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日本万国博覧会
1970 年にアジアで初めて開催された日本万国博覧会は、「人類の進歩と調和」をテーマに 77 カ国が集い、64 百万人を超える入場者を記録しました。
この記録は、当時の日本の人口の約半数がこの会場に訪れたことになるほど博覧会史上歴史に残るものであり、日本の歴史においても大きな足跡を残しています。

日本万国博覧会

万博記念公園

[会

期 ] 1970 年 3 月 15 日〜9 月 13 日（183 日間）

[ 出展数 ] 116 館

EXPO’70
パビリオン

（国内）国内参加企業等の数

EXPO 70パビリオンは、
日本万国博覧会開催当時、鉄鋼館というパビリオンでした。

EXPO 70パビリオンのメインとなる常設展示場は、
2階となります。

午前10時〜午後5時（入館は午後4時30分まで）

金

※自然文化園入園料（大人260円、小中学生80円）
が別途必要
※特別展等実施の時は別途料金が必要となる場合あり

ホームページ https://www.expo70-park.jp
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阪急「南茨木」駅「山田」駅「蛍池」駅・北大阪急行「千里中央」駅・大阪市営
地下鉄「大日」駅・京阪「門真市」駅からは大阪モノレールが便利です。
■大阪国際空港からお越しの場合
大阪モノレール
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■新幹線でお越しの場合
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❹ ファッション
❺ ベストオブ万博
❻ 空前絶後の記録づくし
❼ パビリオン☆パビリオン
❽ テーマ館（太陽の塔）

また、博覧会終了後の跡地を自立した森として再生している取組な

❾ ユニフォーム

ども紹介しております。

❿ お祭り広場

⓮ 閉幕から万博記念公園へ

EXPOʼ70
パビリオン

自然文化園

大阪空港

大阪空港

て開催されることとなった日本万国博覧会の開催準備、会期中の各

❸ 鉄鋼館

⓭ Made in EXPO 70〜すべては万博から

日本庭園

大阪モノレール
阪急

ております。

❷ 準備から開幕まで

⓬ エキスポ 70 コレクション

N

淀屋橋

品、新たに作成した模型などによって、臨場感溢れる展示構成となっ

❶ シンボルゾーン

⓫ バックステージの 1500 人

アクセスマップ

関西空港

念公園の変遷などを、映像や記録写真、当時展示されていた寄贈展示

紹介を行っております。

高校生以上210円、中学生以下無料、団体20人以上170円

大阪

ますと、日本万国博覧会の時事やその跡地として整備された万博記

パビリオン、様々な催し、運営状況、万国博覧会史上初の記録などの

※ただし、4/1から5月上旬、10/1〜11/30は無休

N

一辺40ｍの回廊を反時計まわりに四辺（160ｍ）を周回していただき

日本の高度経済成長の状況や、その最盛期の真只中でアジア初とし

EXPO 70パビリオン基本情報

料

1 政府、3 公団公社、28 企業団体

常設展示のご案内

同博覧会の記念館として
「EXPO 70パビリオン」
という新たな名称で公開しています。

毎週水曜日
（祝日の場合は翌日休）

[ 入場者数 ] 64,218,770 人

EXPO’70パビリオン
日本万国博覧会開催から40周年を迎えた2010年3月13日に、

休 館 日

積 ] 330 ha

立体見取図

3月15日から9月13日までの会期中に約700万人の人が来館された施設です。

1/2〜12/27

[面

[ 参加数 ] （海外）76 カ国、4 国際機構、１政庁、カナダ 3 州、アメリカ 3 州 2 都市、ドイツ 1 都市、2 企業

「鉄の歌」
をテーマとし、
コンサートが催された音楽ホールで、

利用期間

データ

万博記念公園

千里中央 13 分

5分

2013.2

❶ シンボルゾーン

博覧会当時に製作された
シンボルゾーンの模型（１/200 スケール）です。

ⓐ シンボルゾーン
シンボルゾーンは、
「人類の進歩と調和」
というテーマを表すため設けられた
会場の中央に位置する東西150m、南北1kmのゾーンです。
このゾーンにはエキスポタワーや太陽の塔、
お祭り広場、万国博ホール、
万国博美術館などがありました。
また、
ここから動く歩道が四方に伸び、
来場者が広い会場をスムースに移動できるようになっていました。
特にお祭り広場の大屋根は、会場のどの位置からも見ることができ、
自分の居場所を認識するための目印になるほど巨大な建造物でした。
この大屋根は、幅108m、長さ292m、重さ3320tあり、地上で組み上げた屋
根を6か所12機の巨大なジャッキを使い、地上30mの高さまで持ち上げるの
に48日かかりました。

❶ⓐ

❷ 準備から開幕まで
日本で万国博覧会を初めて開催するための招致活動や会場計画など開幕に向け、熱い思いを持った人々の激動の時間を、
約 70 点の写真や映像で紹介しています。

ⓑ クロニクル
博覧会開催が決定した1965年から博覧会開催の1970年に至るまで、
日本
全体が博覧会一色になって行く様子を日本の文化や流行、社会現象など
当時の世相から見ることができます。

❷ⓑ

❷ⓒ

ⓓ 万博マーク
博覧会のマークは、博覧会のテーマ
「人類の進歩と調和」
を視覚化したもの
で、
マーク全体は日本の花である桜を表わしています。
五つの花弁は五大州（アジア州、
アメリカ州、
ヨーロッパ州、
アフリカ州、
オセア
ニア州）、
つまり世界を表わし、
ともに世界が手をとり合って、博覧会へ参加し
ようとする意図を示しています。
中央の円は日本の日の丸、
その周囲の白ぬき
部分は発展と進歩への余裕を表わし、
さらに全体の安定した印象は品位と
調和を示し、
この博覧会が世界の催しであることを力強く表現しています。
このマークのデザインは、世界的に名が通っているカップヌードルのパッケージ
デザインも手掛けた大高猛氏によるものです。

❷ⓓ

❸ 鉄鋼館

多くの観客を迎え、活気に溢れた会場。
舞台裏では「万国博を成功させる」、その想いを胸に繁忙
を極めた人たちがいました。
約 500 万件のデータを収録したオペレーション・コントロール・
センター、 情報・衛生・救急 を受け持つ清掃管理センター
や診療所、そして警備隊、消防署などが観客の安全を守っ
ていました。
会場のスタッフが使用した無線機やカメラなど、時代を感じ
させてくれます。
また、会場の誘導案内として単純な絵文字で表したピクトサ
インが威力を発揮したほか、関係者用に貸し出した電気自
転車や移動用の電気自動車なども活躍しました。

❼

❼

❼

ここは太陽の塔を含むテーマ館を紹介しています。
テーマ館とは、大阪万博のテーマ「人類の進歩と調和」
を展示した施設で、過去、現在、未来の時間軸を地下、
地上、空中の空間軸に置き換え、大屋根や太陽の塔を
中心とする展示空間で構成されていました。
地下（過去）展示場は、太陽の塔の正面にある「調和
の広場」（現在の「太陽の広場」）の地下にあり、生命
の誕生から原始時代の人々の暮らしなど、次の世代へと
受け継がれてきた命の尊さや尊厳を表していました。
また、地上（現在）展示場は、調和の広場にあたり、ここ
❽
では、黙々と世界を背負って生きている世界各国の名も
ない人々の暮らしぶりをテーマとした「世界を支える無名の人々」という写真展示がありました。
さらに、空中（未来）展示場は、お祭り広場の大屋根に設けられた展示場であり、技術革新により利便性が高まった
近未来の人々の暮らしぶりを紹介する一方、人種差別や貧困、公害など人類を取り巻く負の一面も展示していました。
その中で太陽の塔は、地下展示から空中展示に向かう導線となっており、来場者は塔内部にある「生命の樹」を見て
空中展示場に向かっていました。

ⓖ 仮面

博覧会当時では世界初の立体音楽堂（スペースシアターホール）の空間。
約 40m 四方に囲まれた空間の中心には直径 10ｍの円形舞台があり、
約 960 の客席に囲まれています。
壁や床、そして天井から吊り下げられたスピーカーは全部で 1008 個あり、
臨場感あふれるサウンドを響き渡らせていました。
博覧会当時は、音楽とリンクさせたレーザー光線のショーのほか、クラシック
コンサートや能楽といった公演なども開かれ多くの人が鑑賞されました。
現在では、音響機能はありませんが当時の様子をご覧いただくことができ
ます。

⓫ⓙ

⓫ⓚ

⓫ⓛ

ⓙ ピクトサイン

ⓚ 電気自転車

会場内の誘導案内としては、色々な国からの来場を想定し、日本語や英
語以外の言語を使用する人たちに案内するため、単純な絵文字を使用
する方法がとられました。
このサインのうち迷子以外のほとんどのものは、東京オリンピック（1964 年）
やモントリオール博（1967 年）などで用いられた絵文字を参考にデザイン
を統一したものです。

会場内を走る電気自転車は、当時、三洋電機が開発したもので、取材を
する記者のために貸し出していたものです。
重さは約 44kg、充電に 12 時間かかりました。

❽ⓖ

「手の椅子」は、岡本太郎の
作 品 で、赤、青、黄、緑、
黒の 5 色がテーマ館の地下
展示場に置かれていました。
博覧会当時は、来場者が座
ることもできた作品です。現在
でも座って記念撮影を行うこと
ができます。

⓬ エキスポ 70コレクション
当時、レコードを始めとする会場内外で販売されていた大阪
万博関連商品や無料で配られたメダルやバッジなどの記念
品、当時を偲ぶ万博関連のグッズたち。
また、各パビリオンを回って押したスタンプも懐かしい逸品
です。
さらにここでは紙製のパビリオン模型を展示しています。
全て 1 ／ 300 スケールで造られており、これらを組み合わ
せると万博会場ができるよう精巧に造られています。
毎年少しずつ製作しており、現在 20 点以上の作品が完成
しています。

⓬

⓬

⓬

大阪万博では、数多くの新しい試みがなされました。
ここから広まったものやまったく違うカタチで発展したものなど万博がもたらした影響は計り知れません。

ⓗ 手の椅子

博覧会当時、テーマ館の地下展示空間
に展示していた実物です。
また、斬新なデザインは岡本太郎が世界
の民族仮面を自分なりに現代風に表現し
たもので、博覧会当時のものです。

電気自動車は、施設管理用のパトロールカーや会場内のタクシーとして
活用されました。
6 人乗りのタクシーは、10 分 200 円で希望の場所まで乗ることができました。

⓭ Made in EXPO 70〜すべては万国博から

❽ⓕ

❸

⓫

ⓛ 電気自動車

「生命の樹」は、塔内にあり、高さが 41m、基底部の直径は約 1m あります。
この樹には大小 292 体の生物模型が取り付けてあり、最下部にある原生生物から恐竜、そして最上部には人類
が展示してあり、生命の進化の過程を表すとともに、過去から受け継がれてきた生命の尊厳と生命のエネルギー
を象徴しています。
ここにある生命の樹はレプリカですが、生物模型は一部を除き、実際に展示されていたものです。

ⓔ 立体音楽堂（スペースシアターホール）

ⓜ エアドーム
アメリカ館、富士グループのパビリオンで見られた空気膜構造によって支え
られた展示館は、
これまでの建築の概念を根底から打ち破り、後の膜構造
のドーム建築の先鞭を切りました。
この構造は、
どんな広さや形の建築にも
大スパンの空間が得られるため、現在では東京ドームなど様々な建物に応
用されています。

ⓝ ワイヤレステレホン
❽ⓗ

⓭ⓜ

電気通信館では 夢の電話 といわれるワイヤレステレホン(携帯無線電話
機)が展示され、全国どこへでも即時通話ができました。現在の携帯電話の
原点と言えるものです。

⓭ⓝ

ⓞ ウルトラソニック・バス（人間洗濯機）
サンヨー館のウルトラソニック・バスは、
カプセルの中にゆったり座って肌を
清潔にするだけでなく、
マッサージボールや超音波の働きによって、健康と
美容の両面に効果のある全自動のお風呂です。現在では、介護用の浴槽
にその技術が活かされています。

❾ ユニフォーム

❸ⓔ

❹ ファッション

大阪万博の会場を華やかに飾ったパビリオンのホステス
たち。
著名なデザイナーが手掛けたユニフォームもあり、デザ
インは今でも斬新さを感じさせてくれます。
大阪万博をきっかけとして、華やかな女性のユニフォーム
が社会に普及しはじめました。
このユニフォーム展示は、博覧会当時の資料をもとに
可能な限り忠実に複製したものです。

❹

❺

ⓠ 缶コーヒー（UCC 上島珈琲）
1969年、上島珈琲がコーヒー牛乳にヒントを得て、
日本初のミルク入り缶
コーヒー
「UCCコーヒー ミルク入り」
を発売。万博会場で飲んだ人から注文
が殺到し、爆発的に売れるようになったといわれています。

❿ お祭り広場

ⓘ ロボットデメ・ロボットデク
祭典、憩い、エンターテインメント空間としての機能を持つ「お祭り広場」。
催し物に合わせた演出のため、照明、音響、コンピューター、ロボットな
どの技術がフルに活用され、お祭り広場には「デメ」と「デク」の愛称
で呼ばれる 2 台のロボットが置かれていました。
ともに高さは 14m、頭部は操縦室、胴体には照明、音響装置を持ち、
周辺の音や光を収集し、メイン・コントロール室へ送信。処理された情報
に基づき、照明、音響、煙、匂いを送出する仕組みになっていました。
デクはサブ・コントロール・ステーションとして使用されていました。

❻ 空前絶後の記録づくし

❻

⓭ⓟ

排気ガスや騒音を出さず、蓄電池とモーターで走る電気自動車。国内に
おける導入は、万国博が初の試みで、
タクシーや会場内輸送、
プレスカーと
して活躍しました。

ナショナル・デーの式典のほか、世界の民俗舞踊や日本各地の踊りなど、国際色豊かで多彩なイベントが連日繰り広げ
られたお祭り広場。
海外旅行がまだ夢だった時代。世界中から集まった一流アーティストのステージや、世界の祭や民族芸能が繰り広げ
られる「人類交歓の場」と化し、観客にカルチャーショックを与えました。

ソ連館は高さ 110m、ブリティシュ・コロンビア州館で使用し
た木の数約 306 本、アメリカ館での待ち時間の長さ 4 〜 5
時間、スイス館の電飾の数約 3 万 2000 個、カナダ館の鏡
の数約 4 万枚といった会場内の№１を紹介しています。

⓭ⓞ

ⓟ 電気自動車

❾

❺ ベストオブ万博

会期中の 183 日は、毎日が新鮮な驚きと感動の連続でした。
入場者数 64 百万人、一日の最高入場者数 83 万人、迷子
4 万 8 千人、拾得金 48 百万円など、万国博が残した様々
な記録から、当時の熱気や前人未到のイベントの偉大さが
うかがえます。

万国博で最大の関心はパビリオン。
それは世界の国・企業・団体が、建築、映像、テクノロジー
の粋を極め、光り輝く未来を思い思いに表現したもの
でした。
造形美の饗宴、映像と音響の空間芸術、モダン、サイケ、
テクノ、前衛、すべての未来が会場にありました。
各パビリオンで製作されたパンフレットも古さを感じ
させない様々なデザインがあります。
また、ここでは各パビリオンの外観や内部展示、ホス
テスのユニフォームなど当時の様子をご覧いただけま
す。
さらに、コーナー奥の映像は、モノレールに乗って会
場を移動しているような体験ができるよう、博覧会の
様々な映像ライブラリーの中からモノレール車窓や駅
舎を通過する様子などの映像を新たに編集しました。
周回するモノレール越しに様々なデザインのパビリオ
ンをご覧いただけます。

ⓕ 生命の樹

鉄鋼館は、日本鉄鋼連盟が出展したパビリオンです。
テーマ「鉄の歌」のとおり、館全体のイメージは「鉄
の楽器」で、館内には円形のホールがあり、博覧会会
期中は様々な公演が行われたほか、フランスの芸術家
フランソワ・バシェが製作した鉄の楽器彫刻 17 作品が
ホワイエに展示されていました。
鉄鋼館の総合プロデュースと設計は、東京文化会館（東
京・上野）の設計も手掛けた前川国男氏によるもので、
飾りを一切省いたストイックな外観が、その重厚さを
さらに引き立てています。

博覧会当時、女性の外出着としては着物もまだ多く、手荷
物も風呂敷に包んで持っていました。
若者がよくかぶっていたテンガロンハットなどは、流行のアイ
テム。会場では集団からはぐれないよう、揃いのワッペンを
身に付けたり、同じデザインの帽子を被った人も数多く見ら
れました。

⓫ バックステージの 1500 人

❽ テーマ館（太陽の塔）

ⓒ 入場料金、入場券
準備段階では入場料の料金設定や入場券の製作が慎重に進められました。
当時の入場料は大人800円、決して安くない料金設定も過去の博覧会の
料金を参考にしたり、入場者予測などを基に設定されています。
しかし、
アジ
アで初めて開催する万博であったため、料金設定は何度も検討を行い慎
重に決定されました。
また、入場券は、彩紋模様という非常に細かな模様が描かれ、凹版印刷に
よって製作されており、紙幣と同様の技術を使って偽造防止を行うなど、
日本の技術の粋を結集したものです。

❼ パビリオン☆パビリオン

デメ

デク

❿ⓘ

❿ⓘ

⓭ⓠ

⓭ⓡ

ⓡ ヨーグルト
ブルガリア館に本場のヨーグルトがあることを明治乳業のスタッフが聞きつけ
会場で試食したことが、開発の契機となりました。1年後、本場の味を再現し
た商品が完成、
日本初のプレーンヨーグルトとして家庭に広まっていきました。

⓮ 閉幕から万博記念公園へ
ここでは、閉幕後の会場跡地整備などを紹介しています。
閉幕後、会場に林立していたパビリオンは撤去され、一部
は移築され図書館として活用されるなど日本各地で有効活
用されました。
パビリオンが撤去され更地となった会場に植樹を行い、再び
緑の自然を取り戻す取組みが進められています。
万博記念公園は、人と自然との共生、人と人との交流を
新たなテーマに大阪万博の理念を未来へ受け継いで行き
ます。

⓮

