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 コンペティション 

 国際園芸博覧会におけるコンペティションの役割 

国際園芸博覧会におけるコンペティションは、世界各国から数多くの参加者が集い、庭園や切り花、

盆栽など様々な分野でその技術や知識等を競い、花き・園芸技術の向上や優れた品種の育成、花き・園

芸産業の発展、花き・園芸文化の推進等に大きく貢献するものである。入賞者は、世界中の花き・園芸

業界等から高い評価を受け、なお一層の精進を積むなど、国際園芸博覧会以後も大きな影響を与えるも

のである。 

 コンペティションの種類 

コンペティションは、AIPH 国際園芸展示会の国際競技会のための競技会規則に示される、屋外庭園・

屋内庭園のコンペティションと、花き等観賞用植物、果物、野菜等からなる製品コンペティションがあ

る。それぞれのコンペティションでは、AIPH 規則で示されるカテゴリにおいて評価される。 

また、本博覧会のテーマ、サブテーマに沿った独自企画のコンペティションの実施により、博覧会の

目指す「新たな花き・園芸文化の創出と関連産業の発展」や「日本・横浜でのグリーンシティの国内外

への発信」への貢献を果たす。 

 

【コンペティションの種類】 

  

コンペティションの種類  

AIPH 国際

園芸展⽰会

の国際競技

会のための

競技会規則

で規定 

屋外庭園・屋内庭園 

コンペティション 

Outdoor and Indoor  

Garden Competitions 

1. 公式参加者（AIPH-Award） 
2. ⾮公式参加者（国内外の企業または組織） 
3. ⾮公式参加者︓庭園とランドスケープのプレゼンテーション 
4. 製品のプレゼンテーション（公式、⾮公式参加者） 

製品コンペティション 

Product 

Competitions 

 

花き等観賞⽤植物および果物と野菜のコンペティション 

A) 春のコンテスト 
B) 夏のコンテスト 
C) 秋のコンテスト 

独⾃企画コンペティション 花き・園芸産業のみならず、本博覧会のテーマ、サブテーマに沿った多様

なコンテスト 
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 屋外庭園・屋内庭園コンペティション 

屋外庭園・屋内庭園コンペティションは、本博覧会へ常設展示する公式参加者、非公式参加者の庭園

に対して、参加契約に基づき実施する。 

 

 製品コンペティション 

花き等観賞用植物および果物と野菜による、製品コンペティションは、AIPH 規則にカテゴリ例が示

されており、これを参考に、花き園芸のブランド化、季節感の表現や、日本・横浜の特色を発信するこ

となど、本博覧会での実施に向けたカテゴリの検討要素を踏まえ、コンペティションのカテゴリを定め

る。 

 

 

【製品コンペティション案】 
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 独自企画コンペティション 

過去に日本で開催された国際園芸博覧会では、前述した屋外庭園・屋内庭園コンペティション、製品

コンペティションの他に、主催者が独自にテーマを設定し、AIPH が開催を認めたコンペティションが

実施されている。 

本博覧会においてもテーマ、サブテーマに結び付く独自企画のコンペティションの実施について検討

する。 

 

 

・ グリーンインフラの実装事例のコンペティション 

・ 住民が主体的にまちづくりに関わるグリーンコミュニティのコンペティション 

・ ICT を活用した「農のある暮らし」のコンペティション 

・ 横浜野菜を用いた料理のコンペティション 

・ 花き・園芸産業の発展に資する取組のコンペティション 

・ 農法指定で育てた作物のコンペティション 

・ 長期的なパフォーマンスのコンペティション（花壇苗の継続試験など） 

・ 商品価値の長期化の技術コンペティション（栽培方法、輸送方法、延命剤等） 

・ 花きの香りのコントロール技術のコンペティション 

・ 人の生活に影響を与える花きの機能（例：環境、マインド等）に関するコンペティション 

・ 病虫害に強く農薬使用量を低減させる育種（例：バラ）に関するコンペティション 

・ 生産に加温などが少なくて済み CO2 を押さえるなどを評価軸にしたコンペティション 

・ 異業種の連携により生まれた品種に関するコンペティション 

・ 会場近隣においてオープンガーデンを行っている個人を表彰するコンペティション 

・ 季節により表情が変化する花きや庭園のコンペティション 

 

 

【テーマ実現に向けた独自企画コンペティション（例）】 
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 公式行催事 

公式行催事は、AIPH 規則第 15 条（博覧会の要件（Exhibition Requirements））において規定される開

会式及び閉会式、並びに、国際博覧会において慣例に基づき設定されるナショナルデー／スペシャルデ

ー（ND／SD）等とする。 

 開会式 

AIPH 規則第 15 条第 1 項において開会式及び閉会式（Opening and Closing Ceremonies）の開催が要件

として規定されており、開会式では、AIPH の代表者（AIPH 事務局長、会長或いはこれに準ずる上級役

員等）によるスピーチを行うこととしている。 

開会式には、公式参加者と非公式参加者を招待する。 

 閉会式 

前述した通り、AIPH 規則において閉会式の開催が規定されており、開会式と同様、閉会式でも AIPH

の代表者によるスピーチを行う。また、閉会式では、次期の国際園芸博覧会の主催者による催事（ライ

ブパフォーマンスや動画上映等）を行う（同第 1 項の 6）。 

閉会式にも、公式参加者と非公式参加者を招待する。 

 ナショナルデー／スペシャルデー 

ナショナルデー／スペシャルデーは、公式参加者（国、国際機関）が本博覧会への参加を記念して開

催する公式行催事である。国際博覧会の慣例として、過去博（大阪花の万博等）においては、参加国が

設定する行催事をナショナルデー、参加国際機関が設定する行催事をスペシャルデー、その他、自治体

がスペシャルデーと同様の記念行催事の設定を希望した場合は、準スペシャルデー（都道府県の日等）

として取り扱い実施した。 

本博覧会においても、公式参加者等に対する国際理解と友好親善促進の目的に、式典とアトラクショ

ンの構成での実施を想定している。 
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 Village 

 Village で伝えたいメッセージ 

Village の目的の一つであるコミュニティの再構築には、まず、人を集めることが重要であることから、

各 Village には、参加者がまだ自分が体験したことがない未来への期待感や高揚感を掻き立てるような

メッセージを設定することで、参加意欲を高めていく。 

2050 年の社会を見据えたときに、本博覧会で解決すべき課題を踏まえ、「2050 年の社会に花や緑の力

をどう活かせるか」という視点で、Village で伝えたいメッセージを検討した。 

 2050 年の社会の姿 

世界、国・地域、個人と３つのレイヤーで 2050 年の社会の姿を想像すると、様々なキーワードが浮か

び上がってくる。 

 

【世界】 

 
 
 
 
 

 情報技術の加速度的な進展に伴い、 

空間における経済活動や余暇活動が活発になり、デジタル空間が企業活動の場、さらには人の居

場所や生活の場として、リアル空間と同等の重要性を持つようになる。人は、デジタル空間とリ

アル空間で２つの人格を持ち、デジタルに対比されたリアルの価値が再定義されることで、２つ

の空間の両立が実現される。 

 

 地球上の人口は増加の一途をたどり、我々は、資源の争奪や飢餓などの大きな国際問題に直面

するが、限りある地球環境の存続という人類共通の目標に対し、各国さらに国境を超えた宗教

や主義に基づくまとまり同士の合意による国際秩序を築いていく必要がある。合意をベースと

した国際秩序の形成に向け、人種や宗教、文化、思想など多様な国のあり方を理解し、認め合

うことを前提とした、人々の交流がますます重要になる。また、交流を通じ、資源や教育、経

済力や技術力などによる格差をなくすことも重要になる。 

 

 デジタル空間に対し、リアル空間には資源的な制約があることが大きな違いであり、人類の存

続を支えている地球環境すなわち生命圏は、多様性や循環・復元の精緻な仕組みを内包してい

るが、その許容量には限界がある。人類の活動が、地球の環境容量に適合し、持続可能性を担

保した循環型社会を築くためには、自然環境のポテンシャルを適切に把握し、自然環境のもつ

機能や資源を賢く利用することが重要となる。 

  

キーワード 

デジタル経済圏／デジタルとリアルの融合／多様性と寛容性／合意ベースの国際秩序／国境を超えたまとまり／地球の環

境容量への適合／循環型社会／分散化／自然環境のポテンシャル／エネルギーのプラットフォーム／多国間の共通利益の

共有 
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【国・地域】 
 
 
 
 
 

 デジタル技術の進展により、物理的な距離や言葉の壁が取り除かれ、人々の交流が促進される

とともに、多様な価値観が認められることにより、多様なコミュニティが存在し共存すること

になる。人は、複数のコミュニティに属することを通して、自らの存在意義やアイデンティテ

ィを確立させ、自分らしい生き方を見つけ歩むことができる。 

 

 人々の生活に突如として大きな影響や変化を与える自然災害（大雨、地震など）や現在も猛威

を振るう COVID-19 などのパンデミックに対し、被害を 小化し、早急な回復ができるよう準

備をしておくことが重要である。また、全ての人が、どのような窮地に陥ろうとも立ち直るこ

とのできる社会を構築する必要がある。 

 

【個人】 

 
 
 
 

 人間中心の技術活用が進み、仕事や家事が効率化され、人は自由に使える時間が増える。一方

で、AI の活用やロボット化が進み、人間に求められるタスクはより創造的な領域にシフトして

いく中で、自由な時間を自分らしい人生の実現だけでなく、社会のニーズに合った自らのスキ

ルアップに費やすことが求められる。 

 

  

キーワード 

リアルデータの利活用促進／コンパクトシティ／Society5.0 の実現／オープンイノベーション／失敗に寛容な社会／環境生

活都市／共働人口（地域活動に関わる人々）の拡大／物質消費の削減／防災先進社会／エネルギーの地産地消／デジタル格

差の解消 

キーワード 

二地域生活・就労／教育の質の向上・機械の増加／健康寿命の延伸／ライフサイエンスとデジタルの融合／スマートウェル

ネス住宅／生活サービスのデジタル化／客観的な効果指標の測定を通じた費用対効果評価 
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 本博覧会で解決案の提示を目指す課題 

2050 年の社会の姿は、加速度的に進展した高度なデジタル技術や多様な価値観に対する寛容性に支え

られた「豊かで持続可能な社会」である。世界、国・地域、個人の各レイヤーで「豊かで持続可能な社

会」を実現するために、いま、どのような行動をすべきか、2027 年の本博覧会で解決案の提示を目指す

課題を整理した。 

 

世界 

・地球温暖化の進展 

・種の絶滅速度の⾼まり 

・様々な⾃然災害の甚⼤化、頻発化 

・特に途上国での顕著な⼈⼝増加 

・都市部の貧困や都市開発による緑地の減少 

・参加型で包摂的な⽅法で都市計画や安定的農業⽣産性の向上 

国・地域 

・災害リスクの低減 

・全国的な少⼦⾼齢化に伴う⽣産年齢⼈⼝減少や税収減の進展 

・⼈⼝減少が続く中⼭間部の過疎地や地⽅都市で進む中⼼市街地の空洞化 

・公共インフラの⽼朽化、維持管理に伴う整備費の確保 

・花き産業や花き⽂化の振興による消費増、輸出のさらなる拡⼤ 

・⾥⼭における⾃然共⽣の知恵や技術を経済・社会・環境の調和が取れた持続可能な社会に活かす 

・オープンイノベーションの推進 

・⽣活を⽀えるサービスの維持 

・地域交通の確保 

個⼈ 

・COVID-19 や⼤規模⾃然災害、情報技術の⾰新等に代表される、世の中の潮流の変化への対応 

・ICT の進展などによる広がりやすくなる格差への対応 

・デジタル空間に溢れる情報を正しく選別するための教育 

【本博覧会で解決案の提示を目指す課題】 
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 Village で伝えたいメッセージ 

本博覧会において解決案を提示すべき課題を見据え、2050 年の社会の姿を導くために、各 Village で

伝えたい６つのメッセージを検討した。 

 

 

デジタル技術でリアルに彩られる花・緑の多様性 

⽣物多様性が科学技術の進歩に重要であることを発信し、リアルの重要性を再

定義するとともに、新産業の創出につなげる 

 

世界の⽂化がそろい咲き誇る国際交流 

世界の花や緑、農、⾷などをテーマにした⽂化の紹介や体験を通した国際交流を

提供し、多様な⽂化のあり⽅を浸透させる 

 

エコと共存した循環型社会 

上瀬⾕の特徴の⼀つである農に着⽬し、⾃然の機能を賢く利⽤し、Village 内で

の 100%サーキュラーエコノミーを実現する 

 

みどりの⼒で造るフレキシブルな社会 

防災に関する⾃然の機能を活⽤した先⼈たちの知恵や、⼈が⽣きていくうえで必

要な⽔や⾷料に関する技術や知恵を紹介する 

 

多様なコミュニティが織りなす園芸⽂化 

園芸や植物をテーマにしたアートや伝統⽂化を通じたコミュニティの形成や先端技

術による新たな価値観を提案する 

 

新技術がもたらす⾃然共⽣のライフスタイルへの転換 

技術の進展で可能になる⾃然とふれあう時間が充実したライフスタイルを提案する 
 

【Village で伝えたいメッセージ】 
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【2050 年の社会の姿から考える Village で伝えたいメッセージ】 
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 Village におけるコンテンツの展開例 

Village で伝えたいメッセージを様々な種類のコンテンツ通じて表現し、参加者の意識変容・行動変容

に繋げる。 

 

 

【Village：デジタル技術でリアルに彩られる花・緑の多様性】 
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【Village：世界の文化がそろい咲き誇る国際交流】 

 

 

【Village：エコと共存した循環型社会】 
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【Village：みどりの力で造るフレキシブルな社会】 

 

 

【Village：多様なコミュニティが織りなす園芸文化】 
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【Village：新技術がもたらす自然共生のライフスタイルへの転換】 

  




