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2015 年 5月より 5 ヶ月間、イタリア北部はミ

ラノで開催されているミラノ万博へ訪問取材を

実施した。今回のテーマは「地球に食料を、生命

にエネルギーを（Feeding the Planet, Energy 

for Life）」である。 

 

環境破壊、水・食料不足、気候変動等の地球規模

の課題を抱える現代社会の現状に対して、各国

が関連する技術・文化・将来ビジョンなどを展

示していた。 

 

会場規模は 110ha、参加国は 148 カ国、うち

52ヵ国が独立したパビリオンを持ち、他の国々

はクラスターと呼ばれるテーマごとの 9 つのグ

ループを構成した形で参加している。 

 

各国だけでなく、国連、欧州連合等の国際機関、

25箇所で民間企業がパビリオンを展開している。 

万博の規模が大きいため、以下では「食と農業

の未来」をテーマに関連するパビリオンや技術

について簡単に紹介していく。

 

● Future Food District（FFD）● 

 

人と食が、どのように繋がっていくのかをメ

インテーマにした Future Food Districtでは、

イタリア最大級のスーパーマーケット・チェー

ンを運営する消費者協働組合 COOP と協働して、

トリノを活動拠点としているデザイン事務所

（Carlo Ratti Associati）が設計・デザインを

行っていた。 

施設内部は、最先端テクノロジーを取り入れた

未来の COOPをイメージしており、実際に買い物

も可能なスーパーマーケットとなっている。 

注目点は以下の 5つである。 

 

① デジタルパネルの商品棚 

商品棚の上部には巨大なデジタルパネルが設
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置され、客が棚の中の商品に指をかざすことで

目の前のパネルに商品情報がアニメーションと

して表示される。 

 

ここでは「値段」、「栄養価」、「カーボンフット

プリント量（温室効果ガス排出量）」、「原産地」、

「おすすめの料理方法」が表示されていた。 

パネルの下部分にセンサーを感知する機械が設

置されており、人の動きに合わせてパネル上に

情報が表示される。 

デザイン性には優れていたが、情報が表示され

るまで約 30秒が必要であった。

 

【近未来のスーパーマーケット。デジタルパネルとセンサーを利用した商品棚の様子】 

訪問者は実際にスーパーマーケットを体験・購入することができる 

 

 

② ロボットによる商品自動整理 

入り口を入ってすぐに商品を自動的に棚卸、

整理整頓するためのロボットが展示されていた。

ロボット自体は固定式で自由に動くことはでき

ないが、2 つの腕に 2 つの関節と 3 本の指状の

パーツを使用しながら、取材時はリンゴを一つ

の場所から別の場所へと移動させる様子が見学

できた。 

 

現段階では試作品となっており、実際にロボッ

トが店内を動き回り、全ての棚を自動整理、補

充しているわけではない。 

 

 

③ 未来の流通/生産の形 

電子レンジのようなサイズの箱の中に、プラ

スチックの食べ物が展示されており、正面のガ

ラス式モニターに情報が投影される仕組みとな

っている。 

ここでは、3Dプリンターでの食物生産のコンセ

プトと製造工程が紹介されていた。 

 

The Fresh Book と称される新商品コンセプトで

は、レシピブックのような包装となっており、

レシピ情報とともに、食材は調理に必要となる

量のみが、真空パック状の素材に個別に保存さ

れており、食品廃棄を極限に少なくすることを

目的にした商品アイデアが紹介されていた。
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【ロボット技術による商品の自動整理。アーム型ロボットがリンゴを運ぶ様子を見学できる】 

 

【The fresh book 食品廃棄ゼロの食品パッケージ構想】 

 

 

④トレーサビリティー・システム 

イタリアの大手パスタメーカーBarilla 社が

設置する QR コードを利用したトレーサビリテ

ィー・システムの展示では、同社が製造するパ

スタとソース商品 2 種類のサプライ・チェーン

（生産・加工・流通）に関する情報を紹介されて

いた。 

 

各ステージの地域情報や工場の様子を情報開示

するアプリケーションが導入され、タッチパネ
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ル式の画面を通じて来訪者が自由に新しい機能

を体験することができる。 

 

⑤テクノロジー食育 

COOPは流通だけでなく子供向けの食育にも力

を入れている。FFDの一角には COOPの食育活動

についてのブースも設けられている。 

 

同ブースは、デザイン・コンサルティング会社

の IDEO（アイディオ）が担当。自由度の高い教

育を目指し、机と椅子が一体化したものが、実

際の教室をイメージした形で展示されている。 

 

この設備は既にイタリアにて 130 の学校が採用

している。COOP は 35 年の長い食育活動の実績

があり、都市/地方エリアに関係なく学校の要望

を受けて食育教育の出張授業を行っているとい

う。 

 

黒板の代わりとなるタッチパネル型の液晶画面

では、食育のクイズゲームなどのアプリを利用

して、子供の頃から食べ物の大切さと知識を学

習できる。こうした取組みは、イタリアにおけ

る食文化の多様性と豊かさを反映している、と

いえるだろう。

 

イタリアの大手パスタメーカーBarilla 社のトレーサビリティー・システム。QR コードとタッチパ

ネルの液晶を使って商品の製造過程を細かく知ることができる（左）  

テクノロジー食育教室。IDEO 社がデザインした机と椅子で COOP 社が食育授業を実施している（右） 
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● Energy for Life ＆ 各国のパビリオン紹介 ● 

 

ミラノ万博では“Energy for life”をテーマ

に自国の環境・エネルギー対策に関するパビリ

オンが多数ある。 

 

例えば、エキスポ内最大の敷地面積を持つ「ド

イツ」（上写真）では気候、生物多様性、土・水・

食といった各テーマの問題点と、課題解決に向

け た 自 国技 術の 展 示 を シ ー ド ・ ボ ー ド

（SeedBoard）という紙の映像投影ツールを利用

して体験学習が可能である。 

 

シード・ボード（SeedBoard）は、ただの段ボー

ル紙に灰色の点が配置されているものだが、指

定された場所で動かすことで映像・動画が投影

される仕組みとなっている。 

動かす場所によって投影される映像が異なり、

さらに音声付きの動画も見ることが可能である。 

 

＜シード・ボード（SeedBoard）＞ 

紙の外側に複数の灰色の点がある。この点にラ

イトを照射することで、紙の位置を判別し、映

像などを投影する仕組み、となっている。 

 

 

シード・ボード（SeedBoard） 

 

また、屋外にはパビリオンの各所に巨大な白い

木のような柱がある。 

“ソーラーツリー”とよばれる白い木には、従

来の分厚いソーラーパネルは設置されておらず、

太陽光パネル（ソーラーモジュール）を薄い柔

軟な素材にプリントすることで、円筒状の柱の

側面に発電機能を持たせている。 

このように高度な技

術により、従来では

不可能だったデザイ

ンも実現することが

できる。 
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シード・ボード（SeedBoard）に投影された映像＜左＞。高さ・位置によっても異なる映像が映しだされ

る。屋外の各所に設置されたソーラーツリー。網状の側面にはシート状の太陽光パネルを導入＜右＞ 

 

 

「オーストリア」のパビリオンでは“酸素”を

テーマに、実際の木々を植えることで同国の森

を再現していた。森林環境の大切さを伝えると

ともに、人ごみに疲れた来場者に新鮮な空気を

提供し、癒しの場を与えていた。 

 

その他にも、国土の半分が森に覆われている

スカイプ発祥の「エストニア」のパビリオンで

は、高い林業の力と技術を掛け合わせ、ブラン

コ型の発電装置を設置していた。 

 

中央アジアの「トルクメニスタン」や「アゼルバ

イジャン」では自国のエネルギー資源の豊富さ

を主張する展示が目を引いた。

 

【エストニアのパビリオン外観（左）／ 木製ブランコによる自家発電装置の様子（右）】 
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【アゼルバイジャンのパビリオン外観（左）／ 自国の資源分布図の様子（右）】 

 

 

★ その他のパビリオン ★ 

食へのアプローチは生産技術の紹介だけでは

ない。最新の技術を利用して自国の食文化など

を紹介するパビリオンも多かった。その中でも

代表的な例が“日本館”である。 

 

ミラノエキスポ日本館用のスマートフォンアプ

リには日本の食、農業分野でのテクノロジーに

ついての情報が高画質の写真とともに、分かり

やすく紹介されていた。 

 

【情報の滝・食の多様性（DIVERSITY）】1 

 

パビリオン内に設置されている「情報の滝」で

は、上から流れてくる日本食、農業関連の写真

                         
1 チームラボ WEBサイトより引用 http://www.team-

lab.com/news/expomilano2015 

をスマートフォンに取り込むことが可能である。

ただし、事前にアプリをダウンロードする必要

があり、会場ではスマートフォンを持ち合わせ

ていない来場者も多数いた。 

 

会場内には展示だけでなく、各国パビリオン

内には多数のレストラン、カフェが出店されて

おり名物料理を楽しむことができる。 

例えば「ウルグアイ」パビリオンではメニュー

に QRコードを利用し、生産者情報が閲覧可能な

トレーサビリティー・システムを導入していた。 

 

また、イタリアの大手コーヒーメーカーである

illy社が提案する未来のコーヒーメーカーでは、

自分好みのフレーバーコーヒーを作ることがで

きる。ブラジル、コロンビア、エチオピア等の有

名なコーヒー産地の豆をアプリケーションで操

作しながらフレーバーを設定、同アプリと連動

したコーヒーメーカーが世界に一つだけの味を

作りだしてくれる。
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コーヒー・マシーンの上部に産地ごとに分かれたコー

ヒー豆を設置。メーカーと連動したアプリを利用し

て、タブレットにて好みの味を決定する 
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● 植物工場・水耕栽培／都市型農業などの展示 ● 

 

 

★アメリカ・パビリオン★ 

アメリカのパビリオンにて最初に目に入るの

が垂直農場（Vertical Farming）である。860 ㎡

もの建築壁面に 42種類の野菜、穀物、ハーブが

栽培されている（上写真）。 

 

この巨大な垂直農場（Vertical farming）は 2〜

3 メートル四方の小さな長方形のマトリックス

に分けられており、Bright Agrotech 社が販売

する Zip Grow Towersと呼ばれる設備が導入さ

れている。 

 

壁面栽培では、ネット状の保水マットが導入さ

れており植物の育成を可能にしている。各マト

リックスは一定時間ごとに角度を変えることが

でき、定植された植物に十分な日光が当たるよ

うな仕組みとなっていた。

 

 

壁面栽培（垂直農場）の裏側・排水溝＜左＞。人工光によるイチゴの垂直栽培も展示されていた。 

LED 光源は GE（General Electric）の施設園芸用ライトを導入＜右＞ 
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★ベルギー・パビリオン★ 

ベルギーのパビリオンでは 1 階のエントラン

ス部分に「食関連の技術」「都市型農業」「食の安

全・安心」といったテーマごとのビデオ映像が

流れており、地下には実際の水耕栽培システム

やアクアポニクス（魚と葉野菜の水耕栽培一体

型）が展示されていた。 

 

【1階エントランスの様子】 

 

地下の水耕栽培やアクアポニクスの展示では人

工光による回転式栽培が目を引いた。 

技術元は不明だが、この形式はカナダのオメガ・

ガーデン社が古くから開発・販売している設備

と同様のものであった。 

その他、日本でも普及している平面多段式の植

物工場（人工光型）の展示も行われていた。 

 

ベルギー館では未来食として、虫の紹介も行わ

れていたが、あくまで虫が持つ栄養素の展示に

限られており、実際の商品や栽培技術に関する

展示はなかった。 

 

 

 

【回転式水耕栽培とアクアポニクス設備(上)】 

【ガラスモニターの様子（下）】 

ガラス式スクリーンに栽培状況に関する情報 

が表示される。施設内にはパソコンも設置さ

れ、細かい情報を入手することもできる。 

 

 

 
LED 光源・4段の多段式栽培（植物工場） 
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★ 中東諸国のパビリオン ★ 

今回の万博では中東諸国から 14 カ国がパビ

リオンを出展していた。 

多くの国で石油資源が経済発展の大きな要因と

なっている一方で、水や土地などの制限により

食料生産に向かない国々であるため、他エリア

と比較すると、今後の食料問題に関して真剣に

取り組んでいる様子がみえた。 

 

今回は、特に展示が充実していたアラブ首長国

連邦（UAE）、イスラエル、クエート、カタール、

オマーン、バーレーンの 6カ国を紹介する。 

 

 

1) アラブ首長国連邦（UAE） 

アラブ首長国連邦（UAE）パビリオンのエン

トランス部分には、様々な情報を3Dで表示する

ボックスが並べられており“The UAE imports 

85% of its food.（UAEは食料の85%を輸入して

います）”といったように同国の食料生産に関

して学習できるような展示となっていた。 

 

【UAEパビリオン入口の様子】 

 

施設内に入ると大きなシアターがあり、50年前

までは何もない砂漠地帯であった同国における

水の重要性について解説したものであった。 

 

今回のUAEパビリオンには、エミレーツ航空、

マスダール（環境都市マスダールシティなどを

手がけるデベロッパー）、エミレーツ財団など

のUAEを代表する企業・組織がパートナーとし

て参加しており、展示に使用されている装置も

他のパビリオンとは一線を画すものであった。 

 

パビリオンの外には Dubai World Trade Centre

の協賛を受けた“Future Business UAE”と呼

ばれるビジネスブースが設けられており、ビジ

ネスハブとしての都市「ドバイ」のアピールに

加え、ドローンやサンド・バギー（砂漠用の車）

の展示もあった。 

 

【バーチャル上の砂漠の上をサンド・バギーに

て参加者が運転体験できる】 

 

【ドローンの展示。カメラやセンサーによって

地形情報などを把握することができる】 
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次の万博である2020年はUAEのドバイで開催さ

れることから、訪問者がタッチパネルを利用し

て質問に回答する参加型の展示もあった。 

「あなたの生活で最も不足しているもの」とい

った質問では、教育・移動・職を得る機会とい

った回答を選択するものである。 

参加者が回答した統計情報を見ることも可能で

あり、2020年のドバイ万博では本データがフィ

ードバックされるものと考えられる。 

 

 

2) イスラエル 

イスラエルのパビリオンでは「水技術の歴史」、

「食料生産技術の輸出」に関する映像展示を行

っていた。前者では、農業生産に不向きな砂漠

エリアにて、灌漑技術が発達し、最終的には水

耕栽培システムが開発・普及する点をストーリ

ーにして分かりやすく解説していた。 

 
【イスラエル・パビリオン入口の様子】 

 

また後者については、セネガルへ灌漑技術の輸

出、中国・インドへのハイブリット米の普及な

どが紹介されていた。 

 

 

3) バーレーン 

バーレーンはパビリオン内にバナナやイチジ

クなど自国の多彩な植物を展示し、1 つの部屋

にドキュメンタリー調の映像を用いて同国の農

業をわかりやすく伝えていた。 

 
【パビリオン内には実際の植物も展示】 

 

映像には古典的な灌漑（川の水を引いてくるの

み）の小農家、水耕栽培のパイロットファーム

やデータ分析の状況、砂漠におけるハウス建設

など、新旧両方の栽培方法が紹介されていた。 

 

【施設園芸や自動システムも紹介されていた】 

 

その他、中東諸国にて多く食されているデーツ

（ナツメヤシ）の実をはじめとする食文化、オ

イル採掘の現場などの紹介も行われていた。 

 

そしてバーレーン首相によるスピーチでは、農

業生産の可能性や、種子バンク（シードバンク）

の話が盛り込まれ、サウジアラビアやスーダン

に土地を確保し、現地にて食料生産を行う等、

同国の食料政策についても解説されている。 

 

 



     

13 Innoplex -Technology & Social Innovation- 

 

4) クウェート 

クウェートのパビリオンでは、シャワーのゲ

ートを入ると半球形のシアタールーム、鏡の映

写室が続き、砂漠の厳しい天候の中でも発展し

てきた同国の都市部の様子が紹介されていた。 

 

【室内・屋外ともに側面には植物が植えられ、

水耕栽培による展示が行われていた】 

 

その他、水耕栽培の植物が窓側一面に並び、室

内には大きな未来の都市計画モデルが設置され

ていた。都市モデルには、完全人工光の植物工

場や垂直農場（vertical farming）、関連する研

究施設、太陽光パネルを円形に設置した特殊な

発電所が計画されていた。 

 

【未来の都市計画モデル図（外観）】 

 

【未来都市では多段式による完全人工光型植物

工場の他、太陽光を利用したタワー型施設の建

設も検討している、という】 

 

 

5) カタール 

2階建てのパビリオンでは、1階に大きなタッ

チパネルで同国の食文化を紹介し、2 階では現

在パイロット実験を行っている水耕栽培施設の

模型や、実用化されている海水-淡水化模型など

が展示されていた。 

 

同国では Sahara Forest Projectという大規模

な農業生産プロジェクトが推進されており、温

室ハウスでは、水耕栽培の他、地中熱による冷

却システム、総合的病害虫管理（IPM）などの技

術が導入されていた。 

 

【カタールにおける温室ハウス模型】 
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同国では農家が帯水層循環（地下水を含んでい

る地層）の 4 倍の早さで水を引き上げるため、

水不足が強く懸念されている。 

 

塩分濃度の上昇によって農地としての利用が難

しくなり、耕作放棄地につながることから、新

たな解決策として、海水-淡水化プラントの稼働

により、自然を破壊することなく淡水を供給す

るシステムを作り上げた。 

 

同国では、KAHRAMAA（カハラマ）社という 100％

国営の電力・水公社が長期的で持続的な水資源

マネジメントにあたっている。同社では今後 5

つのダムを建設し、水の貯蓄を戦略的に実行す

る。 

また、電力と淡水化のための太陽光コージェネ

レーションプラントも建設しており、同国の再

生可能エネルギーの研究をリードしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) オマーン 

オマーンのパビリオンでは自国で生産する食

料展示が行われており、特に養蜂、漁業、水耕栽

培に力を入れていた。 

同国で生産するタンパク質源の中で最も自給率

が高いのが魚（200％）であり、続いて鶏、羊、

牛、ラクダとなっていた。 

 

レプリカの水耕栽培キットが展示されている横

には海水を利用した温室・水耕栽培の説明、現

地の厳しい環境に適した農業技術が展示されて

いた。 

 

海水を冷却システムに利用することで、45度の

外気を 30度ほどに冷却し、ハウス内の温度を低

下させる。冷却と同時に海水は淡水化され、温

室内の水耕栽培に利用できる、といった仕組み

である。 

 

【オマーンの現地気候にマッチした温室ハウス

技術の紹介】 

 

 

（以上） 

 


