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2005年日本国際博覧会の計画概要

海上地区 青少年公園地区

15ヘクタール

・政府施設
・愛知県館
・市民交流プラザ
・管理・サービス施設

会 場 面 積

主 要 な 施 設

●

●

会 場 面 積

主 要 な 施 設

●

●

158ヘクタール

・政府館 ・自治体館（愛知・広域交流館（仮称）／名古屋市館）
・テーマ館 ・外国館
・民間館 ・催事施設
・管理・サービス施設

県パビリオン

県パビリオン・広域交流館（仮称）

愛知万博は、人類が直面する課題の解決の方向性と人類の生き方を発信するため、「国際博覧会に関する条約」に基づく登録を受けて開催されます。
多数の国々の参加のもと、地球時代の新たな国際貢献として日本が主導的な役割を果たすことにより、

「自然の叡智」をテーマとした新しい文化・文明の創造を目指すものです。

2地区の会場計画概要

「自然の叡智」
“宇宙、生命と情報(Nature's Matrix)” “人生の“わざ”と智恵(Art of Life)” “循環型社会(Development for Eco-communities)”

博覧会のテーマ



愛知県出展参加の基本的考え方
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愛知県は、愛知万博の場を愛知、そして日本、世界の望ましい地域づくりにつなげる「未来へのエンジン」と位置づけ、

愛知県出展参加の核を次の３点とします。

○21世紀の環境時代の地域づくりモデルである『エコ・コミュニティ』を提案

○多様な県民参加で県民が環境時代への意識と行動を得る契機としての愛知万博

○時代に先駆けた提案により、国際社会における愛知をアピール

今日世界が直面する環境課題に対して、地域の視点から解決をめざす「エコ・コミュニティ」を提案します。

県民一人ひとりが地球規模の課題を身近に地域社会において考え、2005年に向け具体的な行動モデルを実践し、国際的

な視野で環境時代に貢献する意識の醸成を目指します。

愛知県の有する資産を最大限に活用し、万博終了後の県の地域づくりに出展参加の成果を活かすために、４つのテーマを

展開します。

展示費：約20億円
合計：約40億円

建築費：約20億円

事業費

○「人・ひと」～ネットワークからムーブメントへ～　　

○「産業と技術」～モノづくりの知恵～

○「生活と文化」～隠された共生の知恵～　　　　　　　

○「自然と人間」～生き物としての人間～

テーマ展開の視点

「チャレンジ」～人に自然にやさしい、エコ・コミュニティの実現～

出展参加のテーマ

出展参加でめざすもの
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Ⅰ. 出展計画のコンセプト

［野生生物＝自然］に学び、
愛知モノづくりパワーで

［環業革命］の羅針盤となる！
「愛知県出展参加基本計画」では、愛知県出展参加のあり方として人類に課せられた未曾有の課題

「環境」に取り組むパビリオンと位置づけています。

県パビリオンは新たな環境時代の道に立ちはだかる「文明と自然の対立原理」を真摯に見つめるこ

とを基本としています。そこで、地球環境の象徴である「野生の生命体＝動植物」への深い理解と

洞察を常に念頭に置きながら、環境を機軸とした新しい産業革命を示すこととします。

21世紀の人類に課せられている「自然環境を保護しながら産業振興をはかる」（持続可能な経済発

展=Sustainable Development）という「矛盾した課題」の解決への愛知ならではの提案を、次

の3点で訴えます。

海上地区パビリオンは、自然への洞察を広める場として「森の鼓動と呼吸」をテーマにします。

青少年公園地区パビリオンは、モノづくり愛知の力を未来に活かした「環業革命への力」をテーマ

とします。

両パビリオンには、［環境時代創造の原動力＝エコ・コミュニティ］の挑戦ぶりを展示等に反映する

ことを心がけます。また、県内企業、県内学術研究機関による展示構成などの協力を仰ぎ、国内や

海外からの協力も検討しています。

（※［環業革命］は愛知県館プロデューサー・山根一眞氏が1997年以来提唱）

環業革命への力
ECO-INDUSTRIAL REVOLUTION

森の鼓動と呼吸
DISCOVERING THE FOREST'S LIFE CYCLES

エコ・コミュニティへの挑戦
ECO-COMMUNITY : A DREAM COMES TRUE



Ⅱ. 展示基本設計 1.海上地区パビリオン （1）テーマ
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海上地区パビリオンを貫く姿勢は「森と人の命の融合」です。

単に知識として森を知るのではなく、

小さな森＝そこに生きる野生生物の鼓動や呼吸 と融け合うことで、

小さな森すらも秘める生命連鎖の不思議な力や人の生命が

森の生命と連携していることを感動をもって識る場とします。

コンセプト

森の鼓動と呼吸 ～かつてない自然発見の場～

DISCOVERING THE FOREST'S LIFE CYCLES

テーマ



Ⅱ. 展示基本設計 1.海上地区パビリオン （2）テーマ展開
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zonezone 1.1.シアター空間シアター空間

命の命の環環（（わわ）） 自自然然・・ひとひと･･地域地域
の新ルネッサンスの新ルネッサンス

森のカンタータ森のカンタータ

zonezone 3.3.コラボレーション空間コラボレーション空間zonezone 2.2.ギャラリー空間ギャラリー空間

「万博的仮想表現を排し」て構成する劇場型の「森のカンタータ」。

生命連鎖の宇宙を散歩しながら驚きをもって体験できるミュージアム型の「命の環（わ）」。

エコ・コミュニティづくり推進の触媒となる「自然・ひと・地域の新ルネッサンス」。

「森のカンタータ」は、「海上の森」を出発

点とする地球生命圏への旅の映像劇場で

す。これまでの博覧会にありがちなバー

チャル表現を越える仕掛けで来館者に深

い感動を演出します。

森の生命連鎖に学ぶ「命の環」は、身近な生物

が精密マシンとして登場したり、自然の風景を

ジオラマで表現するミュージアム型の体験学習

空間です。県内の子どもたちによる昆虫製作

参加や、生命科学者、自然保護活動家などの参

加によって演出します。

「自然・ひと・地域の新ルネッサンス」は自然と人、

人と人の新たな出会いと交流を促すコラボレーシ

ョン空間です。県民が取り組むエコ・コミュニティ

活動の象徴展示や、その活動内容を紹介する催事

的演出により、エコ・コミュニティづくりの気運

を高める一助とします。

海上の森で自然を識る
海上の森を真摯に見つめ、小さな森す

らも秘める「自然の生命力の底知れな

い世界」を体感する。

海上の森で自然を学ぶ
人の力がとうてい及ばぬ「生命の尊さ

と巧みさ」を解きほぐし、人と自然の深

いかかわりを再発見する。

海上の森で出会う
自然と人、人と人の新たな出会い。

愛知県民によるさまざまなエコ・コミュニ

ティ活動の強力な交流と発信。



Ⅱ. 展示基本設計 1.海上地区パビリオン （3）ゾーニング及び動線
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IN

OUT OUT

森のカンタータ
シアター空間

命の環
ギャラリー空間

命のウェーブアート

不思議な動物力

海上の森の生命のいとなみ

自然・ひと・地域の新ルネッサンス
コラボレーション空間

未来来の自画像・ 07,000.000人のAICHI

愛知エコ・コミュニティ・プラザ 05200

愛知県レッドデレッ データブックブ

延床面積　　　　約3,000㎡

展示面積

シアター空間：約400㎡　

ギャラリー空間：約400㎡　

コラボレーション空間：約300㎡

施設規模

観客動線は基本的に一方向の動線とし、市民交流広場

のレベルから下に降りながら、シアター、ギャラリー、コ

ラボレーションの順に観覧してもらいます。また、身障

者などの優先入場者にも配慮しつつ、各空間での避難も

容易にできるよう避難動線を確保します。

動線の考え方

会期後も使用される恒久部分と博覧会時のみの仮設部

分が混在する施設の特性を考慮しつつ、建築は3つの

空間を高低差のある敷地にならって構成する、来館者

にわかりやすいゾーニングを行います。シアター、ギ

ャラリー、コラボレーションの空間を明快に切り分け、

配置します。

ゾーニングの考え方



Ⅱ. 展示基本設計 1.海上地区パビリオン （4）シアター空間
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森のカンタータ森のカンタータ((仮称仮称))〈海上の森で自然を識る〉

高精細な映像､超高感度音響システムなど最先端の映像･音響システムを融合させ、
身近な生命活動をドラマチックに体感。

森の鼓動と呼吸に包み込まれる不思議シアター「森のカンタータ」

zonzon ee11 ..

面　　積： 約400m2

収容人員： 約300人

規模

高精細な映像システムや超高感度音響システムを用い、海上の森を中心に

ふだんは聞くことも見ることも困難な自然界の営みを、時間をかけててい

ねいに取材。最先端の映像・音響システムを駆使し、芸術性の高い映像・

音響作品に仕上げます。

・自然の音を叙情詩的な楽曲に編曲し、自然の営みの姿を質の高い映像に編集

・海上の森の四季を中心に、自然界の生物の営みの姿とその音を収録・編集

シアター

・自然の息吹が感じられる体感型造形空間

・体感を加えた4Dシステム、ハイビジョンシステム映像、サラウンドシステム音響

外部システム

・海上の森の様子をつぶさに知るため、海上の森を遠望する2本のライブカメラと森の

各所に設置された音源収集マイク

展示手法

実際の音と映像や合成音からなる新しい表現を試みます。そして、私たち

のすぐそばで繰り広げられながら関心を持ってこなかった森の声、森の呼

吸に包み込まれるなど、来場者があたかも森の中にいるかのような、新し

いタイプの空間演出をします。

（例）

小さな虫の羽ばたきとその音、風が巻き起こす木々のざわめき、樹木の内部を流れる

水音、草木の実がはじける姿や音、動物たちの命をかけた攻防、オオタカの飛翔など

展示内容

わたしたち県民の身近な存在である海上の森。その小さな森に住まう動物、

昆虫、植物などの高鳴る鼓動と息づく呼吸を、あたかも森の中にいるかの

ようなみずみずしい映像と4D体感の立体表現で演出します。日々移り変

わる海上の森の多様な姿を通して、来館者は、小さな森すらも持つ「底知

れない生命力」の偉大さを感じることができます。

ねらい



Ⅱ. 展示基本設計 1.海上地区パビリオン （5）ギャラリー空間
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身近な生物が精密マシンとして出現！ 高度な生命体のメカニズムが来場者を圧倒。
森の空気をうつしとった空間で、生命連鎖の仕組みを学ぶ「命の環(わ)」

命のウェーブアート

海上の森の生命のいとなみ面　　積： 約400m2

規模

命のウェーブアート
内容：県内の子どもたちがつくる海上の森の昆虫や小動物た

ちの展示

手法：自然素材・リサイクル素材で小さな生き物たちを製作、

パネルに取り付ける

海上の森の生命のいとなみ
内容：海上の森の生物と人間の暮らしのありようを生物の生

命連鎖という原則を通して立体図鑑化した展示

手法：ジオラマ、模型、グラフィック、映像等で自然のありよう

を多面的に伝える

不思議な動物力
内容：私たちの暮らしに役立つ、生物の持つ不思議な能力を

知る展示

手法：模型・グラフィック等で来館者の理解の深度に合わせた

手法で伝える

愛知県レッドデータブック
内容：愛知県の希少種の姿から愛知県の自然環境の「現在」を

知る展示

手法：会期前に調査し、CD-ROM等で記録した内容を検索

できる展示や、グラフィックを多用した演出を行う

展示内容・展示手法

来館者には海上の森の生命世界の営みを通して、小

さな生命がより大きな生命に食われていく「生命連

鎖の環」がどのように構成されているか、生命連鎖

の途上にある動物の絶滅が、人の子孫の生存や生命

にどう影響するのかなどの問題を考える場とします。

また、来館者を圧倒する小さな生物の精密表現を通

して、生物の高度なメカニズムを知り、自然の力、生

命の驚異を大きな驚きを持って学べるようにします。

ねらい

命の環
わ
((仮称仮称))〈海上の森で自然を学ぶ〉

zonzon ee22 ..

愛知県レッドデータブック

不思議な動物力
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自然・ひと･地域の新ルネッサンス((仮称仮称)) 〈海上の森で出会う・・・それは森での「気づき」から始まる〉zonzon ee33 ..

面　　積： 約300m2

規模

展示空間 「未来の自画像・7,000,000人のAICHI」

・県民により集められた自然をテーマにしたイラストをカレンダー化

・環境問題や県民の取組を象徴的に表現した巨大立体絵本

・愛知県の環境データや県内各地域で取り組まれている県民のエコ・コミュ

ニティ活動の検索が可能な情報装置

催事空間 「愛知エコ・コミュニティ・プラザ2005」

・ワークショップを行うためのステージ、可動式チェア・畳座敷・ワークテー

ブル

・県内の優れたエコ・コミュニティ活動を紹介するためのモニターやライブ中

継装置

展開手法

展示空間 「未来の自画像・7,000,000人のAICHI」

自然とくらしのカレンダー（愛知の暦）

展示スペースの壁に、期間中のその月にちなんだ自然（「新芽」、「花」「小

動物」など）をテーマにしたイラストを公募し、カレンダーとして展示

環境絵本2005

人類が抱える環境問題とそれに取り組む人々の姿を簡潔にまとめ、立体

絵本（とびだす絵本）としてシンボリックに展示

グリーンマッピング・オン・愛知

県民から寄せられた情報を基に、県内の各地域が抱える環境問題と、そ

の解決に向けて取り組むNPO等の概況や活動を紹介

催事空間 「愛知エコ・コミュニティ・プラザ2005」

エコ・コミュニティ活動に取り組んでいる個人や団体によるワークショッ

プや工作教室等の催事を通して、県民の取組をわかりやすく参加体験できます

展開内容

エコ・コミュニティ活動に取り組む県民が主役の空間。愛知県が直

面する環境課題、そして自然と共生する社会づくりを目指す愛知県

民の活動をわかりやすく紹介し、エコ･コミュニティの重要性の理解

と､その実現に向けた活動への気運を高める一助とします。

ねらい

展示空間「未来の自画像・7,000.000人のAICHI」

催事空間「愛知エコ・コミュニティ・プラザ2005」

自然と人、人と人の新たな出会いと交流。
愛知県民によるさまざまなエコ･コミュニティ活動を体感・発信する

「自然・ひと・地域の新ルネッサンス」
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