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はじめに

　2025年，大阪で万国博覧会，通称
「万博」が開催されることになりまし
た。1970年の大阪万博に行かれた方に
とっては思い出深いと思いますし，
70年大阪万博を知らなくてもシンボ
ルであった大阪府吹田市にある太陽
の 塔 は，DREAMS COME TRUEの
歌や大ヒットとなった漫画『20世紀少
年』でなじみがあると思います。コロ
ナ後の国家イベントとして大きな経
済効果も期待されていますが，そもそ
も「万博」とはどんなイベントなので
しょうか。

「万博」とは？

　「万博」は，博覧会国際事務局（bureau 
international des expositions；BIE）
の承認を得て行われる，“国際博覧
会”のことです。1928年に成立した国
際博覧会条約を機に開催されるよう
になり，2017年９月時点で約170ヵ国
がBIEに加盟しています。万博の目的
は，拡くいろいろな国や人に新しい文
化や技術を紹介し，将来の展望を示す
ことです。世界初の万博は1851年に開
催されたロンドン万博ですが，日本は
1970年の大阪万博が最初であり，過去
５回開催されています。

　1970年の大阪万博は，高度経済成長
期のなか「人類の進歩と調和」をテー
マに，近未来的な展示内容や当時まだ
めずらしかった世界各国のパビリオン
があり，多くの来場者を魅了しまし
た。筆者は当時，小学校２年生でした
が，岡山県から特急「つばめ」で３回
行き，太陽の塔などを訪れ，感動した
のを今でも覚えています。残念なが
ら，一番人気のアメリカ館「月の石」
は４時間待ちの列に負け，諦めました
が，初めて外国の文化に触れた体験で
した。同じ経験をされた先生方も多い
のではないかと思います。最終的に，
なんと世界から77ヵ国が参加，入場者
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EXPO 2025 will be held at Osaka, Kansai. A World Expo is an event that brings together people and innovations from around 
the world to address issues facing mankind on a global scale. The Osaka Expo 1970, Japan’s, and Asia’s, first ever, became a 
symbol of Japan’s rapid economic growth and one of the country’s most lauded events. 55 years after the Osaka Expo 1970, 
Expo 2025 Osaka, Kansai will bring the international community back to Japan. A World Exposition is a place where new 
technologies and products are born, triggering greater convenience in our daily lives. Elevator (New York, 1853), telephone 
(Philadelphia, 1876), family restaurants, wireless telephones, electric cars, moving sidewalks (Expo 1970 Osaka), entry tickets 
embedded with IC chips, AED, dry mist (Aichi, 2005). In 2025, the world will be a mere five years away from 2030, the year 
the United Nations has set as the target for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), making it a crucial one 
for ramping up efforts to achieve these goals. Therefore, Expo 2025 Osaka, Kansai will become a key platform for reaching 
the SDGs by 2030. Especially, Osaka City & Prefecture have decided to Health Care Pavilion. Japanese Society of Anti-Aging 
Medicine tightly corroborated with EXPO 2025 OSAKA, KANSAI for Anti-aging Ride. In this paper, I, general producer of 
HealthCare Pavilion, will introduce Trip to Anti-Aging Ride.
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