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サラゴサ 国際 博覧会
会期　2008年6月14日─9月14日

Expoサラゴサ2008へようこそ



ようこそ、唯一無二の出
会いの場へ。生命にとっ
てもっとも大切な資源、
水について、世界中の人
々や国家、企業、国際機
関がアイデアや方策、プ
ロジェクト、経験を持ち
寄り、それらに間近で触
れることの出来る場へ。 
ようこそ、共有の場へ。
様々な考え、行動、持続
可能性に基づいた未来を
約束する解決策を探す上



での多様な方法を皆で
共有する場へ。
よ う こ そ 、 ス ペ イ ン
へ。客人をもてなす心
を知る国、そして水を
知る街へ。現代的で未
来に向かい、開放的で
訪問者を温かく迎え入
れてくれるその街は、
世界中から集まるアイ
デアと大勢の客人を迎
える準備万端。大きな
未来に向けて…。

Expoサラゴサ2008へようこそ





ようこそ、世界に開かれた国へ。
歴史に溢れるスペインは、セビージャ万国博覧会92
やバルセロナオリンピック92、マドリッドでの中東
和平会議といった世界的なイベントを開催した経験
を持っています。

欧州連合のメンバーであり主要な国際機関において
重要な地位を占め、高い経済成長率を誇り現在、経
済レベル世界第８位となっています。

異なる文化の出会いに長けている土地であり、ヨー
ロッパとラテンアメリカ、ヨーロッパとアフリカの
関係においては主役を演じています。

年間5500万人を超える観光客が訪れる観光客数世界
第２位という数字が示すように、おもてなし精神に
溢れる国でもあります。

このまたとない機会のために精一杯の努力をして、
Expoサラゴサ2008を成功せようとしている国、

スペインへようこそ

[+] サラゴサ2008プロジェクトは全ての国家公的行政機関に支持されています。

Expoサラゴサ2008　水と持続可能な開発　スペイン| 07



Expoサラゴサ2008　水と持続可能な開発　サラゴサ| 08

ようこそ 、 エブロ、ウエルバ、ガジェゴの三つ
の川畔に2000年以上前に築かれた街へ。
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周りを亜乾燥地帯に囲まれた河畔のオアシスにたた
ずむ街サラゴサは、水資源をどう利用するかに常に
気を配り、流域全体の水質資源管理を目的とした初
の組織、エブロ流域水路連盟の本部もここに置かれ
ています。

個性ある街、溢れるもてなしの精神、スペイン国内
の最も活動が活発な地域間を結ぶという立地、経済
活動の国際性の高さ、エネルギー資源の再利用や新
技術を取り入れる先取性、ロジスティクスにおける
スペシャリストであるということ…これらがサラゴ
サでの国際規模の見本市やイベントの開催を可能に
してきました。ここを訪れる人々は、街の芸術、自
然、歴史、そしてもちろん良質のホテルと食を楽し
むことができます。
そんな世界中から集まる大勢のお客様を受け入れる
のに慣れている街、

サラゴサへようこそ
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サラゴサ
過去と現在

イベリア人、ローマ人、イスラム教徒、ユダヤ教徒、キリスト教徒の残していった文化遺産が、
歴史が薫り文化遺産指定を受けた建築物に溢れた街のあちこちから顔をのぞかせています。
ローマ時代のフォーラム、劇場、公衆浴場、桟橋からラ・セオ大聖堂、西ゴート族の教会、
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イスラム教寺院、そして市民の心の拠り所であり聖母マリア崇拝の世界的な中心地であるキリ
スト教のピラール聖母教会、イスラム起源のアルハフェリア宮殿、ラ・ロンハ、ルネッサンス
- バロック様式の宮殿の数々、ピエドラ橋などが、歴史に満ちた過去を今に伝える建築物とし
て挙げられます。

サラゴサは現人口65万人、アラゴン自治州の州都です。
現代的でダイナミック、市民は非常に高い生活レベルを享受しています。現在、成功間違いな
い国際博覧会を迎えるため刻々と変化を遂げている最中です。
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交通
ヨーロッパの諸都市と結ばれる高速道路を備えたスペイン道路網の
要衝として、サラゴサはその比稀な地理的条件のために大変交通の
便が良くなっています。

マドリッド、セビージャ、バルセロナ（2007年開通予定）までつな
がる高速列車アベ(AVE) が通り、市の中心部からわずか7kmのところ
には国際空港があります。

サラゴサと水
市は、エブロ川が支流のウエルバ川とガジェーゴ川とちょうど合流
するところにあり、周辺に広がる亜乾燥地帯の茶褐色と川畔の緑色
が目を見張るようなコントラストをなしています。

エブロ川はイベリア半島で最も水量の多い川で、大西洋岸近くに生
じピレネー山脈の南を910kmにわたって流れ、地中海に注いでいま
す。ローマ人は既に当時この川を航海し、イスラム教徒が素晴らし
い灌漑システムを発展させ、後に18世紀になってからアラゴン運河
が市の南部まで灌漑地域を拡げました。

現在サラゴサは、約30kmに及ぶ川岸再生計画に取り組んでいます。
都会の忘れられた空き地を、緑に囲まれアクティビティに満ち、川
と共存する新しい都市像を産み出す空間に変える為に大変な努力を
しているところです。
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位置
サラゴサは、イベリア半島を四つに割ってみたときその北東にあたる部分、最も人口が多く豊

かな地域ですが、そのちょうど真ん中に位置します。マドリッド、バルセロナ、ビルバオ、バ

レンシアといったスペインの主要都市のどこからもほぼ等距離に位置しています。

サラゴサ

サラゴサ

ブルゴス

パレンシア

ソリア

ログローニョ

パンプローナ/イルーニャ

クエンカ

グアダラハラ

トレド

セゴビア

マドリッド

マドリッド

バルセロナ

バルセロナ

タラゴナ

ジェイダ

ジローナ

カステジョン・デ・ラ・プラナ

ウエスカ

ウエスカ

ビルバオ

ビルバオサンタンデール

ビトリア ガステイス

ドノスティアサン・セバスチャン

サンチアゴ・デ・
コンポステーラ

セビージャ

マラガ

バレンシア

バレンシア

テルエル

テルエル
距離

45分

60分

120分

150分
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Expo
サラゴサ
2008
Expoサラゴサ2008 は、国際博覧会のうちテーマ博または認定博と呼
ばれるカテゴリーに属し、博覧会国際事務局の認定した二つの登録国
際博覧会にはさまれた形で開催されます。

国際博覧会は、世界規模で興味の対象となるテーマのうち具体的な一
つのテーマをめぐって開かれる大きな会合です。
Expoサラゴサ2008は、「自然の叡智」をテーマとした2005年愛知国
際博覧会からバトンを受け、「より良い都市、より良い生活」をテー
マとして2010年に上海で開かれる国際博覧会へバトンタッチされます。

サラゴサ国際博覧会のために選ばれたテーマは：

水と持続可能な開発
人類にとっての大課題「生命を支える水、人類の発展のための
戦略的な道具としての水」について、持続可能性という倫理的
な義務と、新しい価値の創造（イノベーション）という視点か
ら、繊細で思慮に富んだ視線を注ぎます。



開催組織
開催組織
万博の開催責任者であるスペイン政府は2005年2月18日に、サラゴサ万国博覧会の準備、プロ
モーション、運営を目的としたエクスポアグア・サラゴサ2008（Expoagua Zaragoza 2008）
を設立しました。

この公社は株式会社の形態をとっており、スペイン政府が70％、アラゴン自治州が15％、サラ
ゴサ市役所が15％という割合で株主となっています。

役員・組織
エクスポアグアはRoque Gistau Gistau代表取締役社長を筆頭とする執行部の下、運営と内容、
建設、財務・人事、といった大きく３つの部門に分かれています。

またスペイン政府は、Emilio Fernández Castaño Díaz Canejaを、博覧会国際事務局に委託され
た政府を代表する監視役として任命しました。

ROQUE GISTAU GISTAU
社長

EMILIO FERNÁNDEZ - CASTAÑO

EDUARDO RUIZ DE TEMIÑO BRAVO
建設局

社長

社長室

建設局

プロジェクト部

建築部

インフラストラクチャー部

特別工事部

財務人事局

プロモーション・マーケティング部

オペレーション部

商業部
不動産部

システム部

財務会計部

人事部

契約購入部

法律顧問

広報部

组织与活动筹备主管

運営・内容局補佐及びテーマエリア・
環境部

参加者交流部

展示・イベント部

監査及び内部コントロール部

渉外（機関間関係）部

JERÓNIMO BLASCO JÁUREGUI
運営・内容局

JOSÉ LUIS MURILLO COLLADO
財務人事局
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会期

2008年6月14日 - 9月14日
サラゴサ万国博覧会2008は、BIE（博覧会国際事務局）によってこの種の博覧会の会
期として規定された３ヶ月という期間で開催されます。

この期間中サラゴサは、水の持続可能な使用について関心を持つ世界中の人々にとっ
て、必須にして絶好の出会いの場と化します。

この時期が選ばれたのには理由があります。

スペインを観光客がもっとも訪れるのがこの時期で、2005年には、年間5500万人の観
光客のうち2500万人がこの時期に来ています。

6月から9月にかけては日が長く日照時間も長くなります。また夏の夜は特に、屋外で
人と触れ合い語らいたくなるものです。

開会式と閉会式はそれぞれ季節の変わり目にあたっており、特に開会式は夏至にあたる
ので、地中海ムード一色の中で夏の到来も一緒に盛大に祝うことができます。

それを現地サラゴサで直に体験し、「未来」というのがどういうものなのかご覧になって
ください。

Expoサラゴサ2008でお待ちしています。

会議場



テーマ
水、そしてそれを持続可能な方法で利用すること抜きにして、生命、人類の発展、自然環境の
保存はあり得ません。

この博覧会のメインテーマがより深く理解されると同時に、参加する各国、国際機関、スペイ
ン国内の自治体や政府諸機関に所属しない企業・団体が出展内容準備をする際に役立つように、
次のようなサブテーマが設けられました。

メインテーマは核となる三つのサブテーマと、これに交差するようなもう一つのテーマに分か
れます。

水、唯一の資源

生命にとっての水

水のある風景

人々をつなぐ水

Expoサラゴサ2008　水と持続可能な開発　テーマ| 18



四つのサブテーマは次のように要約されます。

水、唯一の資源
水の世界的な危機は、水資源の不足のみに拠るのではありません。問題のほとんどは管理・行
政の施し方に拠っています。良き水管理のためには文化を根底から変えることが必要になって
きます。文化、経済、政治、環境面で、水資源を統一総合的に扱うことが要求とされる変化が
必要となるのです。

生命にとっての水
一見尽きることがないかに見える自然を征服する人間。その姿に対して、限りある自然環境と
調和して一体となって生きる人間像を説きます。人間は、自然と対立するのではなく自然と共
生する責任があり、またそれを果たせるだけの知性を備えているのです。

水のある風景
このテーマの目的は、自然環境と様々な文明が残していったものが織り成す複雑なシステムの
姿、その構造、その力を、意図的に見出すことです。

人々をつなぐ水
時には紛糾の元になるけれども、水はまた平和をもたらす重要な役目も果たします。責任ある
やり方での水の共有は、異なる村々、地域、人々を結びます。

ラテンアメリカパビリオンの内部見取り図
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Expoサラゴサ会場と水の公園

1 エブロ川

2 国際パビリオン

3 企業・自治体パビリオン

4 スペインパビリオン

5 アラゴンパビリオン

6 会議場

7 ブリッジパビリオン

8 河川アクアリウム

9 テーマ広場

10 桟橋

11 水の塔

12 激流水路

13 水道路

14 テーマ別庭園・菜園

15 ロンダ・デル・ラバル通り

16 雑木林

17 植物園

18 ホテル

19 アルモサラ地区

20 ミニゴルフ

21 温泉センター

22 ダイビングセンター

23 Expo及び国連事務所

24 警察署

25 基本設備

26 Expo技術コントロールセンター

27 市民主導パビリオン
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会場
ゆったりした空間と緑
Expoサラゴサ2008の会場は水の都市公園（ウォーターメトロポリタンパーク）を含む、総面
積25ヘクタールです。150ヘクタールの市にとって、エブロ川が大きく旋回する部分に囲まれ
た会場はまさに緑の「肺」です。

Expo会場
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アクセスの良さ
市の中心部からわずか徒歩20分、鉄道駅とバスターミナルからは700m、市内を走る主要道路と
完全につながっており、来場者には大変アクセスしやすくなっています。

最先端の設備
会場は、参加各国、企業、団体パビリオンの必要を十分に満たす最先端の施設・サービスを備え
ています。会議場、ホテル、温泉センター、ウォータースポーツの楽しめる激流水路やプール、
川辺ビーチといった、この博覧会のために特別に作られたスポーツ施設があります。
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展示展覧内容
Expoサラゴサ2008は「水と持続可能な開発」というメインテーマに沿って14の展示場で展開さ
れます。

テーマパビリオン　3 

テーマ広場　6

共同パビリオン　3

スペインパビリオン

アラゴンパビリオン

水の塔内部
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テーマパビリオン

展示内容：

水、唯一の資源
ブリッジパビリオンがこのテーマのメイン展示場の一つとなります。市の南部とデリシアス・
インターモーダルステーションからの会場への徒歩でのアクセスを可能とするこの橋は、同時
に、テーマ「水、唯一の資源」をめぐっての大きな展示会場となります。

建築家ザハ・ハディドによる前衛的なデザインで、その特徴的な屋根の下は二層になっており、
歩く空間が展示空間と調和して一体となっています。

水資源の危機と、有効な資源活用の提案、起こり得るかもしれない未来についての展示で、人
権としての水の重要性という面を強調しながらまとめる示唆的で訴えかける内容となっていま
す。

展示内容：

生命にとっての水
水の塔はExpoサラゴサ2008を象徴する建物の一つです。塔は、サラゴサの景観にとっても新し
いシンボルとなるでしょう。建築家エンリケ・デ・テレサの作品で、大きな台石の上に78ｍの
ガラスの塔が立っています。昼間、透明でダイナミックにそびえたつ塔は、夜間は照明に輝く
灯台となります。

塔の内部では、人間は自然の一部をなす存在である、ということを説く「生命にとっての水」
をテーマにした展示が行われます。

展示は水についての二つの視点：自然本来の視点（台石部分）と文化的視点（塔の部分）を組
み合わせています。塔内の坂を最後まで上っていくと、来場者は雲を渡ってExpo一の展望台に
辿り着くことが出来ます。

展示内容：

水のある風景
河川アクアリウムはExpoサラゴサ2008会場のちょうど真ん中となるところ、エブロ川口脇に
スペインパビリオンと並んであります。来場客のアクセスできる部分は1600平方メートルに及
び、建物の外観では、夜間に屋上から落ちる滝が光にゆらめく様が見物です。

られています。

来場者は、地球上の地理的に異なった地域に存在する五つの重要な川の再現環境を巡ることが
出来ます。ナイル、メコン、アマゾン、マレー・ダーリング、そしてもちろんホスト役のエブ
ロ川もあります。



テーマ広場
広場１
水のインスピレーション
この万博のメインテーマを、水の楽しくて創造的な面を強調ながらストリートシアターと演劇
界の最先端をいく表現方法で見せてくれるショーです。人と水の関係をメインストーリーに、
その不足や過剰、使い道がドラマのモチーフとなります。

広場２
極限の水
円形劇場のすぐ脇に位置します。展示表面積800平方メートルで、1階だけの施設です。外観は
海辺で波が砕け散る瞬間を象徴しています。青みがかった半透明のトーンの材料で出来ていて、
屋根は外部の自然光を通し、それが内部では深い水中にいるような錯覚を引き起こします。

まず展示スペースを巡り、来場者は「極限の水」の意味について深く考えます。避けようもな
いその存在と、人間が生き残るために有効な方法としての治水行政についてです。続いて観客
は広場の最後にあたる体感ゾーンで、ハリケーンや津波を体験しながら「極限の水」の生む感
覚を体験します。

広場３
渇き
空気で膨らんだ嵩にのった塩の山が水不足を比喩的に表現したパビリオンです。その内部で来
場者は、連続したいくつかのスペースを巡りながら水不足という大問題を直接体感することが
出来ます。

来場者は、この世にあるすべての物すべての生命に「渇き」が存在すること、どうして空や地
下から飲料水を得ることが可能なのか、また、飲料水の必要性が水利技術、文化、知識を発展
させてきたことを発見します。

テーマ広場「極限の水」の外観
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広場４
オイコス、水とエネルギー
河川アクアリウムと「水と都市」広場ののすぐ隣にあり、モジュールに分かれ、845平方メー
トルの面積を持ちます。

この広場では、来場者を総合的な体験へ導く楽しくて示唆的な展示が行われます。水がエネル
ギー源として、環境を大切にしながらエネルギーを発生させまたそれを貯えることができるこ
と、経済的で、すべての人に開かれて快適な生活を与えてくれることを証明する内容となって
います。

広場５
水と都市
川のすぐ脇に位置するこのパビリオンは、パーゴラ（藤棚のような日陰棚）を屋根とし、外に
開け放たれた見通しのよい施設となっているのが特徴です。ここでは現代都市の複雑さが比喩
的に表現されます。来場者は坂を上りながらいくつかの展示スペースを巡り、最後に7,4mの高
さからエブロ川を見渡せる展望台に辿り着きます。

基本となるのは「都市の景観としての水」「ウォーターフロント、水際の価値の再認」「都市
部での水の存在に替わるもの」「日常生活の様々な面における革新」という四つのテーマです。

広場６
共有される水
桟橋とスペインパビリオンの近くにおかれ、迷路と張り出しステージ、最も高い部分が15ｍに
も及ぶ巨大な川の流域の再現物を合わせて、展示スペースの総面積は900平方メートルに及び
ます。

「共有される水」は川の流域の政治地図に代わるものです。歴史的・政治的あるいは経済的な
思惑から行われてきた従来の境界の引き方を打ち破るものです。流域全体を水資源の唯一の管
理者とするコンセプトが呈する可能性とそれが意味するものを伝えるのがこの展示の第一の目
的です。政治行政的な区分に対して、流域全体の統括的な治水利水と、異なるコミュニティー
間の共同責任を提案します。

テーマ広場「共有される水」
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参加パビリオン
参加団体に割り振られたパビリオンゾーンはいくつかのセクターに分かれています。

参加各国パビリオン
政府機関パビリオン
自治州パビリオン
企業パビリオン
市民主導パビリオン

参加各国パビリオン
参加各国は地球上の自然環境エリアごとにグループ分けされます。
それぞれの国が万博のメインテーマ「水と持続可能な開発」を独自の観点で見せて
くれるでしょう。

政府機関パビリオン
Expoサラゴサ2008には二つの政府機関パビリオンがあります。

スペインパビリオン
スペイン国際博覧会公社(SEEI)によって運営され、エブロ川の畔によく見られるポプラ
林の空間と光にインスピレーションを得たデザインとなっています。建築家フランシス
コ・マンガードの設計になるこの建物は、ポーチを形成する柱の森に大きな屋根が支え
られ、バイオクライマティック（生態気候学的）な建築の新しい形を示しています。
ここでは「水と革新」というテーマの展示が行われます。



Expoサラゴサ2008へようこそ

アラゴンパビリオン
このパビリオンでは、「アラゴン、風景の多様性」というテーマで展示が行われます。アラゴン州
政府が、水の重要性、アラゴン自治州におけるその影響、この地にかつて存在した様々な文明がど
のように水を利用していったのかをお見せします。

市民主導パビリオン
テーマ広場のすぐ近く、エブロ川の畔という会場の中心ゾーンに位置し、「水と持続可
能な開発」という大きな挑戦に立ち向かう市民社会の活力を反映します。地元市民のみ
ならず国内海外市民団体も参加できる参加型パビリオンです。

会議場
様々な上昇ラインと下降ラインから成るはっと目を見張るジグザグの概観を持つこの建
物は、自然光の存在とその力を地に取り込んでコンビネーションさせています。

内部には、用途に合わせて１階席と階段席をそれぞれ1000名と450名収容の二つのエリ
アに分けて使うことも出来る、1450名収容のホールが一つあります。

万博開催中は、ホールとは別にアクセスできる独立した展示スペースが設けられ、オ
フィシャルレセプションとして使用されるだけでなく、「水の論壇」やその他のイベ
ントといったホールと同時進行で行われる別の行事にも使われます。

アラゴンパビリオン正面
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水の論壇
「水の論壇」は、パビリオン展示、ショーイベントとともにExpoサラゴサ2008の根幹を成す柱
です。「水と持続可能な開発：革新という観点から」というテーマをめぐって、科学者、諸政府
機関、国際機関、国、水の供給・管理者のみならず一般市民も参加して皆で対話し考えていく場
です。

「水の論壇」の第一の目的は、新しい社会的政治的認識の創造に貢献することです。そのために、
以下の三つを軸にして活動が行われます。

知識の創造：

• 常設フィーラム「水と持続可能性」：開かれた議論の場。著名な専門家を招いて水の管理につ
いて現代が直面する主要な問題を扱います。
2006年6月から2008年３月までの間毎月第3火曜日に開かれます。

• テーマ週間：水資源に関する様々な世界的問題について専門家が議論し、考えを深めていくセ
ミナー。月に一度の割り合いで、万博閉幕までに計６回設けられます。

• 出会い：NGOや大学、社会、政治・行政、科学研究団体、企業、芸術文化、環境、スポーツ、
ショービジネス、健康等といった多彩な団体によって組織されるイベント。テーマ週間に時期を
合わせてその週に扱うテーマに新しい視点を与えてくれます。

• 市民広場：来場者の参加スペース。直接専門家たちと意見交換したり（「930の質問」）、様々
なセッションに聴衆として参加することができます（「開かれた論壇」）。

• 同時進行イベント：万博開催前と開催期間中、様々な国際機関（ユネスコ、世界保健機関、
ローゼンバーグフォーラム…）がサラゴサで、テーマに関しての知識を豊かにし思考を深めるイ
ベントを行っていきます。

既存知識、新知識の体系化：

• 情報とコミュニケーションのプラットフォーム。世界中のこの種のプラットフォームとネット
ワークしながら持続可能な水の管理における革新に関するすべての知識と情報を一貫した形で体
系化させます。　
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知識の実践：

水管理と持続可能性の分野での興味深い経験やプロジェクト例を集めて紹介していきます。地中
海エリアの様々な公的行政機関の支援を受けていますが、その内容は世界の他の地域にも応用で
きるでしょう。この中で選ばれた実例・プロジェクトは、「水の論壇」の他のアクティビティで
も紹介され、「情報とコミュニケーションのプラットフォーム」にも組み込まれます。

「水の論壇」によって新しく創出された知識の集大成として、万博の終盤には「水と持続可能な
開発国際会議」が開かれます。そこで「サラゴサから、持続可能性と良き水の管理への手紙」と
題された宣言が出されます。水の論壇は万博閉幕後、水と持続可能な開発に関して世界の指針と
なるような常設の協会へと移行します。

サラゴサ、国連「命のための水、国際の10年」(2005-2015)
の事務本部となる

サラゴサは、水問題について世界的な視野で考え議論する際に特別重要な場所になります。
Expo 2008の開催はもちろんのこと、国連の「命のための水　国際の10年（2005-2015）」の常
駐事務本部が置かれているためです。
(HYPERLINK "http://www.un.org/waterforlifedecade" www.un.org/waterforlifedecade).

会議場内部及び「水の論壇」本部
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文化プログラムと
ショー
Expoサラゴサ2008では、文化的アクティビティーやショーといったイベントが3400以上にわたっ
て用意され、あらゆる層の観客・参加者を対象として時間帯に変化をつけたバラエティに富んだプ
ログラムが組まれてます。また、参加各国もそれぞれ独自のイベントを用意し、さらに興味とバラ
エティの幅を広げてくれることでしょう。
Expo 2008は、国と国、人と人との交流とコミュニケーションの場となり、来場者にとっては忘れ
られない、未来に続く世代に希望をもたらす遺産となる素晴らしい祭典となるでしょう。全体のプ
ログラムは次のようないくつかのグループに大別できます。

ビッグイベント
万博が国内国外のアーティストに依頼するショーイベントです。夜間にも一つあります（毎晩23時
エブロ河畔）。
正午にスタートし会場内を巡るパレード、毎日6回行われる「水のインスピレーション」広場での
ショー、また7月、8月の具体的な各種の祭りに合わせて考えられたショー、女性向けイベント、火
や水中スポーツをテーマにしたイベントもあります。

会場内を盛り上げるミニショー
水をテーマにした小さなストリートシアターが、来場者を楽しませると同時に、来場者の会場内で
の流れや偏りをコントロールする目的で、一日中どこかで行われます。
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“活き活きバルコニー”
一日中、異なるテーマ会場にて、女性たちのバルコニー、舞台芸術のバルコニー、子どものバル
コニー、文化のバルコニーといった魅力的でバラエティに富んだプログラムが進行していきます。

EXPOナイト
会場内の様々な場所で行われる多彩なイベント。22時30分から始まり夜中の３時まで続きます。
「活き活きバルコニー」の一日の最後の公演に加え、エブロ川の円形劇場での「音楽の夕べ」
（あらゆるジャンルの音楽が用意されるでしょう）や「フラメンコのバルコニー」（フラメンコ
界の若手アーティストたちが出演）があります。

さらにこれらすべてに加えて、会議場及びサラゴサホール（万博会場外）では、名高い演劇や古典
現代舞踊団、大オーケストラや音楽家等を招いた特別プログラムが用意されます。
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シンボル
著名なアーティストたちの参加したコンクールで選ばれたロゴタイプとマスコットが2008サ
ラゴサ国際博覧会の公式シンボルです。

生命の源「水」について未来への大きな解決策を提案するこの万博の趣旨を、世界中に広め
る目的で作られたのがこのロゴとマスコットです。

ロゴタイプ
水と都市が完璧に調和したデザインになっ
ています。Expoの名前を囲む水滴の大きな
Ｚの文字はサラゴサを表しています。
水を表す青と透明色が、この万博を主催す
る三つの行政機関（スペイン、アラゴン、
サラゴサ）の公式カラーである赤と黄色と
組み合わされています。

マスコット
フルービーというのが、この親しみがあっ
て感じよく可愛い表現豊かなデザインの公
式マスコットの名前です。水の雫、水のも
たらす恩恵を表現していて、ユニークな性
格の持ち主です。世界中で、色々な形で万
博のイメージを代表することをその使命と
しています。
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ボランティア
万博開催立候補地として名乗りをあげた最初の瞬間から現在に至るまで、サラゴサ市民また世界
中の人々がExpo 2008に大変な熱意を示しています。この情熱に応えて、主催者は1万5千人のボ
ランティアプログラムを組む予定です。

ボランティアの方々は、ありとあらゆる方面で万博への興味を喚起してくれる「スポークスマン」
です。また、いかなる事態にも素早く対応し万博に一段と「質」を与えながら、来場者をお手伝
いし情報を伝える万博の「目」でもあります。ボランティアはまた、それぞれの経験や興味に合っ
た場で来場者に応対することで、万博の「価値を高める」鍵でもあります。

一方、時間的な制約からボランティアの活動が出来ないけれども万博に協力したい、という方々
は「共鳴者」として登録することが出来ます。

ボランティア活動に関してのより詳しい情報、登録は：

ボランティア窓口
Calle Ponzano. Local 1
Zaragoza
Tel: 902302008
Ｅメール: voluntariado@expo2008.es”.
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環境面での
Expo 2008
の目標
Expoサラゴサ2008のメインテーマと首尾一貫する形で、主催者は、現在有する資源を最大限に
活かし環境に与えるダメージを最小限にするよう(環境コスト「ゼロ」を目指し)努力していま
す。そのために、環境資源エージェンシーExpo 2008を設立しました。目的は以下の通りです：

• 水の有効利用。すべての建物、公共トイレ、植物への撒水に、水の徹底再使用と雨水を利用し
た節水システムを取り入れます。

• 環境にやさしい素材の使用。建設にはリサイクル材料と認証木材の大量利用をし、地元の材料
やリサイクルしやすい材料を優先的に使用します。

• エネルギーの有効利用。万博の建物各種施設は、エネルギーを再利用し環境を考慮した基準で
設計されています。会場内では、徒歩・自転車・公共交通機関で来た来場者のためにエコカーが
走ります。

• 廃棄物のコントロール。万博開催前、期間中、閉幕後にわたって出たすべての廃棄物は、その
後に適切な処理がなされるように徹底的な監視下で選別収集されます。

• 環境インディケーター。万博開幕前と開催中のすべての過程を監視するための環境マネージメ
ントシステムが作られました。また、環境配慮という基準をすべての契約関係の条件に入れまし
た。

• 失われた資源の回復。万博は、新しい公園の創出とエブロ川岸の回復と整備によって、サラゴ
サ市に失われた資源を取り戻します。
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水の都市公園
万博会場のすぐ隣、川がＵの字を書いて曲が
る部分にある120ヘクタールに及ぶ公園で、
主役となるのは水に関したアクティビティで
す。

エブロ川
エブロ川はサラゴサの「メイン通り」へと変
貌することになります。市民が川に集まるよ
うな楽しいアクティビティを増やしながら約
20kmにわたって都市部の川辺の再生を図り
ます。

サラゴサExpo2008
協会と
万博連携プラン

Expoサラゴサ2008の連携プランは、スペイン政府とアラゴン州議会及びサラゴサ市役所間で取り
交わされた2008サラゴサ国際博覧会出資に関する協定（2005年12月）の産物で、Expoサラゴサ
2008協会によって推進されています。この協会はサラゴサ市役所とアラゴン州議会、スペイン政
府によって構成されています。その主な役目は、万博連携プラン内の各プロジェクト遂行に際し
て、異なる行政機関間のコーディネートを行うことと、プロジェクト全体の監督です。加えて、
財政上の法律に基づき、特に一般関心の高い行事、非営利団体の支援、メセナ活動に対する税務
上の優遇プログラムを実行します。

このプランは都市開発プロジェクトと投資が一体となったもので、万博開催による恩恵を都市部
全体に広げることが目的です。同じ目的に向かって各種セクターが共同で行うもので、投資総額
（宿泊施設関連を除く）は約10億ユーロです。
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ガジェーゴ川、ウエルバ川、
アラゴンインペリアル運河
他の川と運河も都市計画に重要な役目を果た
します。ガジェーゴ川とウエルバ川の間でも
20kmに及ぶ川辺が再生されます。運河のほ
うも、空港からカルトュハ・バハのあたりま
で20kmにわたって再生されます。

万博会場へのアクセス
ロンダ・デル・ラバル、テルセル・ミレニオ
橋、新たに拡張されたラニージャス通り、ロ
ープウェイ、パーキングといったものが万博
会場へのアクセスを容易にするプロジェクト
の例です。

交通インフラ
サラゴサとその周辺の動きをより良くするプ
ロジェクトの中では、とりわけアクトュル地
区北の道路、サンタ・イサベルでの国道N-II
の迂回路、空港の改善と拡張、バスターミナ
ル、初の近郊線、南北を結ぶ地下鉄線、ある
いは高速鉄道AVEの二つ目の駅といったよう
なインフラが挙げられます。

宿泊施設
Expo村とExpoシティに参加者と来場者のため
の宿泊施設がおかれます。

文化施設
市の文化施設は、新しい芸術学院であるゴヤ・
スペース、パブロ・セラーノ美術館の拡張、
フレタ劇場、パラニンフォというように増強
されます。

その他の事業
その他の事業には、都市部での新空間の形成、
公共施設・街灯及び水の給排水の改善、新し
いキャンプ場と農芸公園の創設、ガランチョ・
デ・フシボル地区の整備、アルフランカ地区
へのアクセス改善等があります。
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閉幕後
Expoサラゴサ2008の義務は閉幕とともに終わるわけではありません。市と住民、市を訪れる人々
が、都市計画面及び環境面で非常に高い水準を持った施設群を利用することができるようにとい
う願いを込めて、閉幕後ももう一歩先に進みます。

会場
スポーツ用途及び隣接した自然公園地区と共存する形の、文化科学的な公園となります。純粋に
文化的なアクティビティから楽しく娯楽性のある活動まで行われる空間となるでしょう。

国際パビリオン
第一級のビジネススペースに相応しいモジュール式のオフィス群となります。

テーマ展示
ブリッジパビリオン、アクアリウム、水の塔、スペインパビリオンは都市スケールの文化施設と
なります。

会議場
最新の設備を整えた会議場としてそのまま使用し続けられます。

アラゴンパビリオン
アラゴン自治州政府の委員会の一つの本部として使われることになっています。
宿泊施設と同様に商業スペース、飲食スペースも、サラゴサ市の魅力の幅を拡げてくれます。
要するに、万博の後サラゴサには、隣接のビジネススペースと共存した、教育的要素と娯楽的要
素の魅力的に組み合わさった、文化的で学術的な充実した設備のある都会的公園が出来るわけで
す。

ようこそ、2008年9月14日に始まる未来へ。

ポストExpoサラゴサ2008へようこそ。
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Expo会場
エントランス
1 北口
2 南口
3 エブロ川口

テーマパビリオン
4 水の塔
5 ブリッジパビリオン
6 河川アクアリウム

テーマ広場
7 極限の水
8 渇き
9 オイコス
10 共有される水
11 水と都市

パビリオン
12 スペインパビリオン
13 アラゴンパビリオン
14 自治州と企業のパビリオン
15 参加団体パビリオン
16 サブサハラ・アフリカ
17 ラテンアメリカ
18 カリブ海地域
19 市民主導パビリオン

ショーイベントスペース
20 水のインスピレーション
21 円形劇場
22 河川ショー観覧席

その他の建物とスペース
23 会議場
24 Expo本部
25 建設局本部
26 ビジターセンター
27 バス駐車場

水の都市公園
28 公園メインビル
29 調整水路
30 水道路
31 いかだ遊び水路
32 激流水路
33 温室
34 水浴施設
35 桟橋
36 温泉センター
37 雑木林
38 バードアイランド
39 公園入り口
40 水の取込口

周辺
41 Tercer milenio橋
42 Ronda del Rabal通り
43 Ranillas通り
44 Pablo Ruiz Picasso通り
45 Almozara-Actur歩道橋
46 Almozara橋
47 多目的アクアティックセンター
48 警察署
49 冷暖房管理システムメイン施設
50 電気地下ステーション Set 132 Kv
51 ホテル群
52 Iberusホテル
53 Actur地区
54 Almozara地区
55 Expo 2008桟橋
56 Bulevardインターモーダルステーシ
ョン
57 スポーツクラブ
58 高速道橋 (Z- 40)
59 エブロ川
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