
       

      一般財団法人地球産業文化研究所

平成 28 年度事業報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

平成 28 年度、一般財団法人地球産業文化研究所は、理事会及び評議員会において承認され

た事業計画により所要の事業を実施した。同年度の事業実施状況は、次の通りである。

第 1 研究調査事業の実施状況

平成 28 年度自主事業として、地球産業文化懇談会、COP22 モロッコ・マラケシュにおけるサイ

ドイベント、COP22 報告シンポジウム、排出クレジット等調査研究等を以下のように実施した。

(注)以下、記載した個人の肩書は、当時のものである。

1 地球産業文化懇談会の開催

政治・経済・社会が国内外ともに混迷し大きな転換期にある現在、地球規模での視点に立っ

て日本の今後の進むべき道を探求すべく、有識者による自由闊達な討議を行うことを目的にし

て、平成 24 年 9 月から当財団内に地球産業文化懇談会を設置(座長 福川 伸次 当財団顧

問)し、議論を行った。平成 26 年 6 月に「地球産業文化懇談会における論点整理と今後の進め

方について我が国の進むべき道は何か－世界のニュー・レジームに貢献する信望国家日本の

創造－」をとりまとめた。平成 28 年度においては、平成 28 年 3 月に発表した「イノベーション立

国論」の提言を活用して発展させ、イノベーションについてさらなる議論を進めるべく、次の通り 3

回開催し、その議論を踏まえて①日本人力とイノベーション、②イノベーション力の国際比較

の 2 つの視点からイノベーションに取り組むことを提言する「イノベーション立国論 2」の取りまと

めに向けて検討を行った。

・第 20 回懇談会(平成 28 年 9 月 27 日)

事務局から平成 28 年 3 月に発表した「イノベーション立国論」の後、この提言を活用して発

展させ、さらに深耕すべく「イノベーションによる日本社会ダイナミズムの再構築とイノベーシ

ョン革命による世界への貢献」のテーマで議論を進めたいことを説明後、その内容について

活発な議論が行われた。

またこの回から新たな委員として、株式会社日立製作所 理事 CSR・環境戦略本部本部長

の荒木 由季子氏が参加された。



・第 21 回懇談会(平成 28 年 12 月 12 日)

事務局で前回の懇談会での委員からのコメントを参考に「イノベーションに関する本懇談会

としての今後の取り組みについて」を作成。①日本人とイノベーション、②サービス産業とイ

ノベーション、③イノベーションと日本経済社会の多様性、④イノベーション力の国際比較

の課題毎に説明を行い、その内容について活発な議論が行われた。

・第 22 回懇談会(平成 29 年 2 月 15 日)

事務局でイノベーションに関する新たな提言の方向性について検討を行った結果、①日本

人力とイノベーション、②イノベーション力の国際比較の 2 つの視点で提言を作成、さらに

新規アンケート調査を活用して進めることを説明、その内容について活発な議論が行われ

た。

2 排出クレジット等調査研究委員会の開催

「平成 28 年度排出クレジットに関する会計・税務論点等調査研究委員会」(委員長: 黒川 行

治 氏 慶應義塾大学 教授)を、当財団が事務局になり、2 回開催し、報告書をとりまとめ、ホー

ムページ等でも発信した。

当財団は、これまで京都メカニズムの会計・税務問題や国内排出クレジットに関する会計・税

務問題等について、本委員会において幅広い調査研究を実施してきたが、今年度も委員(大学

教授、弁護士、公認会計士、企業経営者)とオブザーバー(経済産業省、経団連、NEDO、銀行、

証券、電力、ガス、シンクタンク、他)で構成する本委員会を設置し、調査研究を実施した。

平成 28 年度においては、これまでの調査研究によって蓄積した知見をベースに、特に

JCM(二国間クレジット制度)、その他について、我が国の産業界、我が国の地球温暖化対策の

推進に資することを目的に、調査研究を行った。

具体的な内容は以下の通りである。

まず、第 1 に、国際枠組として、①COP22 の合意と今後、②市場メカニズムについて論じた。

第 2 に、JCM として、①JCM クレジットの取引に係る税務上の取扱い、②JCM の会計処理等に

係る取扱いを論じた。第 3 に、地方自治体の取組みの一例として東京都の取組みを取り上げた。

第 4 に付帯情報として、①炭素価格の動向、②適応問題に関する情報提供を行った。

3 モロッコ・マラケシュにおける COP22 サイドイベント・セミナーの開催

モロッコ・マラケシュでの国連気候変動枠組条約第 22 回締約国会合（COP22）及び京都議定書

第 12 回締約国会合（CMP12）（2016 年 11 月７日～11 月 18 日）の会場（Japan パビリオン）におい

て、「パリ合意後の行動：イノベーションによる地球規模でのネットゼロエミッションの経済成長に向

けて」と題したサイドイベントを一般社団法人日本経済団体連合会、一般財団法人日本エネルギ



ー経済研究所、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構と共催した。このサイド

イベントには約 60 名が参加した。

主催者を代表して木村 康 氏（経団連副会長、JX ホールディングス（現 JXTG ホールディングス）

会長）より開会挨拶があり、技術革新・イノベーションが気候変動問題解決に向けた鍵となること、

経団連としても産業界の自主的取組みを通じて着実にCO2 排出量削減を実現してきたことが強調

された。また、来賓挨拶の末松 広行 氏（経済産業省産業技術環境局長）からは、”Innovation for 

Cool Earth(ICEF)“の開催等、技術革新を通じて国際的な低炭素社会実現に貢献していくとの日

本政府としての意向が表明された。

本セミナーでは、地球規模での「ネット・ゼロ・エミッション」（人為的な CO2 排出量を人為的吸収

量で相殺する）という究極目標の達成とイノベーションによる経済成長の促進をいかにして両立さ

せるかについて、様々な分野のステークホルダーが参加し、本テーマに関する事例の紹介や、問

題提起、提言を行った。

４ COP22 報告シンポジウムの開催

地球環境において気候変動対策の全地球規模の取組みは、COP（国連気候変動枠組条約締

約国会議）を中心としてなされている。平成 28 年度はモロッコ・マラケシュで COP22 が開催され、

COP21 において採択されたパリ協定のルールづくりの期限が 2018 年と定められた。

これを受け当財団は、平成 28 年 12 月 21 日、新霞が関ビルにて公益財団法人地球環境戦略研

究機関（IGES）との共催で、「COP22 報告シンポジウム」を開催した。

本シンポジウムは、外務省・経済産業省・環境省・農林水産省による発表と、これら政府関係者と

経済界等を加えたパネルディスカッションの二部構成で実施した。産業界、メディア、大学、研究機

関等から 165 名の参加者があった。

具体的な内容は以下のとおりである。

スピーカー テーマ

開会挨拶 IGES 浜中 理事長 ---

発 表 外務省 国際協力局

石垣 気候変動課長

COP22 の成果と今後の気候変

動交渉の見通し

経済産業省 産業技術環境局

猪俣 地球環境対策室長

COP22 の結果概要

環境省 地球環境局

木野 国際地球温暖化対策室長

COP22 の成果と今後

農林水産省 林野庁

塚田 森林保全推進官

COP22 における土地セクター

の議論の概要

パネルディスカ

ッション

上記の外務・経産・環境・農水及び経団連・

IGES 及びコーディネーター（GISPRI）

パリからマラケシュ、そして実行

へ

閉会挨拶 GISPRI 蔵元 専務理事 ---



5 日･EU ビジネス･ラウンドテーブル年次会合

2016 年 4 月 20 日、東京において「EU and Japan – Taking strides towards a common 

sustainable future～EU と日本 – 持続可能な成長に向け一歩を踏み出す～」をテーマに、「第

18 回 日・EU ビジネス・ラウンドテーブル年次会合」が開催された。同会合では、佃 和夫 氏

(三菱重工業 相談役)ならびにファブリス ブレジエ 氏 (エアバス社 社長兼最高責任者(CEO))

が共同議長を務めた。同会合には、日本政府代表として、鈴木 淳司 氏 (経済産業副大臣)、

武藤 容治 氏 (外務副大臣)、北村 経夫 氏 (経済産業大臣政務官)、阪本 泰男 氏（総務省

総務審議官）、EU 代表として、エルジビエタ・ビエンコフスカ 氏 (城内市場・産業・起業・中小企

業担当委員)、アンティ・イルマリ・ベルトマキ 氏 (欧州委員会域内市場・産業・起業・中小企業

成長総局副総局長)、フィリップ・デュポンテイユ 氏 (欧州委員会貿易総局極東ユニット長)、ジョ

ナサン・ハットウェル 氏（駐日欧州連合代表部副代表・公使）をはじめとする日・EU 両政府高官

が出席した。

同会合では、日欧のビジネス界のリーダー等約 50 名が一堂に会し、日本政府と欧州委員会

に対する政策提言が合意された。同提言書は、4 月 21 日に日本側共同議長及び EU 側共同議

長から、安倍晋三総理とユンカー欧州委員会委員長代理のビエンコフスカ委員へ手交された。

6 日中経済知識交流会

日本と中国の経済専門家・研究者が世界経済情勢、日中経済情勢などについて話し合う「第

34 回日中経済知識交流会」が、2016 年 4 月 21 日から 22 日の 2 日間、中国の西安で開催さ

れ、当財団から福川 伸次 顧問と研究員 1 名が参加した。

「世界経済情勢」、「日中経済情勢」、「イノベーションと構造改革」の 3 テーマに関して日中両

国から講演、その内容についてディスカッションを行った。中国では新常態（ニューノーマル）の

もと、一帯一路政策を着実に進行、製造業大国から製造業強国への変化を目指しているが、野

放図な過剰生産・設備、さらに過剰債務が問題となっており、この問題の解決方法について、日

中間で活発な議論が行われた。

次回は、2017 年 4 月に島根県の松江で開催することになった。

7 情報発信

地球環境関連問題についてはこれまでも当財団ホームページで積極的に情報提供してきた

が、平成 28 年度は 31 回/項目の情報発信を行った。従来同様、UNFCCC や IPCC 関連会議

の和訳情報を中心に掲載し、「要約版」も引き続き作成して、迅速な情報提供により関係者のニ

ーズに資するように努めた。



なお、主な掲載内容は次の通りである。

・IPCC 総会(第 43、44 回)の交渉状況

・COP22 及び CMP12 の交渉状況

・UNFCCC 作業部会の交渉状況

・COP22 サイドイベント・セミナーに関する情報

・COP22 報告シンポジウムに関する情報

・平成 28 年度排出クレジットに関する会計・税務論点等調査研究委員会の要約



第２ 愛･地球博理念継承発展事業の実施状況

平成 28 年度の愛・地球博理念継承発展事業は、2005 年日本国際博覧会基本理念継承発展

検討委員会の最終答申に基づく当財団への寄付目的に従い、当財団の愛・地球博理念継承発

展委員会（委員長＝小島明 政策研究大学院大学理事・客員教授）の審議等を踏まえて実施した。

１ 愛･地球博管理事業及び愛・地球博記念事業

（１） 商標管理

財団法人 2005 年日本国際博覧会協会（博覧会協会）から譲渡された当財団が管理してい

る愛･地球博関係のキャラクター･マーク等の商標は、次のとおりである。

   ・日本の特許庁に登録している 10 の項番 108 区分の商標

・世界知的所有権機関（WIPO）を通じて国際登録している３件の商標

   前記の登録商標の内容は、モリゾー･キッコロのマスコットキャラクターの名称及び意匠、愛･地

球博の呼称等である。

（２） 商標使用の許諾

キャラクター･マーク等の使用許諾は、審査委員会が定めた基準に従って、公共性のあるイ

ベント等については無償により使用を許諾し、商業目的に使用するときには有償により使用を

許諾することにしている。許諾事務は、これまで名古屋事務所内のモリコロライセンスセンター

において行ってきたが、平成 25 年 12 月 6 日の名古屋事務所の東京事務所の統合以降は東

京事務所で行っている。

ア 無償による使用許諾

    平成 28 年度の無償によるキャラクター･マーク等の使用許諾は、29 団体・延べ 47 件であっ

た。使用目的別にみると、環境問題に関する意識啓発事業 14 件、愛･地球博開催を記念

する事業 12 件、自然再生･環境保護のための活動 4 件、青少年等への環境教育プログラ

ム 13 件、その他 TV 等 4 件であった。

イ 有償による使用許諾

平成 28 年度の有償によるキャラクター･マーク等の使用許諾は、11 法人･延べ 19 件で

あった。ライセンシー法人のうち、新規ライセンシーは 2 法人であった。使用媒体別でみる

と、商品 6 件、企業活動 6 件、景品 7 件であった。

（３） モリゾー･キッコロ出演の承認

モリゾー･キッコロの催事等への出演承認は、モリコロライセンスセンターにおいて、商標管

理の一環として、審査委員会が定めた基準に従い、出演内容等を審査して行っている。

平成 28 年度のモリゾー･キッコロ出演の承認は、22 組織･延べ 32 件であった。承認された

申請者を出演目的別（複数申告）でみると、環境問題に関する意識啓発事業 20 件、青少年



等への環境教育プログラム 16 件、自然再生･環境保護のための活動 16 件、愛･地球博開催

を記念する事業 4 件であった。

  当財団が保有しているモリゾー・キッコロの着ぐるみは、一昨年の 10 周年記念事業にあわせ

て新調した２セット４着を含めて、8 セット 16 着及びレインボー着ぐるみ 7 着計 23 着となって

おり、出演承認した催事等の主催者に対して貸し出しを行ってきている。またモリゾー・キッコ

ロは、一昨年開催のミラノ博での日本館 PR サポーターの任命に引き続き、昨年１２月には本

年６月から開催されるアスタナ国際博覧会日本館サポーターに任命された。

（４） 公式写真及び映像の管理

当財団は、愛･地球博の写真及び映像を管理している。そのうち公式写真 1,279 点は 写

真集にして公表している。また、公式記録映像はハイビジョン素材により、NHK プラネット中部

支社の施設に保管している。

   これら公式写真･公式記録映像の貸出等は、著作権管理の一環として、貸出要領に基づき、

使用目的を審査して行った。平成 28 年度の公式写真等の貸出及び転載の許諾実績は 15 件

であった。愛・地球博の会場写真や映像は、新聞や TV 番組、各団体の記念冊子、学会資料、

社内報等で活用された。

  

（５） 愛・地球博関係資料のデジタル化及び国立国会図書館への寄贈について

愛・地球博に関する映像・文献等資料のデジタル化は、当財団が愛・地球博開幕 10 周年

事業として準備を進め、平成 28 年 3 月に完成させた。併せて同デジタル資料の国立国会図

書館への寄贈の実現のために国会図書館関係者等との協議と準備作業を着々と行い、28 年

6 月に当財団評議員中村利雄氏（元 2005 年日本国際博覧会事務総長）から国立国会図書

館網野光明副館長に寄贈を行った。同図書館では、その後順調に準備を進め、平成 29 年 3

月から東京本館等で一般向けの閲覧サービスを開始した。

２ 愛･地球博成果発信事業

（１）2017 年アスタナ国際博覧会

当財団は、2017 年にカザフスタンの首都アスタナで開催される認定博（テーマ：未来のエネ

ルギー）に参画、支援する事業として、次の 4 事業を行うべく準備等の活動を実施した。

ア アスタナ博日本館への展示協力

    経済産業省、ジェトロからの協力要請を受けて、アスタナ博日本館ゾーン 3 に環境負荷低減

の未来技術である CCUS を楽しく理解し体験できる展示物を提供すべく所要の準備活動を実

施した。

   （ゾーン 3 は、暮らしを支える先端技術や環境負荷低減の未来技術を来場者に参加・体験し

てもらう空間）



イ ジャパンデー文化公演の実施準備

    経済産業省、ジェトロからの協力要請を受けて、2017 年 7 月 22 日のジャパンデーの公式プ

ログラムの一つに位置づけられる文化公演を当財団主催（アスタナ博日本館共催）で行う

べく所要の準備活動を実施した。

ウ GISPRI 特別催事の実施準備

    2017 年 8 月にアスタナ市内において、チームラボと連携してモリゾー・キッコロも出演しての

特別催事を行うべく所要の準備活動を実施した。

エ ナゼルバエフ大学主催によるアスタナ博開催記念エネルギー・フォーラムへの協力事

業の実施準備

    アスタナのナゼルバエフ大学主催によるアスタナ博開催記念エネルギー・フォーラムについ

て、経済産業省、在カザフ日本大使館からの情報提供等を踏まえ、同フォーラムへの講師

派遣、相互交流等の協力事業を実施すべく所要の準備活動を実施した。

（２）BIE との連携について

   当財団から 2016 年 8 月、中村評議員、蔵元専務理事等がパリの BIE 本部を訪問し、ロセル

タレス BIE 事務局長、デミトリー事務局次長と面会し、当財団の実施している愛・地球博理念

継承発展事業の今後の在り方について BIE から意見聴取を行うとともに、国際博覧会の今後

の動向等について意見交換を行った。

BIE ロセルタレス事務局長からは、これまでの継承事業への高い評価が示されるとともに、

今後の当財団の活動として国際博覧会活動の更なる発展への積極的な貢献についての強い

期待等が表明された。そして今後とも両者で引き続き密接な連携を取ることで合意した。

         

（３）国内事業

ア 後援

当財団は、他団体等が行う愛･地球博の理念継承に資する行事を後援している。平成 28

年度においては、地方自治体等から 13 件の申請があった。

また、愛・地球博記念公園の愛・地球博メモリアルとして毎年開催される駅伝大会に対し

て、モリコロ賞を提供した。あいち少年少女創意くふう展では、「愛・地球博メモリアル賞」を

毎年下付している。

３ 愛･地球博成果実用化事業

（１）愛･地球博成果継承発展助成事業



ア 平成 27 年度助成事業の報告集の刊行

当財団は、平成 28 年 6 月、平成 27 年度の助成事業の実施成果をとりまとめた「平成 27

年度愛･地球博成果継承発展助成事業報告集」を刊行した。

イ 平成 28 年度助成事業の実施

当財団は、愛･地球博成果継承発展助成事業審査委員会（委員長＝井出亜夫 国際ア

ジア共同体学会理事）の審査を経て、平成 28 年度の助成事業 10 件を助成した。

内訳は、愛･地球博記念事業を発展促進させる事業部門 2 件、国際交流を促進させる事

業部門 6 件、「自然の叡智」を深化させる事業部門 2 件であった。

助成対象費用の総額は 94,094 千円で、うち 69,357 千円を助成対象とした。実際の助成

金支払額（確定額）は 63,934 千円であった。採択された団体及び事業の名称は、次の表の

とおりである。

     平成 28 年度愛･地球博成果継承発展助成事業一覧表

団体の名称 事業の名称

特定非営利活動法人越後妻有里山協働機

構
地域の生活技術を学ぶ棚田保全活動

公益財団法人オイスカ SDG に向けたグローバル環境教育モデル事業

特定非営利活動法人コンソーシアム有松鳴

海絞

「第 10 回国際絞り会議 in Mexico」INDIGO EARTH 開催

事業

学校法人椙山女学園
水問題についての大陸間教育と大陸間ミュージカル広

場

一般社団法人三陸国際交流協会 東北と世界を結ぶ祭博 2016

東海発酵文化研究会 ボルドーにおける発酵食文化の国際交流モデル事業

特定非営利活動法人アジアの誇りプレアビ

ヒア日本協会
プレアビヒア地域の観光セクター人材開発

特定非営利活動法人アフリカ日本協議会 TICAD VI 日本・アフリカ交流イベント

特定非営利活動法人アグリコミュニティ千歳 スマート 6 次産業化農業の新たなモデルづくり

公益財団法人屋久島環境文化財団 屋久島の里の持続可能な利用形態構築事業



４ その他の愛･地球博事業

（１）地域事業フォローアップ

当財団は、愛･地球博の残余財産の寄附を受けて地域事業を実施する愛知県等７機関

から、毎年度、寄附の使用状況について報告を受けることになっている。(うち、2 機関の事

業は終了している。)

受理した報告については、地域事業フォローアップ業務として、その概要を各年度の事

業報告書において公表している。

なお、平成 28 年度の実績は、総額ベースで、期首残高 966 百万円、期中支出金額が

444 百万円、期末残高は 525 百万円となった。

同年度の報告の概要は、次の表のとおりである。



平成 28 年度愛･地球博地域事業一覧表

            （単位：百万円）

寄附金額
期首

残高

収入

金額

使用

金額

期末

残高
事業の名称

愛知県
3,000 60 0 60 0

愛･地球博記念公園「イデアのひろ

ば」事業、海上の森関係事業等

1,290 252 2 132 122

基金に信託。地域社会貢献活動助

成

（148 件採択）

名古屋市
1,000 412 0 191 221 名古屋城本丸御殿復元工事事業

名古屋商工

会議所 525 150 0 29 121

メッセナゴヤ 2016 名古屋商工会所関

係事業、東海商工会議所連合会関

係事業

公益財団法

人国際環境

技術移転セ

ンター

100 0 0 0 0 環境関係技術海外移転事業(注１)

公益財団法

人中部科学

技 術 セ ン タ

ー

378 33 1 22 12 海外研究者との共同研究事業

200 39 0 2 37
グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ事

業

一般財団法

人ファインセ

ラミックスセ

ンター

400 20 0 8 12 ナノテクセンター構想事業

公益社団法

人日本観光

協会

75 0 0 0 0 国際交流推進事業(注１)

計 6,968 966 3 444 525

    

（注1） 日本観光協会の事業は平成 23 年度末で終了、国際環境技術移転研究センター

の事業は平成 26 年 4 月で終了。

（注2） 収入金額は、受取利息、返還金、雑収入の合計額。



（２）愛・地球博理念継承発展事業のレビュー及び再構築について

      

     当財団は、2005 年日本国際博覧会協会から愛・地球博理念継承発展事業を継承し、平成

19 年 4 月以降、本事業を積極的に実施してきた。活動開始後、本年 3 月には満 10 年を迎え

ることから、平成 28 年 6 月以降、愛・地球博理念継承発展委員会において今後の事業の在り

方について検討を行い、更に 28 年 8 月には BIE に意見を聴取の上で、平成 28 年 9 月に

「愛・地球博理念継承発展事業の新たな 10 年について」が取りまとめられた。（別添）

当財団としては、平成 28 年 11 月開催の平成 28 年度第 2 回理事会において、この趣旨に

則って事業を実施していくことを決定した。

これにより今後の理念継承発展事業は、今後開催される国際博の会場、日本館を活用して

理念の発信を進め国際博のイノベーションを図り、その質と意義を一層高め深める事業、日

本に限らず広く国際博のイノベーションを図り、その質を高めその意義を深めることとなる理念

の形成、手法、活動をエンカレッジする事業、愛・地球博関連の知的財産権の保全、管理、活

用に関する事業等を実施していくこととなった。なお、愛・地球博成果継承発展助成事業につ

いては平成 28 年度をもって終了することとなった。

（３）愛･地球博理念継承発展委員会

平成 28 年 6 月 3 日、当財団の会議室において、第 11 回愛･地球博理念継承発展委員会

（委員長＝小島明 政策研究大学院大学理事・客員教授）が開催された。委員会では、事務

局から、愛･地球博理念継承発展事業の進捗状況及び同事業のレビュー並びに再構築につ

いて報告がなされ、それらについて意見交換、議論が行われた。

更に平成 28 年 9 月 21 日、第 12 回愛・地球博理念継承発展委員会が開催され、「愛・地

球博理念継承発展事業の新たな 10 年について」が取りまとめられた。

（４）情報提供

当財団は、ホームページ（http://www.gispri.or.jp）上において、愛･地球博理念継承発展

事業について、公開している。また、愛･地球博の公式アーカイブスも設け、当時の想い出の

ページも公開している。助成事業の公募等の公告もホームページを通じて行った。



（別添）

愛・地球博理念継承発展事業の新たな１０年について

（副題：愛・地球博基本理念の継承と更なる発展のために）

平成 28 年 9 月 21 日

愛・地球博理念継承発展委員会

１． 趣旨

（１）2005 年日本国際博覧会の開催から 11 年を過ぎようとしている。（一財）地球産業文化研究所（以下、

財団）が 2005 年日本国際博覧会協会から愛・地球博理念継承発展事業を承継し平成 19 年（2007

年）4 月から財団としての活動を開始してから、来年 3 月には早や 10 年を迎えようとしている。

（２）現在実施中の継承事業は、2005 年日本国際博覧会協会の中に設けられた 2005 年日本国際博覧

会基本理念継承発展検討委員会が策定した答申（「愛・地球博基本理念の継承と発展について」

（平成 18 年 6 月 13 日）を踏まえて、実施してきているものである。同答申においては「（実施期間

について）今後 10 年程度を目処とすることが適当である。」としている。

（３）本愛・地球博理念継承発展委員会は、平成 19 年 6 月の設置以降、これまで 9 年余にわたり毎年

継続的に開催され、継承事業の運営に関する重要事項について審議を行ってきている。

今般、継承事業が平成 29 年 3 月末で満 10 年を迎えることに鑑み、これまで 10 年間の事業を

レビューし、再構築することとした。そのためこれまでの事業の成果、国際博覧会活動の最新の動

向、今後必要となる事業の在り方等について検討を行い、今般その成果として新たな今後 10 年の

方向性及び事業内容の在り方を取りまとめるものである。

２． これまでの継承事業の評価等

これまでの継承事業は、その 3 本柱の事業で構成され、そのいずれの事業も十分な成果を挙げ

てきている。具体的には次の通りである。

（１）愛・地球博管理・記念事業

  ① 愛・地球博に関する商標管理、同使用許諾、モリゾー・キッコロ出演承認、書籍、記録映像等の

データ管理等の事業は適切に行なわれている。またモリゾー・キッコロはミラノ博日本館サポータ

ーとなるなど国際的にも活躍し、国内でも様々なイベントに数多く出演するなど根強い人気を有

し、愛・地球博開幕 10 年余にわたり国内外で広く愛されている。愛・地球博のシンボルともいえ

る本キャラクターが今後ともそのイメージを毀損することなく、適切に活用されることが必要である。

② これまで国内で開催された万博においても長期にわたり関係資料等の保全、管理等が行われ

てきている。愛・地球博関係の貴重な書籍・記録映像等のデータは財団で保存されてきている

が、とりわけ映像データの劣化が懸念されることから、これら貴重なデータを将来にわたって適

切な保全と活用を進めるため本年 4 月に愛・地球博関係の書籍・記録映像等のデジタル化を行

い、同資料を本年 6 月に国立国会図書館へ寄贈した。本事業は同図書館から高い評価をいた

だいており、これにより同図書館において今後長期にわたって貴重なデータが保存されることと

なった。また同データは、同図書館施設内で閲覧に供される予定である。この活動は、将来に



向けての貴重なデータの保全と活用の観点から優れた成果であるといえる。

（２）愛・地球博成果発信事業

① 愛・地球博以降に開催された国際博覧会である 2008 年サラゴサ博、2010 年上海博、2012 年

麗水博、2015 年ミラノ博のいずれにおいても、財団は日本館への展示協力、様々な催事イベン

トの開催等を行ってきている。これらは、いずれも愛・地球博の理念を国際博の場で発信、具現

化する優れた内容であるとともに、それぞれの国際博での日本館、更には日本全体の人気、評

価等に少なからず貢献し多大の成果を挙げてきている。なお、国際博終了後、財団提供の展示

物の多くが今なお国内外で展示、活用されているところである。

② また、これまで様々な周年事業が行われてきており、愛・地球博の理念をあらためて発信し、そ

の成果を関係機関、更には広く市民に再認識していただき、未来に繋げる契機となっている。と

りわけ平成 27 年 3 月に開催された開幕 10 周年記念事業は、関係自治体、関係団体、関係企

業との密接な連携、協働の元に盛大に実施された。同事業の記念式典に参加いただいた BIE

ロセルタレス事務局長からは、愛・地球博について今なお優れた先進性から国際博のモデルと

して高く評価し、引き続き国際博の発展のために貢献するよう期待する旨表明があった。

（３）愛・地球博成果継承発展助成事業

愛・地球博においては、国際博史上初の試みとして NPO、NGO が第 3 の参加主体として位置

づけられたことから、万博終了後の NPO、NGO による理念継承発展活動を支援すべく本助成事

業がスタートした。その後、時代を経て NPO、NGO の活動は増々活発となり、現在においては我

が国社会において重要かつ欠くべからざる役割を果たすまでに発展している。

これまで助成事業により 67 団体の実施する 115 プロジェクを支援してきた。対象団体、事業内

容はまさしく多岐にわたっている。財団が対象団体に行った調査でも、多くの団体が「当初の期待

した成果を挙げ、多くの波及効果があり、引き続き事業活動を継続する考えである」旨回答してい

る。助成事業が多くの事業の立ち上げと発展のために多大な成果を挙げることができたものと考え

られる。一方、早や 10 年を経て、申請件数は次第に減少傾向となっている。助成事業は、当初の

目的を十分に達したと考えられる。

３．継承事業の今後の方向性及び事業内容の在り方

（１）財団は、愛・地球博基金として協会から当初 69.7 億円引き継ぎ、その後の堅実な事業運営により、

平成 29 年 3 月末で基金残高が概ね 30 億円程度確保できる見込みである。本基金全額を引き続

き継承事業に充当し、既存事業の整理集約と改善を進め、今後とも堅実な事業運営に努力すれ

ば、継承事業全般について相当程度の期間にわたり充実した事業を行うことが十分可能である。

（２）BIE は、愛・地球博について画期的かつ社会の発展に貢献する万博のモデルであるとして現在に

おいても高く評価し敬意を表している。

本年 8 月、BIE ロセルタレス事務局長から財団に対して、これまでの継承事業への高い評価が

示されるとともに、今後の活動として国際博覧会活動の更なる発展への積極的な貢献についての

強い期待感と具体的なアイデアの表明がなされた。



（３）これまでの継承事業が十分な成果を挙げてきていること、BIE からの強い期待、更には 2017 年アス

タナ認定博、2020 年ドバイ登録博、2025 年登録博へと持続する国際博覧会の開催機運に鑑みれ

ば、愛・地球博が先進的なモデルとして今後開催される国際博の更なる価値の向上に積極的に貢

献していくことは極めて意義深いものである。

正しく今こそ財団は、その事業の重点をこれまでの NPO 等の環境活動への支援事業等「環境」

中心の事業から、「愛・地球博の成果と理念を通して国際博覧会運動の新たな現代的な意義・価

値を国内外に積極的に発信し、国際博覧会活動の更なる発展に貢献する」事業におき、これから

の「新しい 10 年（NEXT DECADE）」に向けて力強く邁進していくことが肝要である。

（４）そのため、新たな継承事業は次の 4 事業を柱として来年４月から事業を開始することが適切である。

① 今後開催される国際博覧会の会場及び参加する日本館を活用して、理念の発信を進め、国

際博のイノベーションを図り、その質と意義を一層高め深める事業

② 日本に限らず広く国際博覧会のイノベーションを図り、その質を高め、その意義を深めることと

なる理念の形成、手法、活動をエンカレッジする事業

③ ①及び②に資する調査研究事業、愛・地球博の意義を再確認し国際博の発展に資すること

となる周年事業、愛・地球博の成果を高めることとなる成果深耕事業等の各種事業

（以上の①－③の事業については、財源として２０億円程度を配分し、今後 10 年程度を目処として

実施することとする。）

④ 愛・地球博関係に関する書籍、記録映像等のデータ及び知的財産権の保全、管理、活用に

関する事業

（本事業については、財源として 10 億円程度を配分し、今後２０年程度を目処として実施することと

する。）

４． おわりに

  国際博覧会は、地球的規模の課題の解決に貢献する意義と使命を有し、社会の発展のための有

効な手段であり、更には国際的な友好関係を高める正しく「平和の祭典」としての役割を期待され

ている。財団の「新たな 10 年 NEXT DECADE」の活動が、このような国際博覧会への期待に応え、

そしてその更なる発展のために真に貢献し、素晴らしい実を結ぶことができるよう強く期待するもの

である。



第３ 総務関係

１ 理事会及び評議員会

（１） 平成 28 年度第１回理事会

平成 28 年 6 月 8 日、当財団の会議室において、平成 28 年度第 1 回理事会を開催した。

同理事会に提出され承認された議案等は、次のとおりである。

① 平成 27 年度事業報告書及び決算報告書(案)について(承認案件)

② 平成 27 年度公益目的支出計画実施報告書(案)について(承認案件)

③ 平成 28 年度第１回評議員会の招集(案)について(承認案件)

④ 報告事項

平成 28 年 6 月 28 日に開催予定の平成２８年度第１回評議員会で審議予定の評議員

候補案及び常勤役員候補選定委員候補案の件、平成 28 年度愛・地球博理念継承発展

事業の取組みの件について事務局から報告した。

また、経済産業省博覧会推進室から、2017 年アスタナ国際博覧会等について報告が

あった。

（2） 平成 28 年度第１回評議員会

平成 28 年 6 月 28 日、当財団の会議室において、平成 28 年度第 1 回評議員会を開催

した。同評議員会に提出され承認された議案等は、次の通りである。

① 平成 27 年度決算報告書(案)について (承認案件)

② 評議員の選任(案)について (承認案件)

③ 常勤役員候補選定委員の選任(案)について (承認案件)

④ 報告事項

平成 27 年度事業報告書の件、平成 27 年度公益目的支出計画実施報告書の件、平

成 28 年度事業計画書・収支予算書の件について事務局から報告した。

また、経済産業省博覧会推進室から、2017 年アスタナ国際博覧会等について報告が

あった。

（３） 平成 28 年度第 2 回理事会

平成 28 年 11 月 8 日、当財団の会議室において、平成 28 年度第 2 回理事会を開催し



た。同理事会に提出され承認された議案等は、次の通りである。

① 今後の愛・地球博理念継承発展事業のあり方について (承認案件)

② 報告事項

特定個人情報の適正な取り扱いについて事務局から報告した。

また、経済産業省博覧会推進室から、2017 年アスタナ国際博覧会について報告があっ

た。

（４） 平成 28 年度第 3 回理事会

平成 29 年 3 月 24 日、当財団会議室において、平成 28 年度第 3 回理事会を開催した。

同理事会に提出され承認され議案等は、次の通りである。

① 平成 29 年度事業計画書及び収支予算書（案）について（承認案件）

② 報告事項

      地球産業文化懇談会の件、COP22 報告シンポジウム結果概要等の件、201７年アスタナ

国際博覧会の件について事務局から報告があった。



平成 28 年度事業報告 附属明細書

平成 28 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34

条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作

成しない。

平成 29 年 6 月

一般財団法人 地球産業文化研究所   


