段階から、博
覧会の専門家として大阪府の基本構想の策定に
あたって中心的な役割を担った。さらに経済産
業省による立案にも参画、特に会場計画に関し
ても専門家としてアドバイスをする立場にあっ
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た。
誘致に成功した背景を、しばしば問われる。
ひとつには国と地方行政、経済界が一致して展
開した誘致運動が功を奏したということができ
るだろう。また、ひとりひとりの可能性を尊重
するテーマ設定、多様性を可視化した会場計
画、社会実験を多彩に展開しようとするコンセ
プト、若者を前面に立てたプレゼンテーショ
ンも魅力的であった。同時に、国連が定める
ＳＤＧｓへの貢献を強調し、世界各国と日本
の企業や大学との共創によって、新しい価値
を生み出そうとする提案が評価されたと思う。
また他の候補国は国際博覧会の開催経験がな
い。対して日本は、1970 年にアジアで初とな
る日本万国博覧会、いわゆる大阪万博を成功さ
せた。その後、沖縄海洋博覧会（1975）、筑波
の国際科学技術博覧会（1985）、大阪鶴見緑地
での国際花と緑の博覧会（1990）と、20 世紀
末までに 3 度の特別博覧会を開催した。さら
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に 2005 年には、登録博（国際特別博）という

2025 年に大阪で開催される国際博覧会に

枠組みで、「日本国際博覧会（愛・地球博）」を

も、今日の世界が抱えている課題を解決する

実施している。これまでの実績への信頼感が支

場となることが期待される。思えば 2005 年の

持されたのだろう。

「愛・地球博」も、環境問題に特化しつつ 21

加えて、大阪や関西の都市的な成熟度や魅力

世紀初頭における新しい国際博覧会の姿を示す

も訴求したと思われる。11 月 23 日に行われ

べく計画された。私たちは 2025 年にあって、

た最終プレゼンテーションでも大阪および関西

さらに進化した「次世代型の博覧会」のモデル

が、歴史性、文化の豊かさ、さらには女性や外

を呈示し、かつ実現する必要がある。

国人にも十分に活動の機会を提供するダイバー
シティーに飛んだ圏域である点が強調された。
開催地にふさわしい都市であることが、各国が
大阪を推す判断の根拠となったようだ。
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2025 年国際博覧会の理念と計画
ＢＩＥに提出された「ビッド・ドシエ（立

候補申請文書）」に基づき、2025 年日本国際

誘致段階にあっては、2025 年に国際博覧会

博覧会の構想を、簡単に紹介しておきたい。

を日本が開催することに関して、大量動員型の

テ ー マ は「 い の ち 輝 く 未 来 社 会 の デ ザ イ ン

巨大イベントは不要であるという否定的な意見

（Designing Future Society for Our Lives）」、サ

を寄せる識者が多くあった。

ブテーマとして「多様で心身ともに健康な生き

しかしそもそも国際博覧会が、21 世紀になっ
てその実施目的を根本的に改めていることを多

方」
「持続可能な社会・経済システム」を掲げた。
わが国は、官民挙げて「Society 5.0」に向け

くの人は知らない。博覧会国際事務局（以後、

た活動を推進している。研究開発が進む IoT や

ＢＩＥ）の決議によって、国際博覧会は、世界

AI などの先端技術は、世界が直面している課

人類が直面し、対処を求められている諸課題を

題の解決に有効である。そこで国際博覧会では、

解決する場と再定義されている。実際、近年、

「人」（human lives）に焦点をあてつつ、個々

各国で開催された国際博覧会は、河川、都市、

人がポテンシャルを発揮できる生き方と、それ

海洋、食料、エネルギーなど各国が直面してい

を支える社会の在り方を議論するものとした。

る課題の解決を主題として掲げている。

あわせて国連が掲げる 2030 年のＳＤＧｓ（持

鳥瞰図（資料 : 経済産業省提供）
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続可能な開発目標）の達成に貢献することも強

する。来場者が快適に過ごすことができるよう

調した。

に、歩行者空間には水路や緑の並木を整え、広

会期中の入場者は 2800 万人と想定してい

場と主要な街路のネットワークの全体に大屋根

る。加えて、2025 年における世界総人口 80

をかける。 大広場では、ＡＲ（拡張現実）
・Ｍ

億人が、ネットなどの通信を媒介として会場に

Ｒ（複合現実）技術を活用しながら、さまざま

アクセス、アイデアを交換することから、未来

なイベントが展開されることになる。

社会を「共創」（co-create）する機会としてい

私 た ち は 2025 年 に お い て、 常 識 を 超 え、

くことも掲げた。また、開催前から世界中の課

これまでとは異なる博覧会を創造したいと考

題やソリューションを共有することができるオ

え、博覧会のコンセプトを「未来社会の実験場

ンラインプラットフォームを立ち上げることと

（People’s Living Lab）」とした。博覧会場は、

している。
会場は大阪のウォーターフロントに位置する

毎日、多くの人が集まる「仮設の都市」であり、
期間を限って運用される「実験都市」である。

人工島・夢洲（ゆめしま）である。 会場面積

ハード、ソフトともに、汎用性をもっていない

は 155 ヘクタール、中心部にパビリオンを配

新技術や、最先端のシステムが試行されること

置、南側水面に水上施設、西側に緑地を整備す

になるだろう。

る。会場計画は、あえて中心をつくらない離散

世界規模で起きている人口爆発への対応とと

型のプランを描いた。個と個の関係、多様性の

もに、日本が先行して経験している「超高齢化

中から生まれる調和と共創によって形成される

社会」への対処法を示すことも求められること

未来社会を、会場のデザインを通じて表現しよ

だろう。中国や東南アジア諸国など、近年になっ

うという意欲的なものだ。

て経済成長を続ける諸地域にも、いずれ高齢化

シンボルとなるよう会場内の 5 カ所に「空」
（くう）と呼ぶ大広場を設置し、大通りで連絡

社会が到来する。既に課題に直面している日本
から、世界に提供できるソリューションは少な
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会場鳥瞰図（南西側）（資料 : 経済産業省提供）

くないはずだ。
いっぽうで進歩が目覚ましい、医療やライフ

る。また展示館や広場では、国際色豊かな催事
が常に行なわれることだろう。

サイエンス関連領域の先端技術も可視化され
るだろう。近未来において「平均寿命 100 歳」

3

博覧会のレガシー

となることが予測されている。ロボットや情報

私たちは、誘致から準備の段階に移行、実施

に関するテクノロジーも、元気に楽しく長生き

に向けた計画の立案が始まっている。愛称も、

できる社会を支援するうえで欠かせない。

2025 年大阪・関西万博に定められた。博覧会

会場内で提供される経験も、従来の博覧会と

の実施に向けて新たな組織づくりが始まり、ま

は異なるものとなる。従来のイベントは、誰も

た関連する法整備も必要となる。会場となる夢

が同じような情報を受ける場として設定されて

洲の埋め立てや会場アクセスなどのインフラ整

いた。しかし 2025 年の国際博覧会では、最新

備も、急ぎ推進しなければならない。

の技術を駆使しつつ、すべての入場者が、ひと

また各国が出展を具体的に検討するように、

りひとりが異なる体験をすることができる。ま

2025 年大阪・関西万博をアピールする必要が

た世界各地と会場とが繋がることが可能であれ

ある。2020 年には「心をつなぎ、未来を創る」

ば、リアルな博覧会と、バーチャルな博覧会と

をテーマに、アラブ首長国連邦のドバイで中東・

を重層的に展開しつつ、双方を融合させながら、

アフリカでは初となる国際博覧会が開催され

世界中の人々が交流できる場をかたちにするこ

る。次いで 2023 年には南米で最初の国際博覧

とが可能だ。

会が、ブエノスアイレスで予定されている。こ

さらに言えば博覧会は、国際性や文化性を前

れらの博覧会は、大阪で準備をしている万博の

提とした賑わいが生まれる場でもある。連日の

意義を広く伝える絶好の機会である。あわせて

ように各国のナショナルデーが催されれる。私

大阪市内に、国際博覧会の全体像を紹介するＰ

たちは、世界中から来阪するＶＩＰを充分に接

Ｒセンターを開設することが検討されてしかる

遇しなければいけない。受け入れる側である大

べきだろう。

阪は、真の国際都市へと転じることが求められ
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国際博覧会は、いかなる効果があるのか。ひ

とつには国際集客都市としての大阪および関西

な才能が、世界に雄飛する契機としなければい

の魅力を高めることになるだろう。博覧会の用

けない。博覧会のレガシーは、アクセス道路な

地となる夢洲は、隣接地で構想されている統合

どの都市基盤や、会場の内外に建設されるであ

型リゾートとあわせて国際観光拠点となること

ろう、さまざまなモニュメントの類だけではな

が想定されている。博覧会場跡地の利活用に関

い。優れて国際感覚を有したグローバル人材こ

しては、詳細は今後の検討に委ねられることに

そ、来るべき国際博覧会が関西に残す、優れた

なるが、人工島に日本を代表する観光目的地が

レガシーであることを強調しておきたい。

出現することは間違いない。2025 年には、サ

都市全体で社会実験を重ねつつ、未来のテク

テライト会場と位置付けられるであろう会場も

ノロジーや可能性を可視化することを通じて、

含めて、自主的な観光集客イベントが関西各地

大阪そして関西が歴史のある都市圏ではあると

で展開されることだろう。和歌山でも連携する

同時に、若々しい才能が溢れ湧きたつ地域であ

大型催事や国際観光のキャンペーンが検討され

ることを示す好機となることだろう。

て良い。
また関西は、ライフサイエンスや創薬などの
領域にあって、関西はアジアにおける研究の拠
点となっている。2025 年大阪・関西万博の開
催によって、学術研究を基礎に、関西が同領域
での産業振興における中枢となることを世界に
訴求することができるだろう。
もちろん伸展をはかるべき領域は、ライフサ
イエンスだけではない。博覧会を、新たな企業
活動や、さまざまな分野での若い才能が芽吹く
機会と捉え、各領域でのインキュベーションを
はかることが必要である。あわせて大阪が真の
国際都市となる好機という認識のもと、市民の
盛り上がりも不可欠になる。
いっぽうで人類の叡智を集める国際博覧会
は、ある意味で実践的な「教育」の機会でもある。
第一級の文化的な所産や最新のテクノロジーが
示される博覧会場は、次代を担う子供たちが来
たるべき世界の可能性に触れる場である。同時
に、若く優れたアーティストやクリエイターが
チャンスを得て、世界に雄飛する機会にもなる。
私は 1970 年大阪万博がもたらした最大の財
産は「人」であったと考える。万博を契機とし
て、世界で活躍したいという意欲を持つ人材が
生まれ、映像や芸術表現に関わる才能が開花し
た。イベントやディスプレイ産業、民間警備会
社などの新業態が育成された。
2025 年大阪・関西万博も同様に、さまざま
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