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産学公民未来共創シンポジウム 

～スマートシティでめざす、いのち輝く未来社会の実現～ 

開催報告 

 

開会のご挨拶 

松村 到 氏 近畿大学医学部 学部長 堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシアム（SCBH）座長 

堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシアム（SCBH）座

長の松村です。ご登壇の皆様には、学術、経済、行政

などの第一線でご活躍の中、お時間をいただき感謝申

し上げます。本日のテーマは「スマートシティでめざ

す、いのち輝く未来社会の実現」です。3 年後に迫っ

た大阪・関西万博を見据え、スマートシティを軸に、

如何に地域住民の生活の質を豊かにするか、堺や大

阪・関西経済の活性化を実現するかについて、ご講演・

ディスカッションをしていただきたいと思います。参

加者の皆様には、民間、事業者、大学、自治体などそ

れぞれの立場で、如何に新たな価値を創造していけるかをお考えいただければ幸いです。本シンポジウム

を契機として、公民連携の取り組みがより一層進展し、堺・大阪・関西がより良い地域となるきっかけに

なればと思います。 

 

 

第 1 部 講演 

特別講演 

演題：“いのちの可能性を拡げる”構想と、堺への期待 

石黒 浩 氏 大阪大学大学院基礎工学研究科栄誉教授 ATR 石黒浩特別研究所所長（客員） 

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会テーマ事業プロデューサー 

「“いのちの可能性を拡げる”構想と、堺への期待」の

中で、「コロナ禍後の社会でアバターが果たす役割」を

テーマに私の視点を述べていきたいと思います。大阪

大学と ATR で研究をするとともに、MOONSHOT という内

閣府で最大の研究開発プロジェクトにも関わっていま

す。アバターを使って未来社会を支えていこうとする

ものです。アバターとは、遠隔操作のロボット、CG エ

ージェント、Vチューバー、最近アメリカ大手企業がつ

くるといっている「メタバース」に出てくる遠隔操作

の CGのことです。万博というコロナ禍後の最大のイベ

ントをサステイナブルに、またコロナのような状況が起きても、世界中の人が参加してくれる仕組みにす

る必要がありますが、それを実現するのがアバターだと思います。アバターの社会実装のため、去年 AVITA

という会社も設立しました。 

まず、アバターとは何か、どんなことができるかという話をします。未来にアバターで能力を拡張し、自

由自在に働ける社会を「アバター共生社会」と呼んでいます。アバターはコロナ禍で注目を集めるように

なりましたが、研究開発の歴史は古く、約 30 年前から概念はあります。私は 1999 年に、世界最大のロボ

ットの国際会議 IROS で、テレビ会議システムと移動するロボットを組み合わせた簡単なアバターのシス
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テムを発表しました。リモートで誰もが自由に働けると発表した約 10 年後にアバターがブームとなり、

世界中で様々な会社によって開発されました。グーグルが出資したウィロー・ガレージもアバターをつく

り、ソフトウェアエンジニアがテキサスに住みながら、アバターに乗り移ってシリコンバレーの会議に出

席し、凄く豊かな生活ができたという話もありました。しかし、残念ながら 10 年前のブームはなくなり、

ほとんどの会社はアバターをつくるのをやめました。問題はリモートで働くということが認められなか

ったことで、日本はもちろんアメリカでも、リモートで働く人に人事ができるのかといわれてアバターブ

ームは消え去りました。ほとんどのアバターがつくられなくなったに頃にコロナが訪れ、リモートで働く

ことが強いられるようになり、今ではアバターがあれば誰でも自由に働けると我々は認識を新たにして

いるところです。 

私は研究開発を進めて、究極のアバターを 2007 年に開発しました。私の代わりに講演もできますが、持

ち運びが大変でスタッフが一緒に行かねばなりませんでした。つい最近完成した私のアバターは、ケース

を開けて、コンセントを入れるだけです。来年度の講演はアバターでと予約も入ってきており、本格的に

分身で活動する時代になってきたと思います。そんなに難しいシステムではなく、カメラの映像を見なが

らしゃべるだけで、声をコンピュータが分析します。声にはほとんどの情報が含まれていて、自動で首の

動きや身振りを再現しますので、しゃべるだけで気楽にアバターを操作できます。 

ところで、私のアバターが良いというわけではなく、ほとんどの子どもは怖がります。人の癒しになるよ

うな話をする時にはなかなか使いにくいので、誰もが親しんで話しかけられるような、性別も年齢もわか

らず、個性も全くないニュートラルなデザイン（テレノイド）を考えました。普段ほとんど話さない後期

高齢者でも、声から話し相手の姿かたちを想像して、元気に話しかけられるのです。世界中で実験をして

いまして、堺市の病院でも使っています。堺市とプロジェクトを始める前に、阪大病院との関係で、堺市

の病院でこのテレノイドを使って認知症の方の対話支援をして成果をあげています。対話の内容を分析

すると認知症のレベルがわかるという特許を申請しています。また、話すことにより認知症の進行が抑制

されることもあり、世界的にも注目されているアバターです。 

抱き枕にスマホを入れるだけで、人の存在を感じられることがわかっています。いろんなタイプのアバタ

ーが考えられ、小さいかわいいロボットでも良く、好みや状況、目的に応じていろんなタイプのアバター

を利用できるというのが大事な点です。アバターをもっと使いやすくするために、口や身体の動きをロボ

ットがつくってくれる技術をつくる必要があります。遠隔操作をしながら自由に会話できる技術です。 

一昨年まで文科省最大の研究プロジェクトに取り組み、ERICA というアンドロイドを開発しました。声は

録音しておらずコンピュータがつくっており、すべてつくり物です。研究所のロビーに今でも座ってお

り、5 分から 10 分の雑談ができます。中に人が入って遠隔操作をしていると言われますが、一切してい

ません。外から来た人と 150 くらいの話題で雑談をする目的です。天気や場所など、初対面の人と簡単な

対話をするには、150 くらいの話題で充分だと実証されています。重要なのは、半分くらいの人がコンピ

ュータ制御とは思えない、中に人が入っているように思えると評価してくれていることです。ほとんどの

人が人間らしい感情、意識、知性を感じると評価してくれています。 

注意点は、どこでも賢く対話できるところまでは進んでいないことで、目的や場所を限定すると、人間と

勘違いするようなアンドロイドができるようになったということです。こういう技術を遠隔操作のロボ

ットに使うと、かなりの部分を自動で対応でき、必要な部分をオペレーターが操作すればよく、実は今日

の講演もアンドロイドで行って質問だけ対応するという形が可能です。 

成人型アンドロイドの問題は、ほとんどの人が最初から成人レベルの知能を期待されということで、それ

は無理ですから、研究所のロビーで初対面の人と簡単な対話をするというように目的と状況を限定して

います。どこでも活動できるロボットをつくるには、子どもの姿かたちを与えれば良いわけです。子ども

の姿かたちをしていれば、大人は親切にしてくれます。子どものロボットが豊中のキャンパスで動き回

り、いろんな人と関わりながら知識を得て人と共生しています。学生は慣れていて普通に受け入れてくれ
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ています。こういうロボットの技術はこれからもっと

進んでいきます。それに加え、小さいロボットは、ア

ンドロイドのように値段が高くないので、いつでもど

こでも使ってもらえます。 

さらに、2 体が同時に高齢者と対話するというものも

あります。ロボット１体と人間１人ですと、ロボット

が理解できなければ対話は破綻しますが、理解できな

い時は 2体で話して、理解できるようになった時に話

に入っていただければ良いのです。高齢者の方は特に

滑舌が悪く、ロボットや AI が正しく理解できない場

合もありますが、2体のシステムではいくらでも対話を続けられるというメリットがあります。 

こういうロボットの技術を使ってアバター共生社会を実現しようというプロジェクトを進めています。

MOONSHOT という内閣府最大のプロジェクトで、2050 年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解

放された社会、アバター共生社会を実現するのが目標です。MOONSHOT 自体には、量子コンピュータで高

度なコンピュータを実現するなど他の目標もありますが、最初の目標がアバター共生社会の実現であり、

プロジェクトマネージャーに私が選ばれています。高齢者や障がい者を含む誰もが、多数のアバターを用

いて、身体的・認知・近く能力を拡張しながら、常人を超えた能力で様々な活動に自在に参加できるよう

になる社会、何時でも何処でも仕事や学習ができ、通勤通学は最小限にして、自由な時間が十分に取れる

ようになる社会を実現しようとしています。 

教育の現場で、今、学生たちは Zoom を使って勉強もしていますが、理想的なのは、個人に最適化された

家庭教師だと思います。簡単な学習は AI が教え、難しいところは遠隔操作で先生が乗り移って教える方

法で、1 人の先生が 10 台、20 台のアバターを操作できるとコストも低くなり実用的なシステムになると

思います。一方で学校では世界中の子どもがいろんな国に行って議論するという環境がアバターを使っ

てつくれると思います。仕事も似たような状況で、家でできることは家で行い、会社では世界中の人たち

とアバターを使ってプロジェクトについて相談をします。 

さらに重要なのは医療への応用であり、例えばコロナにかかった時、病院に行く代わりに医者がアバター

になって家に来てくれると、感染症の心配もありません。まちの病院は、いろんな専門医の先生がアバタ

ーになって参加して、総合病院になる時代が来ると思います。 

また、アバター共生社会をつくる実証実験に取り組んでおり、例えば、高齢者が幼稚園で対話サービスを

しています。幼稚園は今、外部の人は訪問できませんが、高齢者がロボットに乗り移ってボランティアで

相手をすることはできます。高齢者は子どもと話ができて嬉しく、子どももいろんな人と話をするのを楽

しみにしており、幼稚園も高齢者も嬉しい win-win の関係でアバターが利用できる例です。 

スーパーマーケットなどの実演販売やチラシ配りはコロナ禍で抑制されていましたが、アバターですれ

ばコロナは関係ないので、いろんな対話サービスができます。スーパーのイズミヤでチラシ配りや案内を

する実験を昨年していました。エキスポシティの中にある水族館ニフレルで、8か所に小さいロボットを

置いて 4 人くらいで 8 台を操作し案内するという実証実験をしました。最終的に 2 台不具合のため 6 か

所で館内案内や展示説明を行い、普段よりもお客さんに楽しんでもらえたと思います。 

もっと面白かったのはパン屋でのアルバイトで、今呼び込みはやりにくい状況ですが、アバターで呼び込

むと子どもが集まり、売上げは 1.5 倍になったということです。コロナ禍で人が働きにくい状況でもア

バターを使っていろんな働き方ができることを今、実証しています。強面の私でもアバターに乗り移っ

て、かわいい声でパンを売ることができました。こういうロボットを使うと、違う自分になって働ける、

乗り移るアバターの姿かたちを変えながら、いろんな人生を歩めるのが面白いところです。 

堺市では昨年度、ロボホンというロボットを南区役所に置いて、高齢者が来庁者に対して南区に関するク
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イズを出すという対話サービスの実証をしました。高齢者は特にコロナ禍で 外に出かけにくいですが、

高齢化社会が進む中、高齢者の労働力や知識を活かすことができる 1つの方法だと思っています。また、

ビッグバンという施設で高齢者が子どもたちと話すサービスをしています。水族館や幼稚園での対話と

似ていますが、高齢者も子どもも楽しいという働き方が実現できると思っています。 

さらに、区役所の子育て支援課と協力し、絵本の読み聴かせや、イベントに来た人たちに対話サービスを

してもらいました。高齢者の活力増進に向けて、堺市と様々な活動をしていますが、これからの高齢化社

会で、技術を使って高齢者が元気になる象徴的な場になると良いと思って取り組んでいます。「認知症キ

ッズサポーター養成講座」や、小学生がロボホンを使って小学生に対してクイズを出す授業をしてもらっ

ています。 

万博でも多くのアバターを使いますが、万博をきっかけにアバターが世界に広がる時に、堺市の高齢者活

動支援のような取り組みが、深刻な高齢化社会のなか、高齢者がアバターを使って元気に活動できるとい

うことを世界にアピールしていきたいと思います。 

大阪・関西万博とアバターについてということで、万博の目標はもちろん「いのち輝く未来社会のデザイ

ン」ですが、私は「いのちを拡げる」というサブテーマに取り組んでいます。「科学技術で人の命の可能

性がどう広がるかを展示する」というテーマを与えられています。 

万博には 3 つの重要な要素があります。まずは、再びコロナのような状況が起こっても世界中の人が集

まれるような状況をつくる必要があります。そのためにはアバターを使って、万博の中でも働き、参加

し、また仮想空間でもロボット、CG のアバターを使って世界中の人が参加できる仕組みをつくることが

重要です。コロナ禍後の最大の国際イベントで、サステイナブルなイベントの開催方法について答えを示

すのが大阪・関西万博の最大の役割だと思います。 

当然、万博では「いのち」について忘れがたい感動をもたらす展示をつくらなければならないのですが、

50 年前の千里の万博では、世界中が高度に発展した技術社会を目指しており、日本もその中で展示をし

ました。技術でどんどん発展する人間の生活がいろんな形で展示されていました。真ん中には、人間のい

のちの象徴のような太陽の塔があり、その中には原生動物から人間に進化するまでの進化の木がありま

した。人間のいのちは科学技術に支えられて生き生きとしていくという万博でした。 

50 年後の今は人間だけのことを考えていてはだめで、技術を手に入れた我々は生態系に思いを馳せるよ

うになりました。脳科学や遺伝子工学が発達し、遺伝子を操作して人間をデザインすることも可能になっ

てきました。人や環境をつくるのは、50 年前は神様の役割でしたが、これからは人間の役割になるとい

うことです。つまり未来は放っておいたら来るものではなく、我々の責任でデザインしていかなければな

らないのです。人間はいろんな価値観を持っている人々の集まりですから、未来も多様な価値観と幸福感

で発展していくわけです。そのイメージを見せるのが万博の役割ではないかと思います。 

義手、人工臓器など様々な技術を取り入れていきます。コロナウイルスも人工物ですし、抗生物質も使い

ます。人間は人工物なしでは生きられません。技術を使って進化するのが人間ですから、人間とロボット

は切り離せません。切り離した途端に今の人口は維持できない、絶滅しているかもしれません。服を着

て、家を建てて、いろんな薬を飲んで、人間は支えられています。今後も我々はいろんな技術をつくって

いくと思います。ブレイン・マシン・インターフェースも出てくるでしょう。脳とスマホを直接つなぐた

め画面を見ながらの操作は必要ありませんから、歩きスマホの問題もありません。技術的にはほぼ可能で

すが、手術が許されていないだけです。遺伝子編集も十分できますので、すべてのゲノムは解析されて、

生まれた瞬間に将来なりそうな病気が分かるようになってきています。 

一方でロボットは人間らしくなってきます。うちのアンドロイドの ERICA も、対話したほとんどの人が

意識、感情、知能を感じると言っていますが、ロボットも人間に近く、人間も科学技術と一体化し、ロボ

ットと人間の境界はどんどんなくなっていきます。技術に支えられて、子どもから高齢者まで、特に障が

い者や困難を抱えた人たちが元気になっていく社会が実現できると思っています。平田オリザさんと演
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劇をつくっていますが、そんな社会を 5～6のシーンでパビリオンに展示します。1000 年、1万年、10 万

年後の人間の進化した像を、太陽の塔のようにつくれると良いと思っています。50 年先の未来をわかり

やすく展示し、進化する人間を、かつての太陽の塔のような役割を持たせて展示します。そこにアバター

で世界中の人が集まってくる、高齢者も障がい者もみんなが元気に活動できる社会の始まりを予見させ

るような万博を実現したいと思います。 

もう１つ重要な要素は、展示を見ながら多様な人間の未来といのちの在り方について議論をしてもらっ

た結果を「大阪 inochi 宣言」という形でまとめて後世に伝えていくと、無形のレガシーをつくることが

できると思います。万博の後に、本当の人間アバター共生社会ができればと願っています。そのために、

今、堺市と行っている様々な取り組みが大きな起爆剤、きっかけになれば良いと思っています。 

 

講演 I 

演題：SENBOKU New Design とスマートシティへの挑戦 

永藤 英機 氏 堺市長 

堺市の泉北ニュータウンでの取り組みと今後の方向性

をご紹介します。まず、堺市は各時代でそれぞれ先進

的な取り組みを行ってきて、それが現代に息づいてい

るまちだと考えています。百舌鳥・古市古墳群の中に

ある百舌鳥古墳群は、1600 年前につくられたもので、

2019 年に世界遺産に登録されましたが、世界遺産委員

会の各国の委員から特に評価されたのが、大阪という

都市化された地域で古墳群が残されているのが素晴ら

しいということでした。住宅や商業施設に近接するに

もかかわらず、周りの社会と共存してきて、これから

も残していくというのが堺の特徴だと考えています。 

1978 年の大河ドラマ「黄金の日々」では、16世紀の堺が国際貿易で日本一ともいわれるほど栄えた様子

が描かれていました。江戸時代末期の地図より範囲は狭いですが、まちを囲むように堀があり、この環濠

エリアの中で、堺生まれで茶の湯を大成した千利休が活躍し、鉄砲鍛冶屋敷がありました。環濠は今でも

4辺のうち 2 辺が堺のまちに残されています。 

堺は歴史の中で様々な文化・産業を生み出してきました。古墳時代に培われた鉄の鍛造技術が堺打刃物と

して受け継がれ、日本 3 大刃物の 1 つです。その鍛造技術が自転車産業にも寄与し、世界最大の自転車

部品メーカーであるシマノの本社があります。様々な歴史をつなぎながら伝統産業が息づいています。

「もののはじまりなんでも堺」という言葉もあり、様々な時代背景を取り入れて栄えてきた都市です。 

堺は歴史のまちですが、これからの激動の時代を生き残っていくためには不十分であると考え、未来をつ

くる挑戦を積極的に行っています。そのため 2つの計画、ビジョンを示し、市民や皆様に関心を持っても

らおうとしています。1つは「堺グランドデザイン 2040」で堺市内の各エリアの将来図を示しています。

もう 1つは今年度から始まった「堺市基本計画 2025」、堺市の施政方針で、何を目指しているかをまとめ

ていますので、ぜひホームページでご覧ください。 

「堺市基本計画 2025」で目指すのは「未来を創るイノベーティブ都市」です。都心エリア、つまり南海

本線の堺駅から南海高野線の堺東駅を囲む地域でその間に環濠エリアがありますが、そこでは新しい技

術を取り入れゼロカーボンシティを目指します。中百舌鳥エリアではスタートアップ企業に活躍いただ

いて、イノベーションが次々と生まれ、最先端技術を生み出す拠点にしていきたいと思います。泉北ニュ

ータウンエリアでは、スマートシティを手がけたいと考えています。スマートシティの取り組みは様々な

地域で行われています。大阪市内では、2期工事が進んでいるうめきたエリア、万博が開催される夢洲エ
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リア、4月に開学する大阪公立大学メインキャンパス

がある森ノ宮エリアがあり、新技術の華やかなワクワ

ク感がありますが、堺のスマートシティは課題解決型

です。泉北ニュータウンの取り組みは、現代の人口減

少・高齢化社会の中で、スマートシティを手段として

生活の質を上げようとするものです。堺市の先進的な

取り組みで、大阪全体の発展、日本の成長に寄与した

いというのが私たちの思いです。 

泉北ニュータウンの課題には、まず、まちの老朽化が

あります。まち開きから 50 年以上が経ち、人口が高

齢化しています。私が小学生の時に泉北ニュータウンに暮らしていた頃は若い家族が多かったですが、今

は高齢者率が 36％を超えており、日本全体の高齢化率の 20年先取りをしています。そして泉北ニュータ

ウンは泉北丘陵の山を切り開いて設置されましたので、アップダウンが激しく、移動や買い物が不便で

す。一方で魅力も大いにあり、堺の中で圧倒的に緑が多く暮らしやすいこと、また堺市の農業の産出高は

大阪府で No.1 です。中でも特に多いのが泉北ニュータウンのある南区です。泉北ニュータウンは 3つの

駅を中心にできており、大阪の中心地難波まで電車 1本で 30 分弱と、アクセスが良いという特徴もあり

ます。 

様々な課題を解決し、魅力を発揮するために新しい計画を作成しました。まちを再生するというよりは新

しくデザインするということで「SENBOKU New Design」と掲げています。緑が多くて計画的につくられた

まちですので、これまでは大阪市内に通って帰ってくるベッドタウンでしたが、これからは、泉北ニュー

タウンを職住近接・一致で昼も夜もより豊かに暮らせるまちにしたいという強い思いを持って策定して

います。それを実現するために、基本方針として、ICT の先端技術、サービスを活用するというのが新し

い取り組みの方向性です。 

SENBOKU スマートシティ構想として、ICT を使ってヘルスケア、モビリティ、コミュニティ、リモートワ

ーク、エネルギーの各分野を中心に挑戦し、住民の生活の質を高めることを目指し、泉北ニュータウンで

様々な取り組みを進めています。200 団体以上の企業・大学と協議し、令和 2 年度から 2 年間で 30 件の

プロジェクトを実施しました。大きな役割を果たしたのが、令和 2年 7月に開設した「さかい・コネクテ

ッド・デスク」というワンストップの窓口です。新しい取り組みを希望する企業や団体などから連絡をい

ただき、庁内部局横断で取り組み、実際に成果につながっています。 

具体的な取り組みを 3つ紹介します。1つ目は高齢者の健康維持見守りについて、NTT 西日本、パラマウ

ントベッド、大阪大学等と連携した「安心睡眠サポート」です。枕の下にセンサーを設置して睡眠状態を

検知し、異常があった場合は本人や家族に知らせるもので、ニュースで取り上げられ注目されています。 

2 つ目は石黒先生からもご紹介があった「泉北アバタープロジェクト」です。社会参加に注目した取り組

みですが、泉北ニュータウンのように高齢化が進んだ地域では、地域や人とのつながりが希薄になり、地

域にとっては担い手不足が課題となっています。アバターを活用してそれを解消していくのが目的です。

具体的な例としまして、病院ではアバターと一緒に高齢者の皆さんがラジオ体操をしています。小学校の

授業ではクイズを出したり、「認知症サポートキッズ養成講座」もしています。また支援学校での職業体

験では、面と向かって話しにくい子どももアバターを使えばスムーズに話せると先生に評価していただ

いています。高齢者の皆さんからは、子どもたちと話すことが楽しい、地域の取り組みの役に立てて嬉し

いという言葉を頂いています。これからも様々な取り組みを続けていきたいと考えています。 

3 つ目は「恩贈り」プロジェクトとしていますが、地域力を強化する試みです。Giv という ICT を活用し

たサービスですが、「ペイ・フォワード」という映画にあったように、自分の得意なことをしてつなげて

いくものです。ヨガやダンスを教えることなど、人と共有しながらウエルビーイングを向上させるという



7 

 

取り組みです。慶応義塾大学の先生の支援を受けて、どれだけ幸福感が高まったかという効果検証もして

います。これがデータを活用しながら進めていける特性だと思っています。石黒先生からは南区の紹介が

多かったですが、泉北ニュータウンのある南区は、スマート区役所としてモデル実施をしていますので、

これからも企業・団体の皆さんの挑戦を南区で実現したいと考えています。 

もう 1つ、令和 4年度から都市 OSを導入したいと考えています。スマートシティ実現のためにはデータ

活用が欠かせません。様々なインフラがありますが、今後はデータ自体がインフラになると考えていま

す。これを大阪全体で行っていく計画で、大阪府は日本初の広域都市 OS構築を推進していますが、堺市

は大阪府と密接に連携しながら、先駆けて取り組みを行っていく予定です。スマートシティを進める面で

もかなり効果的だと思っています。それが「SakaI-D（サカイディ）構想」です。都市 OSを活用しながら、

様々な分野の課題解決や取り組みをシームレスに行っていきます。民間のデータをフル活用しながら、住

民に質の高いサービスを提供していきたいと考えています。 

今後の展開につきましては、2年間の実証を経て、これからは実装するタイミングだと考えています。そ

のためにも都市 OSを活用し、民間の皆様にも関わっていただいて実装したいと思います。そして 2025 年

には大阪・関西万博を迎えます。ここでどんどんお披露目をして様々なプロジェクトの成果を感じていた

だき、万博は「未来社会の実験場」ですので、万博開催後に、大阪・泉北ニュータウンでどう取り組んで

いくかが求められています。レガシーとして、データ連携を行い、スマートライフの定着により、持続可

能なビジネスモデルを構築したいと考えています。堺市として、民間の事業者・団体の皆様が積極的に関

わっていただける魅力的なフィールドとなれるよう挑戦をしていきますので、ご協力をよろしくお願い

いたします。 

 

講演Ⅱ 

演題：大阪パビリオンで示すミライの都市生活 

馬場 広由己 氏 大阪府・大阪市万博推進局理事 大阪パビリオン推進委員会事務局長 

1 月に大阪府・市の万博の所管が統合されて大阪府・

市の万博推進局となりました。博覧会協会、国や経済

界の皆様と連携して、国家プロジェクトである万博を

成功に導くために、府市一丸となりますので、よろし

くお願いします。 

大阪パビリオンの現在の検討状況についてご紹介さ

せていただきます。大阪パビリオンがこれまでの自治

体パビリオンと決定的に違う点は、大阪府市が共同

で、民間企業とお金も企画も一緒につくりあげてい

く、公民一体のパビリオンであるという点です。 

大阪パビリオンは、万博のテーマである「いのち」と「健康」の観点から、未来に向けた新たな価値を創

造し、大阪の元気や魅力を世界に発信します。SDGs 先進都市の実現に向けた取り組みを発信していこう

という狙いもあります。出展参加テーマは「REBORN」、“「人」は生まれ変われる” “新たな一歩を踏み出

す” ということで、万博の 3つのサブテーマ「いのちを救う」「いのちに力を与える」「いのちをつなぐ」

にもアプローチしていこうというものです。 

基本計画では、「REBORN」というテーマのもと、「健康」をキーワードに、大阪・関西が強みを持つ医療技

術やライフサイエンス産業がつくり出す近未来への期待とともに、大阪の誇る食や文化、エンタメ性など

を交えながら観光などの交流も促進できるよう、多彩なプレーヤーと連携・協力しながら、未来を来場者

の方に感じてもらえる展示を目指しています。 

全体構成イメージは、メイン展示・体験ゾーン、食体験・中小企業ゾーン、イベント・交流ゾーンに大き
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く分けた中で、様々な未来の展示体験を考えています。バーチャルパビリオンはリアル会場の限界を補い

ながら融合し、会期前にも先行してワクワク感を共有していきたいと思っています。さらに、大阪パビリ

オンの取り組みをハード、ソフトの両面からレガシーとして残していき、2030 年以降の「大阪の成長・

経済発展」や「いのち輝く幸せな暮らし」の実現に向けて貢献したいと思っています。 

大阪パビリオンでは、来館者の皆様に 2050 年の未来都市に生きる生活者としての体験をしていただきた

いと思います。自動走行モビリティをイメージしたライドに乗って、家での生活シーン、レストラン、シ

ョップ、劇場など日常生活の場所で自分や健康について知ってもらおうという展示コンテンツやイベン

トを検討しています。公民連携パビリオンですので、協賛する企業が近い将来商品化したいという商品を

展示できるのが 1つの魅力だと思っています。 

来場者の目的や年齢によって複数体験できるようになっており、ミライの健康・医療体験、ミライのエン

ターテインメント体験となっていますが、健康や医療、アンチエイジングにはあまり興味のない若い層に

も楽しんでもらえ、リピートで訪れてもらえるよう 2 種類の体験を準備しています。健康に興味がある

方は、未来都市のモビリティに乗っていただいて、走行中に取得したデータに基づいてパーソナライズさ

れたフード体験やヘルスケア体験をしていただく。エンターテインメントに興味がある方は、VR などを

活用したモビリティ体験、ロボティクスを活用したフードコート、最新技術を活用したエンターテインメ

ント体験を選択していただき、子どもから大人まで楽しめるように考えています。 

大阪・関西は創薬や再生医療などのライフサイエンスに強みを持つとともに、八尾の歯ブラシや堺の包丁

など、生活用品のものづくりから、燃料電池や精密部品加工、電気器具、スポーツ用品、自転車など、多

彩で幅広い産業がバランス良く集積しています。「健康」というキーワードを中心に非常に幅広い業種に

関係することがわかります。これらの企業が健康に関するデータを活用できれば、さらなるビジネスチャ

ンスにつながり、大阪・関西の産業競争力にもつながると考えられますので、「健康」は非常に意味があ

ると考えています。 

次に、各ゾーンの展示イメージですが、メインエントランスにはスキャンマシンがあり、来館者自身でス

キャンして自動ナビゲーションでパーソナライズされたお勧めの体験ルートを案内できればと思います。

その後、未来の自動走行ライドに乗っていただいて、VR などを活用し、アンチエイジングなどのセンシ

ングを乗車中に行います。見ながら、寝ながらという「ついで」というのは大事だと思います。そのデー

タで個人に応じたアドバイスなどを行います。健康に興味のない方は、ライド乗車中にエンターテインメ

ントを楽しんでもらえればと思います。 

ミライのフード体験では、個人の健康状況を踏まえた、身体にも良くて美味しい未来のヘルスケアフード

を提供します。食に対するサステナビリティの提示として、食材に利用する野菜の循環型のプラントの展

示も考えています。大阪の食文化を活かしながら大阪や関西の食材も活用して、万博を契機に新しい大阪

の食や創造の発信を行っていきたいと思っています。世界に通用する食の新基準や認定、著名シェフと連

携したメニューの開発イベントなども、会期前を含めて検討しています。 

ミライのヘルスケア体験では、ヘルスケアエンターテインメント体験を個々に応じて提供できればと思

います。人工知能によるビューティケアやパーソナライズされたサプリメント、フィットネスケアの提

供、食と身体と心に関する様々な体験をしていただいて、訪れた人が、新たな気持ちで万博に向けて生ま

れ変わる一歩を踏み出すきっかけを、展示を通じて提供したいと思っています。 

ミライの医療ゾーンでは、未来に実現が想定される先端的な医療技術やサービスを体感していただきま

す。病院だけではなく様々な場所で導入される医療テクノロジーや医療機器の進化した姿、再生医療など

最先端の研究成果の展示も計画し、大人や子どもまでが楽しみながら体験する参加型の展示をします。 

ミライに向けた中小企業・スタートアップの技術・サービスのゾーンでは、大阪産業局と大商さんと連携

し、万博に向けて優れたスタートアップ・中小企業を発掘・育成し、万博本番で発信するようなプログラ
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ムを検討いただいています。大阪の中小企業の集積と

スタートアップのポテンシャルを国内外に発信して

いく場になればと考えています。 

ミライのエンターテインメントゾーンでは、AR グラ

スなどを用いてバーチャル上のコンテンツがリアル

の空間に出現したり、バーチャルからリアル空間への

参加ができたりする XR シアター体験を実現していき

ます。各地域の取り組みとパビリオン会場が連携した

催事や、自治体、地域団体、民間企業がそれぞれ特色

ある企画を実施できるように計画しています。 

大阪パビリオンでは 3つのことに取り組みたいと思います。1つ目は最先端技術の活用です。人工知能や

ロボティクス、再生医療などの最先端技術を活用するとともに、明るい未来が感じられるサイバーとフィ

ジカルが融合した新しい医療のあり方、アンチエイジングをはじめ、いきいきと元気に暮らせる新しい社

会・ライフスタイルを提案します。 

2 つ目はイノベーションの誘発です。最先端技術を活用したコンテンツをつくるにあたって、企業や教

育・研究機関が持つ研究シーズを発掘し、異業種間のアイデアや技術をマッチングするオープンイノベー

ションの手法を取り入れ、新たな価値の創造に取り組みます。蓄積したデータは、レガシーとして万博後

の企業等のイノベーションに活かしてもらえるような場にしていきたいと思っています。 

3 つ目はバーチャル空間の効果的な活用です。バーチャルの可能性を体験していただく、協賛企業の方に

は実際にトライアルしていただく場にしたいと思っています。万博開催前から大阪の出展内容を世界中

に発信し、リアルへの誘導につなげていきたいですし、バーチャル空間だからできる交流、リアルなパビ

リオン体験との連動などを会期前、会期中、会期後を通じて創造してきたいと思っています。 

「バーチャル大阪」についてですが、万博の公式バーチャル会場とは別に、大阪府市では、国内外への魅

力発信や交流をする場として架空のまちを開設します。1年間だけ公費投入して後は民間で自立自走とい

う公民連携の挑戦的なプロジェクトで、今月一部をまち開きします。今後コンテンツも充実させていきま

すので、実装を体感して楽しんでいただいて、何か参加できるかなと考えてほしいと思います。 

規制緩和について、「未来社会の実験場」を実現しようと思うと、規制緩和や国のソフト面からの支援が

不可欠になってきます。万博を一過性の集客イベントではなく、レガシーとしていくための規制緩和やイ

ノベーションを加速させていき、レガシーとしていくことが大事だと思っています。例えば、未来の医療

を展示するには、未承認医療機器のパビリオンでの展示を許可するような規制緩和や、センシングしたデ

ータや生態認証の個人情報を保護しながら活用するための制度整備も必要になります。大阪府市、関西広

域連合、経済 3団体、博覧会協会の 7社で、引き続き国に支援と規制緩和を求めていき、イノベーティブ

でレガシーになるような万博にしていきたいと思っています。 

パビリオン建築計画ですが、SDGs の達成に向けて 3R やユニバーサルデザインも配慮してリーディングパ

ビリオンとなるようにしていきます。 

レガシーについは、ハードレガシーは一部残して、パビリオンの精神を後世に引き継いでいきたいと思っ

ています。ソフトレガシーについては、パビリオンの利用・体験で得られたデータや経験を如何に残すか

という点で規制緩和もお願いしていきたいと思っています。 

コロナの世界的な感染拡大を受けて、まさに「いのち」との向き合い方が世界中で問われている中で、「い

のち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする万博を開くということは、意義が高まったと思っていま

す。また万博は新しいイノベーションを引き起こして社会のあり方も変える圧倒的な求心力になると考

えています。健康医療関連のリーディング産業化、国内外の観光需要の取り込みの強化、スタートアップ

やイノベーションの創出、新たな働き方を通じた多様な人材の活躍促進、国際金融都市の実現に向けた挑
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戦という 5 分野を重点分野と位置付けて、万博を契機に取り組みを推進していきます。世界的なビック

イベントとなる万博にしっかりと取り組んで、成長のインパクトにしていきますので、ご協力をよろしく

お願いします。参加という意味では、万博の桜の植樹もしていますので、ぜひお願いします。 

 

講演Ⅲ 

演題：万博を契機とした大阪・関西経済の成長 

角元 敬治 氏 株式会社三井住友銀行代表取締役 兼 副頭取執行役員 

本日はこのように皆様にお話する貴重な機会を頂戴

し、大変光栄に感じています。経済界に身を置く立場

から、「万博を契機とした大阪・関西経済の成長」と

題してお話させていただきます。まず、関西経済の現

状と中長期的に関西経済が辿った道のりについて確

認すると、我が国経済は 2020 年新型コロナウイルス

の感染拡大により、近年では 2009 年のリーマンショ

ックに近い大きなマイナス成長となりました。先行き

を見渡すと、オミクロン株の感染拡大によって不透明

感はぬぐいきれないものの、経済活動は巡航速度に戻

りつつあり、回復基調を辿るだろうとみられています。 

国内の GDP に占める地域別の割合、すなわち GRP の過去 60年ほどの動きですが、関西の GRP シェアは前

回万博の 1970 年をピークとして、長期的に低迷していることが見て取れます。大変皮肉な話ですが、本

講演のテーマとは全く逆で、万博の機会をその後の成長につなげることができなかったということです。

産業構造の転換が遅れたこと、交通インフラが発展したことで東京一極集中が加速したこと、繊維産業や

電機産業といった関西の主力産業の国際競争力が低下したことなど、様々な原因が指摘されており、それ

らが複合的に絡み合ってこうした姿となりました。 

関西は長い低迷期を経たものの、2010 年代半ばからインバウンド消費が急拡大し、関西経済のけん引役

となるという明るい話題も出て参りました。コロナ禍によって足もとでは強力な逆風に晒されているも

のの、アフターコロナが実現した折には、観光産業が関西経済の復活の 1 つの大きなカギとなると見ら

れています。さらに関西では、万博や IR、うめきた 2 期、中之島未来医療国際拠点のほか、鉄道の延伸

といった大型のプロジェクトが目白押しであり、これらを関西、我が国経済の持続的成長につなげていく

ことが大きな課題です。2025 年大阪・関西万博はその目玉であり、今後の関西経済が大きく飛躍できる

かどうかのカギを握ると言っても過言ではありません。 

それではまず、万博とはいったい何なのかについて私なりに紐解いてみます。第１回の万博は 1851 年に

ロンドンで行われました。これは、産業革命に成功したイギリスが、自国の国力の誇示・国威発揚に利用

したとも言われています。産業革命によって、技術が進歩し、世の中が大きく変わろうとした時代、そん

な時代に万博は生まれました。一方、その性質は時代とともに変遷します。第 2フェーズは、企業が主体

となって最新の技術を展示する企業宣伝とマーケティングの場であったと言えるかもしれません。1970

年大阪万博もまさにそのような万博だったとも言えます。そして、1994 年に「博覧会国際事務局」総会

での決議を経て、現在は第 3 フェーズに入り、万博とは 「人類の共通課題を解決する場」となっていま

す。そうした観点から、大阪・関西万博を一過性のイベントと捉えるのではなく、人類が直面している社

会課題を解決する道を社会に実装していくきっかけとする必要があるのです。万博のテーマである 「い

のち輝く未来社会のデザイン」 を、アフターコロナの世界を展望しながら人類がともに考える場であり、

「未来社会の実験場」 として、未来社会を共創するための仕掛けを盛り込み、新たな技術の実証機会と

して大きな期待が寄せられています。 
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地球的規模の社会課題解決を考える上では、既存の考

え方や認識を大きく超えた創造力が非常に重要なポイ

ントとなります。創造力を活かして社会の未来像を万

博で示すにあたっては、石黒先生をはじめとする 8人

のテーマ事業プロデューサーの役割は大変大きく、非

常に期待しております。どのテーマも未来を想起させ

られるテーマであり、我々民間人も一緒になって盛り

上げることが重要でしょう。 

また、今回の万博の特徴として、リアルを超えバーチ

ャル空間に広がっていくということも特筆されます。

デジタルツインの会場を 3D で再現し、会場外からオンライン空間の万博会場にアバターで参加するとい

うものです。バーチャルへ広がることによって、時間や地理的な制約がなくなり、実際に会場に来なくて

も、世界中のより多くの人々が万博を体験することができます。コロナ禍によってリアルに交流すること

の意義や価値が改めて見直されていますが、同時にオンライン・バーチャルの利便性や可能性を感じる方

も多いと思います。今回の万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマのもと、地球的な課題

解決を図るきっかけとなることが期待されており、より広く地球上の人々が参加できることに大きな意

義があります。 

さらに今回の万博の仕掛けとして、特筆できるのは 「TEAM EXPO2025」です。万博会期中にリアル、ある

いはバーチャルの会場で楽しむだけでなく、万博をつくっていく課程で世界中の人々が参加できるとい

う画期的なプログラムでしょう。「未来社会の実験場」としての万博を実現するためには、多様な企業や

団体、あるいは個人が参画し、互いに協調しあう必要があります。「TEAM EXPO2025」は、誰でも参加する

ことができ、既に始まっております。様々なメンバーが会期前から、様々な社会課題解決に向かってアク

ションを起こすという参加型プログラムであり、多様な主体が共創することを後押ししています。そうし

た意味では、我々一人一人が来場者としてだけでなく、主人公として参加することが求められます。 

他にも多くの仕掛けがありますが、2025 年大阪・関西万博は 1970 年の前回の大阪万博とは大きく様相を

変えています。それでは、今回の万博にはどのような意義・メリットがあるのでしょうか。私は大きく短

期的なものと中長期的なものと、2 つの側面があると捉えています。まず、短期的なメリットとしては、

2兆円ともいわれる経済効果が挙げられます。国が主催する大型イベントとして、各社においては自社製

品やサービスを PRしたり、あるいは販売したりという機会となりえます。また、大型イベントですので、

そのためのインフラ整備や会場設営も大がかりなものであり、大きな経済効果が期待されます。 

一方で、中長期的な意義・メリットは、この万博を未来社会の実験ができる環境として活用し、多様な人

材が交流し、イノベーションを多様な主体で「共創」する、そしてその先には新たな産業やビジネスの種

を、関西で育てていく、ということだと認識しています。短期的な成果も当然重要ではありますが、この

中長期的な側面の方が、関西・我が国経済の持続的成長という点では、より重要ではないでしょうか。 

少し具体的に挙げますと、「空飛ぶクルマ」や「水素船」の実証が計画されるなど、未来のまちづくり・

生活を予期するものが多く仕掛けられています。社会課題の解決、SDGs という視点では、カーボンニュ

ートラルといった、環境・エネルギー問題への解決策を示していくことも、本万博の大きなミッションと

言えるでしょう。カーボンニュートラルについては、我が国だけではなく、全世界が共通して取り組むべ

き社会的課題であり、その先鞭をこの万博で示すことは、大阪・関西が SDGs の先進地域として世界をリ

ードする非常に意義深いことです。 

さらに、「いのち輝く未来社会」 という観点では、健康データの活用が検討されています。ヘルスケア産

業は、大阪・関西で非常に有力な基幹産業の 1つであり、その底上げ、さらなる飛躍につながるきっかけ

となりえるでしょう。ここまで、大阪・関西万博を関西・我が国経済の成長につなげることが重要である、
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ということをお話して参りました。万博を一過性のイベントでなく、今後の関西・我が国経済が持続的成

長を図るためのキードライバーと捉え、十二分に活かしていく必要があります。そうした観点では、本日

のシンポジウムのテーマであるスマートシティを構築していく上でも、万博で生まれた様々な成果は、

様々な示唆をもたらしてくれるものだと期待されます。 

大阪府・市が取りまとめた「大阪スマートシティ戦略 Ver2.0」で示された、スーパーシティの実現に向

けた取り組みで示されているとおり、夢洲やうめきた 2期の整備においても、「健康」というキーワード

が掲げられており、「データで拡げる健康といのち」という考え方のもとで、大阪・関西万博のレガシー

をスーパーシティ構想に取り込むとしています。そして、大阪全体や全国の健康寿命の延伸につなげると

いう目標が掲げられています。弊行グループでも情報銀行という仕組みを活用して、健診データや病院で

の診療結果、処方箋等を複数の病院や調剤薬局と共有し、個人の利便性を向上させるという取り組みを行

っており、広く有識者・関係者の皆様方とご連携していきたいと考えております。 

 

 

第 2 部 パネルディスカッション 

＜パネリスト＞ 

◆石黒 浩 氏  大阪大学大学院基礎工学研究科栄誉教授 ATR 石黒浩特別研究所所長(客員) 

公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会テーマ事業プロデューサー 

◆永藤 英機 氏 堺市長 

◆馬場 広由己氏 大阪府・大阪市万博推進局理事 大阪パビリオン推進委員会事務局長 

◆角元 敬治 氏  株式会社三井住友銀行代表取締役 兼 副頭取執行役員 

＜ファシリテーター＞ 

高橋 朋幸 氏  株式会社三菱総合研究所参与 営業本部長 万博推進室長 

 

高橋氏：パネルディスカッションは、万博を見据えて今取り組むべきこと、大阪・関西万博までの取り組

みをもとに堺・大阪・関西を活性化させるためのポイントについてご議論いただければと思います。第 1

部では万博をマイルストーンに様々な取り組みをご紹介いただきました。そのポイントをもとに、自治

体、企業、大学等はこのチャンスをどのように捉え、万博までの限られた時間で何に取り組んでいくかを

中心に展開できればと思います。 

永藤市長、講演のご感想と堺市の成長と万博に向けて企業、大学、広域自治体への期待をお願いします。 

 

永藤氏：皆様、貴重なお話をありがとうございました。

石黒先生のご講演は、アバターの活用から万博でのい

のちや人間の役割まで考えさせられる内容でした。万

博は人類への問題提起の舞台でもあると考えていま

す。最近はメタバースという言葉が日々報道されるよ

うになりました。以前、石黒先生からアバターのお話

を聴いた時にはオンライン会議とどう違うのかと質

問しましたが、まさに自分の感情を含めてオンライン

会議と違うことが実現できると感じています。現在堺

市が行っている取り組みを 2025 年の万博で発表し、

アバターを通じて、万博会場に行けない方々も、泉北ニュータウンから万博の様子を感じられ、また万博

会場に来られた方も、未来社会の実験場である万博でスマートシティが実装されている様子を見ること

ができれば、より良い取り組みができると思いますので、挑戦していきたいと思います。 
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馬場理事からご紹介いただいた大阪パビリオンの様子は、ワクワクし、早く見てみたいと思いました。高

齢化が進む泉北ニュータウンでは、「いのち輝く未来社会のデザイン」、ヘルスケア・健康長寿は、未来で

はなく現在、課題解決すべき一大プロジェクトです。大阪パビリオンのテーマと深く関わっていますの

で、堺市も大阪パビリオンの魅力アップに貢献したいと思います。また、大阪は歴史的に奥深い地域です

ので、未来を示すときに歴史を紹介すると、より奥深さを感じていただけると思います。例えば茶の湯は

茶道に発展しましたが、お茶は健康的であるだけでなく、わびさび、一期一会などの日本の精神とつなが

っています。大阪の食文化を楽しんでいただきながら未来につながるところまで楽しんでいただければ、

大阪のパビリオンとしてもより魅力的になりますので、堺市としても協力していきたいと思います。 

角元副頭取のお話では、2025 年をターニングポイントとして大阪がどう成長していくかが重要な課題で

あるということを改めて認識できました。堺市では公民連携で様々なスマートシティやイノベーション

の取り組みを進めていますが、多くの企業や団体との連携が必要です。イノベーションを進めるために

は、連続的にイノベーションが生まれる環境が必要であり、そのためには分野の違う産業による化学反応

が必要です。御行がお持ちのネットワーク、マッチングをご支援いただきたいと考えていますし、ESG 投

資のような新しい動きを促していく公民連携がさらに進んでいくように協力したいと思います。 

 

高橋氏：ありがとうございます。石黒先生、堺市で行

われている取り組みと、バーチャルを含めたパビリオ

ンとがどのような連携を持つと良いか、またどのよう

な連携を考えておられますか。 

 

石黒氏：高齢者の方が、私のパビリオンや万博のいろ

んな場所で、アバターを使って働いてもらうことがで

き、それが世界に広まれば、高齢化社会の発展を感じ

てもらえますので、ぜひ実現したいと思います。 

 

高橋氏：馬場様、大阪で開催するからには歴史や文化、食文化があればより良いというお話がありました

がいかがでしょうか。 

 

馬場氏： 3年後に何ができるかという先の話にスポットが当たりますが、新しい食を考えるには、これ

までの食の伝統を我々も再確認した上で、それをベースに新しいものが生まれてくるというように、過程

を通じて振り返ることが大切です。来場者にいろいろな体験をしてもらうために、リアルの会場で時間

的・空間的な限界があれば、アバターやバーチャル空間を駆使しながら、来場前、来場後を含めて深みの

ある部分を学んでいただけるように考えていかねばと思っています。具体的には、企業と各ワーキンググ

ループで議論していろんな目線で考えていきたいと思います。 

 

高橋氏：角元様、市長は「万博はゴールではない」とおっしゃっており、角元様の資料にも長期的に低迷

する関西経済ということと、一方で万博の意義として、中長期的な未来社会の実験のような意義について

おっしゃっていましたが、経済界として大阪・関西万博をイノベーション機会としてどのように捉えてい

らっしゃいますか。 

 

角元氏：まず、市長から堺のまちの歴史や、堺を含めた大阪についてのお話がありましたが、個人的に大

阪は日本の先進地域だったと思います。多様性も抱えており、日本全国からものが集まっていて、中世は

非常に栄えていました。大阪に幕府を開くと先進的で多様的なあまり幕府が安定しないので、徳川家康は
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長期政権を担うために幕府を江戸に持っていったと

いう話を聴いたことがあり、なるほどと思いました。

そのような背景を考えると、万博が大阪で 2回開かれ

ることにはある種の必然性や意味があり、今回の万博

は重要な機会だと思います。 

万博を経済界としてどう捉えていくかについて、今、

ドバイで万博が行われていますが、日本で開催するに

あたっては国家戦略として捉えるべきであり、単なる

イベントではありません。石黒先生がアバターをやっ

ておられますが、関西で強いヘルスケア、医療、水素

をはじめとするエネルギー、食などの分野で、新しい世界を見せることにより将来のビジネスにつなげ、

関西で根づいた産業を発展させる絶好のチャンスだと思います。石黒先生が、アバターを使って高齢者が

元気になる、働けると言われていますが、日本は世界で最も高齢化が進んだ社会で、この後中国インドが

それを追いかけてきます。日本の今の姿は世界の将来の姿であり、今後日本は、高齢化の負の側面を乗り

越えればこうなるのだと成功のモデルケースを示すことが重要です。日本でモデルが実装できれば、世界

でも使えるものが出てくると思います。そして、それはビジネスとして日本の発展にもつながることであ

り、重要な機会だと認識しており、中長期的に成果に結びつけていかねばならないと思っています。 

 

高橋氏：馬場様、パビリオンをコアに、中小企業やスタートアップ、イノベーションに関わっていくとい

うことですが、大企業中心のイメージがある 70年万博との違いについて、大学や市民といった参加形態

の違い、仕組みの違いを補足いただけますか。 

 

馬場氏：大阪パビリオンは公民でつくっていくのです

が、大企業に限っているわけではありません。中小企

業・スタートアップのゾーンでは、産業支援機関であ

る大阪産業局と大阪商工会議所にお任せをして、自由

闊達にイノベーティブにとお願いしています。パビリ

オンの本体の部分は、昨年広く公募をしました。現物

協賛や現金協賛された方の意見を聴いてやっていく

という形ですので、出会いがあり、異業種のアイデア

をぶつけてもらっています。バーチャルでは、若いデ

ィレクターの佐久間さんにもお話していただくなど、

若い方の話を基本構想の段階から聴きながら、現在も携わってもらい、産学官公民一体となってやってい

く仕組みです。実際、我々事務局は、企画、お金、議論が押し寄せて悶絶していますが、やり方そのもの

が社会実験かなと思っています。 

 

高橋氏：石黒先生、社会実装というキーワードが出ましたが、会社を設立されて、まさに社会実装を進め

ておられますが、進めていく上での課題や、あったら良いと思われる支援などはありますか。 

 

石黒氏：規制緩和が一番大きいです。アバターで働くことが社会の中で十分受け入れられておらず、経済

活動ができていません。ロボットに乗り移って会議に出席するというのは公的な会議ではほとんど許さ

れていません。例えば、国会では車いすやベッドに乗って国会に参加されている方がおられますが、アバ

ターや少なくとも Zoom を使って参加するのが普通のことだと思います。何を生身の体とするかがあいま



15 

 

いな時代に、ベッドに乗せてまで持っていかなければならないのはおかしい。そういう規制緩和や、アバ

ターでも自由に働けるルールを早めにつくっていただくことが重要だと思います。法律を調べると、出席

というものは定義されていません。見かけなのか、声なのか、何も定義されていないので、生身の体を持

っていくということになっていて大きな障がいになっています。障がい者でもアバターを使って働ける

ためには、アバターで出席になる、お金を稼げるルールを整備していただければと思います。 

 

高橋氏：アバター間のデータ連携というのは今後進んでいくのでしょうか。 

 

石黒氏：堺市の病院での取り組みは、アバターとの対

話から認知症のレベルがわかるというものです。アバ

ターを使った人やアバターと対話した人の健康状態な

ど、Zoom もそうですが、コンピュータネットワークを

使って活動をすると、いろんなデータがとれます。セ

キュリティーには十分な注意が必要ですが、一方で個

人にメリットある支援が受けられるのは間違いないの

で、進めていけると良いと思います。 

 

 

高橋氏：角元様、都市 OSやスマートシティは従来のままですとプラットフォームで終わってしまう気が

しますので、産業に使っていかないと良いものにならないと思います。成長機会としてどのようなものを

考えておられますか。 

 

角元氏：まだスマートシティというと行政サービスの一環に留まっているのが多いと思います。行政サー

ビスをより便利なものにしていくのは意味がありますが、さらに発展させようとすれば、一例として先ほ

どお話したような情報銀行を活用した医療データを都市 OS と連携させることも考えられると思います。

例えば堺市で市長が医療データを情報銀行に預けると、情報銀行が都市 OSと連携して、堺市のどの病院

に行っても、過去の医療データを使えるようになります。医療のレベルも同等になるでしょうし、紹介状

は不要になり、地域コミュニティの中での医療の確保が実現可能なわけです。マイナンバーにひも付きに

すれば、いろんなデータを都市 OSに乗せることでより発展すると思います。情報の管理の問題などハー

ドルはありますが、将来の可能性はあると思います。サステイナブルにサービスを提供できる仕組みをつ

くる必要があり、それが課題だと思います。 

 

高橋氏：永藤市長、まさに SakaI-D 構想でそういうことを狙っているということでよろしいでしょうか。 

 

永藤氏：行政サービスを行う上で分断されている例は

多くあります。例えば学校教育では小中学校は堺市立

が多くありますが、高校になると大阪府立がほとんど

です。小学校から中学校へは堺市教育委員会でデータ

が完結しますが、高校へ上がる時にデータがつながり

ません。都市 OS が大阪全体で機能すると、大阪の 43

市町村で義務教育を卒業した子どものデータや学習

の状況を高校に引き継ぐことができ、効果的な学習に

つながると思っています。障がい者の活躍の舞台、生
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きがいを持った社会についても、個別最適化をすると、それぞれの人が自分らしく暮らせることにつなが

りますので、大阪で実現したいですし、堺市でスマートシティとともに個人データ管理の問題を乗り越え

て注力したいと思っています。 

 

高橋氏：では、2 つ目のテーマの「持続的な地域活性

化のための万博レガシーの活かし方」ということで、

万博のレガシーは、ハード、ソフト、ハードとソフト

が連携したものがレガシーだと思いますが、万博後の

社会にどう活かしていくかについてご議論いただけ

ればと思います。まず、馬場様、大阪パビリオン、バ

ーチャル大阪も含めて、キーワードは「健康」「データ

連携」になると思いますが、それが地域産業や地域社

会への展開でどのようなレガシーを想定されますか。 

 

 

馬場氏：パビリオンでトライアルした経験やデータを

その後の企業の成長に活かすことが大事です。大阪パ

ビリオンがトライアルとなって、都市 OS を使った先

の姿を企業に体験してもらい、来館者に体感していた

だくことがイノベーションを受け入れる素地にもな

りますし、より発展させようという気持ちにもなると

思います。データをしっかり貯めて活用できる姿を見

せるというのが大きなレガシーであり、その後につな

がっていくと思います。もう 1つは、個人の行動変容

をどう残していくかということで、「TEAM EXPO 2025」

は、企業や団体が SDGs に向かってどうするか、新しい出会いの中で支え合って前進するかが、万博の後

で絶対残る話です。それ以外にも、実際に見ることによって、夢や希望を持ってやってみようと進んでい

くのは個人にとって大きなレガシーになると思いますし、個人が集まって団体になって動いていく時に、

良く考えて先に進む機会になっていくというのが大事だと思います。レガシーというのは、企業にとって

はチャレンジをしてビジネスチャンスにつながるものですが、個人にとっては行動変容や明日への力に

なるような夢ではないかと考えています。 

 

高橋氏：従来、万博は万国博だったのが、これからは万人博と言われる方もおられます。個人に行動変容

をもたらし、イノベーションを受け入られることが大事であり、それがないと産業の発展につながらない

と思います。貴重なご意見をありがとうございました。角元様、1人 1人が主人公と言われましたが、個

人とともにスタートアップも小さな単位だと思います。特に三井住友銀行は、関西の中でもスタートアッ

プ支援のプラットフォームをお持ちで、今後レガシーになっていくと思いますが、ご紹介をお願いしま

す。 

 

角元氏：馬場様がおっしゃったことはとても大事だと思います。前回の大阪万博で残された「もの」、例

えば人間洗濯機や動く歩道は今や当たり前に活用され、介護施設などで使われています。今回の万博でも

「もの」もありますが、人の行動変容をレガシーとするというのは納得感がありました。スタートアップ

については、関西では京都大学、大阪大学、神戸大学という主要な国立大学と、今回できる大阪公立大学
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と大きな 4 つの大学があり、私立大学を含めると多くの

大学があり、新しいシーズが沢山あります。ベンチャー

企業も沢山生まれつつあります。それをスタートアップ

のエコシステムとしてどう育てるか。私が身を置く経済

界も含め、京阪神が一体となってエコシステムをつくろ

うとしています。また、海外に向けた情報発信の大きな

チャンスになるだろうということで、大阪パビリオンは

じめ、これからいろんな企業パビリオンもできてきます。

どういう形でスタートアップを発信するかは課題である

なか、世界中から注目が集まるこの機会に、日本・大阪・

関西には素晴らしいシーズあることを発信したいと思います。そして、万博の時で終わるということでは

なく、関西全体のスタートアップエコシステムを持続的に世界に向けて発信していくプラットフォーム

をつくることができれば、一つのレガシーになるのではと考えています。 

 

高橋氏：発信という発言がありましたが、石黒先生、「大阪 inochi 宣言」は大事なレガシーで、今日の講

演でもイメージできましたが、どんな内容でどんな形で発信をしていくのかお考えはありますか。 

 

石黒氏：既に動き出していますが、万博に向けて国際会議、国内会議、市民会議も含めて連続的に開催し

ていって、万博の中で最終的に世界中の人と議論を重ねて、50 年後にどのように多様な未来社会をつく

っていくかを議論できればと思っています。アバターは万博直後から使われ始めるので、短期に実現する

レガシーだと思いますが、万博は 30 年、できれば 50 年先の未来社会を思い描いてビジョンを共有する

というのが、万博における重要なレガシーだと思っています。千里の大阪万博でつくられたものは、携帯

電話やロボットなど今でも十分通用するレガシーで、僕らはそれを如何に実現するかを考えてながら生

きてきたわけですが、30年から 50年という長いスパンで語り継がれるような何かを残せると、この大き

な費用に見合うレガシーになると思います。これからは多様性の時代になると思いますが、どういう人に

どういう世界が訪れるのかを、できるだけ具体的に映像や文章で残し、50 年後まで語り継がれて、それ

が我々の未来をつくる目標になっていけば良いと思います。そういう活動は、協会とも相談しながら、

徐々に始まっているところです。 

 

高橋氏：貴重なお話をありがとうございます。永藤市長、今日、スマートシティというのが大きなテーマ

ですので、特にスマートシティの取り組みでは、公民共創が一層進むと期待されます。一方で自治体間の

連携も、消防や水道で進んでいると思いますが、今後こういったことが進んでくると、スマートシティ自

体のマネジメントや都市マネジメントのあり方も変わっていくと思いますが、いかがでしょうか。 

 

永藤氏：都市経営が大きく変わっています。特に人口減少、高齢化が並行して進んでいます。福祉などの

社会保障費が必要となる中で、財源が限られていますので、行政運営としても課題を抱えています。2つ

の改善の視点があると思っていまして、1 つは新しい技術の活用です。ICT や DX など新しい技術を活用

しながら変革を生み出すことによって効率的な行政運営をしていこうというのが 1 つ、そしてもう１つ

は、仕組みを変えることです。例えば、水道行政についてはこれまでは各自治体が水道を管理していまし

たが、それでは技術職員の継承や効率的な運営ができませんので、大阪では大阪広域水道企業団を結成し

て、大阪市以外の 43市町村が連携し、統合して、大阪全体で水道を見る仕組みに変えています。データ

の活用は新しい社会インフラであり、データを整備することにより、インフラの中で様々なサービスが生

まれ、住民サービスの向上に活かすことができます。大阪府と堺市がタッグを組んで、データを活用しな



18 

 

がら、全国の見本となるような新しい形の都市マネジメントの取り組みを進めていきたいと考えます。 

 

高橋氏：今回の万博では、アバターを含めた多様な個人が主役になっていくということと、50 年後くら

いの長いスパンの未来を考えて、一歩一歩社会実装していくことが必要で、それがレガシーになっていけ

ば良いと整理させていただきたいと思います。その基盤、新しい技術や仕組みの象徴として都市 OSが整

備されると、地域の経営や皆さんの生活も進化する基盤になっていくのではないかと思いました。本日は

皆さんありがとうございました。 

 

 

閉会のご挨拶 

永藤 英機 氏 堺市長 

沢山の方にご視聴いただきありがとうございました。

有意義なお話を、私自身も参加者として聴かせていた

だきましたし、堺市の取り組みについても参考になる

ご指摘やご意見をいただいたと思っています。万博ま

で 3年と少しということで、時間があるように思えて

も、準備をされている馬場理事をはじめ皆さんは慌た

だしくされていると思います。万博という大きな目標

があるからこそ、スマートシティの取り組みを進めて

いくことができています。ぜひ一緒に、大いに万博が

盛り上がるように頑張っていきたいと考えています。

本日、スマートシティ、アバターなど具体的な取り組みをお話いただきました。今回のシンポジウムは、

企業、大学、行政など様々な主体が行っています。公民連携は欠かすことができませんし、皆様の連携や

協力があるからこそ、堺や大阪で先進的な取り組みができると考えています。ご視聴いただいているすべ

ての皆様と一緒に力を合わせて、堺や大阪の発展、日本の成長のために頑張っていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。 


