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デ博は 
名古屋の 
文化革命。 



世界デザイン博覧会 

テーマ： ひと・夢・デザイン 

    －都市が奏でるシンフォニー 
    Dream, Design, Humanity 

     －The Urban Symphony 

 

会  期： 1989年7月15日～11月26日（135日間） 

入場者数： 1,518万人 

    ■ 名古屋城会場 372万人（19ha） 

    ● 白鳥会場    752万人（26ha） 

    ▲ 名古屋港会場 393万人（11ha）  



市制100周年記念事業★基本構想（1984） 

昭和64年を通じて、 

 テーマに沿った多彩な取り組みを、 

 地域的な盛り上がりも図りつつ、全市的に展開。 

名古屋市はもとより、 

 市民・団体・企業など広範で多様な実施主体による、 

 イベント、施設整備、市民運動などの多彩な取り組みで構成。 
  

みつけよう！“名古屋” 

ひろげよう！ふれあいの輪  

はぐくもう！明日への夢と勇気 

ムーブメント志向 
（この指とまれ！の発想） 



市制100周年記念事業★基本構想（1984） 

グローバルな視野 

＋ 
パーソナルな 

「ノリ、思い入れ」 
（ not 大義名分の上滑り 
  not 単なるエンタメ） 

＝ 



市制100周年記念事業 ★ 基本構想（1984） 

見つけよう！“名古屋” 
  ・名古屋城・堀川・名古屋港に新しい息吹を 

  ・名古屋のまちや生活の歴史をまとめる 

 

ひろげよう！ふれあいの輪 
  ・都心の新名所 （交流と触発の空間） 

  ・多目的で巨大なイベント空間 

 

はぐくもう！明日への夢と勇気 
  ・特色ある博覧会 

事業イメージ 「都市の文脈」 を読み込む 

都 心 



1908 

1945 1985 

2010 

タテ（南北）軸 vs ヨコ（東西）軸 

   人口重心 の 変化 
 

 1908 （M41） 栄交差点付近 

    ― 南へ1.4km ― 

 1945 （S 20） 下前津付近 

    ― 東へ1.4km／南へ0.4km ― 

 1985 （S 60） 荒畑駅の西 

   ― 東へ0.3km／南へ0.1km ― 

 2010 （H22 ）  荒畑駅の東 

江戸時代の主役は、タテ軸 
 

城 ～ 本町通＆堀川 ～ 宮 



市制100周年記念事業 ★ 核事業（1985） 

見つけよう！“名古屋” 
 ・名古屋城・堀川・名古屋港に新しい息吹を 

 ・名古屋のまちや生活の歴史をまとめる 

 
ひろげよう！ふれあいの輪 
 ・都心の新名所（交流と触発の空間） 

 ・多目的で巨大なイベント空間 

 

はぐくもう！明日への夢と勇気 
 ・特色ある博覧会 

本丸御殿 （引き続き検討） 

堀 川 （昭和の大改修） 

名古屋港 （水族館等の検討） 

名古屋市史 

若宮大通 
  広場ネットワークの形成 

  （大須～白川公園～栄～城） 

白鳥メモリアルパーク 

生活・文化・産業の各面にわたる 

国際的な発信力を持つ博覧会 

核となる事業 （1985決定） 事業イメージ 



上： 白鳥貯木場 （1986年頃） 
下： 叶 橋 （同上） 

1970's 後半の地図 

N 

日比野 

西高座 

白鳥橋 



1年前 

2年前 

開幕までの歩み 

`85. 8  世界ﾃﾞｻﾞｲﾝ会議の89年なごや開催内定 
  博覧会テーマを「デザイン」とするべく、検討開始。 

`86. 4  「世界デザイン博覧会」の構想発表 
  都市型3会場方式 ＋ まちじゅうが博覧会。 
  （苦肉の策 ＋ ムーブメント！という理想主義） 

   12  博覧会協会設立 （県・市・名管・中経連・名商） 

`87. 6   パビリオン出展募集開始 
   12  会場基本設計完了 
`88. 4   前売り開始 
  . 7   起工式 
`89. 7   開   幕 

 出展者くどき 

市民セールス 

 かたちが次第に見えてくる… 

 この頃から、風向きが変わり始めた 

3年前 



構想発表当時の反応 

●  デザイン？  

   そんな訳のわからんものやってどうするの～？ 

●  名古屋がデザイン？ すごいギャグだね！ 

●  デザイン博なんて、スゴイじゃない。 

    そんな知恵者が、名古屋にもいたんだね！ 

  デザイン博は、 

  二つの 「ギャップ」 を埋める ムーブメント！ 
     市民生活 ⇔ デザイン 
      名古屋 ⇔ デザイン 

少数派 

東京人 

多数派 

違和感を逆手に！ 



ひと・夢・デザイン 
  

～ 都市が奏でるシンフォニー ～ 

意 匠 
心 （意） を形にする技 （匠） 
感性と機能性の統合 

デザインとは、 

人が心に抱いた夢を、形にする営み。 

茶碗も車もデザイン、お弁当もデザイン、都市もデザイン、・・・ ！ 



博覧会は、ムーブメント！ 

テーマ 
挑戦課題の設定 

表現・提案 
テーマへの挑戦・実験  

評価・反応  

主催者 

来場者 

出展者 

実験結果
の総括 

 

実用化 

成果の 
社会還元 

 
社会的な 
合意形成 

難問 テーマ性・専門性 vs 娯楽性・大衆性 

 

 



デザインムーブメント 

名古屋の 「自負心」 
 

１個の茶碗、１反の織物、 
１台の車、・・・に 

丹精を込めてきた。 

名古屋の 「危機感」 
  

ハードには強いが、 
ソフトには弱い。 

 

ムーブメント 
  

デザインをキイワードに、 
21世紀＝ソフト化社会 に対応しよう！ 

企業＝出展者くどき 



デザインムーブメント 

テーマ性・専門性 vs 娯楽性・大衆性 
 

まず、「造形」 に関わる人たちが 

悩み、格闘 を 始めた。 

● デザイナー 

● 出展企業 

● 会場計画を担当する設計連合 

● ｽﾃｰｼﾞ催事・ﾐﾆ展示を希望する団体 

● 行政のまちづくり担当 

葛 藤 



デザインムーブメント全国版 

 
 
 
 
 
 

国際デザインアウォード ／ 国際デザインコンペ 
青少年デザインコンクール ／ 国民デザイン大賞 

・・・・・ 

世界デザイン会議 
（国際ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ団体協議会） 

世界デザイン博覧会 

日本ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾅｰ協会 ／ 日本ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾅｰ協会 
日本ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰ協会 ／ 日本ｸﾗﾌﾄﾃﾞｻﾞｲﾅｰ協会 
日本ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ協会 ／ 日本ｼﾞｭｳﾘｰﾃﾞｻﾞｲﾝ協会 
日本陶磁器ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ連盟 ／東京ﾌｧｯｼｮﾝ協会 
新日本建築家協会 ／ 日本商環境設計家協会 
日本ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃﾞｻﾞｲﾝ協会 ／日本ｻｲﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ協会 
日本産業ﾃﾞｻﾞｲﾝ振興会 ／ 国際ﾃﾞｻﾞｲﾝ交流協会 
生活用品振興ｾﾝﾀｰ ／ 日本商工会議所 ／ ・・・ 

生活文化ルネサンス 
専門家 市民・国民 



       不 利                有 利 

   制約条件 を、個性 に転化！ 
単独で博覧会のできる広さ
の候補地がない！ 

名城・白鳥・名港ともに制約
が多く、使いづらい！ 

市民の多様な取組みを 
誘発したい！ 

タテ軸 （名城-堀川-名港）を 
再生したい！ 地域資源活用！ 

ムーブメント！ 

都市型･3会場方式 （3会場の個性化） 
名 城 ： 歴史／■／緑／木材 
白 鳥 ： 未来／●／赤／金属 
名 港 ： 遊び心／▲／青／布 

まちじゅうが博覧会！（会場外での取組み誘発） 

苦肉の策 ＋ 理想主義 



３会場の個性化 



３会場の個性化 

歴 史 
■/緑/木材 
（シック） 

未 来 
●/赤/金属 
（ハイテク感） 

遊び心 
▲/青/布 

（カジュアル） 



３会場の個性化 

「こんな風に、夜も安心して楽しめる所が
欲しかった！」 という声が多かった。 

夜 景 



■ 天才の競演 
 ガウディ／ダ・ヴィンチ／千利休 
 

■ 匠の伝統 
 山車からくり／中部の匠／ 
     尾張名古屋の職人展／パチンコおもしろデザイン 

デザインの世界の広がり を、個性ある3会場で表現 

■名古屋城： 歴史からの発見 



デザインの世界の広がり を、個性ある3会場で表現 

■名古屋城： 歴史からの発見 

■ 世界の公衆ごみ箱展 
 

焼き物対決 
  ■瀬戸焼： 陶製モニュメント 
  ■常滑焼： 巨大まねき猫 
  ▲常滑焼： 陶製ピラミッド 
  ●ファインセラミクス楽器  
  ●韓国青磁･白磁： 
 野外陶壁「農楽図」 

屋外展示 



デザインの世界の広がり を、個性ある3会場で表現 

●白鳥： 21世紀との遭遇 

貯木場 （現・名古屋学院大学） 

トンネルを抜けると 
そこは・・・ 



● 大手に伍して、中堅企業による集合館も健闘！ 
  パンづくり／木工体験／ 

  はさみのデザイン／金印 ／砂の彫刻／ 

  定員５人のパビリオンも・・・ 

●白鳥： 21世紀との遭遇 

デザインの世界の広がり を、個性ある3会場で表現 

夢集合館 
Σ21 

白鳥庭園 



● 太夫堀 水辺回廊／琴水の舞 

● ウッディランド 
     暮しの木材展示館／木曽五木の広場 

● 白鳥庭園 

    水琴窟の東屋／トンボ楽園 

    音の小径 （ｻｳﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟｶﾞｰﾃﾞﾝ） 

 

●白鳥： 21世紀との遭遇 

デザインの世界の広がり を、個性ある3会場で表現 



●白鳥： 21世紀との遭遇 

デザインの世界の広がり を、個性ある3会場で表現 

人力飛行機 ダイダロス（外国館） 

世界のポスター 
美術館 

夢キルト by 1400人 

アコウの木 



デザインの世界の広がり を、個性ある3会場で表現 

▲ 遊び心の競演 
 ビッ！くじら ／ ときめきCITY館 
 

▲ 鉄道の 過去・現在・未来 
 ロコモーション号 

 ロサンゼルスのLRT 

 リニアエクスプレス 

▲名古屋港： 楽しさへの旅立ち 



デザインの世界の広がり を、個性ある3会場で表現 

▲ 倉庫を生かしたデザインギャラリー 
   デザインアイ・アリーナ ＊世界の学生のデザインコンペ 

   ポートギャラリー ＊市民公募の 「デザインびっくり大賞」 

 

▲名古屋港： 楽しさへの旅立ち 

風のサーカス （新宮晋） 



短期展示・屋外展示など （計130余企画） 

■ 名 城 小天守閣展示室 （平成元年・尾張百景など5企画） 

世界公衆ごみ箱展 
常滑焼･巨大まねき猫、瀬戸焼・陶製ﾓﾆｭﾒﾝﾄ、ほか 

● 白 鳥 
 
デザインギャラリー （14の主要ﾃﾞｻﾞｲﾝ団体が交代で） 

各種団体展示 （ﾃﾞｻﾞｲﾝ学校・企業・団体・自治体など44企画） 

創造の柱、野外陶壁「農楽図」、夢壁画、ほか 

▲ 名 港 ポートビル等展示室 （世界おもしろ凧大集合など29企画） 

エキゾチックカー・コレクション 
風のサーカス、常滑焼ピラミッド、夢壁画、ほか 

多様な表現機会 （参加型展示） 

市民は、表現機会を求めていた！ 



夢壁画 小中学校 67校 

多様な表現機会 （参加型展示） 

デザインフェンス 
 （芸術系 2大学） 

市民参加の口火を切った 

“夢丸” 
1万4千枚の絵タイルに 
思い思いの絵を描いてもらい、 
それを敷き詰めて巨大な鳥に・・・。 

（by 名古屋青年会議所） 



「思い描いた夢 のうち 

半分位しか形にできなかったけれど… 

でも、 

思いもかけなかったこと が 

たくさん実現しましたね。」 
 

 

総合プロデューサー 泉 眞也 さん 

1989．7．15 （開幕の日） 

ムーブメントの 
醍醐味！ 



■ 名 城 ● 白 鳥 ▲ 名 港 

本丸ステージ 
  ・協会主催    134 
  ・自治体参加   35 
  ・市民団体      66 
  ・その他       468 

しろとりステージ 
  ・協会主催    269 
  ・自治体参加   35 
  ・市民団体      33 
  ・その他       410 
ｾﾝﾁｭﾘｰﾎｰﾙ      127 

ポートステージ 
  ・協会主催    268 
  ・自治体参加   40 
  ・市民団体      45 
  ・その他       255 

飛び入り広場      67 ｸﾞﾛｰﾌﾞｽﾃｰｼﾞ      592 
ﾑｼﾞｶｾﾗﾐｶｽﾃｰｼﾞ  856 

会場内の各所 
  ・ﾜﾝﾃﾞｰｱｰﾁｽﾄ   76 
 
  ・その他       320 

会場内の各所 
  ・ﾜﾝﾃﾞｰｱｰﾁｽﾄ   117 
  ・しろとりセブン  188  
  ・その他         138 

会場内の各所 
  ・ﾜﾝﾃﾞｰｱｰﾁｽﾄ    70 
 
  ・その他        511 

多様な表現機会 （催事も表現！） 
テーマ ： 人間讃歌  

「参加性・発信性・お祭り性」 を追求！  



ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 「バード」 

本丸 
ｽﾃｰｼﾞ 



しろとりセブン 
会場の随所でパフォーマンス 

ワンデーアーチスト 



ロンドンバス 

水上バス 

FMデポ （30km圏） 

市内各所で 
多彩な関連事業 

危機感から生まれた 「苦肉」 の策 
 

足もメディアもイベントも 
会場間＆会場内外を 

つなげ！ 

元祖★ネットワーク型博覧会 

デポチャンネル 
（光ケーブルによる有線TV） 

 
 

ハートビジョン 
 （TV電話による案内ｼｽﾃﾑ） 



水上バス 

Ｐ 
庄内緑地 

Ｐ笠寺 Ｐ 
一州町 

Ｐ原 

Ｐ 
上社 

Ｐ 
大幸 

Ｐ 
豊山 

Ｐ 
笹島 

Ｐ 
土古 

駐車場ｼｬﾄﾙ／会場間ｼｬﾄﾙ 
会場には団体バス駐車場のみ、他の車はＰ&Ｒ駐車場。 

ロンドンバス 

笹島 Ｐ 



デポチャンネル 
    光ケーブルによる有線ＴＶ （実況中継）。 
    栄･名古屋駅・金山・市役所・CCTVで放映。 

 
 
ハートビジョン 
    TV電話による案内（情報ｾﾝﾀｰ直結）。 
    三越・松坂屋・国際センター・金山・会場内。 

元祖★ネットワーク型博覧会 

FMデポ  
    「デザイン博は、僕の家まで来てくれた！」 



元祖★ムーブメント型博覧会 

会場内 国際会議・ｼﾝﾎﾟ等 
       13企画 

世界デザイン会議／名城緑陰会議／ 
こころのグランドデザイン～ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ／ ・・・ 

デザインコンペ 
優秀作の展示 
       13企画 

ﾊｲﾃｸｱｰﾄ （ARTEC’89） ／ﾊｻﾐ・ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾍﾟ／ 
陶磁器／ステンドｸﾞﾗｽ／YATAIﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾍﾟ／ 
照明ﾃﾞｻﾞｲﾝ／国際学生ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾍﾟ／ ・・・ 

会場外         

      239企画 
デザイン名古屋ショーウィンドーｺﾝﾍﾟ／ 
車いすﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾍﾟ／生活者のデザイン展／ 
お菓子のデザイン博／皿の上のデザイン／ 
サウンドスケープデザイン専門家会議／・・・ 

まちじゅうが博覧会！ 会場の内外が呼応して・・・  
 

会場の熱気を街に及ぼすとともに、 
会場内外の連携をめざした。 



元祖★ゆるキャラ／きもキャラ ブーム 

’87．7（開幕2年前） デポちゃん誕生 
「あんな気持ち悪いもんをキャラにしたら、客が逃げてまうぞ！」 
当初は、そんな反応もあったけれど・・・。 

 

1本 400円 



1年前 

デポちゃん倶楽部 （協会職員の勝手連） 

’88．6 デポちゃんクラブ結成！ 

  デポ人形を抱いて出勤／デッポー仮面が街宣／… 

   ．7 60名で栄をデポ行進 → 百貨店内でお騒がせ。 

   ．7 デポみこしをかついで、やろまい踊りに参加。 

   ．8 内海へヨットでくりだし、デポを抱いて遊泳。 

   ．9 敬老の日に老人ホームを訪問。 

   .10 金城学院の大学祭で、大暴れ。 

   .11 デポ人形を抱き、25名がシティマラソンに参加。 

’89．1 もちのき広場でもちつき。Japan Times でも報道。 

   ．4 東海道中デポ栗毛。 

  デポを乳母車に乗せ、大阪までリレー式にｷｬﾗﾊﾞﾝ。 

重い空気を打ち破れ！ 

職員ムーブメント！ 



88年11月24日 中日新聞 

デッポー仮面 

デポの通勤 

東海道中デポ栗毛 



会期中は、会場ごとに・・・ 
   

■おも城隊 ／ ●おススメし隊 ／ ▲マリンデポ―ズ 
 

   夏休み  （夜間サービス＆客動線を奥まで誘導） 

   花火／金魚すくい／盆踊り／やろまい踊り ／・・・ 

   はいポーズ！（来場者サービス） 

   9月  （長雨でツラ～イ時期） 

   近郊の駅頭で街宣  

    （デポの手作り張りぼて＋七福神） 

   10・11月  （長～い待ち行列） 

   コスプレでクイズやパフォーマンス 

   デポちゃんが大人になったら？ 

デポちゃん倶楽部 （協会職員の勝手連） 



日・祝 

土曜 

平日 

平 均 

3.0 

1.0 

2.0 

全体平均 
（11.2万人/日） 

7月 11月 10月 9月 8月 

曜日別にみた1日平均入場者数 

8月27日（日） 





愛されたデポ 



デザインは愛！ デザインは光！  

デザインは熱！ 

そう、 

「熱」 なくしては 何事もなしえない！ 
それを僕らは、 

デポちゃんとともに学んだ。 

 

 
   「デポちゃんクラブ奮戦記」 より 
        （1990、名古屋流行発信） 



持続する 「志」 

市民活動推進ｾﾝﾀｰ 

文化のみち 

名 港 

堀 川 

名 城 

白 鳥 

名古屋港水族館 

ｱｰﾄﾎﾟｰﾄ 

90          00          10         

堀川総合整備本格化 
旧加藤商会ビルほか 

堀川1000人調査隊  電飾船パレード 

中川運河ｷｬﾅﾙｱｰﾄ 

本丸御殿障壁画の復元模写 御殿復元工事 

名古屋国際会議場／コンベンションビューロー 

名古屋国際デザインセンター ﾕﾈｽｺ･ﾃﾞｻﾞｲﾝｼﾃｨ 

倉庫ｷﾞｬﾗﾘｰ 

ごみ非常事態宣言 愛・地球博 COP10 

ARTEC ISEA電子芸術国際会議 

テーマ館 

水上ﾊﾞｽ 

本丸ｽﾃｰｼﾞ 

夢いちば 市民活動 

世界ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙD会議 

ｲﾝﾃﾘｱD会議 ｸﾞﾗﾌｨｯｸD会議 



70年代 

利便性追求 
80年代 

快適性追求 
90年代 

個性とやさしさ 

道路・上下水道 

地下鉄 

公園・街路樹 

空 調 

転換点だった 1989年 

「差を以て尊しとなす時代」 加藤正嗣、1993.3 



ホスト意識 が まち を 変える！ 
（ 三方良し ＝ 自分良し・相手良し・世間良し ） 

 

デ博の教訓 ① 
How （いかに？） の前に、What （何を？） が大切。 

  

どんな 「思い」 を、形にするべきか？ 

    量 利便性, etc. 

     らしさ 
      やさしさ     

  質 快適性, etc. 

品格 
人への／地球への／･･･ 
（情けは人のためならず） 

潜在力の掘り起し 
→ 制約を個性に転化 

～70年代 

80年代～ 

21世紀 



デ博の教訓 ② 

ムーブメントとは・・・ 

not   

異論を、ねじふせる。 

but   

相手を、「その気」 にさせる。 
 

苦情・異論は、最大の情報源！ 

もうひと踏ん張り！ の 工夫と粘り。 

（ 三方良しの 「志」 → 愚直に 「悩む」 → やがて 発酵・創造！） 

デポは 
見ていた 



デ博の教訓 ③ 

「目 玉」 は、変化する 

事前 の 目玉 

開幕後 の 目玉 

事後 の 目玉 

事 前 
 

直 前 

当 初 
 

中盤以降 

伝説化 
伝統化 

 単純でわかりやすい 
 既存の価値観と 
   違和感のないもの 

 新しい価値観の 
共有・定着 

思いもよらないスターが 
必ず登場してくる！ 


