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地元関⻄の万博シンクロ勝⼿活動群

2025
⼤阪・関⻄万博

関⻄
万博活⽤戦略

万博開催のパワー（地の利）を活⽤した



関⻄に再び万博がやってくる

6,400万⼈の⼊場者数を誇る
1970年の⼤阪万博は夢の世
界。連⽇、世界のお祭りが演じ
られ、多くの少年少⼥が未来と
世界に熱狂。多くの企業・才能
が世界に⾶躍しました。

⽇本万国博覧会（⼤阪万博）

あれから５５年

国際博覧会（万博）は、国際博覧会条約に基づき、万博を選定・監督する
BIE（博覧会国際事務局）の承認のもと、国家事業として開催される⼤規
模な国際博覧会です。（登録博覧会と認定博覧会の2種類があります。）

テーマ「⼈類の進歩と調和」
波及効果1兆２千億円超

1970年
⽇本万国博覧会

1975年
沖縄海洋博

1985年
つくば博

1990年
⼤阪園芸博

2005年
愛・地球博

1975年
沖縄海洋博

1985年
つくば博

1990年
⼤阪園芸博

2005年
愛・地球博

2025年に⾒る夢

2025年⽇本国際博覧会
略称「⼤阪・関⻄万博」 （ 登録博覧会 ）

●会場 ︓夢洲（ゆめしま/⼤阪市臨海部）

●開催期間︓2025年4⽉13⽇（⽇）
〜10⽉13⽇（⽉）

●来場者数︓約2,820万⼈（想定）

１．海と空を感じられる会場

３．未来の技術と社会システムが⾒える万博

４．本格的なエンターテイメントを楽しめる万博

５．快適、安全安⼼、持続可能性に取り組む万博

２．世界中の「いのち輝く未来」が集う万博

●５つの特徴（基本計画より）

提供︓2025年⽇本国際博覧会協会



2025年⽇本国際博覧会（テーマ・コンセプト・⽬標）

▶コンセプト
未来社会の実験場
“Peopleʼs Living Lab“

2025年⽇本国際博覧会
略称「⼤阪・関⻄万博」

▶⽬標
SDGsの達成 Society5.0実現

▶テーマ
いのち輝く未来社会のデザイン
“Designing Future Society for Our Lives”

▶サブテーマ
Saving Lives いのちを救う
Empowering Lives いのちに⼒を与える
Connecting Lives いのちをつなぐ

会場配置計画図

パビリオンワールド
ウォーターワールド
グリーンワールド

▸パビリオン等の施設が集まるにぎわいのエリア。

▸⽔景を活⽤した憩いのエリア。

▸会場の⻄側の海に⾯した緑地エリア。

提供︓2025年⽇本国際博覧会協会

テーマ事業プロデューサー テーマ
福岡 伸⼀ ⽒（⽣物学者、⻘⼭学院⼤学教授） 「いのちを知る」
河森 正治 ⽒（アニメーション監督、メカニックデザイナー） 「いのちを育む」
河瀨 直美 ⽒（映画監督） 「いのちを守る」
⼩⼭ 薫堂 ⽒（放送作家） 「いのちをつむぐ」
⽯⿊ 浩 ⽒（⼤阪⼤学栄誉教授、ATR⽯⿊浩特別研究所客員所⻑） 「いのちを拡げる」
中島 さち⼦ ⽒（⾳楽家、数学研究者、STEAM教育家） 「いのちを⾼める」
落合 陽⼀ ⽒（メディアアーティスト） 「いのちを磨く」
宮⽥ 裕章 ⽒（慶応義塾⼤学教授） 「いのちを響き合わせる」

2025年⽇本国際博覧会（プロデューサー）

藤本 壮介 ⽒ （建築家）
会場デザインプロデューサー

5

⽯川 勝 ⽒ （プランナー、プロデューサー）
会場運営プロデューサー

2025年⽇本国際博覧会協会 講演資料から抜粋



万博拡張概念と
万博の活用

１．地域万博活用支援
２．未来イノベーション加速化

関⻄は、万博開催地域で
あることをフルに活かすべく、
「テーマ・空間・時間」
の概念を拡張し、今後の
戦略を⽴てることが重要。
当局はこのような概念を
「万博活⽤戦略」と
称しています。

３軸の万博活⽤概念（万博活⽤戦略）



▶夢洲における万博と関⻄に
おける様々な活動をシンク
ロすることで相互に価値を
⾼め合うことが可能。

▶「関⻄全体をいわばパビリ
オン」として地域毎の特⾊
や優れたポテンシャルをア
ピールする絶好の機会。

関⻄全域パビリオン化

関⻄全体をパビリオンにしよう

⻑期的視点の万博ソフトレガシー戦略

▶2025年の単なる⼀過性のイベントではなく、万博開催以降
を⾒据え、「永続的に関⻄の産業が発展するしかけ」として
「万博ソフトレガシー」を考えることが重要。

▶つまり、2025年以降を念頭に置き、2025年をマイルストーン
に中⻑期の視点で関⻄の戦略を考える。



地域万博活⽤
▶万博のパワーを活⽤し

世界の⽬を「⾃地域」へ引きつける
▶万博は世界中が関⻄に注⽬する国際
イベント。

▶2025⼤阪・関⻄万博には、外国⼈
350万⼈を含む2820万⼈の来場が
予想される。

▶このような⼈々を万博会場の展⽰のみ
ならず関⻄各地・⽇本各地の産業や
⽂化に触れていただき、地域毎のブラン
ドやイベント良さを感じていただくことで、
地域を世界にアピール。

RED Label

⾃地域誘客戦略（物語と地域連携）
 概要

2025⼤阪・関⻄万博には外国⼈350万⼈を含む2820万⼈
の来場が予想される。このような⼈々を、⾃地域に案内・誘客し、
地域毎の良さを感じていただき、地域での消費や新ビジネスの契
機となるような流れを作る。

▶ルート上の共通項（ストーリー）を探し、地域連携による魅⼒UP

2025
⼤阪・関⻄万博

夢洲
関連
地域

関連
地域⾃地域

関連
地域

メタストーリーによるルート化
例︓観光資源・⽂化資源を
題材とした新たな物語化



地域にレガシーを残すために
▶レガシーについて

・万博の開催は2025年であるが、万博を契機に検討する事業は、⻑期に亘り地
域に利益をもたらすものにしたいところ。
・レガシーとは、2025年以降も成果を継続するための装置であり、あくまで万博は
その契機に過ぎず、万博から離れ独り⽴ちしても世界を振り向かせる事業を志向
すべき。

▶⼀過性のイベントにしないために
・イベント的な事業はともすれば⼀過性に成りがちであり、過年度には徐々にパ
ワーが薄れがちになることが考えられる。
・例えば始めから毎年開催・隔年開催などを前提とした計画とし、年を重ねる毎に
⼯夫や追加的な事業を加えるなどパワーアップを盛り込んだ戦略が重要。

結局必要なものは
「地域のプラットフォーム」となる事業では・・・

RED Label

地⽅のストラテジー（戦略）を考える

1.分析と
戦略検討

•地域の強みは何か分析
•基本戦略の策定や関係
者との調整

2.イベントや
仕組み作り

•万博とシンクロする魅⼒
的なイベントの開催
•海外展開などの仕組み作り

3.レガシー化
のために

• 2025年以降も成果を
継続するための作戦
•基盤創り

▶2025年の万博の開催パワーを活⽤し、地域が⾶躍するために、
各地域でそれぞれの特徴を踏まえた戦略の検討が重要。



地域の⼯場をパビリオンに（オープンファクトリー）
 概要

「オープンファクトリー」とは、ものづくり企業が⽣産している現場
を外部に公開したり、来場者にものづくりを体験してもらう取組み。
世界から関係者が参集する万博の機会を活⽤し、オープンファク
トリーに関係者を誘導しファインな⽣産現場を世界にアピール。

▶オープンファクトリーの効能（例）
1.⾃社製品や技術のアピール
2.社内の⼈材育成効果・意識の共有化
3.販路拡⼤・協業先拡⼤
4.⼈材確保等々

⼤正・港オープンファクトリー ⼋尾市︓みせるばやお

▶そして更なるオープンＸ
・産業活動をOPEN化して来訪
者に公開する活動は製造業に
限らず、あらゆる産業が施設が
パビリオンの可能性
オープン

キャンパス
（⼤学）

オープン
おもてなし
サービス

オープン
インフラ
システム

オープン
伝統芸能
舞台演出

オープン
建築現場
修復作業

ACTION
IMAGE

各地で地域ブランド世界展開戦略を展開

 概要
地域において地域団体商標等の制度を活⽤し、地域のブランド
を確⽴。プロダクトの⾼級ブランド化を図り海外にアピール。また、
当該分野の世界的な中⼼地（オウンドメディア化）を⽬指す。

▶ 地域団体商標の活⽤
地域団体商標は、地域の
魅⼒あふれる名物のブラン
ド⼒の向上と模倣品対策
を⽬的とした商標登録制度。

▶ オウンドメディア志向の意味
▶外国や他地域の⽅は⾃分の地域や商品を

世界にアピールしたいでしょう。

▶特定ジャンルでそんな世界の情報を束ねて、
世界に発信するのはどうでしょう。

▶その地域は、その特定ジャンルにおいて、
世界の中⼼になることが可能です。

地域が特定分野の世界的オウンドメディア化を志向

ACTION
IMAGE



地域ホットスポット戦略

 概要
万博開催のパワーを活⽤し、各地において、開催期間中やその
前後に地域を世界的な特異点（ホットスポット化）にするため
の特徴的イベントや世界的情報発信を考える。

▶例１︓世界サミットの開催
世界から⼈材が集まる万博開催に併せ、
地域固有のポテンシャルをテーマにした
国際サミットを開催。
①世界勇壮祭り都市サミット
例︓岸和⽥だんじり祭り・スペイン⽜追い・ペルータカナクイ等

②世界空中都市サミット
例︓朝来市・マチュピチュ・シーギリヤロック（スリランカ）等

③世界BLUE FLAG（美しい海岸）サミット
例︓⾼浜町・世界で4000カ所

④世界ファッション都市サミット
例︓神⼾市・サンクトペテルブルク・フィレンツェ・バルセロナ

⑤世界酒蔵サミット
例︓灘・伏⾒・ブルゴーニュ・ミルウォーキー

▶例２︓世界宣⾔
地域から世界に向けて、地域が向か
うSDGsや社会正義を⾼らかに謳う。
例えば、⽂化財や⾃然の保護、伝統産業の再
評価など地域に密接なテーマについて⼈類が向
かうべき⽅向を発信。

▶例３︓聖地化
アニメや⼩説の舞台として、或いは個
⼈や動物、知られざる奇蹟のクロー
ズアップにより、地域の世界的ホット
スポット化を志向。若者パワーに期待。

ACTION
IMAGE

ローカル ツー ローカル 国際交流
 概要

万博の機会を活⽤し、若者などが国際交流する環境を提供。
姉妹都市の締結都市やアフリカなどこれまで交流が少ない都市
など、地域と地域が若者と若者が交流するチャンスを創出。

▶ 若者により世界の状況を事前にリサーチ
▶ 友好姉妹都市・アカデミーネットワーク

などにより世界へアプローチ
▶ 万博の機会に⾃地域への来訪を招致
▶ 来訪時に地域住⺠や学⽣と交流
▶ 先⽅への訪問プログラムを検討
▶ 特定地域（ローカル ツー ローカルな）

持続的友好関係を構築

▶ 地域から世界を志向する若者を育成

ACTION
IMAGE



未来イノベーション加速化⽀援

▶万博のパワーを活⽤し 関⻄に「未来」を引き寄せる
⽬標１︓⾰新的ビジネスアイデアの誘発（ideas worth spreading）

・参加企業が本事業で提⽰された発想を持ち帰り、新たな事業⽴
案に⽣かしたり、異分野の⽅々の多様なアイデアを広めることで、新
たなアイデアを誘発し、関⻄における新たなビジネス想起のヒントを
提供。

⽬標２︓発想⼒の強化と⼈的ネットワーク形成
・参加者の新発想ビジネスの事業化に必要な発想⼒の養成と、これ
までにない異業種間の⼈脈形成の機能提供を志向。

Blue Label

新発想創出地域を⽬指して

▶これからは０から１を⽣み出すような固定観念に囚われない⾃
由な発想⼒が重要。未来ゼミ（次項）などの活動では、グルー
プに分れ教科書にはない課題に対する新たなアイデアを検討。

▶他⼈の発想に触れ議論することで、個々の意⾒を越えた思いも
寄らぬ発想を導き出すことを志向。

▶このような活動で気のあった仲間が連携し、同様の動きが広がり、
５年後に社会で重要な役割を担う若者達により、５年を待た
ずとも関⻄が「新発想創出地域」になることを期待。

起
ゼロから１を

⽣み出す

承
1を100にする

転
着実性を
検証する

結
最後まで遂げ
結実させる

本事業では特にこの領域に着⽬

技術系補助⾦は⼀般にこの領域



万博と未来ビジネスを考える出前ゼミ

▶０から１を⽣み出す創造学⽣の輩出を⽬指す

▶近畿経済産業局では、学⽣の⽅などを対象に、当局職員等と
「国際博覧会と2025年頃までの近未来の技術やビジネス」 に
ついて、ともにディスカッションする「出前ゼミ」を開催。

▶通常進⾏はインプットセッションに続き、個⼈・グループでの検討
及び全体による発表会を実施。若い⽅々に万博の可能性をご
理解いただくと共に、数年後の未来を検討いただく。

出前講演と新発想

▶企業グループなどに出向き、万博の可能性や
新発想ビジネス等を啓発。

啓発 万博と未来ビジネス「出前講演」啓発

▶また、要請に応じ、企業や団体のグループに出向き、万博と新たな
発想による次代のビジネスについて意⾒交換する「出前講演」などを
実施。

▶特に、最近みられる新たなビジネスやユニークな取組み等についても、
参加者の皆様と共に検討し、新たな取組みのきっかけにしていただく
ことを⽬指す。（Let’s Begin）



先進技術の実証・実験地域化

 概要
未来社会の実験場を志向する万博に連携し、関⻄の様々な地
点や機関で先進的な取組みを展開。特に、未来社会やSDGsを
⾒据えた未来実証実験地として世界にアピール。

▶例えば「カーボンニュートラル」や
⾰新エネルギー

▶例えば「⾰新リサイクル」

・ＰＶ/⾵⼒などの新エネルギー
核融合、バイオ原料燃料 など

・⽔素アンモニア循環社会
・ゼロエミッション化

・プラスティックリサイクル
・⾷品リサイクル など

▶例えば「⾃動運転」や
「空の移動⾰命」
SDGsなど

ACTION
IMAGE

各地で国際イベントを全⼒誘致

 概要
万博の開催期間中またはその前後に、⼤学や学会、業界組織が
それぞれの分野において、会合や展⽰など様々なイベントを関⻄
に誘致。また、そこにおいて重要な発信（世界宣⾔）を⾏う。

▶同時開催のインパクト
世界から⼈材が集まる万博開催に
併せ、インパクトのある活動を各地
で展開。

・国際学会
・国際会議
・国際宣⾔
・国際フォーラム
・国際展⽰会

例
え
ば
・
・
・

ACTION
IMAGE



⼈材交流⼗字路関⻄

 概要
社会を変える新たな発想が求められている現在、これまでの概念
を破る新たな発想には、全く違う分野の⽂化との密なる接触が
重要。万博を契機にそのような環境を構築し、関⻄が⾰新発想
の⽣産地となることを⽬指す。

• これまでの概念を破る新たな発想には、新たな刺激が必要。
• ⼈は⾃分の⽂化や考え⽅に捕らわれ、そこからの脱却が困難

であり、発想⼒を⾼めるには、全く違う分野の⼈材との密なる
接触が重要。（万博は世界から⼈材が参集する好機）

• そこから問題解決のパズルを解く⽷⼝となる新たな着想が⽣
まれることを期待。

異分野異⽂化の⼈脈を持つ重要性
新発想⽣産地域化

ACTION
IMAGE

新たなルールや枠組みの発信

 概要
多くの国や企業が集まり、SDGsによる⼈類の課題解決を考え
る万博において、皆がなりたい未来社会を⽬指したルールや枠組
み・規格の設定や発信ができないだろうか。

▶例えば「サイバー空間」の活⽤
サイバー空間の課題

・なりすまし、ネット詐欺、・誹謗・中傷

情報の判断
（スコア化等）

良い情報
（⾼いスコア）
トークン等
による報酬

リツイート
発信源の
信頼性
多様性

エチケットガイドや
アカウンタビリティガイド

悪い情報
（フェイク・中傷等）
マイナススコア

付与

良い情報 悪い情報リツイート

▶例えば
「国際的リサイクル」

▶例えば
「パンデミックの早期警戒」

▶例えば
「⽂化財保護」

ACTION
IMAGE



万博への参加イメージと
TEAM-EXPO2025プログラム

2025日本国際博覧会協会事業より

企業・団体の参加メニュー

未来社会ショーケース
事業出展

会場内で未来社会の実証・実装や
テーマを具現化する展⽰を⾏う参加

事業出展
資⾦・施設・物品・役務提供

パビリオン出展
万博のテーマに沿って⾃由な発想

で独⾃に企画・出展する参加

敷地⾯積3,500㎡
９区画

テーマ事業協賛
８名のプロデューサーが企画する
テーマ事業に協賛社として参加

資⾦
施設・物品・役務提供

会場整備参加
運営参加

施設・物品・
役務提供

TEAM EXPO
2025参加

共創チャレンジ
共創パートナー

催事参加

資⾦・施設・物
品・役務提供

営業参加

営業施設出店
ライセンスビジネス

万博応援参加

広報・プロモーション
指定寄付

2021年８⽉19⽇ 2025⽇本国際博覧会協会 出展参加説明会資料より引⽤



（公社）２０２５年⽇本国際博覧会協会講演資料、同ＨＰ等を参考に作成

●博覧会協会では、⼤阪・関⻄万博のテーマである
「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現とSDGs
の達成に貢献する万博連携共創活動を募集。

「TEAM EXPO 2025」プログラム

２．共創パートナー（⽀援をする法⼈・団体）

１．共創チャレンジ（１つ１つのアクション） 「いのち輝く未来社会のデザイン」
の実現に向けた個々の活動

共創チャレンジを創出しその
活動を⽀援する活動

https://www.expo2025.or.jp/team/

▶⾃らが描く未来の実現に向けた１つ１つのアクション
⼤阪・関⻄万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現するため、
⾃らが主体となって未来に向けて⾏動を起こしている、または⾏動を起こそうとしている活動。

▶複数の共創チャレンジの創出・⽀援をする法⼈・団体
⾃らのリソースを提供して共創チャレンジを⽣み出し、また、⾃らが創出した
共創チャレンジや他の共創チャレンジを⽀援する法⼈・団体等。

当局⾃⾝も
共創パートナー

として登録

共創チャレンジ参画例

※これらの活動はあくまで⼀例であり、これらに限らず様々な活動の登録をお待ちしています。
※登録に費⽤はかかりませんが、申請⼿続きや共創チャレンジの活動に必要な経費は、各チームにご負担いただきます。（当協会から補助⾦等の⽀給はありません）

⾃然環境の維持・向上を
通じ、持続可能な社会を
構築する活動

未来の産業創出に向けた
活動

SDGsの達成やSociety5.0
の実現に向けた活動

ライフサイエンスやヘルスケア
に関する将来的な社会実
装に向けた活動

⼤阪・関⻄万博のテーマや
意義など、本万博の内容
周知に繋がる情報発信に
関する活動

教育や⼈材交流など次世
代を担う⼈材育成に関する
活動

⽂化や芸術、エンターテイン
メントに関する創造的な
活動

⼈々の⾏動変容に繋がる
情報発信に関する活動

2025年⽇本国際博覧会協会 講演資料より引⽤



近畿経済産業局

万博活用戦略

機運醸成
啓発活動

コアプレイヤー コアプレイヤー プロジェクト創成
の発掘 と共に検討 サポート

プロジェクト群
マップ化

▶当局の「万博活⽤地域活性化戦略」は、博覧会協会のTEAM EXPO2025
プログラム「共創パートナー」として、同協会と共働し、①万博を契機としたイノ
ベーションの創出と、②万博を活⽤した地域の活性化を⼤きな柱として活動を
展開。

万博機運醸成活動（近畿経済産業局）

▶企業グループなどに出向き万博の
可能性や新発想ビジネス等を啓発。

▶学⽣等に万博の可能性を議論し、
０から１を⽣み出す創造⼒を養成。

⾃治体向け万博活⽤セミナー

万博と未来ビジネス「出前講演」 学⽣・若者向け未来ゼミ

▶万博の理解促進とTEAM-EXPOを
活⽤した⾃地域での万博活⽤を説明

・兵庫県 ︓R2.12.22
・奈良県 ︓R3.1.19
・滋賀県 ︓R3.1.25
・京都府 ︓R3.2.2
・和歌⼭県︓R3.3.5
・福井県 ︓R3.3.23

楽しみの近未来VR/AR空間研究会

▶万博を意識した2025年のVR等の
可能性を議論



360°万博拡張マップ（近畿経済産業局）
 テーマや⽅向性で万博とシンクロする会場外活動は分野や場所、活動主体等が
様々であり、何処で誰がどのような活動を展開しているか不明。

 このような活動情報を収集し、会場外活動へ誘引すると共に、様々な共働・連
携活動を促進すべく、それらを纏め分りやすく提供（マップ化）。

地理的マップ 分野活動マップ 時系列マップ

万博連携活動

会場外
活動

⼤阪・関⻄万博
夢洲 相互に

⾼め合う

価値

多様な切り⼝のマップ

TEAM-EXPO2025活動（近畿経済産業局）

の森
の森

共創パートナー事業

関西
共創の森

今こそみんなでいっしょに

Cyber 
Security

セルロース
ナノファイ
バー（CNF）

をもっと身近に！！

関西地域
ブランド

プロジェクト

共創チャレンジ活動 共創チャレンジ活動 共創チャレンジ活動 共創チャレンジ活動

 2025⽇本国際博覧会協会では、万博と連携する活動を「TEAM-EXPO2025
プログラム」として登録する活動を展開。（別項参照）

 近畿経済産業局では⾏政機関としていち早く、実活動である「共創チャレンジ」活
動を⽀援する機関として「共創パートナー」に登録。また、組織内のイノベーション
や地域開発に関わる４つのプロジェクトを「共創チャレンジ」として登録し、万博との
連携を睨み活動を展開。



参考︓⼤規模イベント連動活動の重要性
本体の活動を凌ぐフリンジ（周辺活動）

▶エディンバラ国際フェスティバル
・1947年から始まるスコットランドの⾸都エディンバラで開催される

国際フェスティバル
・古典・現代演劇、オペラ、クラシック⾳楽やバレーを上演
・フェスティバル・ディレクターに招待されてはじめて参加できる

▶エディンバラ フェスティバル フリンジ（Fringe＝「周辺」の意）
・上記国際フェスティバルと同時期に開催されるショー群
・発端は、国際フェスティバルに招待されなかった8劇団の

同時⾃主公演で、毎年多くの、演劇、コメディー、⾳楽、
ミュージカル、舞踊、⼦どものためのショー等が演じられる。

・3000を越える公演を実施し、今や国際フェスティバルをはるかに凌ぐ世界最⼤の芸術祭

▶エディンバラ国際フェスティバル・・・・・・・・・ 対⽐・・・・・・・・・ ⼤阪・関⻄万博
▶エディンバラ フェスティバル フリンジ・・・・・ 対⽐ ・・・・・・・・ 関⻄⼀円の連携活動

経済産業省
近畿経済産業局
2025NEXT関⻄企画室

⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-44
⼤阪合同庁舎1号館
電話 06-6966-6003

●地下鉄⾕町線
天満橋駅３号出⼝

●京阪電鉄
天満橋駅


