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持続可能な経済発展(Sustainable Development)の構築には、

環境を機軸とした新たな産業構造の構築、「環境による産業革命＝環業革命」

を興すことが必要です。

青少年公園地区パビリオンは、万博を契機に、

愛知県が「環業革命」の起動力となることを訴えます。

20世紀までの資源消費や環境ダメージを前提とした産業のありようを検証し、

「環境時代の愛知モノづくりパワー」がどう環業革命を起こすべきか問いかけ、

21世紀の環境時代ならではの新産業設計図を示します。

コンセプト

環業革命への力 ～環境問題解決の新産業設計図～

ECO- INDUSTRIAL REVOLUTION

テーマ



zonezone 2.2.エキシビション空間エキシビション空間

未来エコ工場未来エコ工場

先人の知恵を受け継いだ、50年後の愛知の環境に機軸

をおいた新産業時代の兆しを示します。

中部を代表するモノづくりの先人たちによるからくりや

ロボットが目指す道､無数の先端エコ技術への取り組み

などを紹介。21世紀型モノづくりの、熱気あふれるス

ーパー町工場に模した展示空間の中でダイナミックに未

来を描きます｡

zonezone 1.1.シアター空間シアター空間

エエココ・・パノラマ劇場パノラマ劇場

zonezone 3.3.催事空間催事空間

あいちあいち･･おまつり広場おまつり広場

資源エネルギーを大量消費してき

たこれまでの暮らしを、一人ひと

りの負荷に置き換え具体的に提示。

映像や装置をパノラマ的に組み合

わせ資源消費の現状を示します。

驚愕の環境展示で、来館者に衝撃

を与えます。

開催地元県としてのおもてなしや、

愛知県の地域文化を紹介します。

県内の地域資源を活用し、祭りや

踊り、歌などの伝統文化の披露を

組み合わせ、賑やかにパフォーマ

ンスします。

Ⅱ. 展示基本設計 2.青少年公園地区パビリオン　 （2）テーマ展開
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わたしたちが
「喰べてきた地球」を識る

わたしたちのこれまでの暮らし方を見直し、持続可

能な社会を形成するために何をすべきか「気づき」

の大切さをメッセージする。

わたしたちの内に秘める
「技術と発想力」を創る

わたしたちの先人が培ってきた技術と発想力を真摯に

見つめ、次世代に引き継ぐ「創造力」の力強さをメッ

セージする。

わたしたちの
「理想」を交流を通じて育む

人と人が支えあって生きてきた時間を真摯に見つめ、

未来を切り開いていくための「交流」の大切さをメッ

セージする。

自然環境への負荷を衝撃的に体験するパノラマ演出劇場。

環業革命の担い手達がつくりあげた先端技術を、エコ工場に働くキャラクター達が案内してくれるエキシビション劇場。

県内市町村全域とそれぞれの人々が盛り上げる屋外型おまつり広場。



延床面積：

県　　館 約2,000㎡(屋外ステージ含む)

催事空間 約1,500㎡

広域交流館 約1,000㎡

県館展示面積：

シアター空間 約300㎡

エキシビション空間約800㎡

施設規模

観客動線は基本的に一方向の動線とします｡

ウェイティングスペースに来館者を集めて

エコ･パノラマ劇場に案内します。その後､

エキシビション空間を経て､催事空間に進み

ます。

動線の考え方

青少年公園地区の県パビリオンは、日本ゾ

ーンのかえで池とグローバルループに囲ま

れた位置にあります。敷地はほぼ平坦であ

り、建築は1フロアでの構成を計画してい

ます。

このパビリオンは､シアター空間、エキシ

ビション空間、屋外の催事空間の3つの空

間で構成します。

ゾーニングの考え方

Ⅱ. 展示基本設計 2.青少年公園地区パビリオン　 （3）ゾーニング及び動線
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IN OUT

エコ・パノラマ劇場
シアター空間

未来エコ工場
エキシビション空間

あいち・おまつり広場
催事空間

中部広域交流館

からくりたちのパレード

環業革命モニュメント

環業技術ゾーン

①①エコ①エコ・コミュニティ社会を
支支える愛知の人々

る⑤宇宙空間へ飛翔する
愛知の技術

④生命の神秘を解き明④生命の神秘を解き明④
かかす愛知の技術か

③自然の潜然の潜在力を引き
出す愛知の技術

②②世界の産業を発展さ
せせる愛知の技術

環業革命あいち

（参考）



Ⅱ. 展示基本設計 2.青少年公園地区パビリオン　 （4）シアター空間
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エコエコ･･パノラマ劇場パノラマ劇場((仮称仮称))〈 わたしたちが「喰べてきた地球」を識る〉

気づかず地球を喰いつぶしてきた「私」を
かつてないドキュメント手法で表現し、

資源消費の現状を体感する「エコ・パノラマ劇場」

zonzon ee11 ..

面　　積： 約300m2

収容人員： 約300人

規模

・没入感あふれるマルチプロジェクターによる

壁面スクリーン

・壁には特殊素材による壁面を用意し「資源の

消費」を表現。

・「堆積するゴミの山」の造作を設置。

・消費を象徴する4つの「地球型映像モニュメン

ト」は、内部にプロジェクターを設置、壁面

映像と連動した映像を展開する。

展示手法

・世界が直面する環境問題について、来館者の年

齢や国籍等の情報をもとに、これまでのさまざ

まな消費量を展示装置と映像で表現します。

・館員あるいはキャラクターによる案内のもと、

環境への負荷について来館者へ問いかけます。

・演出時間約15分

展示内容

環業革命へのうねりを起こすには、消費者の意

識の変革が必要です。

環境負荷をいかに抑えて暮らすべきか、来館者

一人ひとりに考えてもらうため、資源エネルギ

ーの大量消費を繰り返してきたこれまでの暮ら

しを、ドキュメンタリー的な演出で一人ひとり

の負荷に置き換えて具体的に提示します。

ねらい



Ⅱ. 展示基本設計 2.青少年公園地区パビリオン　 （5）エキシビション空間
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未来エコ工場未来エコ工場((仮称仮称)) 〈わたしたちの内に秘める「技術と発想力」を創る〉

エネルギーやバイオなどの最先端技術を
モノづくりの町工場風景にかぶせ意表をつく空間造形。

過去と未来、知恵と情熱が交錯するすてきな「未来エコ工場」

zonzon ee22 ..

面　　積： 約800m2

規模

からくり人形が誘う「からくりたちのパ

レード」を通して、モノづくり愛知を築

いてきた先人達の偉大な技や発想、愛知

県民の飽くなき探求心と情熱を体感して

もらいます。そして、このパビリオンの

シンボルである「環業革命モニュメント」

は、からくり技術を始めとする過去の技

術と未来のエコ産業技術を織り交ぜ、

脈々と引き継がれ、これからの環境時代

を支える人と技を象徴的に展示します。

さらに、このモニュメントを取り囲んだ

5つの「環業技術ゾーン」では、環境に

機軸をおく未来の産業技術を様々な展示

手法を駆使して紹介し、未来の愛知の姿

に夢と希望を感じ取ってもらいます。

ねらい



Ⅱ. 展示基本設計 2.青少年公園地区パビリオン　 （5）エキシビション空間

・江戸・明治・大正、昭和・現代と特徴をかたどった数体のか

らくり人形は自動システムで演台を周回。

・空間壁面には、江戸時代のモノを大事に扱い、徹底したリサ

イクルを行ってきた庶民の暮らしの様子や各時代のモノづく

りの先人たちの様子をパネルや映像で展示。

展示手法

江戸時代から現代までの各時代の特徴を持った数体の「からく

り人形」たちが、エコ・スピリットを象徴する「物体」を次々とリ

レー。未来を象徴するアンカーの「最先端技術ロボット」に引き

渡す演出を通じ、来館者を新環境産業時代の空間「環業革命あ

いち」へ誘います。

展示内容

環業革命へのからくりたちのパレード
江戸の精神を今に未来へ
からくり人形が引き継ぐモノづくりの心

からくりたちのパレード（（仮称仮称））未来エコ工場未来エコ工場((仮称仮称))zonzon ee22 ..
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・モニュメントや各ゾーンでは、それぞれ数分間の演出パフォ
ーマンスで来館者を楽しませる演出を行う。
・パフォーマンスは、工場に働くキャラクター達と人による案
内役のかけあいによって演出。
・からくりキャラクター、可動型展示装置、天井をまわる映像シ
ステム、演出照明などを、様々な箇所に使い来館者の期待と
感動を高める。

展示手法

「環業革命あいち」は、シンボルである「環業革命モニュメン
ト」を囲み、2050年の「エコ・コミュニティ愛知」を支え
るであろう、愛知県を代表する先端的産業技術の紹介、先人
や技術者達の知恵と技を紹介する5つの「環業技術ゾーン」
で展開します。
「環業革命モニュメント」は環業革命を象徴する巨大なからく
り造形演出装置で、展示空間全体に楽しさや驚きを演出しま
す。また、「環業技術ゾーン」では「からくりキャラクター」
を主要な案内人に、「50年後の愛知エコ・コミュニティ」の
空想世界を、ステージ仕立ての「からくり舞台」で紹介する
コーナーと、先端的産業技術や人の技を紹介する「先端技術
紹介コーナー」の2つで構成します。

展示内容

環業革命あいち ((仮称仮称))未来エコ工場未来エコ工場((仮称仮称))

Ⅱ. 展示基本設計 2.青少年公園地区パビリオン　 （5）エキシビション空間
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地球に住まう様々な生物が持つ能力や

資源の秘密を解き明かし、環境を汚さ

ないクリーンな産業技術として着目さ

れている先端的技術を紹介します。

新エネルギーによってわたしたちの社

会がどのように変わっていこうとして

いるか、先端的技術の状況を通じて紹

介します。

「からくり」という自動機械の深い伝統、スーパー精密機械技術など伝統

に裏打ちされた技術を基軸に、マイクロマシン技術、遠隔操作技術、セ

ンサー技術、コンピュータ技術、工作機械技術などを発展させた未来社

会を支える愛知の先端的技術を紹介します。

先人たちから受け継ぎ、育んできた知恵や技の伝承と技術開発にかける県

民の姿を、世界に向けて紹介。来るべきエコ・コミュニティ社会の礎とな

る「愛知モノづくりパワー」で「環業革命」への羅針盤を示していきます。

⑤宇宙空間へ飛翔する愛知の技術

④生命の神秘を解き明かす愛知の技術

③自然の潜在力を引き出す愛知の技術②世界の産業を発展させる愛知の技術①エコ･コミュニティ社会を支える愛知の人々

zonzon ee22 ..
①エコ･コミュニティ社会を
支える愛知の人々

⑤宇宙空間へ飛翔する
愛知の技術

④生命の神秘を解き明かす
愛知の技術

②世界の産業を発展させる
愛知の技術

「からくり舞台」コーナー

からくりキャラクター

環業革命モニュメント

③自然の潜在力を引き出す
愛知の技術

「先端技術紹介」コーナー

愛知県の風土に根ざした産業の中か

ら、宇宙空間などで活かされている先

端的技術を紹介します。

環業技術ゾーン

先人から引き継がれる愛知の技(わざ)･最先端技術から
垣間見える50年後のエコ・コミュニティ愛知
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