
～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 21 関東 （はっきりとではなくとも）とりあえずアメリカに対して、京都議定書に調印するよう求

めるべきだと思います。

男性 40 関東 “自然の叡智”という、環境への取り組み

女性 37 関東 “自然の叡智”という、環境への取り組みをテーマにするのだから、企業の取り組みだけ

でなく、会場での入場者の環境への取り組みを徹底するような会場作りと入場者の意識改

男性 62 関東 “自然の叡智”というが参加企業の儲けの為の手助けだ！！参加企業はほとんど環境破壊

企業では無いか。「世界都市博覧会」を中止した青島幸男は偉いよ。

女性 54 関東 “自然の叡智”と行っているが会場建設そのものが環境破壊や資源の無駄遣いではないの

（終わったら取り壊すらしいから）。

男性 36 関東 “自然の叡智”なんて言っているけど、結局は派手なパビリオンが並んでいるだけでは？

男性 63 関東 ”自然の叡智”がテーマだそうですが、そのお膝元で、長良川河口堰の問題が解決してい

ないのは、テーマの説得力に欠けるように思います。

男性 47 関東 ”自然の叡智”という名の下に、自然を破壊すると言う寓挙を、世界の目にさらす前に、

愛知万博は反面教師であると宣言すること。

男性 48 関東 ”自然の叡智”と言っているが、開催地は自然を壊して作られたものであり、イメージば

かりをアピールしているようで、世界に対して本当に自然をアピールできるのかが疑問で

男性 22 関東 「トヨタ」などの世界を代表する工業企業の多い地域だけに、環境への取り組みを大きく

見せてほしい。いろんな企業や地域でも取り組んでいなくも無いが、自己満足になってい

るところが多いと思う。

女性 53 関東 「愛！地球博」がテーマな様ですが。こんな混沌とした世界情勢の時に、浮いてますね。

自然を壊して箱を作ってどうするの？アピールする物も無ければ、それに耳を傾けてくれ

女性 40 関東 「愛知」愛を知ると書くので、そのものズバリ、平和を愛して人を愛する。

女性 42 関東 「京都議定書」に調印出来ない日本は世界にメッセージ等送れる筈はない

男性 55 関東 「京都議定書」等、環境保全への取組みの強化

男性 41 関東 「自然」をテーマにした博覧会でありながら、開催までに自然破壊をしての博覧会場建設

が問題となっていたので、環境を大切にして共生をするためにはいかにすべきかというこ

とを伝えてほしい。

女性 55 関東 「自然の叡智」というテーマを設けた以上、やはり環境を守るということを強くうたうべ

きだと思います。

女性 58 関東 「自然の叡智」というには、あまりにも、言葉に反している。かいしょの森を、痛めない

ように、お願いします。一度、壊した物は、元に戻らないと心してもらいたい。

女性 23 関東 「自然の叡智」を紹介しながら、自然の大切さや自然を保護してゆく事を世界に訴えるこ

とができればいいのではないかと思います。

男性 39 関東 「自然環境との調和」。今回の万博では具体策が不十分。風力発電施設のバードストライ

ク対策の問題等。

男性 42 関東 「戦争止めよう！」「万博なんて時代遅れだ！」

男性 19 関東 「日本」や「アメリカ」という意識にとらわれず、人一人違うし、一人の人間として世界

中の人と触れ合える精神を世界中の人に持って欲しい

男性 61 関東 「日本という国」誤解を受けないように、正しく紹介すること。

女性 40 関東 「万博を開く」ことが、地域の発展につながるという考え自体が、かなりの時代遅れに感

じるので、メッセージを発信する目的も、よくわからない。

女性 32 関東 『科学（文明）と自然の共存』への取り組み

女性 26 関東 『環境を大切にすること』でも、万博の開場設営のために、貴重な森や土地を破壊したこ

とは最低な行為。愛知万博を応援したいとは思えない。

女性 40 関東 ・パビリオンやテーマでの発信内容も大切ですが、一番は「ストレスなく楽しめる最高級

のもてなし、日本文化の和の強調」と考えます。⇒これは他者へのおもいやりであり、そ

れは環境保全、戦争絶廃への根源であり、万博を通じて世界各国の方がそれを体感できれ

ば世界にとって大切なメッセージとなるのではないかと考えます。(無事故・待ち時間の

配慮・わかりやすい順路・子ども高齢者障害者への配慮・外国の方への配慮など様々に)

男性 39 関東 ・環境の重要性・日本の環境における技術力（ハイブリッド車や風力エネルギー、水素エ

ンジンなど）

男性 34 関東 １回しかないので行ってみたい

女性 32 関東 ２１世紀のグローバルな環境保護について、一人一人の意識改革の重要性

男性 35 関東 ２１世紀は環境を守るということが大事だということを配信すべきだと思います。

女性 25 関東 40年前ならともかく、万博自体皆の関心はないのではないか？

女性 21 関東 ai
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男性 54 関東 co2

女性 39 関東 ＣＯ２削減

女性 42 関東 ＣＯ2削減、京都議定書の推進。

男性 32 関東 ＥＣＯ！

男性 33 関東 ＬＯＶＥ&ＰＥＡＣＥ

男性 25 関東 love＆peace

女性 31 関東 ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ。

女性 24 関東 LOVEISALL

男性 35 関東 motherofnature

女性 47 関東 shizennitaisuruhairyo

男性 35 関東 あえて言えば京都議定書を世界中にアピールすること、かな。

男性 20 関東 アジア１であるということ。

男性 42 関東 あまりＰＲされていないので、コメントしようがない。

女性 31 関東 あまりでしゃばらないでもらいたい。

女性 42 関東 あまり共感するものはないが、あえて言うなら、最先端の日本のテクノロジー

男性 42 関東 あまり興味はありません。環境へのメッセージということですが、この万博を開くことで

既に環境を壊しているのではないでしょうか。

男性 62 関東 あまり興味を持たないので良く解からない。

女性 31 関東 アメリカ、京都議定書に批准しろ。

男性 40 関東 アメリカ、中国などがもっと真剣に取り組まなければ意味がない。

男性 37 関東 アメリカにNOX排出量削減の京都議定書批准させよ！

女性 29 関東 アメリカの国民や政府に訴えかけるものがもっと必要だと思う。彼らは破壊し建設してい

くが、地球を守る側には決して立たない。地球の長期維持にはアメリカの参加が不可欠だ

女性 50 関東 アメリカの排ガス規制。

男性 37 関東 アメリカは京都議定書を批准せよ！

女性 35 関東 アメリカも京都議定書に調印すべき。（日本政府がこのようなことを言えるわけないが

男性 48 関東 アメリカや中国のような燃料多消費国とは違い、環境に配慮しながら経済成長が出来うる

国であること。

男性 41 関東 アメリカ合衆国がいかに地球環境を破壊しているか、アメリカを模範としない社会作りの

女性 54 関東 アメリカ従属の日本が、どのようなメッセージをだして共感がえられるというのだろう

か。逆に問い掛けたい。

女性 30 関東 あらゆる自然に対して敬意を示し、自然保護やエコ資源の活用など、今、日本で研究され

ていたり、発表され使われている自然にやさしいものなどをアピールして広めてほしい。

そこから世界平和も願えたら素晴らしい。

女性 30 関東 ありきたりだが世界平和。技術的な面のアピールもちょこっと。

女性 22 関東 ありきたりですが、自然の大切さ。最近異常気象が多いので、地球が怒っているようで心

男性 47 関東 ありきたりですが、省エネ・リサイクルの更なる発展。

男性 29 関東 ありのままでいいんじゃない

男性 38 関東 ありのままの姿と将来設計

男性 39 関東 いい

男性 49 関東 いかに、日本が自然破壊をしてきたか。

男性 27 関東 いかに環境を守っていくか

男性 48 関東 いくら発信しても相手にされないのでは？

男性 38 関東 いつからかもぜんぜん知らない……横浜から遠いからかね。

女性 27 関東 いつの万博でも特に興味がなかったので、よくわからない。

男性 55 関東 イベントを通しての交流。

男性 43 関東 いま、人類全体・世界が協力して地球環境を維持する必要があることをメッセージとして

発信してほしい

女性 34 関東 いまいちよくわからない。「自然の叡知」と言われても意味がわからない。

女性 30 関東 いまいち盛り上がりにかけているので、まずはどういったことをテーマに万博を開催して

いるかのアピール。

男性 48 関東 いまこそ自然と人間の共存について考えていくべき

男性 19 関東 いまさら、万博のような大規模展覧会で発信すべき情報は無いように思われる。

男性 49 関東 いまさら万博でもない。環境問題を取り上げるのであれば、万博費用を熱帯雨林の保護や

北京の砂漠化防止につぎ込めばいいのに。技術の進歩、対中関係の改善、国際評価、いず

れにもいいと思うよ。

女性 42 関東 いまさら万博で世界にメッセージするものはない
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男性 36 関東 いまさら万博もないだろう。時代錯誤も甚だしい。

男性 39 関東 いまさら万博やってどんな意味があるのかわからない

男性 45 関東 いまどき「万博」でメッセージといっても、弱いものでしょう。

男性 51 関東 いまどき万博で何を発すると言うのだろう。

女性 30 関東 いままでとは違う何かを。自然のすばらしさを訴えてほしい。

男性 32 関東 いよいよ京都議定書も発効されるのだし、この機会に日本は環境保護の重要性をもっと世

界に呼びかけるべきだと思う。

女性 26 関東 エコ

女性 31 関東 エコ

女性 37 関東 エコ

女性 43 関東 エコ

男性 43 関東 エコ

男性 43 関東 エコ

男性 35 関東 エコ

女性 26 関東 エコ。省エネのアピール

女性 34 関東 エコに取り組んでいる

女性 35 関東 エコロジー

女性 35 関東 エコロジー

女性 38 関東 エコロジー

男性 49 関東 エコロジー

男性 34 関東 エコロジー

男性 40 関東 エコロジー

女性 29 関東 エコロジー

男性 41 関東 エコロジー

男性 43 関東 エコロジー、日本経済の強さ

女性 57 関東 エコロジーに対しての取り組み方、地球に優しい住まい方、人としてあるべき姿を世界規

模で考えて行くために、先ず日本が率先して欲しい。

女性 16 関東 エコロジー製品の技術

女性 40 関東 エコロジー対策

男性 38 関東 エコロジー対策

男性 32 関東 エコロジー対策、効果

女性 26 関東 エコを趣旨とした最新技術しかし森を切り開き、今後の利用に苦労する施設を一時期の企

画のために建設することに疑問あり。経済には一役かっているのでしょうが・・・

女性 41 関東 エコ技術による自然保護

女性 42 関東 エコ対策

女性 36 関東 エコ対策

男性 32 関東 エネルギー問題

女性 32 関東 オゾン層や自然環境の破壊に対して、各国は何をするべきなのか。

女性 43 関東 お金がかかるのでそんなこと自体やめて欲しい

男性 51 関東 お金をかけてやるのだから、後世にのこる取り組みを期待する

女性 24 関東 お金をかけて豪華にしすぎても、日本は金のある国だとますます思われそうなので、たま

には質素にしてもいいと思う。環境問題にも配慮できる。

女性 23 関東 お金を無駄使いしない

男性 35 関東 お金持ってることが日本のアイデンティティー

女性 49 関東 お祭り騒ぎだけで終わらないようにしていただきたいです。

女性 48 関東 かけがえのない地球とその環境保全！

男性 50 関東 かたや最先端技術搭載の製品紹介、かたやそれをつくっても自然がこわれないことのア

ピールでしょう。。

男性 30 関東 かつて万博がもっていたアピール力を、現代の文脈の中で実施可能な、万博以外の何かが

必要だということを、世界に訴える。

男性 28 関東 かつて万博は『未来』を見せるものだったが、これからの万博のアイデンティティについ

てひとつの答えが出ることを期待する。

男性 23 関東 かんきょう問題に対して真摯に取り組む姿

男性 44 関東 がんばって

男性 42 関東 キャッチフレーズ以外の内容は全く伝わってきていないのでわからない。具体的には空港

ができた事？

男性 21 関東 キャラクターがいまいち
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女性 45 関東 キャラクターでも表現している様に、地球環境保護について強いメッセージを世界に向け

て発信して欲しい。

女性 41 関東 きれいな地球を取り戻そうー

男性 34 関東 グローバルに環境に対する配慮が必要なこと。

女性 28 関東 こういったイベントを通じて国際交流の大切さ。

男性 47 関東 ございません

女性 34 関東 このアンケートでどのようなパピリオンがあるのかわかり興味を持ちました。

男性 39 関東 このアンケートにて、初めて知りました。ちょっと調べてみようと思います。

女性 28 関東 このイベントを通じて自然環境保護について強く全世界へ訴えられるようなイベントにす

るべきだと思う

男性 46 関東 このままに状態が続けば、将来には各国ごとに「このような危険性があります（食糧難な

ど）」というデータの提示、警鐘。

男性 30 関東 この会場を作るために、相当森林破壊したはずですが・・・

男性 46 関東 この行事によっていかに社会が変わっていくかを認識できるかもしれません。

女性 35 関東 この国ができること。やるべきこと。

女性 34 関東 この時代に万博というものにどれだけの意味があるのかわからない。もっと身近な場所で

もっと身近なテーマでやったほうがまだ親近感が沸く。

女性 35 関東 この不況をぶっとばすくらいの、個々の企業充実。

男性 42 関東 この万博にどれだけ価値があるのか不明。あまり賛同できない。

女性 36 関東 この万博のテーマが矛盾だらけなのですが、とりあえず自然との共存の大切さを先進国で

はなく発展途上国に強くメッセージすべきだ。

男性 35 関東 この万博やるほどの意味を感じない。ので、やるのが決まってしまってるので恥をかかな

い程度に無難に終わらせてくれればいい。

男性 47 関東 ゴミ０の社会

女性 28 関東 ゴミ対策、森林の保護に関して真剣に取り組んでいきたいと思っているということ

女性 42 関東 ごめんなさい考え付きません

女性 40 関東 これからの、日本が取り組んでいく道筋。

女性 42 関東 これからのリサイクルについて率先して利用活用した社会のあり方。万博で多額の資金を

捻出すること自体に疑問があるが。

女性 36 関東 これからの環境の取り組み、子供達が安全に暮らせるようにしてほしい。犠牲にしてまで

も発展しなくてよい

男性 23 関東 これからの時代に、先進国として環境技術をリードできることを示して欲しい。

女性 42 関東 これからの自然に対する心構えなど、

女性 29 関東 これからの人間としての課題自然破壊や人災など

女性 36 関東 これからの地球に必要な事は何か。

男性 43 関東 これからの日本が実施する自然に対しての貢献

男性 32 関東 これからの日本の考え

女性 30 関東 これからの平和。

女性 16 関東 これからの未来の環境問題についてや、人種差別、病気などさまざまな問題の解決につい

女性 33 関東 これからは、個々の国同士の立場ではなくて、世界が1つのものとして、自然と共存して

いくために、みなで協力して、よりよい環境をつくっていこうとする姿勢。

男性 19 関東 これからは環境問題をもっと取り上げるべきだと思う

女性 53 関東 これからは企業も環境問題を取り込婿との大切さと、みんなが環境問題に関心を持つ事。

女性 26 関東 これからもみんな力を合せてがんばろうね、ということ

男性 64 関東 これから進む地球温暖化の予防、対策の必要性。

男性 19 関東 これから先進国の一員として、自然に対してどのような対処をしていくのか、またどのよ

うにして発展途上国の自然保護をバックアップしていくのかを明確にするべきだと思う。

男性 31 関東 これにあわせて開港される中部国際空港の利便性をアピールできればそれでよい

女性 42 関東 これを開くためにどれだけの自然破壊をしたか、するか

女性 20 関東 これを機に国家間でもっと環境保護に関する報交換ができるように促せればいいと思う

男性 17 関東 これ以上、自然を破壊しない事を提案する。

女性 35 関東 これ以上、人類が自然破壊を繰り返さないメッセージや活動。

女性 44 関東 これ以上環境を破壊しないこと。

男性 58 関東 これ以上自然破壊を起こすな！アメリカは京都批准書にサインせよ。

女性 57 関東 これ以上地球の自然を破壊しない生き方

男性 30 関東 こんなクダラナイ万博をするために、ホームレスを追い出すヒドイ国であることをアピー

ルすべし。
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～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 34 関東 こんなことにお金を使わずもっと国の困っている人の為につかってほしい。

女性 23 関東 こんな時代なので、戦争のない平和な世界と、自然環境保護をアピールして欲しい。

女性 44 関東 さまざまなかたちで環境についての取り組みをしていくようにメッセージをすべきだと思

男性 48 関東 さまざまな国への支援

女性 42 関東 さらに進んだ環境問題に対する提案

女性 52 関東 すでに、万博自体が無用なのでは？自然破壊だと思う。

男性 46 関東 すでに「万博」で何かをしようという時代ではない。世界に対し「メッセージ」なんか出

来ないし、効果もまったく期待できない。

男性 26 関東 すでに開催することで環境を破壊している。いまさら出すメッセージはない。

女性 57 関東 ずばり環境がテーマ、京都議定書でアメリカが不参加には憤りを覚える、今アメリカが

ずっとこのままの消費生活をすると、地球が４つも必要と聞きました、このことを、もっ

と、自覚し、手遅れになる前に人間の英知で解決して欲しいです。

男性 14 関東 すべき

女性 21 関東 すべてのものに愛をもって接すること

女性 27 関東 すべての生きるものに優しさを。

女性 30 関東 すべては未来のために、子供たちのために通じるのだということ。

女性 36 関東 すみません。この催しのことがよく分からないのでコメントできません。

男性 41 関東 するべき

男性 50 関東 せいぜいお客さんが入るように。

男性 41 関東 せっかく自然の叡智と言うメインテーマで催すのだから、より沢山の人たちに来て欲しい

所ですが、世界に向けて宣伝は行っているのでしょうか？日本国内でこれほど盛り上がっ

ていない万博は初めてなのでは？万博が行われる事を知らない人も多いですが、どうなっ

女性 41 関東 せまい日本で、いかに少ない自然を大切にしていくか。

女性 27 関東 そのまま自然の大切さです。戦争万歳みたいな国には特に訴えるべきではないかなと。今

何をするべきか、みんなで考えられたら良いですね。個人的には石井竜也さんのプロ

デュースに期待しております。

女性 25 関東 その場限りの展示ではなく、もっと根源的なもの。

女性 33 関東 そもそも、なにかをメッセージ「すべき」だとは思わない。

女性 16 関東 そもそも、よくわからない。

男性 37 関東 そもそもなぜ愛知でこのようなイベントをやるのかがよくわからない。

女性 25 関東 そもそもの目的を知らないので、すべきことはわからない。

男性 42 関東 そもそも開催が必要だったのか？

女性 34 関東 そもそも開催することに疑問がある

女性 24 関東 そもそも今万博を開催する意義がよくわからない。

女性 32 関東 そもそも自然を伐採して行なう万博の意義がわからない。テーマの反すると思う。

男性 45 関東 そもそも自然破壊をして会場を設営されて自然をテーマはナンセンス。

男性 39 関東 そもそも万博って飽きてる、何処まで意味があるのだろう？

女性 41 関東 そりゃあ、自然保護でしょう。

男性 35 関東 それは各企業が考えること。

女性 31 関東 それを開くお金で、新潟の人の雪下ろしの援助や、海外の津波の援助をした方が利口だと

女性 39 関東 そろそろ地球環境のこと、もっと真剣に考える時期にきていると思う。地球に優しいこ

と、しようよ!!

女性 57 関東 そんなに大げさに考えなくても良いのではないかと思います。期間中事故が無く、楽しく

続けられれば良いのでは。

男性 57 関東 そんな意義があると思えない

女性 32 関東 だいたい、万博なんて、やる意味があるのか？？？と思ってます。

女性 39 関東 だからといって浮浪者を強制撤去した事は許せない。彼等の生活も考えるべきではないの

だろうか？

女性 38 関東 ただのお祭り騒ぎにならなければいいと思う

女性 24 関東 ただ万博を開くことが目的になるのでなく、環境問題や、人々の交流を通じた平和などに

ついて、本気の、実行性のある働きかけをすることが必要と感じます。

男性 48 関東 たぶん失敗だと思う

男性 37 関東 ちょっとやりすぎ

女性 35 関東 ちょっと思い浮かばない

男性 37 関東 テーマがテーマだけに地球環境について、必要な取り組みを前面に推し進める。

女性 32 関東 テーマがむずかしいです

女性 43 関東 テーマからすれば、自然との共生
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～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

男性 46 関東 テーマが環境への取り組みならば、世界規模で環境への取り組みに貢献している日本を強

調することが必要。

女性 45 関東 テーマが自然の叡智ならば、津波、地震、火山の噴火、竜巻、台風、豪雪など災害をもた

らす自然現象の発生理由、それに対する備えなども発信してほしい。

男性 54 関東 テーマが難しいので答えられない

女性 31 関東 テーマが難しくてよくわからない。もっと分かりやすくすればよかったのに。

男性 40 関東 テーマである自然と環境を伝えるべき。

女性 28 関東 テーマでもある“自然の叡智”に関係している環境保護についてメッセージすべき

男性 43 関東 テーマどうり自然の保護

女性 30 関東 テーマに沿ったメッセージを。また、それに付随して、平和を訴えていって欲しい。

女性 32 関東 テーマに基づくもの。

女性 40 関東 テーマに好感は持てますが、この漢字、どのくらいの人が読めますか？次世代につなげ

る、子供達に手渡していく、子供達も学べると言うことにもポイントを置くのであれば、

もうちょっと子供にも理解しやすいテーマにしたほうがよかったのではないでしょうか？

この辺が官僚的で一般市民からしたら「ちょっと格好つけて難しい漢字を使ってみまし

た」的な発想が見えてセンスないなーと思います。

男性 43 関東 テーマのイメージが湧かない

男性 34 関東 テーマのごとく自然の叡智。

男性 35 関東 テーマの意味もよくわからないので何とも。。。“叡智”って何ですか？

女性 19 関東 テーマの通り、自然の大切さ。しかし自然を壊してこんな施設で自然を大切にと訴えるの

はどこかおかしいと思う。

女性 40 関東 テーマは“自然の叡智”

男性 53 関東 テーマはいいが、実際は胴でしょうか。

男性 42 関東 テーマはもちろんのこと、本気で取り組んでいるようだとアピールすべし。そのためには

まだまだ環境への配慮が足りない。それが気にかかる。

女性 26 関東 テーマを見ても具体的に何なのかよくわからないので…

女性 31 関東 テーマを世界に対してアピールする

男性 21 関東 テーマを通して、世界の平和

男性 50 関東 テーマ自体とってつけた感じがするが、まじめさは伺え、きわめて日本的だ。そういうと

女性 28 関東 テーマ通りの地球愛を世界に伝えること。最先端の技術もいいが、その中での自然との共

存を訴えていって欲しい。

女性 41 関東 テーマ通り自然の叡智を発信していただきたいです。話に聞いただけで信憑性は低いので

すが愛知万博開催のために失った自然が大きいと言うことですからこのマイナス分はプラ

スに盛り返して欲しいです。

女性 32 関東 テクノロジーだけでなく、地球規模の平和、自然保護を謳う姿勢を見せるべきだと思いま

男性 37 関東 テクノロジーとエコロジーの融合への取り組み

女性 34 関東 テクノロジーと自然の共存、保護のアピール

女性 30 関東 どういうものか分からないので、何も思い浮かばない。

女性 26 関東 どういう万博なのか分からないので、何をメッセージすべきかも明確に分からない。

女性 29 関東 どうでもいい。ホームレス追い出したりしてるし。なんか仕方ないかもしれないけど、い

い感じもしないね。

女性 34 関東 どちらともいえない

女性 18 関東 とても難しい質問です。言葉にできません

女性 33 関東 とにかく、お金の無駄にならないように

女性 42 関東 とにかく無駄をなくし、温暖化に対しての企業の対策、開発も大切ですが、後始末のこと

まで考えて作ってほしい

男性 46 関東 どの国も相手にしないのでは

女性 59 関東 どの様な高邁なテーマを掲げても目的は景気対策であり環境を壊している。５０年前の発

想でメッセージなどおこがましいと思う。

女性 47 関東 トヨタ主体というのが引っかかる

男性 41 関東 トヨタ博と言われないようにすること

男性 28 関東 トヨタ万博のイメージしかない

女性 42 関東 とりあえず日本で開催するということで、日本、愛知の良さを世界にアピールすればいい

んじゃない？

男性 32 関東 とりわけ中国に対し、日本がこれまでに経験してきた悲惨な公害などの環境破壊の実際と

そのメカニズムを積極的に伝えていくべきだと思う。

マイボイスコム株式会社  http://www.myvoice.co.jp   6



～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 26 関東 なかよく生きていこう！！

男性 45 関東 なぜ子の時期の行うのか

男性 33 関東 なるべく資源の再利用化を勧めたり、それを行うことによって産業としても成り立つもの

だとＰＲして欲しい

女性 24 関東 なんか、万博を開くために、土地を開いたりしてるのに、自然の叡知も何も、ないとおも

女性 23 関東 ニュースなどでは耳にしますが、あまり知りませんでした。自然がテーマならば、良いイ

ベントだと思います。もっとCMなどでも内容を紹介して下さると認知度が上がると思いま

男性 30 関東 ネットで情報が氾濫する昨今、万博の意義が見出せない。

男性 28 関東 ハード重視からソフト重視社会への転換

男性 36 関東 ハイテクかつ自然環境と一体化した科学

男性 29 関東 ハイテクノロジーなエコロジー社会の勧め

女性 48 関東 ハイテクの平和利用

男性 53 関東 はじめは、もっともっと自然を改変して会場を作ろうとしたと聞いている。本当に「自然

の叡智」を大切にしているの？このイベントは？といった印象がある。

女性 33 関東 ハッキリとしたメッセージを発信するよりも、万博開催の計画などの情報を公開し、どれ

だけ環境への配慮がなされているかなど、世界が日本に対してのメッセージに気付くよう

になったら良いと思う。

男性 44 関東 はっきりとした態度

女性 51 関東 ピーアール不足、

男性 43 関東 ビサなしの入国をやめること

女性 35 関東 ボランティア精神を訴える

女性 62 関東 マイナーイメージを払拭して、「日本の中心」にあるということをもっとアピールすべき

です。外国人で「名古屋」を知っている人が少ないからです。

男性 45 関東 まず、愛知とはどこかを知らせるべきであろう

女性 31 関東 まず、万博というものの価値があまりよくわかりません。それから愛知万博をやる、とい

う事自体をもっと多くの人に広めるべきだと思います。やる事を知らせなければ、何を発

信しても無駄だと思うので。いまだにいつ開催し、どんな事をやるのか私は知りません。

男性 40 関東 まずは、日本の景気回復の手がかりになれば。

女性 34 関東 まずは世界より日本

女性 30 関東 まずは成功させる事だと思います。日本だから出来る事、これからしていこうとする事を

表現して欲しいです。

男性 35 関東 まず国内でのしっかりしたアピールをして欲しい

女性 44 関東 まだまだ日本には自然が残されていること、それを大切にしていること、コントロールで

きない自然の力（地震や台風など）などをアピールしていくべき

男性 54 関東 またやっているな程度の感じです。

男性 31 関東 まだ内容をよく知っていないので何とも・・・。

女性 37 関東 まだ漠然としかイメージがわきません。

女性 44 関東 まったく関心がありません。万博なるものが時代にそぐわないと思っています。それこそ

むだが多いのでは？

女性 28 関東 まったく支持しないので何も期待しない

女性 32 関東 みどりの大切さ

女性 19 関東 ミドリは絶やしてはいけない！！環境保全。エネルギーの改善。

男性 64 関東 みんなで守ろう。一つだけの地球。

女性 30 関東 みんなで地球を守る事

女性 32 関東 みんなで地球を大切にしていくこと。

女性 33 関東 みんな知ってるんでしょうか？

女性 20 関東 みんな仲良く。大きな愛をもって。

女性 25 関東 みんな仲良し

男性 27 関東 みんな友達

男性 35 関東 むずかしい

女性 34 関東 メインテーマが環境への取り組みとあれば、環境保護実践の現状・それを踏まえて更なる

推進をメッセージすべきだと思います。

女性 24 関東 メッセージすべき…って言われても、開催企業のメッセージで変わると思う。民間人には

どうしようもない気がする…。質問の意にそぐわないかもしれませんが、「自然を大切

に！」とかありきたりな答えを無理にかかれても困ると思うので、思ったように書きまし

女性 44 関東 メッセージすべきものはない（自然破壊の上になりたってる万博は無意味）
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性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 57 関東 メッセージするものがあるのだろうか？

女性 31 関東 メッセージできるほどの何かがある国ではないと思う。

男性 31 関東 メッセージできるようなことは特にないと思います

女性 34 関東 メッセージできるような立派なものはない

女性 29 関東 メッセージと言うか、もっといいマスコットにして欲しい

女性 42 関東 メッセージなどと上段に構えるよりもお祭りに徹したほうが良いが、品格あるイベントに

してもらいたい。

女性 39 関東 メッセージもけっこうだけど，もっと身をもって自然を守ることを実行していくべき。美

しい雑木林が，相続税対策のために切りひらかれていくのを見るのはやりきれない。

女性 43 関東 メッセージより、広告としての企業の取り組みが殆どだとおもう

女性 51 関東 メッセージよりもお金もうけが主体なのだから、考えること自体無意味。

女性 36 関東 メッセージよりも行動が大事と思う。いろんな技術の展示だけに終わらず、それを実際に

地球環境の保全に生かして欲しい。あと、土地を切り拓いていろんなパビリオンや施設を

作ることと、「自然の叡智」というテーマが相入れるのかどうか疑問に感じる。

男性 39 関東 メッセージより行動が先だと思う

男性 25 関東 メッセージを発するというよりは盛り上がるようにがんばって欲しい

女性 66 関東 メッセ－ジしてもあまり相手にされない感じ

男性 54 関東 もう、この様な大型イベントで世界にメッセージ発信をするという事自体時代遅れでナン

センス。もっと他にお金をかける所があるのではないでしょうか？

男性 45 関東 もう「万博」の時代ではないと思いますが。

女性 52 関東 もう少し人間の心を取り戻すこと

男性 35 関東 もう世界は壊れてきているのでメッセージの意味は無いと思う。

男性 46 関東 もう箱物の時代は終わっているのでは？官僚的な独りよがりだと思う。

男性 41 関東 もう万博という時代ではない

男性 58 関東 もう万博などは時代遅れ・・・他にお金の使い道を良く考えてもらいたい

男性 51 関東 もう万博などは時代遅れだということ

女性 47 関東 もっと、日本が一丸となってメッセージを伝えられるようアピールするのが先だと思う。

メッセージってサ変動詞？

女性 33 関東 もっとみんなで環境のことを大事に考えよう！ということに尽きる気がします。そのため

に、日本にはこんな優れた技術があるというチャンスでもあるかもしれませんし、やは

り、未来の子供たちに誇れるものを今ある私たちが一つでも二つでもみんなで増やした

い、そんな気持ちの伝わるものであってほしいなと思います。そのための具体的な提案が

たくさんあるといいなと思います。

女性 35 関東 もっと環境保全を

女性 41 関東 もっと個人の意識高められるように・

女性 33 関東 もっと告知に力をいれるべきだ

女性 28 関東 もっと自然を大切にするということ。

男性 22 関東 もっと自然保護について考えてほしいということについて

女性 32 関東 もっと積極的な環境保護について、訴えるべき。少し協賛メーカーなど、あまり宣伝して

いないのが不満。

女性 27 関東 もっと地球を大切にすること。

女性 15 関東 もっと地球環境について全員が考えるべきだ、ということ。

女性 32 関東 もっと地球規模で自然を守っていくことを考えるべき

女性 19 関東 もともと知らなかったので、なんとも言えない。

男性 39 関東 もはや万博なんてーのは時代遅れだと思う。

女性 49 関東 やさしさ

男性 49 関東 やすらぎ

男性 50 関東 やってどういう意味があるのか良く解らない

女性 16 関東 やっぱり、、環境を保護するってことを訴えた方がいいと思います。

女性 27 関東 やっぱり自然の大切さ、人間が今後守って行かなくてはならないものは何なのかをきちっ

と伝えないといけないと思う。

女性 30 関東 やっぱり平和は力では得られないという事です。

女性 45 関東 やはり“自然の叡智”でしょう。

女性 26 関東 やはりお金で協力する姿勢ではなく、人道で協力する日本をアピールしてもらいた

女性 24 関東 やはり環境問題について。

女性 52 関東 やはり現在自然にとても重要な自然保護。
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～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 52 関東 やはり地球環境どとおもうがこの万博の用地も自然破壊によって用意されているかと思う

と嘘くさく感じる

女性 32 関東 やはり平和について

男性 38 関東 やめた方がいい所詮金儲け

男性 33 関東 やや時代錯誤とも言える「万博」の必要性。

男性 34 関東 やらない方がよい

男性 43 関東 やる意義を感じていないのでコメントのしようがない。所詮は「商業主義」のように捉え

ています。

男性 48 関東 やる意味があるのか

男性 40 関東 やる必要なし。

男性 44 関東 ゆとりができてきていること

女性 43 関東 よくわからないけど、「平和」かな？

女性 47 関東 よくわからないけど開催してもその後に何も残らないのは資源の無駄遣い環境にも良くな

いと思う。

女性 29 関東 よく分からない。まず、テーマがよくわからない。漢字が難しい。子供でも読めて、すぐ

意味が分かるものに変えたほうがいい。世界にメッセ－ジの前に、テーマをもう一度考え

女性 46 関東 よりいっそうの環境保護の促進

女性 30 関東 リサイクル

女性 25 関東 リサイクルとかエコロジーっぽいことを主張したらいいと思う

女性 56 関東 リサイクルの方法や大気汚染、オゾンの破壊防止などこれから未来に向けていかに最小限

にするか等。

女性 42 関東 リスクを追っても地球を守ろうとする手段について

女性 33 関東 リニアモーターカー

男性 28 関東 ロボットと自然の融合

男性 48 関東 わからない。どの程度効果があるのかわからない。

女性 22 関東 わからない。環境保全？

男性 42 関東 わからないです。小泉バカ首相が出てるＣＭなど見たくないので興味がないです。

女性 18 関東 わからないホームレスのニュースが気になった

女性 42 関東 わかりません（日本じたい何もできていない気がします）

男性 45 関東 わかりません、税金のムダ使い

女性 36 関東 わかりません。ごめんなさい。あまり興味がなくて。なんかスタート前にもめたし。

女性 48 関東 わかりやすい具体的な取り組み

女性 55 関東 わが国がいかに環境問題を重くみて改善しようとしているか、わかりやすくアピールした

ほうがいい。

男性 57 関東 わが日本は高度成長時代に経済第一主義で公害を生み出し、環境を破壊してきたことを、

全人類（特に発展途上国の人々）に対する教訓として、しっかり伝えること。このメッ

セージこそ１番重要。この真摯な反省をしないならば、環境問題を語る資格が無いことを

男性 41 関東 わざわざ行きたいとは思わない。

女性 50 関東 愛

男性 43 関東 愛

女性 15 関東 愛

男性 33 関東 愛

女性 26 関東 愛

男性 17 関東 愛

男性 65 関東 愛、世界平和

男性 44 関東 愛、平和

男性 23 関東 愛。

男性 63 関東 愛が地球を救います。

女性 33 関東 愛が地球を救う

女性 44 関東 愛というか世界の誰もが平和そして自然を大切に思う心を持つことだと思います。

男性 46 関東 愛と知勇、なんちゃって

男性 52 関東 愛と平和

女性 35 関東 愛と平和、仲間意識

女性 20 関東 愛と平和。

男性 36 関東 愛知から自然の叡智をイメージするものがある気がしないが、トヨタプリウスの宣伝。

男性 54 関東 愛知くんだりで万博などやっても、全くアピールしないと思う。したがって、メッセージ

云々を論ずる意味はまったく無いと思う。
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～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

男性 34 関東 愛知でそんな催しがあるとは知りませんでした。

女性 28 関東 愛知という地での開催ですが、あらゆる面での日本の存在を大いにアピールしてほしいと

思います。

男性 26 関東 愛知県、名古屋という町を知ってください。空港もありますよ。

男性 62 関東 愛知県というとトヨタ、商業万博のイメージが強い。自然の叡知というと森と海の国をど

うつなげるか。

男性 37 関東 愛知万博が開催されることを全く知らなかったのでイメージできない。

女性 23 関東 愛知万博が開催されるのはTVでちらっと見ただけなのであまりよく知らないのでよくわか

らないが、特に今はテロや国同士の争いが多いので、そんな事よりももっと大切なことが

あるということを伝えるべきだと思う。

女性 28 関東 愛知万博だけではなく、日本全体として環境への取り組みを進めてほしいです。（政治家

の重い腰を上げて欲しい）

女性 31 関東 愛知万博について詳しく知らないので、よくわかりません。

女性 30 関東 愛知万博の“自然の叡智”というテーマに関して日本が偉そうにメッセージなど出来ない

と思う。それどころかドイツなどに比べてゴミの問題などで大きく遅れている。ヨーロッ

パの国々に学ぶべきところが多数あるのではないか？

男性 38 関東 愛知万博のテーマも知らないし、万博でメッセージが世界に伝わるかが不明。他の国で万

博があるのかが不明ですが、そこからメッセージが伝わったことが無いので、メッセージ

は何にも意味がないのではないか。

女性 37 関東 愛知万博の開催期間しか知らないので、もっといろいろな面でアピールした方がいいと思

女性 29 関東 愛知万博の事を知らないので、なんともいえない。

女性 36 関東 愛知万博の内容をあまりよく知らない。私みたいな無知にも認識できるくらいの宣伝が欲

しい。だからメーセージは考えられない。

女性 41 関東 愛知万博は自然や環境を守ることをイメージしていると感じますが、万博の開催そのもの

が環境を破壊していると思うのですが考えすぎでしょうか。

男性 42 関東 愛知万博は自然破壊をしていると思う

女性 27 関東 愛知万博を開催する意義を見出せないので、わからない。

女性 30 関東 愛知万博を作るとき土地の使用について随分問題になったがただのショーで終わらせる事

のないように、そのあとその土地をどう有効活用するかテーマのように自然にやさしく

男性 47 関東 愛知万博自体がよくわからない

女性 42 関東 愛知万博自体が地方博のイメージが強く、お祭り的にしか感じられない。

女性 45 関東 愛知万博自体に反対なので何もない

女性 26 関東 愛知万博自体のアピールが弱い気がする。何が行われるのかさっぱりわからない。

女性 25 関東 愛知万博自体良く知らないのでなんともいえない

男性 53 関東 悪化が進んでいる環境破壊への警鐘

男性 26 関東 安全で、成熟した国であること。

男性 23 関東 安全で先進的な情報、商品の発信

男性 24 関東 意味がわからない。

女性 40 関東 一応環境問題なんだろうが、「愛知万博」としてはそのメッセージは伝わりにくいと思

う。不法投棄を平気でする日本人が「環境問題」なんて笑っちゃうよって感じです。

男性 31 関東 一言で自然

男性 37 関東 一時の事業のために環境を破壊してまでやるべきではない

男性 35 関東 一人一人がもっと自覚すること

女性 31 関東 一人一人が環境に対する意識を変えなければ、自分たちの子供や孫の時代には、どんどん

汚れた環境になってしまうという危機感を伝えるべき。

女性 31 関東 一人一人が自然を大切にするという自覚をもって生活していかなければいけないという

女性 35 関東 一人一人が責任をもって、取り組むことが大切

女性 14 関東 一人一人の努力で、地球温暖化を無くそう。

男性 22 関東 一生懸命取り組んでいるという姿勢

女性 30 関東 一部の裕福な国の便利さの為に、他国を踏み台にしない。

男性 62 関東 一部メーカーがロボットを作ったりして浮かれているが、資源（お金）は今困っているこ

とに使ったほうが良いと思う（地震の復興とか、具体的な温暖化対策への投資とか）。

男性 48 関東 宇宙船地球号という理念

男性 64 関東 嘘で固めた空騒ぎなので何もしない方がよい

女性 31 関東 叡智というより、最近は脅威に近い気がする。その辺を掘りさげた方がいいのは。今まで

の日本人と津波のたたかいの紹介とか。
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～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

男性 39 関東 永続可能なエネルギーの普及

女性 43 関東 遠い

女性 38 関東 遠いので

女性 30 関東 遠い地方の話は気にも掛けていないのでメッセージもあるわけはない。NHKのモリゾーと

キッコロのアニメは万博が終っても続けて欲しい。まったりほんわか和み系のよいアニメ

男性 39 関東 温室ガス削減に向けた更なるアピール

女性 43 関東 温暖化

女性 33 関東 温暖化

女性 35 関東 温暖化

女性 56 関東 温暖化などで地球が壊れていく現実をもっと知るべきだと思う

女性 37 関東 温暖化など解決を急ぐべき問題の解決を促すこと

女性 28 関東 温暖化に対する取り組み、これ以上進めてしまえば子孫は生き残っていけないようなこと

を、もっと考えるべきなので。

男性 47 関東 温暖化への取組み

女性 38 関東 温暖化をもっと考えていかないといけない事。

女性 19 関東 温暖化を防ぐ！

男性 50 関東 温暖化対策など環境保護。

男性 29 関東 温暖化対策になり得るもの

男性 54 関東 温暖化対策のリーダーシップ

女性 37 関東 温暖化防止

女性 32 関東 温暖化防止。

女性 34 関東 温暖化防止。景気回復。

女性 27 関東 温暖化防止とかをよく考えて、自然災害をへらしてほしいです。

女性 47 関東 温暖化防止など環境問題を世界に働きかけること

男性 51 関東 温暖化防止など地球規模で取り組む事

男性 55 関東 温暖化防止の具体策

女性 24 関東 何がなんだかわからないので答えられない

女性 37 関東 何でもいいですが、愛知という場所のプロモーションだけはやめていただきたい。

女性 41 関東 何も期待していないし、成功するようには思っていない

男性 42 関東 何やっても偽善的で嫌いだ。

男性 40 関東 何を、という以前に、現実には発信できるようなメッセージには乏しいのでは？普段から

環境への取り組みに関しては、あまり真剣味が感じられないので。

男性 40 関東 何をしてもその場限りでつたわらない

女性 38 関東 何をするのかがわからないので、何もいえないです。

男性 29 関東 何をテーマにしているかわからないのでなんともいえない

女性 46 関東 何をメッセージしても、欺瞞が隠しきれないように思う。アメリカのイラク侵攻を支持し

た国なのだから。

女性 43 関東 何を言っても届かない気がするけど、自然を大切にしようよ。

男性 66 関東 何故やるかが分からないあまり関心がない。

男性 25 関東 可能性。

女性 27 関東 科学の可能性

女性 32 関東 科学の進歩

女性 32 関東 科学の進歩は、平和や環境のために利用すべきだ。

女性 29 関東 科学の発達を自然と世界平和に利用すること

女性 44 関東 科学を駆使した自然ではなく、天然の自然の大切さ。

男性 24 関東 科学技術

男性 33 関東 科学技術

女性 36 関東 科学技術と自然との共存の可能性を訴えていくこと

男性 24 関東 科学技術のすごさ

男性 50 関東 科学技術の進歩と自然との調和。異常気象が地球規模で観測され自然災害が増えている。

しかし、これは人災ともいえるので環境を大事にしながら豊かな文明社会をつくることを

日本が率先して実行すべきと考えます。

男性 42 関東 科学野は立つと自然との調和

男性 51 関東 会期が終わったら、いかに元の自然環境に戻せるかを見せてほしい。

男性 34 関東 会場の設営から、解体までうわべだけでない、環境対策のアピール。

男性 28 関東 会場をつくることが自然破壊で本末転倒、相変わらずのダメ行政

女性 34 関東 会場を決めるまでのごたごたと、本当の環境保全とは何かということ
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～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

男性 30 関東 会場を作るのに、散々自然を壊している。いまさら何言っても無駄。

女性 29 関東 会場作りに自然を壊している。お役所仕事からは、世界に発信などおこがましい。

女性 44 関東 壊れかけたこの地球。（いや、もう既に壊れているかも？？）この美しい地球を、神がこ

れ以上天罰を下さない為に、私達が守るべきもの、今すぐにしなくてはいけないことを、

メッセージとして伝えてもらいたいです。

男性 32 関東 改めて環境問題の提起をすべき

女性 35 関東 海・山に囲まれてとても美しい国だということ。

女性 26 関東 海外マネーを得る

女性 58 関東 海上の森を切り開き、自然破壊をしての愛知万博はテーマとは反対のことをして成り立っ

た万博であると思うのでそこから発せられるメッセージは実態の伴わないきれいごとに過

ぎないように思える。

男性 37 関東 海上の森を返せ

女性 16 関東 開くべきではないと思う。

女性 40 関東 開催されることを知らなかったので、分からない。

男性 41 関東 開催しなくて良い

女性 31 関東 開催するいみがわからない。

女性 35 関東 開催すること自体あまり賛成ではない。今更万博？という感覚。会場となる広大な敷地の

開発に伴う自然破壊、ドンブリ勘定で採算が取れないとか、全くいいイメージはなく、一

切興味がありません。

女性 45 関東 開催に関していろいろあったような事を聞いていたので、どうなのかな、という感じ

女性 30 関東 開催意義がよくわからないので特になし

男性 33 関東 開催自体、無意味である。

女性 46 関東 開発と自然保護には多少の矛盾を感じる

女性 23 関東 開発の国として地球に優しい開発を目指して欲しいし、世界にアピールして欲しい

女性 32 関東 開発最優先で環境破壊と汚染が進むと、こんな表面だけの国になるんだという事？

女性 24 関東 外国がやっていないような環境対策

女性 40 関東 外国人が来て、すばらしいと思わせること

女性 41 関東 各々できる限りのことをして、一緒に自然を守りましょう！という呼びかけ

男性 31 関東 各国が協力して、あらゆる困難を克服していくことの必要性

女性 31 関東 各方面の技術力の高さ。そこから環境への取り組みの姿勢や思いを伝えたら良いと思う。

男性 40 関東 核の放棄。

女性 25 関東 核実験反対とか？？平和。

女性 33 関東 確固たる意志。京都議定書をアメリカにも守らせる

女性 34 関東 革新的技術によっての環境保全

男性 35 関東 感動

男性 35 関東 環境

女性 45 関東 環境

男性 49 関東 環境

男性 40 関東 環境

男性 47 関東 環境

男性 55 関東 環境

男性 40 関東 環境

女性 47 関東 環境

男性 45 関東 環境！、京都議定書の早期米国参加

女性 34 関東 環境（自然）を守る具体的方策を打ち出して欲しい。

女性 39 関東 環境、自然保護。地球温暖化のこと。

男性 49 関東 環境えの取り組みが単なるお題目でなく、率先して実行される事を望む

男性 47 関東 環境がテーマと言うことですが、例の京都議定書の内容を実現できるようわがままな大国

を説得すること。

女性 30 関東 環境がテーマなのに、施設を作るのに、森を切り倒していると聞いているので、矛盾を感

男性 44 関東 環境ですね

男性 56 関東 環境とか自然とか論じるなら、このような催し物はやらないほうが自然にやさしい。無駄

なエネルギー消費も無い。経済活動としてやるなら『自然』などとオタメゴカシは言わな

男性 55 関東 環境との共存

女性 28 関東 環境と科学の融合

男性 39 関東 環境と技術の共存

男性 34 関東 環境と技術の妥協点
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～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 50 関東 環境と技術開発の両立

男性 40 関東 環境と近代的生活の共存

男性 40 関東 環境と経済の両立

男性 31 関東 環境と言うがもっと誰にでもわかりやすく提言して欲しい

男性 31 関東 環境と言えば日本が進んでいる・・・と言われるような取り組み活動の大々的なＰＲ．

男性 67 関東 環境と自然

男性 24 関東 環境と人間のこれからの関わり方を、世界とともに考えていくべきである。そのような

メッセージ。

男性 39 関東 環境と人間の共生

女性 28 関東 環境と人間の調和

男性 29 関東 環境と人間世界の融合

女性 15 関東 環境と平和

男性 47 関東 環境と平和

女性 33 関東 環境と平和

男性 21 関東 環境と平和環境＝地球温暖化は緊急事態だと思う。平和＝いい機会なので世界へメッセー

ジしてみたらいいと思う

男性 24 関東 環境など。地球のこれからを考えていかなくてはならないこと。

女性 26 関東 環境についいて改めて考える良い機会だと思う

男性 35 関東 環境について

女性 45 関東 環境について

女性 25 関東 環境について、これだけ考えている、地球のために、こんな取り組みをしているというア

ピール。環境についての取り組みは欧米に比べて、かなり遅れているような気がする。

女性 37 関東 環境についての取り組み

男性 48 関東 環境についてもっと考えるべきだと思う

女性 20 関東 環境について考えるきっかけとして大いに役立ってほしい。

男性 34 関東 環境について常日頃から考えてなければならない。

男性 45 関東 環境にも気をつかっている先進国だということ

女性 38 関東 環境にやさしい

男性 46 関東 環境にやさしい経済発展

男性 52 関東 環境にやさしい地球

女性 35 関東 環境にやさしく生活する方法

女性 26 関東 環境に関して全て

男性 29 関東 環境に関するアピールが必要

男性 49 関東 環境に関する技術

男性 32 関東 環境に関する技術

男性 42 関東 環境に関する先端技術と利用ノウハウ

女性 28 関東 環境に今後どのように向き合っていくべきか

女性 27 関東 環境に積極的に取り組んでいく姿勢

男性 23 関東 環境に対してどのように取り組んでいかなければならないか。

男性 47 関東 環境に対しての日本の取り組みは世界にアピール出来る技術だと思っているのでそこを前

面に押し出したいですね。

男性 46 関東 環境に対してまじめに取り組んでいるところ。

女性 40 関東 環境に対しても先進国である（願望が含まれています）

男性 31 関東 環境に対する意識を持つことの大切さが伝われば良いと思います

女性 28 関東 環境に対する考え方

男性 45 関東 環境に対する姿勢

女性 21 関東 環境に対する姿勢を明確に示すべきだと思う。世界に対してというよりも、国内に浸透さ

せることが先決である。

男性 43 関東 環境に対する取り組み

男性 22 関東 環境に対する取り組み。トヨタも出ているので世界的に認められている企業がどのような

取り組みをしているのかが楽しみ。

男性 37 関東 環境に対する取り組みの先進国であることを伝えたい

男性 34 関東 環境に対する取り組みをアピールするべきだと思います

男性 29 関東 環境に対する取り組むをリードしてくことをアピールしてほしい．

女性 28 関東 環境に対する日本の取り組み。

女性 30 関東 環境に対する日本企業の取り組み、目標、研究成果など。

女性 38 関東 環境に対する有益な取り組み。
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～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

男性 24 関東 環境に配慮したイベントであること

女性 27 関東 環境に配慮したハイテク

女性 23 関東 環境に配慮した技術に取り組んでいる姿。

女性 37 関東 環境に配慮した国を目指していることを強く世界に訴えたい。

女性 42 関東 環境に配慮した最新のテクノロジー

男性 50 関東 環境に配慮している点

女性 38 関東 環境に配慮するなら、自然を壊してまで万博を開催する必要がない

女性 47 関東 環境に付加のない豊かな生活

男性 30 関東 環境に優しい技術力。

男性 27 関東 環境に優しい製品を研究開発していきましょうという呼びかけ

女性 38 関東 環境の悪化を食い止めるよう世界中にアピールすること。

女性 26 関東 環境の危機

男性 36 関東 環境の国ニッポン！

男性 25 関東 環境の取り込みについてもっとアピールし、それを実行に移さなければならない。

男性 32 関東 環境の取り組み

女性 51 関東 環境の重要性

男性 35 関東 環境の重要性

男性 42 関東 環境の先進国というアピールと有言実行

男性 44 関東 環境の大切さ

女性 19 関東 環境の大切さ

女性 19 関東 環境の大切さなど。

男性 27 関東 環境の大切さを再認識しよう。

男性 63 関東 環境の保護

男性 39 関東 環境の保護

女性 38 関東 環境の保護

男性 47 関東 環境の保護

女性 33 関東 環境の保護

男性 39 関東 環境の保護

男性 44 関東 環境の保護

女性 27 関東 環境の保護、平和の構築、異なる価値観への寛容

男性 28 関東 環境の保護とその技術について

男性 55 関東 環境の保護に関与するには？

男性 35 関東 環境の保護を真剣にやっていること。

男性 36 関東 環境の保全

男性 49 関東 環境の保全

男性 50 関東 環境の保全，自然環境の回復

男性 54 関東 環境の保全。

男性 41 関東 環境の保全と地球平和

男性 20 関東 環境は大切よ

男性 43 関東 環境ビジネスは日本が先端を行っていることの証明

女性 23 関東 環境へのひとりひとりの取り組みの大事さ、とか。

女性 33 関東 環境への意識について日本がこれからやらねばならないこと、現在取り組んでいる事など

をどんどんアピールしてもらいたい

女性 43 関東 環境への感心がテーマになっているので、ゴミを皆で考えるべき！

男性 26 関東 環境への関心

女性 27 関東 環境への取り組み

女性 46 関東 環境への取り組み

女性 48 関東 環境への取り組み

男性 37 関東 環境への取り組み

男性 51 関東 環境への取り組み

男性 29 関東 環境への取り組み

女性 61 関東 環境への取り組み

女性 35 関東 環境への取り組み

女性 57 関東 環境への取り組み

女性 37 関東 環境への取り組み

男性 36 関東 環境への取り組み

男性 47 関東 環境への取り組み
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～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

男性 25 関東 環境への取り組み

女性 22 関東 環境への取り組み、科学技術の進歩

男性 48 関東 環境への取り組み、自然と人間との共存

男性 64 関東 環境への取り組み、地球環境の保護など

女性 35 関東 環境への取り組み、日本らしいエコロジーな環境

女性 38 関東 環境への取り組みがテーマということなので、とにかくそれを前面に打ち出した展示等を

して欲しいと思います。

女性 34 関東 環境への取り組みがメインなので、アメリカを始めとした危機意識の足りない国へのメッ

セージ発信

男性 39 関東 環境への取り組みと言いつつ、森を破壊して会場作ってるから何を言わんかだね。その自

己矛盾を世界に向けて発信して欲しい。

男性 46 関東 環境への取り組みと題しながら、会場付近の環境破壊を行ったのは残念だが、日本の環境

技術、今後環境破壊が続くと地球はどうなるかを世界に発信して欲しい。

女性 31 関東 環境への取り組みの強化

男性 37 関東 環境への取り組みへの姿勢。

女性 32 関東 環境への取り組みや技術の発信

男性 41 関東 環境への取り組みを、ただの飾りではなく本当に実現して欲しい。

女性 32 関東 環境への取り組みを、日本は世界を引っ張って積極的に行なっていく、という決意を表し

女性 30 関東 環境への取り組みをメインに考えられているようなので、重要な事だし良いと思う。

女性 24 関東 環境への取り組みをメインに考えるのであれば、日本が環境のために何をしているのかを

具体的に主張するべきだと思う。

男性 37 関東 環境への取り組みをもっとアピールするべきだと思う。

男性 32 関東 環境への取り組みを強調しているが、自然環境を破壊して建設した悪しき例

女性 28 関東 環境への取り組みを詳しく分かりやすくメッセージすればいいと思います。

女性 42 関東 環境への取り組みを世界にアピールしていけたら良いと思います。

女性 29 関東 環境への取り組みを世界をあげて行う事

男性 43 関東 環境への取り組みを前面に出して日本の技術力をアピールするべき。太陽電池、風力発

電、燃料電池など

男性 44 関東 環境への取り組みを謳うのは良いことと思うがこの種のイベントではしばし環境破壊を生

んでることが多いように思う。

男性 31 関東 環境への取り組み意識の高さ

男性 36 関東 環境への取り組み状況

女性 30 関東 環境への取り組み方

男性 57 関東 環境への取組み。自然との共生。

男性 60 関東 環境への取組みを中心に、世界の自然現象変化について問題提議して欲しい。

男性 41 関東 環境への積極的な取り組み

男性 39 関東 環境への対応の日本の技術力の高さ

男性 48 関東 環境への対策

男性 21 関東 環境への日本の意識をもっと向上させてほしい

女性 54 関東 環境への日本の取り組みを積極的に世界に発信する。

女性 37 関東 環境への配慮をしている面もあるということ

女性 29 関東 環境への負担を少なくする最新の技術を公開すること。

女性 28 関東 環境へ取り組み方

女性 43 関東 環境をかんがえる

男性 56 関東 環境をテーマにしながらも一方で環境破壊をすすめるのでは？

女性 23 関東 環境をもっと大事にして生きていくべきだということ

男性 14 関東 環境を考えるのは平和でないと人間はそんな余裕がないので国際平和

男性 25 関東 環境を守っていくこと

女性 31 関東 環境を守りつつ、技術を高めるということ。

女性 26 関東 環境を守りましょう。

女性 33 関東 環境を守ること

男性 41 関東 環境を守るためには金が必要だ。企業や行政のみでなく個人個人の力が一番大事だという

女性 31 関東 環境を世界各国と共に守ろうとする日本の姿勢

男性 38 関東 環境を世界的に考えること。

女性 56 関東 環境を大事にする国

男性 36 関東 環境を大事にする事

男性 17 関東 環境を大切にして自然と共生していくこと。
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～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 40 関東 環境を大切にしながら技術開発の発展

女性 25 関東 環境を大切にすること。

男性 35 関東 環境を大切にするビジネスの発信

女性 41 関東 環境を大切にするべきであることをアピールすべき。

男性 30 関東 環境を大切にする国としてのアピール

女性 36 関東 環境を地球規模で考えること

男性 47 関東 環境を破壊しているのにテーマとあわないのではないでしょうか。

男性 38 関東 環境を破壊して開催する環境万博では何もメッセージすべきではない。

女性 20 関東 環境を破壊する万博は必要ないということ。

男性 43 関東 環境を保護し、時に再生させる事の大切さ

女性 33 関東 環境を保護するだけでなく、自然をこれから増やしていく姿勢をみたいです。

男性 63 関東 環境を保護という立場ではなく、人間と対等の立場で共存する知恵を共有したい。

女性 26 関東 環境愛護

女性 22 関東 環境衛生

女性 51 関東 環境汚染、地球温暖化から地球を守ろう

男性 36 関東 環境汚染について。

女性 40 関東 環境汚染により地球が住みにくくなってきている

男性 55 関東 環境汚染の恐ろしさ

男性 57 関東 環境汚染の防止

女性 30 関東 環境汚染への取り組み

女性 21 関東 環境汚染をなくすこと

男性 40 関東 環境改善

男性 29 関東 環境改善

男性 41 関東 環境改善

女性 31 関東 環境改善対策

女性 23 関東 環境改良

男性 43 関東 環境技術に関しては日本が世界に発するモノもあるが、“心”的なものは、皆無だろう。

男性 42 関東 環境技術の日本

男性 28 関東 環境技術力が高いこと。

男性 32 関東 環境再生。保護程度では時すでに遅しと…。

男性 33 関東 環境重視

男性 62 関東 環境整備に力を注いでいることをアピールする。

男性 44 関東 環境先進国

男性 22 関東 環境先進国

男性 37 関東 環境先進国としての環境問題への取組みをアピールすべき

男性 45 関東 環境先進国としての取り組みを通じて世界に貢献できる方法を模索する

男性 47 関東 環境先進国のイメージ。

男性 57 関東 環境対応先進国

男性 34 関東 環境対策

男性 40 関東 環境対策

男性 32 関東 環境対策

男性 33 関東 環境対策

女性 37 関東 環境対策、先進国、国力

男性 28 関東 環境対策。

女性 30 関東 環境対策。一つ一つの品物に環境を配慮する

男性 18 関東 環境対策のための科学技術の進歩

男性 34 関東 環境対策の日本の取り組み

男性 35 関東 環境対策の必要性と日本の取り組みのＰＲ

男性 27 関東 環境対策や災害対策。

女性 35 関東 環境対策をした上での日本の技術力のすごさ

男性 32 関東 環境対策技術

男性 24 関東 環境対策先進国であり、世界の最先端を行く技術をもっていることを誇示できればよいと

女性 30 関東 環境大国日本！地球温暖化を防止し、人間が自然を、地球を守るということ。

女性 29 関東 環境破壊、地球温暖化

女性 22 関東 環境破壊が進んでいる今日、この愛知万博で地球の環境問題を世界中の一人一人に伝わる

ようなメッセージをして欲しい。
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～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 29 関東 環境破壊が世界的に問題になっているので自然の大切さをメッセージするべきではないか

と思います

男性 41 関東 環境破壊して何が自然の叡智か？？

女性 27 関東 環境破壊について

女性 43 関東 環境破壊について

女性 42 関東 環境破壊について、もっと考え、力を合わせて環境をもっと良くす事。

男性 26 関東 環境破壊によって着々と訪れている異常気象

男性 44 関東 環境破壊に対する具体的な対応（日本の姿勢）

女性 56 関東 環境破壊に対する警告。

男性 18 関東 環境破壊に対する取り組み。

女性 52 関東 環境破壊の恐ろしさ！そして、大切な地球をどう、維持していくか！？

男性 28 関東 環境破壊の警鐘

女性 40 関東 環境破壊の現状と回復を訴えるべき。

男性 34 関東 環境破壊の罪滅ぼし

女性 32 関東 環境破壊の深刻さ

男性 16 関東 環境破壊の停止の訴え

女性 42 関東 環境破壊の怖さや、地球温暖化への対策など、世界規模で取り組むべき課題を提起してほ

男性 54 関東 環境破壊の防止。

男性 28 関東 環境破壊の歴史

女性 34 関東 環境破壊への取り組み

女性 37 関東 環境破壊や地球温暖化の対策を地球全体でもっと真剣に取り組むべき

男性 33 関東 環境破壊をくい止める技術を紹介すべき

男性 38 関東 環境破壊を進めているイメージが根強く残っているような気がします。そんなイメージを

払拭していただきたい。

女性 46 関東 環境破壊を防ぎ地球を守る

男性 25 関東 環境破壊を防ぐ

女性 35 関東 環境破壊を防止する取組みについて。

男性 65 関東 環境破壊防止の取り組みと技術、

男性 19 関東 環境破壊抑制（特に中国）

男性 38 関東 環境負荷の低い技術や製品をアピールしてほしい

女性 39 関東 環境保護

女性 30 関東 環境保護

女性 42 関東 環境保護

女性 58 関東 環境保護

男性 55 関東 環境保護

女性 40 関東 環境保護

女性 43 関東 環境保護

女性 41 関東 環境保護

男性 40 関東 環境保護

女性 53 関東 環境保護

男性 56 関東 環境保護

男性 63 関東 環境保護

女性 28 関東 環境保護

男性 31 関東 環境保護

男性 22 関東 環境保護

女性 39 関東 環境保護

女性 48 関東 環境保護

女性 29 関東 環境保護

女性 52 関東 環境保護

男性 29 関東 環境保護

女性 30 関東 環境保護

女性 49 関東 環境保護

男性 28 関東 環境保護

男性 46 関東 環境保護

男性 37 関東 環境保護

男性 50 関東 環境保護

女性 39 関東 環境保護
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女性 39 関東 環境保護

男性 25 関東 環境保護

女性 33 関東 環境保護

男性 43 関東 環境保護

男性 37 関東 環境保護

女性 62 関東 環境保護

女性 31 関東 環境保護

男性 36 関東 環境保護

女性 39 関東 環境保護

女性 40 関東 環境保護

女性 37 関東 環境保護

女性 36 関東 環境保護

女性 21 関東 環境保護

女性 50 関東 環境保護

女性 30 関東 環境保護

女性 52 関東 環境保護

男性 39 関東 環境保護

男性 30 関東 環境保護

女性 25 関東 環境保護

男性 21 関東 環境保護

女性 24 関東 環境保護

男性 23 関東 環境保護

男性 27 関東 環境保護

女性 37 関東 環境保護

女性 24 関東 環境保護

男性 24 関東 環境保護

女性 40 関東 環境保護

男性 44 関東 環境保護

男性 23 関東 環境保護

男性 44 関東 環境保護

男性 32 関東 環境保護

男性 30 関東 環境保護

男性 34 関東 環境保護

男性 46 関東 環境保護

男性 21 関東 環境保護

女性 39 関東 環境保護

女性 33 関東 環境保護

男性 41 関東 環境保護

男性 43 関東 環境保護

女性 29 関東 環境保護

女性 36 関東 環境保護

男性 44 関東 環境保護、リサイクル

男性 51 関東 環境保護、リサイクル社会の実現

男性 40 関東 環境保護、技術立国

女性 29 関東 環境保護、最先端の技術

男性 57 関東 環境保護、自然との共生

女性 43 関東 環境保護、自然災害に対する備え

女性 31 関東 環境保護、日本の伝統

男性 42 関東 環境保護。

女性 39 関東 環境保護。

女性 29 関東 環境保護。

女性 41 関東 環境保護。

男性 50 関東 環境保護。

女性 33 関東 環境保護。コミュニケーションの大切さ。

女性 40 関東 環境保護。しかし、こんな万博自体が環境破壊のひとつではないかとも思うが。

男性 32 関東 環境保護。もっとも、万博会場建設で少し自然破壊しているみたいですが。

男性 31 関東 環境保護。京都議定書の締結。
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女性 34 関東 環境保護。自然回帰。

女性 19 関東 環境保護。特に先進諸国に向けて。

男性 29 関東 環境保護。平和。

女性 31 関東 環境保護・CO2削減

男性 46 関東 環境保護・保全をアピールしなくてはならないのに、森を開発して会場を作った矛盾に納

得いかない。

男性 31 関東 環境保護と科学技術の進歩とは、相反するものではないということ。

女性 50 関東 環境保護と開発が共存できるということ

男性 43 関東 環境保護と共生

女性 30 関東 環境保護と経済活動の調和

女性 43 関東 環境保護と世界の平和

女性 42 関東 環境保護と先進技術の共存を訴えられればと思います。

女性 32 関東 環境保護と日本企業の技術力と日本のよさ

女性 48 関東 環境保護と平和

女性 37 関東 環境保護と平和

男性 41 関東 環境保護と平和

男性 43 関東 環境保護と平和

女性 40 関東 環境保護など。

男性 37 関東 環境保護について

女性 36 関東 環境保護について

男性 41 関東 環境保護について

女性 39 関東 環境保護についてアピールして欲しい。

男性 31 関東 環境保護についてメッセージするべきだが、すぐそばに山を切り開いて空港を作ってる様

では、アピールにならないと思います。

女性 19 関東 環境保護についてもっと真剣に取り組もう、という気持ちを伝えてほしいです。

女性 31 関東 環境保護について各国で何が出来るか。

女性 56 関東 環境保護に積極的に取り組んでいる国であること、その技術力をアピールすべきだと思

女性 46 関東 環境保護に対してみんなで考えるべきだ。

女性 37 関東 環境保護に対して声を大にして訴えかけた方が良いと思います。

男性 55 関東 環境保護に対する日本の取り組みについて

女性 22 関東 環境保護に日本が積極的であるということ。

女性 32 関東 環境保護に力を注いでいること

女性 36 関東 環境保護のレベルが、規制数値などで世界より低基準の日本から何をメッセージできるの

男性 51 関東 環境保護の元年としてスタート

女性 50 関東 環境保護の最先端技術

男性 49 関東 環境保護の取り組み

男性 44 関東 環境保護の取り組み、技術

女性 20 関東 環境保護の取り組みに、世界で協力していこう！！

男性 48 関東 環境保護の充実

女性 33 関東 環境保護の重大性と方向性

女性 27 関東 環境保護の重要性

男性 44 関東 環境保護の重要性をアピール！

男性 45 関東 環境保護の推進

女性 44 関東 環境保護の大切さ

男性 42 関東 環境保護の大切さ

女性 33 関東 環境保護の大切さ。

女性 26 関東 環境保護の大切さ。

女性 22 関東 環境保護の大切さ。

男性 29 関東 環境保護の大切さ。国や企業はもちろん、一人一人が環境に配慮することが重要だという

男性 48 関東 環境保護の必要性。環境保護の先端技術。現在の自然破壊の状況。

男性 26 関東 環境保護の本当のあり方を伝えたい

男性 37 関東 環境保護の未来展望。

男性 37 関東 環境保護は企業の負担要素ではなく、企業成長のための投資であることを具体的に提案し

て欲しい。

男性 38 関東 環境保護への意識を個人個人が持つこと。

男性 33 関東 環境保護への取りくみ

男性 37 関東 環境保護への取り組み
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女性 22 関東 環境保護への取り組み

男性 51 関東 環境保護への取り組み

女性 21 関東 環境保護への取り組みなど。

女性 43 関東 環境保護への世界的な取り組み

女性 27 関東 環境保護や平和

男性 30 関東 環境保護や平和等について世界各国の協力。

男性 38 関東 環境保護や保全に対する技術や取り組み

男性 47 関東 環境保護より自然との共存の大切さを全世界に訴えて欲しい。

男性 52 関東 環境保護をどう行っているのかを表現すればいいと思う

女性 31 関東 環境保護を具体的に率先していく姿勢

女性 26 関東 環境保護を推進すること。

女性 38 関東 環境保護を積極的に頑張ってること

女性 56 関東 環境保護を中心とした最新テクノロジーだが、実際問題として万博を開催することによっ

て環境を壊してしまっては元も子も無いと思います。その点の配慮はどうなっているのか

をもっとアピールして欲しいです。

女性 27 関東 環境保護を率先して行い、他国に対しても訴える。

男性 29 関東 環境保護技術

女性 35 関東 環境保護第一にするべき。

女性 41 関東 環境保全

男性 37 関東 環境保全

女性 43 関東 環境保全

女性 58 関東 環境保全

男性 40 関東 環境保全

女性 21 関東 環境保全

男性 40 関東 環境保全

男性 35 関東 環境保全

男性 45 関東 環境保全

男性 41 関東 環境保全

男性 28 関東 環境保全

女性 30 関東 環境保全

女性 42 関東 環境保全

男性 49 関東 環境保全

男性 47 関東 環境保全

女性 39 関東 環境保全

女性 34 関東 環境保全

女性 25 関東 環境保全

男性 38 関東 環境保全

男性 56 関東 環境保全（特に地球温暖化ガス）に強く取り組んでいる国でこれからは、温暖化ガスを有

効利用していく努力をしていく国であること

男性 67 関東 環境保全、一酸化炭素削減の実施。

女性 35 関東 環境保全、平和主義

男性 36 関東 環境保全。平和。

男性 38 関東 環境保全・平和

男性 22 関東 環境保全と科学技術の両立。

女性 26 関東 環境保全と世界平和。

男性 31 関東 環境保全と平和

女性 38 関東 環境保全に取り組むよう呼びかける

男性 43 関東 環境保全に対する姿勢のアピール。

女性 28 関東 環境保全に努める事

男性 25 関東 環境保全の技術開発。

女性 33 関東 環境保全の取り組みと、自然が人間に優しいことを体感できる場にすること。

男性 46 関東 環境保全の重要性を訴える

男性 57 関東 環境保全へのＯＤＡ

女性 20 関東 環境保全を考えた新しい技術が競われていること。

男性 39 関東 環境保全を実践して、いまから中止する

女性 19 関東 環境保全環境保護

女性 27 関東 環境保全等の訴え。
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男性 19 関東 環境保全問題。グローバル化

男性 48 関東 環境面での発信ができればいいなと思います。

男性 56 関東 環境面の取組み

女性 37 関東 環境問題

女性 27 関東 環境問題

女性 31 関東 環境問題

女性 51 関東 環境問題

女性 39 関東 環境問題

女性 35 関東 環境問題

女性 54 関東 環境問題

女性 32 関東 環境問題

女性 44 関東 環境問題

女性 31 関東 環境問題

女性 30 関東 環境問題

女性 56 関東 環境問題

女性 29 関東 環境問題

男性 42 関東 環境問題

男性 27 関東 環境問題

男性 17 関東 環境問題

男性 23 関東 環境問題

男性 30 関東 環境問題

女性 43 関東 環境問題

男性 41 関東 環境問題

男性 28 関東 環境問題

男性 38 関東 環境問題

女性 39 関東 環境問題

女性 37 関東 環境問題

男性 28 関東 環境問題

男性 25 関東 環境問題

男性 37 関東 環境問題

女性 31 関東 環境問題

男性 51 関東 環境問題

男性 36 関東 環境問題

男性 47 関東 環境問題

女性 30 関東 環境問題

女性 36 関東 環境問題

男性 41 関東 環境問題

女性 26 関東 環境問題

男性 28 関東 環境問題

男性 39 関東 環境問題

男性 28 関東 環境問題

男性 28 関東 環境問題

男性 43 関東 環境問題

男性 47 関東 環境問題

女性 18 関東 環境問題

男性 53 関東 環境問題

男性 43 関東 環境問題

男性 28 関東 環境問題

男性 36 関東 環境問題

男性 45 関東 環境問題

女性 30 関東 環境問題

男性 25 関東 環境問題、自然災害など

女性 49 関東 環境問題、万博後のごみ問題

男性 59 関東 環境問題、友愛

男性 32 関東 環境問題。

女性 33 関東 環境問題。

女性 25 関東 環境問題。この世の中で１番強い力をもっているのは自然だと思うから
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女性 44 関東 環境問題。温暖化など子供達の世代が安心して過ごせるような環境を整えるために今でき

ることは何なのかを真剣に考えて欲しい。

男性 40 関東 環境問題。京都議定書を無視するような国がなくなるように。

女性 31 関東 環境問題・世界平和

女性 32 関東 環境問題がどれだけ重要か。

男性 38 関東 環境問題が急務であること

男性 21 関東 環境問題が深刻化している現状を踏まえたうえでのメッセージを望む。

男性 32 関東 環境問題が世界にとって重要だということを訴えてほしい．

女性 32 関東 環境問題が騒がれている中、地球に優しい未来をメッセージすべき。

女性 27 関東 環境問題でしょう、やっぱり。環境破壊による地球温暖化は深刻な問題化と。

女性 36 関東 環境問題では最初いろいろゴタゴタがったが、今一番日本で元気な中部らしく、日本経済

もひっぱてほしい。

男性 38 関東 環境問題で日本がリード牽引役になれるようなこと

男性 45 関東 環境問題とエコ技術

女性 31 関東 環境問題と資源の使い方

男性 35 関東 環境問題と先端技術

女性 54 関東 環境問題などでしょうか。

男性 30 関東 環境問題などをメッセージするべきだと思う

女性 24 関東 環境問題にたいして訴えてほしい

女性 36 関東 環境問題について

女性 37 関東 環境問題について

女性 18 関東 環境問題について。

女性 43 関東 環境問題についての取り組み

女性 17 関東 環境問題についての取り組みをアピール

女性 19 関東 環境問題について一人一人がもっと自覚して真剣に取り組むべきだと思う。誰か一人がや

るのではなくみんなでよくしていかなければ地球はだめになってしまうので。だけど無知

な私達には何をすればいいのかわからないため、もっと具体的にどうしたらいいかなどの

方法を教えるべきだと思う。

女性 27 関東 環境問題について具体的に解決策を提示すべきた。またこういうイベントにアイドルなど

のコンサートなどすべきではない。

女性 15 関東 環境問題について今後の取り組み」

女性 32 関東 環境問題について真剣にはなしやってほしい

女性 35 関東 環境問題について真剣に取り組まなければいけないということ

男性 24 関東 環境問題について真剣に取り組んでいること

女性 20 関東 環境問題について世界で協力し取り組んでいくこと

男性 22 関東 環境問題に興味を持つこと。

女性 32 関東 環境問題に取り組む姿勢

男性 27 関東 環境問題に取り組む必要性

男性 42 関東 環境問題に取り組んでいる姿を世界に見せる

男性 31 関東 環境問題に取組んでいる企業が日本には多いんだということを認識させて欲しいが、東京

で開催していたらそんなことはアピールできないだろう。町がきれいではないから。

女性 30 関東 環境問題に真剣に真剣に取り組んでいる

男性 33 関東 環境問題に積極的に取り組む姿勢

女性 43 関東 環境問題に対して、「本腰を入れて取り組んでいる」という姿勢、そして、見せ掛けだけ

でないその内容。

男性 38 関東 環境問題に対して、なぜ積極的にならねばならないのか。

男性 46 関東 環境問題に対してのリーダーシップ。

女性 33 関東 環境問題に対して考えているというこのアピール。また、世界各国協力して地球を守ろう

というメッセージ

女性 19 関東 環境問題に対し前向きな考えを持つことの必要性をアピールすべきだと思います。

男性 31 関東 環境問題に対するアピールを日本主導で出来ればいいと思う。

女性 22 関東 環境問題に対する取り組み。

男性 51 関東 環境問題に対する日本の姿勢を示してほしい

女性 34 関東 環境問題に不参加の国(特にアメリカ)に対して、環境保護に全ての国が参加することの重

要性をアピールしまくって頂きたい。

男性 29 関東 環境問題に力を入れていること。

女性 35 関東 環境問題の解消
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男性 38 関東 環境問題の共有

女性 29 関東 環境問題の取り組み

女性 51 関東 環境問題の取り組み

男性 39 関東 環境問題の取り組み

男性 25 関東 環境問題の取り組み方

女性 19 関東 環境問題の重大さとその解決策

男性 34 関東 環境問題の重要性

女性 29 関東 環境問題の重要性と、各企業・各国の取り組みの強化

女性 25 関東 環境問題の深刻さ・重要さ

女性 31 関東 環境問題の大切さ

男性 29 関東 環境問題の大切さ。

女性 59 関東 環境問題の大切さをメッセージするべきだと思います。

男性 48 関東 環境問題の日本の取り組みかた

女性 58 関東 環境問題の日本の取り組む姿勢のアピール

男性 29 関東 環境問題への取り組み

男性 44 関東 環境問題への取り組み

男性 26 関東 環境問題への取り組み。

男性 22 関東 環境問題への取り組み。

女性 64 関東 環境問題への取り組みとその先端技術をアピールして欲しい。

女性 29 関東 環境問題への取り組みの強化。とくに、アメリカなど、環境問題に対して消極的な国への

働きかけ。

男性 35 関東 環境問題への取り組み姿勢

男性 47 関東 環境問題への取り組み方、姿勢。

男性 49 関東 環境問題への取組み

女性 39 関東 環境問題への真摯な取り組み方

男性 22 関東 環境問題への積極的な取り組み。

男性 49 関東 環境問題へ一丸となって取り組む姿勢をアピールし、アメリカを始め、各国が京都議定書

を批准し真剣に取り組むように勧める切っ掛けになればと思う。

女性 41 関東 環境問題へ前向きな姿勢

男性 32 関東 環境問題をテーマにしているのに、実際にはその会場を確保するために貴重な森を破壊し

たことを、正直に公表し、謝罪すべき。また、イベントのために貴重な自然を破壊しては

いけないことをきちんと広めて、イベントが終った後は最後まで責任をもって破壊した自

然を何十年かけても復元するべきです。

女性 33 関東 環境問題をもう一度考えさせるメッセージを送って欲しいです。

女性 27 関東 環境問題をもっと重視するように積極的に働きかけるべきだと思う。

男性 20 関東 環境問題を考える

女性 58 関東 環境問題を今後も真剣に考え政策等に取り入れると言う事

女性 19 関東 環境問題等。

男性 19 関東 環境立国

男性 54 関東 環境立国宣言。

男性 37 関東 環境立国日本！！

男性 46 関東 関心が無いと言うより、愛知万博の情報が、全く無い

男性 40 関東 頑張って下さい

女性 22 関東 企業の省エネルギー、環境に配慮した技術力の高さ

男性 33 関東 企業を中心として世界の自然環境保全に取り組む姿勢と、日本の国土の自然の美しさと街

との調和をアピールしてほしい。

男性 30 関東 企業及び国、地方公共団体、そして国民に環境立国となる意識があることをアピールする

必要があるが、現実問題、その意識はあまりにも低い。国内の教育を同時に進行させるべ

男性 31 関東 企業努力による、環境への配慮。

男性 21 関東 机上の空論ではなく、原爆などの経験から得たもの伝えていけばいいと思う。

男性 42 関東 既存の取り組みの更なるアピール

男性 40 関東 期待していますが、週末、夏休み期間の来場者多数時の混雑緩和策に期待しています。

（アクセス方法、パビリオン予約方法等）

女性 31 関東 期待してない。どうせ地元が潤うつもりだったんでしょ。

男性 38 関東 期待はしていない。

男性 32 関東 気球環境の大切さ

男性 48 関東 紀元気のイベント大好き
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女性 39 関東 貴重な海上の森をつぶして作った万博に「自然の叡智」なるテーマで何ができるというの

か全く納得がいかない。どのような言い分があっても森を元には戻せない事をして経済効

果のみを求めた企業の利益追求のみのイベントである。日本はいまだにこんなにおろかな

事をしていますと世界に知られるだけである、先進国として真に愚かしいことである。

女性 29 関東 貴重な自然を壊してまで、万博をする意味。を考えなければいけないということ。

男性 19 関東 偽善的でない本当の自然環境に対する態度を示すべきだと思う

男性 29 関東 技術

男性 55 関東 技術

男性 29 関東 技術が自然に対してどのくらい働きかけてよくしていけるか。

男性 20 関東 技術が進んでいく中で、今一度地球環境にたいして見直していくべきだということを訴え

たい。便利さえゆえに将来自然から見返りがくるかもしれないから。

男性 29 関東 技術で環境に貢献する国であるというイメージ

男性 32 関東 技術と自然の共存

男性 48 関東 技術と自然の調和

男性 33 関東 技術と自然の融合

男性 36 関東 技術と自然の融合

男性 28 関東 技術と自然の融合、新たな価値観を提示していくべきだと思う。

男性 47 関東 技術によって環境と調和する

男性 43 関東 技術の進歩。環境を守る高度な技術の紹介。

女性 37 関東 技術の進歩で環境を守ることができるなら、それは広く世界に発信すべきだと思います。

男性 20 関東 技術の進歩とともに環境保全の意識改革。

女性 21 関東 技術の先進国であること

男性 33 関東 技術の日本，恐るべし

女性 25 関東 技術の発展は素晴らしいけど、自然あっての人間ということ

男性 46 関東 技術の優秀さ。

男性 23 関東 技術や環境の取り組みは世界一であることを示す

男性 30 関東 技術を駆使すればさらに環境に与える影響を少なくできることや、日本の持っている先端

技術を世界にアピールしたほうがよいのではないかと思います。

男性 30 関東 技術を社会のために使うべきだということ

女性 42 関東 技術を生かした自然への還元

男性 29 関東 技術国日本

男性 35 関東 技術先進国であること。

男性 40 関東 技術大国の日本

男性 30 関東 技術立国であるということ。

男性 26 関東 技術立国として、技術で貢献できる環境保護

男性 34 関東 技術立国の国である

男性 51 関東 技術立国日本

男性 37 関東 技術力

男性 29 関東 技術力

男性 41 関東 技術力

男性 47 関東 技術力

男性 15 関東 技術力！

男性 23 関東 技術力。

男性 45 関東 技術力。

女性 35 関東 技術力で環境問題に取り組んでいること

男性 55 関東 技術力で地球環境を守る

男性 26 関東 技術力とか、環境とかで大いにアピールしてほしい。公共交通で行きやすくして行きやす

いようにしてほしい。

男性 44 関東 技術力により持続可能な地球環境に貢献する事

女性 18 関東 技術力の高さを世界に知らしめる。世界各国との交流を一般庶民にも体験させてグローバ

ルな考え方を促進。。地球環境保護へもっと前向きに取り組む。

女性 53 関東 技術力の豊富さ

女性 29 関東 巨額の資金を使ってするほどのことかわからない。世界で起きている様々な現状（地震、

台風、戦争など）に対して、今はもっと現実的になるべきでは・・・？

女性 68 関東 京都で決まった郊外をなくすことを離船してするべきだと思います。

男性 34 関東 京都を勧めるためのアピールをして欲しいです

女性 19 関東 京都議定書
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男性 33 関東 京都議定書

男性 56 関東 京都議定書で取り決めた、温暖化ガスの削減目標の達成。

女性 35 関東 京都議定書に印を押さないアメリカ

男性 49 関東 京都議定書の完全実施と、成果

女性 58 関東 京都議定書の実行を早急にすべきと言う事をこのテーマをとおして世界にアッピールして

行くべき。

男性 38 関東 京都議定書の重要性を米中にわからせてやること

男性 33 関東 京都議定書の遵守

男性 30 関東 京都議定書の遵守と省エネの実情（例えば、太陽電池が省エネと言っているのは本当

男性 33 関東 京都議定書の批准

男性 33 関東 京都議定書への参加を世界（特にアメリカ）に呼びかけてほしい。

男性 49 関東 京都議定書をきちんと実行せよ。中国に対して、野放図状態ではいけない。もう発展途上

国ではない。

男性 35 関東 京都議定書を基にした環境問題について

男性 35 関東 京都議定書を蹴ったアメリカ国民に、自然と地球の尊さを教える。アメリカの正義が、世

界・地球の正義でないことを訴える。

男性 24 関東 京都議定書を推進し、環境問題でも先進国となって欲しい。

男性 37 関東 京都議定書を推進する中心国家のアピール

男性 33 関東 京都議定書遵守！！

女性 32 関東 京都議定書発効も兼ねての環境問題

女性 36 関東 京都宣言を守ろう

男性 64 関東 共栄、共存

女性 28 関東 共存

女性 32 関東 共存していこうという感じ

男性 44 関東 共存共栄

女性 46 関東 共存共栄

男性 45 関東 共存共栄

男性 45 関東 協調

男性 21 関東 協調性を持ちましょう！！

女性 29 関東 協力

女性 41 関東 強調すべきメッセージはいらないのではないかと思う。

女性 30 関東 狭い土地の日本の緑が失われているのだから、メッセージすべき事はないと思う。

女性 29 関東 近い将来の環境の悪化状態。今なにをすべきか。

男性 38 関東 近代文化と自然との調和

男性 53 関東 近年の地球温暖化を、止める為の方法を世界中で考える期間にしていきたい。

女性 26 関東 近年自然災害が多いので、地球規模での環境問題の取り組み方を考える機会にすべきだと

男性 20 関東 金は使うためにある。

女性 36 関東 金儲けだけで、意味がなさそう

男性 44 関東 具体的にはわからない。

男性 40 関東 形だけで終わりそう。愛知の財政、大丈夫かな

男性 31 関東 景気のわるさ

男性 53 関東 経済よりは環境

男性 43 関東 経済効果が少しでも続くように考えましょうお互いに

男性 36 関東 経済効果を優先して万博を開催するために自然破壊を行ったことについて、全世界が反面

教師とすべきというメッセージ

女性 42 関東 経済国日本の環境への取り組み。万博を通しての世界平和の叫び。

男性 49 関東 経済成長と自然の調和

男性 43 関東 経済成長を犠牲にしても自然の保護が大切だということ。

女性 30 関東 経済先進国としての自然との共存

男性 28 関東 経済大国として世界に名を馳せたのだから、これからは、自然保護、自然体験活動、自然

教育、で先進国になるべく世界に宣言してほしい。

女性 23 関東 経済大国日本は環境問題にも積極的かつ具体的に取り組んで、近い将来成果が出せるとい

うことを知らしめてほしい。

男性 52 関東 経済特区

女性 62 関東 経済発展のみではなく環境問題に真剣に取り組んでいる日本。それにしても「愛知万博」

そのもののアピールが弱すぎて開催されることすら知らない人がたくさんいる。
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男性 42 関東 経済発展をいち早く成し遂げた国として、後発の途上国に経済発展のいい面、悪い面を明

確に示すこと。

女性 45 関東 経済優先だけで突っ走ってはいけないと、誰もが思わなければ意味がない。

女性 23 関東 経済力だけでない日本

男性 40 関東 堅苦しい所に親近感を感じない。

男性 43 関東 建造物などで自然を壊しておいて「自然の叡智」もないような感想。

男性 47 関東 見せ掛けで無い環境への取組みを政府、企業、国民がいったいとなって取り組もうとして

いる姿勢。

男性 37 関東 見栄を張らず日本経済も不具合を認知してもらうべきだと思います。

男性 43 関東 謙虚さ。

男性 30 関東 原さんを閉め出した理由。この万博がじつは環境に優しくないという事実。

女性 57 関東 原子力発電を廃止

女性 31 関東 原点にもどった自然との生活について

女性 33 関東 現在、都会にも自然のオアシスを各所に作っていることなどを言ってみてはいかがでしょ

女性 22 関東 現在の環境の問題点とそれについての具体的な対策。今後どのように環境問題に取り組ん

でいくのかなど。

女性 30 関東 現在の自然環境の現状を的確、かつ、分かり易く、知らせ。自然の大切さや偉大さをメッ

セージするべき。

女性 33 関東 現在の地球の状況（温暖化など）について考える事を世界に広めて欲しい。

男性 55 関東 現実問題として自然との共生をメッセージにするには日本は自然を破壊しすぎている。や

はり世界平和ではないか。

男性 46 関東 言い古されているが、世界は一つ、人類みな兄弟というメッセージを再度強くアピールす

べきだと思う。

女性 42 関東 限りある資源や自然を大切にすること。平和、協力。

男性 44 関東 限りある自然と資源の大事さ。

女性 33 関東 限りある自然を愛し、自然界も共に生きているということの確認や、今後私たちが取り組

むべき課題についてわかりやすく、またはっきりとした回答を考えていければ良いと思

女性 39 関東 限りある自然を大切にしよう！

女性 51 関東 限りある石油などに代わる未来のエネルギーを開発していこう！

女性 60 関東 限りある地球の資源を大事に使い次世代に残していこう

女性 22 関東 個人の意見ですが、スローライフ、エコへの取り組み強化、緑の確保。

女性 49 関東 個人の自然への認識

女性 33 関東 古き良き時代をもう一度思い起こすこと

男性 52 関東 公害が注目されてだいぶ改善されてきているがいままで経済優先で壊した地球環境が戻ら

ない限り異常気象をはじめ各種の異変は収まらない金と引き換えの地球破壊を人も含めた

自然の叡智でやめようと呼びかけろメッセージしても菜っ葉の肥やしにならないように

女性 31 関東 公害などの問題の反面教師としての意味も含めた、環境問題への対策。京都議定書の重要

女性 66 関東 公害防止

男性 38 関東 公害防止、各種環境汚染防止、各種生物の保護、人間中心主義の見直しなど

男性 39 関東 公共事業が目的としか思えない

男性 26 関東 工業と環境

女性 45 関東 工業先進国でありながら地球環境にも配慮し製品を産出していること。

男性 42 関東 工業立国での自然を大切にしているところ

男性 56 関東 行ってみたいが。

女性 23 関東 高い知能による、自然の保護

男性 31 関東 高効率エネルギー技術を広告すべき。特にアメリカ向け。

男性 26 関東 高度経済成長時代に壊した自然をここまで取り戻すことが出来た、ということ。

女性 57 関東 国どうしが助け合う精神

女性 32 関東 国を越えた環境対策

女性 51 関東 国を超え、民族を超えて、守らなくてはならないものがある。みんなで手をつなごう。力

を合わせよう。

男性 45 関東 国家としての独立

男性 43 関東 国際協調

女性 24 関東 国際協調。

女性 21 関東 国際性

女性 31 関東 国同士が仲良くなること。

女性 27 関東 国同士の理解
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女性 16 関東 今、国民が望んでいる「平和」について伝えるべきだと思います。

女性 44 関東 今、地球上で起こっている異常な現象や社会問題を真剣に受け止め、自分達に何が出来る

かを世界に提案する。

女性 37 関東 今さら万博で世界にメッセージする必要のあるものを日本が持っているとは思えない

男性 21 関東 今すべきことを認識しよう

男性 29 関東 今のところ特にありません

男性 44 関東 今の時代では、万博の役割は終わったのではないだろうか

女性 30 関東 今の時代に万博などが必要なのか疑問があるので、分からない。

男性 48 関東 今の時代に万博は馴染まない。違う形でメッセージを発信すべき。

男性 32 関東 今の時代に万博をやることが恥ずかしい

女性 37 関東 今の自然破壊の現状を知らせ、何をどうすべきか・・・・という皆で考える機会が出来る

ようなメッセージ

女性 49 関東 今の状況を把握し環境を守っていこう

男性 20 関東 今の人たちがすべきこと

男性 36 関東 今の日本（というか政府）が、世界に対して発信できるメッセージなんて無いと思う。

男性 30 関東 今の日本では世界にメッセージなんてとんでもない！！

女性 27 関東 今の日本の世界における立場

男性 54 関東 今は「万博」を日本のような先進国で開く時代ではないことを知らせる

女性 54 関東 今はもう、万博の時代ではないと思う。上から与えられて何かをするよりも、民間レベル

で世界と交流する時代だと思う。

女性 27 関東 今は自然崩壊が進んでいるので、とめることは不可能だとしても個人個人で極力節約

（？）するべきだと教えるべきではないでしょうか？

女性 36 関東 今までの歴史とこれからの展望

男性 32 関東 今まで意識していなかったので良く分からない

女性 34 関東 今まで興味がなかったので考えたことがありません。

男性 17 関東 今環境を守るのは一人一人の努力

女性 30 関東 今起きている異常気象は、十分すぎるくらい警告と考えられるのでこれ以上取り返しがつ

かなくなる前に、自然保護を強くアピールして欲しい。

女性 41 関東 今後、世界で取り組んでいかなければならない環境保護に対する呼びかけ。

女性 40 関東 今後、日本が提供できるテクノロジーを紹介すること。

女性 38 関東 今後のビジョン

女性 34 関東 今後の環境への取り組みを世界的に積極的に行おうという働きかけ

女性 48 関東 今後の自然保護の協賛やそれに向けての取り組みに関してのイメージを訴えて欲しい

女性 34 関東 今後の地球規模の環境問題。

女性 28 関東 今後の発展は環境保護と切り離せないこと．

男性 55 関東 今更、万博でもないでしょーーー

男性 43 関東 今更、万博で何をやりたいのか理解出来ない。愛知地区の活性化だけですか？

女性 33 関東 今更万博で何を訴えることができるのだろうか

女性 35 関東 今更万博など何の意味もないと思う。環境破壊して設備を建てて、名古屋が意地になって

誘致しただけのものとしか見えない。世界に対して発信すべきメッセージは21世紀の現在

他にあるでしょう？

男性 52 関東 今頃聞いてどうしたいの？？

男性 48 関東 今思い浮かばない

男性 49 関東 今時、「万博」そのものが受け入れられるものか疑問であり、メッセージについての特段

のコメントはなし

男性 41 関東 今時、万博ではないでしょう

男性 42 関東 今時莫大な費用をかけて万博を開催すること自体がナンセンスなので、この万博には何も

期待していない。単に自治体の首長が見栄を張って誘致計画をやったとしか思えない。地

元でやらない限り、見に行く気もおこらない。したがって、この万博から世界へのメッ

男性 20 関東 今取り組み組み始められる環境対策

女性 37 関東 今世界に必要な内容

女性 33 関東 今世界中で起きている異常気象に対して、今後少しでも軽減できるように、真剣に向き合

う重要性を伝えて欲しいです。

男性 25 関東 今生きていられることが、当たり前ではないということ。

女性 35 関東 今日本がすべきこと。お金だけ海外にばらまいているようなきがする

女性 36 関東 今日本に出来ることすべて

男性 34 関東 最近では万博と言っても、インパクトが無い。
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男性 20 関東 最新の技術と自然との上手い融合の形の一例を示すことができれば良いと思います。

女性 22 関東 最新技術が優れているだけではなく、それを活かして環境問題にも貢献できることをア

ピールすべきではないか？

男性 27 関東 最新技術しかない。環境への取り組みといっても、しょせん企業のイメージ戦略としての

内容でしかない様にも思える。

男性 31 関東 最新技術でのエコ

女性 37 関東 最新技術での環境保護。

男性 28 関東 最新技術と環境取り組み

女性 66 関東 最新技術と自然との調和

男性 41 関東 最新技術と自然環境の共存と展望。

女性 32 関東 最先端な技術

男性 32 関東 最先端の環境保護技術について

女性 35 関東 最先端の技術

女性 33 関東 最先端の技術

女性 56 関東 最先端の技術。

女性 38 関東 最先端の技術で自然を保護できること

男性 31 関東 最先端の技術の紹介

女性 29 関東 最先端の技術をつかって、地球環境を改善していこう！

女性 32 関東 最先端の技術を活かしての地球環境の保護

女性 28 関東 最先端の技術等、日本が世界を牽引しているんだ！というところ。

女性 43 関東 最先端の技術力を生かして環境を保護する方法

男性 29 関東 最先端技術

男性 20 関東 最先端技術

男性 28 関東 最先端技術

女性 37 関東 最先端技術をいかに環境保護等に生かしていけるかと言うこと

女性 30 関東 最先端技術を用いて、技術力の高さを発信すべきだと思う。

女性 40 関東 災害が続いたり、環境破壊が問題とされているここ数年の時世にうまくマッチしたテーマ

だと思う。今一度、人間と自然がうまく共存してゆくために生活を見直すよい機会になっ

て欲しい。福祉やエコロジーに遅れを取っている日本を挽回できるよう世界にアピールす

男性 28 関東 災害への対策や環境保護なども含めた自然との共存の仕方

女性 53 関東 災害や環境に対する取り組み

女性 31 関東 昨今の異常気象を危惧すべきだということ。

女性 38 関東 昨今の異常気象を踏まえてもう一度環境破壊の阻止

男性 32 関東 昨年は災害が多かったので、もう一度世界で自然を見直して欲しい

男性 20 関東 産業によって発展してきた日本だがこれからの自然環境のことを考えて生産などの活動を

しようとしているということ

女性 32 関東 残る自然の大切さ

女性 43 関東 残念ながら全く興味がない。金の無駄。これを作るために環境を破壊しているのでは。

女性 51 関東 使い捨て・消費の社会との決別。

女性 26 関東 使い捨てではなく、再利用を推奨し、物を大切にする心を伝えるべきだと思います。何で

も簡単に捨ててしまうからこんなにゴミにあふれるのだと思います。

女性 36 関東 四季の美しい景色などを通じて自然の美しさや、はかなさを守りつつ豊かに暮らす社会

女性 44 関東 資源、エネルギー、自然を守る意思。温暖化へのスピードをおさえるという意思。

女性 39 関東 資源に限りがあり、人はこれからどうするべきか考える場を与える。

女性 33 関東 資源に乏しい国だから、太陽光や風力といった自然エネルギーの利用促進をアピールした

らよいと思う。

女性 33 関東 資源の効率的な有効活用

女性 49 関東 資源の少ない国がどのように自然を大切にし、効率良くエネルギーを作り出して行くか。

男性 60 関東 資源の節約、自然との共生。

女性 43 関東 資源の大切さ

女性 31 関東 資源の大切さと環境改善への先進的な取り組みの姿勢。

男性 55 関東 資源の乏しい日本が、如何に世界の国々に依存しているか。そして、その見返りにどのよ

うな保全対策を実施しているかをアピールする。

女性 30 関東 資源の無駄遣いを反省すること。

男性 41 関東 資源の有効利用、リサイクルの促進

女性 44 関東 資源は限度がある。

男性 24 関東 侍はもう存在しない
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男性 58 関東 持続可能な開発

男性 21 関東 持続可能な開発

男性 19 関東 治安。

男性 55 関東 治安のよさ

女性 45 関東 自国の経済利益優先の資源争いはやめるべきである。特に石油資源などには限りがあり環

境破壊という深刻な問題もあります。それに頼らない生活を実現するためのアイディアを

世界が知恵を出し合うべきだ。

男性 49 関東 自然

女性 26 関東 自然

女性 15 関東 自然

男性 22 関東 自然

男性 58 関東 自然

女性 50 関東 自然

男性 41 関東 自然

男性 63 関東 自然、環境、地球をもっと大切に、自然の叡智というテーマは欺瞞的、所詮いかに人類の

ために自然を上手く利用し、宇宙船地球号を長持ちさせるかという事でないか

女性 55 関東 自然、環境に対応した産業技術

女性 35 関東 自然、平和など

女性 30 関東 自然あっての地球。人間と自然の共存。

男性 39 関東 自然でよい

男性 51 関東 自然といいながら会場をつくるなど環境破壊しているなにをメッセージするのかわからな

い日本はばかですというメッセージなのか

女性 31 関東 自然というテーマを大事にしてほしい。これからの地球の環境が良い方向へ進むように。

男性 22 関東 自然とテクノロジーの共存。

女性 41 関東 自然とともに生きること

女性 30 関東 自然とのふれあい

男性 23 関東 自然とのふれあい。

男性 71 関東 自然との共生

女性 59 関東 自然との共生

女性 53 関東 自然との共生

男性 57 関東 自然との共生

男性 56 関東 自然との共生

男性 50 関東 自然との共生

女性 32 関東 自然との共生

男性 35 関東 自然との共生

女性 34 関東 自然との共生。

女性 36 関東 自然との共生。日本古来の風土と文化が持つ自然との共生イメージ

男性 45 関東 自然との共生と日本の技術力

女性 41 関東 自然との共生の大切さ

女性 31 関東 自然との共生の提案

女性 39 関東 自然との共存

女性 32 関東 自然との共存

女性 43 関東 自然との共存

男性 35 関東 自然との共存

男性 40 関東 自然との共存

女性 48 関東 自然との共存

男性 48 関東 自然との共存

女性 41 関東 自然との共存

男性 62 関東 自然との共存

女性 26 関東 自然との共存

男性 50 関東 自然との共存

男性 35 関東 自然との共存

男性 42 関東 自然との共存

女性 34 関東 自然との共存

女性 50 関東 自然との共存

男性 30 関東 自然との共存

女性 33 関東 自然との共存
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女性 31 関東 自然との共存

男性 27 関東 自然との共存、環境保全

女性 25 関東 自然との共存、共生。

男性 41 関東 自然との共存、平和...

女性 42 関東 自然との共存。

男性 43 関東 自然との共存。

女性 32 関東 自然との共存。

女性 35 関東 自然との共存。

女性 47 関東 自然との共存。

女性 40 関東 自然との共存。

女性 40 関東 自然との共存。。。

女性 40 関東 自然との共存。環境破壊の問題提起。

男性 40 関東 自然との共存する技術

男性 42 関東 自然との共存のための科学技術

女性 19 関東 自然との共存の仕方。

男性 42 関東 自然との共存の大切さを訴えるべき

男性 53 関東 自然との共存の必要性。

女性 42 関東 自然との共存を、特にアメリカに向かって発信して欲しい。

女性 33 関東 自然との共存共栄。

男性 30 関東 自然との共存共生

男性 28 関東 自然との協調

女性 22 関東 自然との協和

女性 33 関東 自然との協和、共存について

男性 34 関東 自然との調査を目指している事を世界に伝えればよいと思います。

女性 23 関東 自然との調和

女性 32 関東 自然との調和

男性 34 関東 自然との調和

男性 32 関東 自然との調和

男性 40 関東 自然との調和

男性 29 関東 自然との調和と環境問題の重要性。国同士の相互文化理解。

男性 34 関東 自然とは何かを考えること

男性 46 関東 自然とゆとりと自由

男性 44 関東 自然と一体になった生活

男性 27 関東 自然と科学が一体になって歩めるような世界を作っていくということ。

女性 40 関東 自然と科学の（寄り良い）融合。

男性 33 関東 自然と科学の共生

男性 19 関東 自然と科学の調和

女性 34 関東 自然と科学の調和

男性 57 関東 自然と環境

女性 32 関東 自然と環境の大切さ、共存をしようという姿勢

女性 34 関東 自然と環境をうたうのなら日本のそれにたいする取り組みを。

男性 31 関東 自然と技術の融合。日本は、エコカー・太陽電池など誇れるものがたくさんあるはず

男性 27 関東 自然と技術の融和

女性 43 関東 自然と共に人間は生きているということをみんな考えられればいいと思います。

男性 28 関東 自然と共存

女性 31 関東 自然と共存

男性 32 関東 自然と共存してきた日本の文化

女性 32 関東 自然と共存することの大切さ。

男性 25 関東 自然と共存する東洋的な考え。

女性 44 関東 自然と共存する暮らし。世界平和。

女性 42 関東 自然と共存する方法を世界規模で模索し実行すること。自然を大切にするという意識を統

一すること。

男性 34 関東 自然と向き合った、平和的な生活。

男性 43 関東 自然と最先端の科学技術の融合。日本の科学技術力の誇示。

女性 30 関東 自然と最先端技術との融合

女性 30 関東 自然と資源の大切さ。そのためには、無駄と思えるような展示はやめてほしい。

男性 30 関東 自然と触れ合うことの重要性。
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女性 30 関東 自然と人間がいかに共生していくか。

女性 61 関東 自然と人間との共存

男性 28 関東 自然と人間との共存。自然を守る大切さ。

男性 24 関東 自然と人間とは共存するべきという東洋的思想を、征服に取り付かれている「世界の警

察」と呼ばれている国家に理解させるべきである

男性 40 関東 自然と人間の共生。人間が自然を支配するのではなく、人間がいかに自然をうまく取り入

れて生活していくかを訴える。

女性 30 関東 自然と人間の共存

女性 44 関東 自然と人間の共存。

女性 36 関東 自然と人間の共存をメッセージするべきだと思う。

女性 30 関東 自然と人間の付き合い方

男性 35 関東 自然と人間の良い関係

女性 32 関東 自然と仲良く！

女性 32 関東 自然と調和した生活を大事にしていきたいと思っていること。

男性 38 関東 自然と調和する技術。

女性 53 関東 自然と文化の共生

女性 28 関東 自然と文明との共存

男性 45 関東 自然と文明の共生

男性 30 関東 自然と文明の調和

女性 33 関東 自然と平和

女性 42 関東 自然と平和？

女性 39 関東 自然にたいするメッセージ

女性 34 関東 自然について

女性 47 関東 自然にはまだまだ人類が計れないような力が眠っていると思うので、少しでもその恩恵に

与れるように地球の環境保護をこれまで以上に訴えなければならないと思う。

女性 39 関東 自然にやさしい環境えの取り組み

女性 46 関東 自然による災害が増えている昨今、もっと自然を大切にしよう。

男性 28 関東 自然に帰れ。それが最新。

女性 46 関東 自然に逆らって生きることは出来ない、ということ

女性 54 関東 自然に従う

男性 70 関東 自然に対して謙虚さを失った現代科学文明の反省

男性 35 関東 自然に対して日本もちょっとくらい気を使っているということ。

男性 33 関東 自然に対して負荷をかけることなく共存する方法の提案

女性 42 関東 自然に優しい

女性 32 関東 自然のすばらしさ

女性 32 関東 自然のすばらしさ

男性 49 関東 自然のすばらしさ、大切さを伝えてほしい。

男性 43 関東 自然のすばらしさ。

男性 40 関東 自然の愛し方を、今一度見直して欲しい。

女性 39 関東 自然の叡智

男性 38 関東 自然の叡智

男性 53 関東 自然の叡智といいながら環境を破壊してテーマパークを作ってはいけません

男性 34 関東 自然の叡智という割に、自然を痛めて、派手にやりすぎている印象がつよいのです

女性 18 関東 自然の叡智とともに世界平和

男性 30 関東 自然の叡智と謳ってはいるが、会場建設時に既に大量の山林を破壊している時点でテーマ

は荒唐無稽。世界に何かを発進する価値は無いと思われる。

男性 34 関東 自然の叡智についての万博であるのなら、日本が今、または今後どれだけ自然と共生して

いけるかモデルを提起していくべき。京都議定書も守れないようでは何も言えない

女性 21 関東 自然の叡智は分かりにくいです

女性 27 関東 自然の叡智を訴えるならば、森を切り開いたり、ムダに国際空港作ったりああいったお祭

りみたいなイベントは実施すべきでないと思う。税金の無駄だと思う

女性 25 関東 自然の叡智を謳うくらいなので、環境保全についてのメッセージとして欲しいです。最早

万博は最先端の科学を披露する場ではないような気がします（そういった場は他で設けら

女性 56 関東 自然の環境保護

男性 34 関東 自然の強さと弱さ

女性 45 関東 自然の恵みと脅威への、これまでの経験。
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女性 34 関東 自然の恵みによって私たちは生かされているという事実を改めて認識し、私たち人間の勘

違いを悔い改めるきっかけ作りができたらいいですね。

女性 32 関東 自然の厳しさ（津波、地震など）

女性 26 関東 自然の素晴らしさと、それを維持するべきものだと再認識すること。

男性 51 関東 自然の尊厳

女性 28 関東 自然の大事さ

女性 31 関東 自然の大事さ

男性 34 関東 自然の大事さ、環境への配慮をすべての人が考えるきっかけ作り

女性 41 関東 自然の大切さ

女性 29 関東 自然の大切さ

女性 33 関東 自然の大切さ

女性 29 関東 自然の大切さ

男性 26 関東 自然の大切さ

女性 44 関東 自然の大切さ

男性 15 関東 自然の大切さ

女性 23 関東 自然の大切さ

男性 44 関東 自然の大切さ

女性 21 関東 自然の大切さ

女性 45 関東 自然の大切さ

女性 43 関東 自然の大切さ

女性 44 関東 自然の大切さ

女性 33 関東 自然の大切さ

男性 29 関東 自然の大切さ

男性 38 関東 自然の大切さ

女性 41 関東 自然の大切さ

女性 59 関東 自然の大切さ

女性 27 関東 自然の大切さ

女性 39 関東 自然の大切さ

男性 32 関東 自然の大切さ

女性 26 関東 自然の大切さ

女性 23 関東 自然の大切さ

男性 26 関東 自然の大切さ

女性 31 関東 自然の大切さ

男性 49 関東 自然の大切さ

男性 45 関東 自然の大切さ

男性 40 関東 自然の大切さ

男性 29 関東 自然の大切さ

男性 36 関東 自然の大切さ

男性 43 関東 自然の大切さ

女性 31 関東 自然の大切さ

男性 23 関東 自然の大切さ

女性 47 関東 自然の大切さ

女性 35 関東 自然の大切さ

女性 19 関東 自然の大切さ、温暖化防止への取り組みなどをアピール。

女性 27 関東 自然の大切さ、環境の保護

女性 40 関東 自然の大切さ、環境保護

女性 21 関東 自然の大切さ、環境問題への危機感

男性 54 関東 自然の大切さ、自然の脅威、自然に触れ合う大切さ（心がやさしくなれる）

女性 19 関東 自然の大切さ、守っていくべきものとその責任

女性 30 関東 自然の大切さ、守っていこうとする姿勢を示すべき

女性 42 関東 自然の大切さ、重要さ

女性 46 関東 自然の大切さ、平和。

女性 27 関東 自然の大切さ、緑の大切さ、戦争のむなしさ

男性 53 関東 自然の大切さ。

女性 32 関東 自然の大切さ。

女性 37 関東 自然の大切さ。

女性 30 関東 自然の大切さ。
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女性 46 関東 自然の大切さ。

女性 33 関東 自然の大切さ。

女性 19 関東 自然の大切さ。

女性 18 関東 自然の大切さ。

女性 36 関東 自然の大切さ？

女性 33 関東 自然の大切さ・命の尊さ

女性 28 関東 自然の大切さかな。出来れば鳥の巣を壊さないで万博をしようとか。

女性 40 関東 自然の大切さすばらしさを再認識してもらい、守るために一緒に努力していこうという

男性 54 関東 自然の大切さです

女性 29 関東 自然の大切さと共存

女性 30 関東 自然の大切さと共存

女性 44 関東 自然の大切さと世界平和

女性 32 関東 自然の大切さと世界平和の大切さ

女性 33 関東 自然の大切さと生命のすごさやたくましさ。

女性 35 関東 自然の大切さはもちろんですが、未来のために、危機感を持って考えようと思えるような

メッセージを伝えていくべきだと思います。

女性 23 関東 自然の大切さは十分分かっていると思うので。何をすべきか、何から出来るかという提

女性 34 関東 自然の大切さをアピールしてもらいたい

女性 19 関東 自然の大切さをもっとアピールしていったらいいと想う。

女性 41 関東 自然の大切を再確認する。

女性 45 関東 自然の美しさ

女性 25 関東 自然の保護

男性 40 関東 自然の保護

女性 19 関東 自然の保護

女性 30 関東 自然の保護

女性 36 関東 自然の保護

女性 22 関東 自然の保護

男性 19 関東 自然の保護です。

男性 68 関東 自然の保存

女性 34 関東 自然の豊かさ。反対に恐ろしさ。（温暖化がもたらすいろいろな影響力）

女性 47 関東 自然の豊かな日本の美しさや価値を知らせ、その大切さ、今後の人間のするべきことをア

ピールしてほしい。絶対に自然を破壊しながら、施設を作るようなことはしてほしくな

い。儲け主義に走ってほしくない。

女性 31 関東 自然の力との共存

女性 39 関東 自然の力を感じ、もっと何ができるか、何をしなければならないかを再確認する

女性 47 関東 自然は一度壊したらなかなか元には戻らない。だから今できることを一人一人がやってい

男性 45 関東 自然は次世代に伝えていくもの

女性 38 関東 自然は大事

女性 13 関東 自然は大切と言う事を伝えたらいいと思います。

男性 37 関東 自然へのいたわり

女性 21 関東 自然への愛

男性 53 関東 自然への回帰、自然保護、低公害社会

男性 39 関東 自然への回帰、緑の大切さ、京都議定書の遵守

女性 31 関東 自然も人間も大切

女性 28 関東 自然や環境に対して本当に何かする気があるならば、はやく二酸化炭素の排出量を減ら

し、示してみせることが大事だと思う。

男性 36 関東 自然や環境の保護・保全の大切さを、アピールして欲しい・・・。

女性 31 関東 自然や環境問題には興味があるが、今はなにより平和な世の中（日本国内も）にするには

どうすべきかを考えてほしい。

男性 34 関東 自然や資源を大切に

男性 35 関東 自然を、地球を大切に、というのは先進国だからこそ言える言葉だと思う。しかし、それ

を言わなければならないのも先進国だ。これからの人類のあり方を模索する／提唱するよ

うな国に日本がなれたらと思う。
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女性 31 関東 自然を～というコメントなどが頻繁に使われる昨今ですが、ワタシたちも自然の一部で

あって、人の手が入っていないところを自然と表現することは間違っているのではと常々

思っています。「ひとのふりみて、わがふりなおせ」という言葉がありますが、それでは

遅いのだということで、自分達の国から新しいことをどんどん世界に発信していただきた

いと思います。万博自体が行ったことがないので、とても楽しみです。

女性 36 関東 自然をうたうのであれば、現代の化学の進みすぎた社会を反省し、地球温暖化防止に取り

組んで欲しい。電車や公共施設会社内では過度の冷暖房は必要ないと思う。

女性 31 関東 自然をしらしめたい

男性 29 関東 自然をテーマにしながら、自然を切りひらくという矛盾をどう説明するのか

女性 41 関東 自然をテーマにするのにコンクリートジャングルに世界の人々を招待するとは不思議なこ

とだと思います。テーマは進化する科学かと思っていました。

女性 39 関東 自然をどう守っていくか

女性 37 関東 自然をむりやり破壊するようなことがないように・・・

男性 35 関東 自然を愛する国民性

女性 28 関東 自然を愛する心

女性 36 関東 自然を壊して、自然でない建物を建てて、「自然」をテーマにした万博を開く意味が分ら

ない。ので、主催者の自己満足をみたすようなメッセージを送れば良いと思います。

男性 46 関東 自然を壊しているのになぜ環境に対する取り組みをメインにしているのか全くわからない

ので世界の前に日本国民に説明すべき！！

男性 35 関東 自然を語るには日本を知ってもらう、日本の自然を知ってもらうのが良いと思う。地震に

ついても不安視されている点もあるが日本の自然はこうであるということをメッセージし

女性 50 関東 自然を考えながら、科学の進歩

男性 27 関東 自然を考え直す時期が来ました～

女性 19 関東 自然を残した国に対し、あまり自然を保持しきれていない日本がメッセージを送るのは難

しい。どうやって発展とのバランスをとっていくか、もしくはもっと精神的な意味で自然

の叡智を伝えられたらよいと思います。

男性 38 関東 自然を残す

女性 33 関東 自然を残すこと、昔の光景の復活

男性 34 関東 自然を支配するのではなくて、共存していくという古来からの考え方を発していくべきだ

と思う。人は自然がなくては生きてはいけないのだから。

女性 32 関東 自然を守っていくということ

男性 55 関東 自然を守り、人間を守る技術

女性 34 関東 自然を守る

女性 35 関東 自然を守る、育てる、といった事が伝われば良いと思う

女性 35 関東 自然を守る・大切にする。環境問題は未来の地球上の全てに関わってくるものなので真剣

に考えましょう。

女性 44 関東 自然を守ること

男性 41 関東 自然を守ること、それに必要な人をどう育てるか

女性 45 関東 自然を守ることの大事さ

男性 39 関東 自然を守ることの大切さ。

女性 44 関東 自然を守るためには、どうしたらよいか

女性 27 関東 自然を守るために今しなくてはいけない事を明白に。

女性 26 関東 自然を守るなんて言って森を削ってお金をかけて開催してアホらしい。無駄だと思うの

で、それが伝わるといいです。

女性 38 関東 自然を守る大切さをメッセージして欲しいと思います。

女性 27 関東 自然を守る理由と、その具体的な方法

男性 49 関東 自然を生かすこと、自然の中で生きること、工業化がこれらと共存できること。

男性 26 関東 自然を大事にしなければいけない。単純だけどこれだけだと思う。

女性 41 関東 自然を大事にしよう。

女性 29 関東 自然を大事にしようということ

女性 32 関東 自然を大事にし守っていく

女性 58 関東 自然を大事にすること。

女性 37 関東 自然を大事にすること。

男性 32 関東 自然を大事にすることの大切さ

男性 34 関東 自然を大事にする事

女性 30 関東 自然を大事にみんな仲良く
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女性 21 関東 自然を大事に人を大事に

女性 25 関東 自然を大切に

女性 29 関東 自然を大切に

女性 57 関東 自然を大切に

男性 16 関東 自然を大切に

女性 24 関東 自然を大切に

女性 28 関東 自然を大切に

男性 39 関東 自然を大切に

女性 20 関東 自然を大切に！！

男性 30 関東 自然を大切に。

女性 37 関東 自然を大切に。そして自然の恐ろしさ

女性 58 関東 自然を大切に。今は人間が自然をどんどん壊しているような気がするから。

女性 26 関東 自然を大切にしつつ、新しい技術を紹介していくというテーマが非常に面白いと感じてい

ます。チケットにICチップを取り付けるなど、細かいところまで新しい技術を投入してい

ると紹介されているので非常に楽しみにしています。

女性 29 関東 自然を大切にして地球を愛する気持ち

女性 28 関東 自然を大切にしないと日本はだめになる

女性 38 関東 自然を大切にしよう

女性 28 関東 自然を大切にしようCO2を減らそう

男性 40 関東 自然を大切にする

女性 29 関東 自然を大切にする。

女性 34 関東 自然を大切にするがテーマだとすれば，万博に向けての空港の設置や会場の整備などで自

然破壊が起こっていたことは，地元住民の反対も聞こえていたことで明らかだと思う。そ

のあたりを挽回するだけの内容を期待する。

女性 41 関東 自然を大切にすること

女性 37 関東 自然を大切にすること、世界平和を目指す事。

男性 39 関東 自然を大切にすること。

女性 23 関東 自然を大切にするための技術・取り組みを地球の全員が考えなければいけないこと。

女性 31 関東 自然を大切にする気持ち

女性 60 関東 自然を大切にする平和な国家

女性 37 関東 自然を大切に自然と共存しよう

女性 57 関東 自然を大切に守り、地球環境の保護。

女性 54 関東 自然を大切に争いのない世界になるように

女性 48 関東 自然を大切に暮らしている、というアピール

男性 38 関東 自然を破壊しているイメージがある

女性 30 関東 自然を破壊してどんどんいらない高速道路やダムを建設している国家が、世界に対して

メッセージなど送れないと思います。

男性 43 関東 自然を破壊してまで、公共事業は必要か。

男性 32 関東 自然を破壊して作った場所で「自然の叡智」とは？まぁーそんなもんかな、この国の通

称”偉い”と言われてる人達の考えは。それと利権がらみもすごいですよ。でも、子供た

ちには楽しんで貰いたいとおもいます。夢は見れます。

男性 54 関東 自然を破壊して自然の叡智とは解せない。何を考えているのか意味不明

女性 55 関東 自然を保護するために愛知万博は開催されるべきでなかった。

女性 40 関東 自然を銘打っているのなら、あまりお金をかけずに素晴らしいイベントを行えること。

男性 27 関東 自然を利用した金儲けの方法

女性 39 関東 自然愛護

女性 34 関東 自然云々するならば、万博をしないことが一番かと思う。

女性 44 関東 自然温存

男性 27 関東 自然回帰。三宅島周辺海域はこの５年（噴火のため避難していた）で驚くほど生物が繁殖

した。これを教訓とし、自然を守り、発展させていくことを主張しリーダーシップをとる

女性 23 関東 自然界と人間の世界の共存と、世界の平和

女性 27 関東 自然環境、平和の大切さ

女性 27 関東 自然環境との共生、平和について

女性 29 関東 自然環境との共存

男性 35 関東 自然環境と人間の生活のかかわりかた

男性 22 関東 自然環境のことを考えて経済活動をしていくこと。

男性 44 関東 自然環境の維持
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男性 28 関東 自然環境の回復

女性 22 関東 自然環境の見直し。

男性 41 関東 自然環境の国際協力

男性 56 関東 自然環境の取り組みかた

女性 26 関東 自然環境の大切さ

女性 24 関東 自然環境の大切さ

女性 24 関東 自然環境の大切さ。

男性 36 関東 自然環境の大切さを訴えること。

男性 25 関東 自然環境の変化

男性 36 関東 自然環境の保護

女性 40 関東 自然環境の保護

女性 42 関東 自然環境の保護

女性 39 関東 自然環境の保護

女性 31 関東 自然環境の保護

男性 41 関東 自然環境の保護

女性 40 関東 自然環境の保護、地球に優しい企業のとりくみとか

女性 34 関東 自然環境の保護、平和

女性 65 関東 自然環境の保護。

男性 48 関東 自然環境の保護。

女性 65 関東 自然環境の保護。

女性 48 関東 自然環境の保護。

男性 62 関東 自然環境の保護です。

女性 26 関東 自然環境の保護と日本のイメージアップ

男性 35 関東 自然環境の保護に力を入れているということ

女性 44 関東 自然環境の保護の推進などです。

女性 32 関東 自然環境の保護の大切さ

女性 32 関東 自然環境の保存

男性 31 関東 自然環境への見直し

女性 26 関東 自然環境への取り組みは先進国として伝えていかなければならないと思う。

男性 23 関東 自然環境への配慮。企業利益だけでなくイメージ作りも大切だということ

女性 36 関東 自然環境をどうするか？

男性 32 関東 自然環境を考えた技術の紹介

女性 44 関東 自然環境を守り共存する努力

男性 43 関東 自然環境を守る技術。

男性 40 関東 自然環境を守る事の大事さを訴えて欲しい。

女性 43 関東 自然環境を大切にする態度

男性 49 関東 自然環境を破壊して会場を設定しておきながら、「環境」を訴えるのは矛盾している。

ヨーロッパの環境先進国からは笑われていると思う。日本の恥なので直にやめて欲しい。

男性 34 関東 自然環境異常について

女性 31 関東 自然環境保護

男性 38 関東 自然環境保護

女性 31 関東 自然環境保護

男性 46 関東 自然環境保護

男性 36 関東 自然環境保護

男性 42 関東 自然環境保護

女性 44 関東 自然環境保護。

女性 44 関東 自然環境保護に対して取り組む姿勢

女性 33 関東 自然環境保護の重要さ。海外の方にはまだ知られていない日本の自然の美しさ。

女性 35 関東 自然環境保護の重要性

男性 27 関東 自然環境保護の重要性。

男性 28 関東 自然環境保護の先進的取り組み

女性 26 関東 自然環境保護の大切さ。

女性 70 関東 自然環境保護を訴えるべきだと思う。

女性 39 関東 自然災害が多い日本なので、自然と共存していくすべをメッセージすべきだと考えます。

女性 37 関東 自然災害が多く起こる中で、自然破壊をもっと真剣に考えるべき

女性 36 関東 自然災害についての情報交換
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女性 33 関東 自然災害の多い現在、温暖化問題など、世界が1つになって自然を守るよう協力すべきで

あるということ。

男性 67 関東 自然重視。

女性 38 関東 自然等を保護しつつ発展していくこと。

女性 42 関東 自然破壊

男性 40 関東 自然破壊＝愛知万博

女性 39 関東 自然破壊が巻き起こすさまざまな問題を広く分りやすく伝えて欲しい。個人レベルで出来

る事を教えて欲しい。

女性 46 関東 自然破壊が地球に与える悪影響の恐ろしさ

男性 52 関東 自然破壊などの環境問題に対する心構え

男性 49 関東 自然破壊について認識を持たせる

女性 32 関東 自然破壊の影響でかはよくわからないが、最近自然災害が多発しているので、もっと自然

を大事にしようということを伝えたい。

女性 39 関東 自然破壊の恐ろしさを伝えて欲しい

男性 55 関東 自然破壊はだめだ～

女性 29 関東 自然破壊や環境汚染など世界的に考えなければいけないと思います。

女性 39 関東 自然破壊をいかに防げるかを伝えるべきだ。

女性 19 関東 自然破壊をしているのは、日本のような先進国なのに、お金を出して解決しようとするの

はどうかと思う。なんでもお金を出せばいいというものではない。

女性 45 関東 自然破壊をしない

女性 39 関東 自然破壊をせずに生活していく方法を見つけよう。

女性 32 関東 自然破壊をなくす事

男性 27 関東 自然破壊者のイメージを取り除いて欲しいがちょっと無理かな？自然破壊者も自然環境の

事を考え始めましたよ～位でいいかな。

女性 27 関東 自然破壊撲滅

女性 43 関東 自然保護

女性 26 関東 自然保護

女性 36 関東 自然保護

女性 55 関東 自然保護

女性 23 関東 自然保護

女性 43 関東 自然保護

女性 37 関東 自然保護

女性 29 関東 自然保護

女性 32 関東 自然保護

女性 49 関東 自然保護

男性 30 関東 自然保護

男性 54 関東 自然保護

女性 41 関東 自然保護

男性 33 関東 自然保護

女性 20 関東 自然保護

男性 43 関東 自然保護

女性 43 関東 自然保護

男性 69 関東 自然保護

女性 36 関東 自然保護

女性 44 関東 自然保護

女性 33 関東 自然保護

男性 34 関東 自然保護

男性 20 関東 自然保護

女性 20 関東 自然保護

女性 32 関東 自然保護

女性 20 関東 自然保護

男性 41 関東 自然保護

女性 30 関東 自然保護

女性 14 関東 自然保護

男性 42 関東 自然保護

女性 29 関東 自然保護

女性 57 関東 自然保護
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女性 35 関東 自然保護

男性 42 関東 自然保護

男性 29 関東 自然保護

男性 44 関東 自然保護

男性 44 関東 自然保護

女性 56 関東 自然保護

男性 38 関東 自然保護

男性 37 関東 自然保護

女性 31 関東 自然保護

女性 39 関東 自然保護、育成の推進

女性 56 関東 自然保護、環境問題にこれからどの様に取り組んでいくか・・・ということを訴えていっ

て欲しいと思います

男性 51 関東 自然保護、自然エネルギの利用拡大

女性 20 関東 自然保護、世界平和

男性 40 関東 自然保護、地球温暖化防止など

男性 48 関東 自然保護、平和、安全

男性 69 関東 自然保護、無限の自然エネルギー活用、環境整備による自然とに共棲

女性 26 関東 自然保護。

男性 53 関東 自然保護。自然環境の大切さを全世界に発信すること

男性 43 関東 自然保護とエネルギー

女性 22 関東 自然保護とリサイクル

男性 40 関東 自然保護と環境

男性 35 関東 自然保護と企業の生産活動との調和のとれた未来を提示すること。

女性 36 関東 自然保護と新技術のアピール

男性 38 関東 自然保護と世界平和

女性 38 関東 自然保護と世界平和

女性 57 関東 自然保護などとともに人間個人としての人格，命の大切さを強くうったえて欲しいと思い

女性 36 関東 自然保護に対する取り組み姿勢

女性 26 関東 自然保護の重要性

女性 24 関東 自然保護の世界的取り組み（連携）

女性 30 関東 自然保護の大切さ

男性 31 関東 自然保護の大切さ。日本技術のすごさ

女性 34 関東 自然保護への呼びかけ

男性 57 関東 自然保護への取り組み

女性 31 関東 自然保護への取り組みの必要性

男性 42 関東 自動車の自慢をしないこと

女性 32 関東 自分たちの暮らす地球の環境をもっと考える。（再生できるものはする。など）

女性 30 関東 自分の住む地球環境を見直し、自然に触れる事で環境への取り組みに対して個人個人が未

来の地球を救う自覚を持ってほしい。

男性 21 関東 自分は愛知万博は環境対策に力を入れているものと認識しているので、環境保護。

男性 55 関東 自由と先進性

男性 44 関東 自由と平等を支える、責任を果たすこと。

男性 31 関東 自立する日本

男性 39 関東 失敗と、言われないようにがんばって下さい。

女性 31 関東 実際、どういった内容かもわからないのでコメントしづらいですが、テーマが「自然」と

いうことであれば、「自然に国境はない」ということでしょうか。

男性 50 関東 実際に何かを行って降下を数字でだすこと。最先端の技術で環境にやさしく実用可能であ

る製品を紹介すること

女性 31 関東 主権国家であること

男性 34 関東 主旨がよくわからない

男性 29 関東 取り立てて賢くない催しなどは行わず、自然体で臨むこと。世界に対して自然の大切さ、

人として調和・強調の大切さなどを発信すべき。

女性 31 関東 守られてきている自然の美しさ

女性 41 関東 趣旨が、よくわからないし、かなり自然問題で騒がれたけど、なんか、うやむやにされ

て、結局おしきったのね。。って感じ。

女性 39 関東 宗教観も含めて日本人は古来から自然と共存して暮らしてきたことをアピールすべき
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女性 53 関東 修復不能なまで自然破壊をしてきた人間のこれから出来ること、しなくてはいけないこと

を強くアピールしていって欲しい。たんなるお祭りイメージとしての万博で終わらせない

女性 44 関東 住みよい地球

女性 33 関東 助け合いの精神

女性 31 関東 助け合い様々なことで困っている国に援助を

男性 46 関東 商業工業の自然との調和。

女性 27 関東 将来の環境を考えたエネルギー開発と生活。

男性 41 関東 将来の自然との共存を可能にするための技術

女性 31 関東 将来の世界があるべき姿。

男性 37 関東 将来の地球環境に対する取り組みについて

女性 43 関東 将来の地球環境の保全

女性 20 関東 小さなことでも環境に対して何かアクションを起こす事が大事ということ。

女性 33 関東 少なくとも環境後進国でないこと

女性 27 関東 少子化について、真剣に取り組む必要があること。

女性 43 関東 少子高齢化

女性 48 関東 消費社会をやめて地球に優しい暮らしを示して欲しい

男性 18 関東 省エネ

男性 60 関東 省エネ、エコロジーの先進国

男性 37 関東 省エネ、オゾン破壊問題に対する日本の取り組み状況

女性 52 関東 省エネ、環境保全への努力

男性 35 関東 省エネと環境保護

男性 20 関東 省エネなどの環境に付加をかけない運動

女性 32 関東 省エネの必要性・戦争の無意味

女性 31 関東 省エネや自然共生、環境活動などに対し、個人レベルでも取り組めるように、興味を持て

る万博を開催して欲しいです。

男性 49 関東 省エネ先進国。

女性 28 関東 省資源でもできる万博。

女性 35 関東 詳しい事が良く解らない。

女性 34 関東 場所が不便なところだったような・・・。

男性 29 関東 場所ミス。

男性 44 関東 場所的にＴＯＹＯＴＡさんが、安価なハイブリッドのみにするとか、訴えるのが良い。

男性 40 関東 情報だけでなく、実際に人が集まる（集まるのか？）ことで生まれる、大規模ＯＦＦ会的

女性 38 関東 情報だけでなく、実践。

女性 41 関東 情報発信

男性 41 関東 飾らずありのままで良いのでは。

女性 33 関東 植物を植える。オゾン層の破壊の阻止。

女性 38 関東 色々騒がれたものだったので、イメージが悪い。これと言って何もできないんじゃない？

男性 30 関東 心の平穏

男性 39 関東 新しいエネルギーの利用

女性 26 関東 新しい日本を見せる

男性 33 関東 新しい万博のイメージと、知恵を絞って地球の環境を守る姿勢

男性 40 関東 森の再生

男性 70 関東 森林(緑)の重要性のアッピール。日本の森林の多さとその恵みの重要性の発信。自然とは

手を加えないことではなく、人間以外のあらゆる生物と共存を図ること(技術的、人工的

に)との認識を広めるべき。

男性 34 関東 森林を破壊しておいて、「愛・地球博」といっても説得力が無い。

女性 37 関東 森林保護

女性 20 関東 森林保護

女性 50 関東 身近なことからの環境への取り組み企業の環境への責任

女性 39 関東 身近なことからはじまる世界観。

女性 66 関東 身近に感じない

女性 22 関東 進んだ技術

男性 31 関東 人との繋がり

女性 49 関東 人と環境と共存

女性 44 関東 人のやさしさ

男性 25 関東 人は自然の一部でしかないこと
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女性 26 関東 人間が自然の中でどのようにして生きていくべきなのか、自然と人間という種族との共生

の仕方や考え方など。自然を壊してまで便利な生活がしたいのか・将来の自分たちの子孫

の為に今からやっておかなければならない事は何なのか。せめてその疑問だけでも投げか

けられるようなものであってくれる事を期待したいです。…地元愛知での万博開催なので

私もかなり期待しすぎているかもしれませんね。

女性 38 関東 人間が地球破壊をしているという事実

女性 54 関東 人間と自然との賢い共存

女性 35 関東 人間と自然の共存

女性 46 関東 人間と自然の共存。

女性 36 関東 人間のエゴで環境をこれ以上壊してはならない事を日本も理解していくということ。

女性 61 関東 人間の生活と自然との取り組み、地球環境のエコ対策

女性 19 関東 人間の便利さを追求するだけでなく、ミクロネシアとか地球温暖化の被害を受けて沈んで

しまうかもしれない国のことを考えなければいけないと思います。

女性 29 関東 人間はだれも、地球を大切にすべきである。

女性 34 関東 人間は自然と一緒に生きていくものだという事

女性 34 関東 人間は自然よりも小さい存在であること。守っていくのは、地球規模も問題であること。

男性 28 関東 人間は地球の中心ではなく一部であることを認識し、すべての生物が平和へと結ばれるよ

う願うようなメッセージ。

男性 43 関東 人間も自然の一部であり、自然界全体の中でどうすべきかの問題提起をして欲しい。

女性 28 関東 人間も自然の摂理の中で生かされているということ

女性 31 関東 人種差別をやめよう

女性 48 関東 人的貢献。

男性 44 関東 人類が生き残っていくための叡智と、共感の情報発信

男性 38 関東 人類が地球に与える負荷を解りやすく発信して欲しい。

女性 27 関東 人類には自然が必要だと言う事

男性 33 関東 人類の自然との共存と保全への取り組むをアピール。

女性 44 関東 人類の進歩と環境との共生

男性 58 関東 人類の平和

女性 52 関東 人類の平和。戦争のない平和へのメッセージ。

男性 64 関東 人類を守るのは“自然”、その自然を守るのも破壊するのも“人間自身”。絶滅と破滅へ

の秒読みは、既に始まっている。「今や猶予は無い」ことに、全世界の人たちが如何に気

女性 42 関東 人類愛。

女性 42 関東 人類皆仲良く。

男性 38 関東 人類平和共存

女性 23 関東 世界がひとつになって環境問題に取り組む

女性 42 関東 世界がひとつになって地球環境保護に努めなければならない重要性。

男性 16 関東 世界からは「日本人」というものに対してどうもあまりいいイメージを持っていないよう

なので、それを払拭するようなメッセージ。

女性 43 関東 世界が共に地球を守ること

男性 44 関東 世界が協力しなければならないことがあること

男性 36 関東 世界が注目しているとは思えない

女性 39 関東 世界が注目してくれるというイメージがもてないので…

男性 31 関東 世界でもっとも環境を大切にする国

男性 27 関東 世界で一番平和で、豊かな国だということをメッセージするべきだと思う。

女性 36 関東 世界で今問題になっている地球環境について私たちにもわかるように伝えて欲しいと思

男性 19 関東 世界で最も地球にダメージを与えている国であるという自覚から来る危機感に満ちた訴

女性 37 関東 世界で自然災害が多いので、防災に関することを発信してほしいです。

男性 33 関東 世界で日本が果たせる役割を示すこと。

男性 26 関東 世界で唯一の被爆国として、戦争の多いこの時代に、強いメッセージを送信すべきだと思

男性 44 関東 世界などどうでもよい

女性 32 関東 世界にする前に、国内での認識度を上げる必要があると思う。

男性 20 関東 世界にというか、そのまえにもっと日本国内にコンセプトなどをアピールする必要がある

とおもう。

男性 17 関東 世界にメッセージする以前に、国民に内容がよく伝わっていない気がする。

女性 44 関東 世界に何かメッセージする以前に、日本の政府や企業に言うべきことがあると思うのだが
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女性 50 関東 世界に向けて地球環境の保護のメッセージを発信してほしい。民族紛争やら地域紛争より

こっちのほうが余程大変なことだと思うのだが、大国のエゴもあって、経済の二の次にさ

れているのが不愉快だ。

女性 39 関東 世界に貢献しているということをもっとアピールするべき

男性 39 関東 世界に貢献する日本

男性 16 関東 世界に自然と機械技術の一体化を目指すこと

女性 32 関東 世界に対して、メッセージを送れるとは思わない。

女性 28 関東 世界に対して、よりまず日本の人に理解されてなければ意味がないと思う。万博をやる意

義が私にはわからない。

女性 36 関東 世界に対してではないのですが、万博反対派だった「すえひろまきこ」議員はどこへいっ

ちゃったんでしょうねぇ～

女性 37 関東 世界に対してはもちろんだけれど、国内へのＰＲをもっとしたほうがいいと思う。

女性 30 関東 世界に対してメッセージできるほど、日本国内がしっかりしていないと思うので、特にな

男性 43 関東 世界に対してメッセージは送れないと思う。

女性 26 関東 世界に対してメッセージ性があるということ事態知りませんでしたので、よくわかりませ

女性 50 関東 世界に対してメッセージ性のあるものとは思われないので、よくわからない

男性 36 関東 世界に対しても必要だが、まずは役人天国の日本の内情と改善すべきだ。

男性 21 関東 世界に対してよりもまず日本の一般市民に向けての広報を徹底すべきだと思う。テレビと

か雑誌でもっと宣伝してはどうでしょうか。

男性 39 関東 世界に対するメッセージを必要としているとは思っていなかったので、特にない。（単な

る国内イベントと位置付けていた）

女性 41 関東 世界に対するより日本国内の意識を高めるべきではないかと思います。

男性 39 関東 世界に役立つ日本。金だけじゃない日本！。

男性 56 関東 世界のトヨタをアッピール。

女性 30 関東 世界の環境について（自然保護）

女性 29 関東 世界の環境の危機をもっとつたえるべき

女性 36 関東 世界の協調をメッセージすべき。

男性 46 関東 世界の国々が京都議定書を守ろう！

男性 36 関東 世界の自然環境の実態など

女性 43 関東 世界の人たちと交流が深めればいいなと思う

男性 31 関東 世界の前に、もっと日本でＰＲしないと

男性 44 関東 世界の誰でもが共感できる地球への取り組み

男性 40 関東 世界の中核になる国であることをアピールすべき。

男性 62 関東 世界の平和

男性 59 関東 世界の平和

女性 38 関東 世界の平和

女性 58 関東 世界の平和

女性 43 関東 世界の平和

男性 56 関東 世界の平和

女性 25 関東 世界の平和。

女性 39 関東 世界の平和。

女性 45 関東 世界の平和と安全

男性 32 関東 世界の友人であること

男性 27 関東 世界は一つ

男性 62 関東 世界は一つである事

女性 36 関東 世界は一つの自然で成り立っている。

女性 56 関東 世界は単に経済発展をめざすだけでなく自然環境を大切にしなければならないこと。

女性 30 関東 世界への前に、日本国内にもっと告知するべき。

女性 41 関東 世界みんな、同じ人間だということ。

女性 55 関東 世界も良いがもっと自分の国を見つめるべきだ。それからでも遅くはない。

女性 25 関東 世界よりもまず日本から

男性 31 関東 世界より日本をもっと良くして欲しい。

男性 27 関東 世界レベルでの環境保護

男性 25 関東 世界をリードしていくという意気込み

男性 23 関東 世界をリードする国としての日本のアイデンティティ

女性 28 関東 世界を挙げて環境問題に取り組むこと

男性 39 関東 世界一丸となって地球環境を考えるチャンスである
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男性 23 関東 世界各国との友好

女性 29 関東 世界各地で天災人災戦争…悪いニュースがはびこる中、自然のなかで生きる人間として、

自然との共存、生きるということを改めて考える機会となることを期待します。

女性 38 関東 世界環境の保護

女性 34 関東 世界規模での環境保護…でもこの万博では無理があるかんじ。

女性 33 関東 世界規模での環境保護の必要性。

女性 32 関東 世界交流

男性 22 関東 世界情勢としてあまりいいニュースをみていないから、希望の持てるメッセージを送って

女性 30 関東 世界人類が平和に暮らせること

女性 36 関東 世界全体で環境問題に取り組んでいこうという姿勢。

女性 43 関東 世界全体のことを積極的に考え、関わっていこうとしているということを伝えるとよいと

女性 37 関東 世界中が力を合わせて、環境問題に取り組もう！

女性 33 関東 世界中のみんなが自然に対して感謝・恩恵の気持ちが沸いてくるような万博であること。

女性 22 関東 世界中のみんなで地球や自然、資源を大切にしよう！

女性 27 関東 世界中の人々の少しの積み重ねで、環境保護は進んでいくこと

男性 31 関東 世界調和

男性 34 関東 世界的な環境保護と調和

男性 42 関東 世界的な環境保護や世界平和

男性 48 関東 世界的な規模での地球環境保護活動

男性 48 関東 世界的にみて日本のもつ環境技術の優位性をアピールすべき

男性 34 関東 世界的規模での環境への取り組み

男性 49 関東 世界的規模での地球環境への取り組みの重要性。

男性 38 関東 世界平和

男性 25 関東 世界平和

女性 34 関東 世界平和

女性 31 関東 世界平和

男性 39 関東 世界平和

女性 33 関東 世界平和

男性 27 関東 世界平和

女性 27 関東 世界平和

女性 31 関東 世界平和

男性 43 関東 世界平和

女性 29 関東 世界平和

男性 54 関東 世界平和

女性 28 関東 世界平和

女性 30 関東 世界平和

男性 46 関東 世界平和

女性 25 関東 世界平和

女性 24 関東 世界平和

男性 27 関東 世界平和

女性 33 関東 世界平和

女性 43 関東 世界平和

女性 32 関東 世界平和

女性 33 関東 世界平和

女性 38 関東 世界平和

男性 47 関東 世界平和

男性 31 関東 世界平和

男性 41 関東 世界平和

女性 37 関東 世界平和

男性 41 関東 世界平和

男性 39 関東 世界平和

男性 24 関東 世界平和

女性 23 関東 世界平和

女性 26 関東 世界平和

女性 32 関東 世界平和

男性 16 関東 世界平和

女性 50 関東 世界平和
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男性 38 関東 世界平和

女性 45 関東 世界平和、環境保護

女性 49 関東 世界平和、環境問題

女性 30 関東 世界平和、国際協力。

女性 27 関東 世界平和、自然保護を訴えるべき

女性 56 関東 世界平和、戦争をなくす事。

女性 41 関東 世界平和。

女性 44 関東 世界平和。

女性 39 関東 世界平和。

女性 22 関東 世界平和。

男性 44 関東 世界平和。

女性 31 関東 世界平和。

男性 26 関東 世界平和。

女性 31 関東 世界平和。

男性 19 関東 世界平和。

女性 32 関東 世界平和。エコ意識。自然破壊のもたらす影響。

男性 30 関東 世界平和。環境破壊

女性 37 関東 世界平和。環境問題を身近に。

女性 27 関東 世界平和？

女性 42 関東 世界平和・自然保護

女性 60 関東 世界平和です。戦争を無くそうのスローガンを強く訴えたい。それから地球温暖化の対策

男性 30 関東 世界平和と環境保護。

男性 38 関東 世界平和と環境保全

女性 29 関東 世界平和と環境問題

男性 35 関東 世界平和と共存、協力。先進国の途上国への色々な支援呼びかけ

女性 27 関東 世界平和と今日本が世界の国々に対して出来ること

男性 39 関東 世界平和と人類の明るい未来

男性 35 関東 世界平和と先端技術力

男性 33 関東 世界平和と地球環境

女性 41 関東 世界平和と地球環境保護

男性 48 関東 世界平和に対する貢献度

女性 31 関東 世界平和の願い

女性 40 関東 世界平和をメッセージしたらいいと思います

女性 28 関東 世界平和をより強く訴える。

女性 31 関東 是非世界が注目するイベントになって欲しいが、それよりも優先するべきこと（被災地な

ど）が沢山あると思います。なので個人的には興味が向きません。

男性 62 関東 成功して欲しい

女性 56 関東 成功するか失敗するかあけてみなければわからないのでイメージもそれからではないので

しょうか？

男性 37 関東 正直に言えば、万博には飽きた。

男性 33 関東 生活に余裕がないので考えたくない。

男性 33 関東 生産活動による環境破壊。水産資源の保護。

男性 25 関東 生命の源である地球にこれから人間がなにをすべきか、そして何をしなければいけないか

を考えさせる

男性 45 関東 税金の無駄遣いだと思う

女性 26 関東 昔からある、美しい日本の文化をしってほしい。

女性 25 関東 昔の日本の生活での独特のリサイクルシステムや、現在の取り組みを訴える。

男性 30 関東 積極的な自然環境保全。

男性 29 関東 節約型の万博をアピール。

男性 27 関東 先進技術

男性 36 関東 先進技術による環境への取り組み

女性 24 関東 先進国が先頭にたって環境保護の必要性を強くうったえていくこと

男性 48 関東 先進国が地球環境に対する認識を強めること。発展途上国に対してかつての先進国と同じ

地球環境に対する過ちを繰り返さないような援助をすること。

女性 24 関東 先進国が発展した技術により、排出する、汚染物質をこれからどのように考え対処してい

こうとしているのか、ということ。

女性 55 関東 先進国だからこその自然保護。
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女性 35 関東 先進国での万博開催は意味があるのか疑問。入場者数も年々減って、経済効果も感じられ

ず、むしろ自治体の赤字につながっているような気がする。それならば、途上国で開催

し、その国の置かれている状況などをアピールした方がいいのではないか。

男性 22 関東 先進国としての環境に対する配慮

女性 24 関東 先進国としての環境保護の責任

女性 31 関東 先進国としての責任を、どう果たすか

女性 37 関東 先進国として責任ある行動をするべきだ。

女性 45 関東 先進国として地球温暖化などの環境問題に国をあげて取り組んでいることをアピールすべ

男性 19 関東 先進国として恥ずかしくない環境に対するメッセージ

女性 25 関東 先進国に分類される日本だからこそ、自然保護や自然との共存を訴えていかなければなら

ないと思います。

女性 35 関東 先進国の環境の取り組み

男性 29 関東 先進国の環境への取り組み

男性 25 関東 先進国の環境への取り組み方の現状と指標

男性 45 関東 先進国は、自然環境テロリストであると、、、、

男性 36 関東 先進国中最悪の財政赤字をかかえて，年金や老後，国家財政に対する不安が高まっている

のに，一過性の経済効果しか期待できず，広告代理店を喜ばせるだけのイベントに，多額

の税金を投入すべきではない，ことをメッセージすべき。

男性 31 関東 先進的な環境への取り組みや技術

男性 23 関東 先進的な技術を持っている国であることをアピールする。そして環境問題への取り組みも

アピールする。

女性 24 関東 先進的な技術を披露するのもすばらしいけど少し昔を振り返る一面があっても良いのでは

ないかと思う。日本の躍進的進化も良いけどそれで失った自然は大きいと思う。これから

発展する国には自然との生活も大事にしてほしい。

男性 33 関東 先端科学と自然の共存

男性 38 関東 先端技術

女性 26 関東 先端技術

男性 59 関東 先端技術と自然との調和、融合をいかに組み合わせる事が出来るか。

男性 32 関東 先端技術と自然保護の精神（京都議定書の遂行状況とか）

男性 60 関東 先端技術以外には特にない

女性 35 関東 先端技術開発と環境保護の共生

男性 48 関東 宣伝

女性 31 関東 戦争している場合ではない・・・等

女性 36 関東 戦争するな

女性 27 関東 戦争で使う爆薬などは、自然を壊すものだということ。日本の自然のすばらしさ。

女性 35 関東 戦争なんてしてる場合じゃないってことかな。

男性 49 関東 戦争のない平和

女性 24 関東 戦争の無い世の中。

女性 54 関東 戦争の無い平和な世界。

女性 17 関東 戦争はどんなに危険なものか。

男性 38 関東 戦争や人間皆平等な暮らしと安心な気持ちで暮らして生きたいテロがなくなればいい。餓

えに苦しみのない子供たちがいてほしい、

女性 26 関東 戦争をなくしていくこと。

女性 34 関東 戦争反対

男性 39 関東 戦争反対

女性 43 関東 戦争反対

女性 34 関東 戦争反対（平和）・安心して住める国づくり（ダイオキシンなど、有害物質排除）

男性 21 関東 戦争放棄。武力解除。

男性 43 関東 戦争放棄と環境保護

男性 24 関東 戦争撲滅

男性 35 関東 全くアピール等できていない。厳しい言い方だが、大体何故「いまどき」万博なの

か・・・。大阪万博への懐古なのか、あるいは箱物によるゼネコンへの金ばら撒きか。唯

一期待するのは、これをきっかけとした外国の要人との外交で、政府・関係団体がその重

女性 38 関東 全世界で環境保護に努める

女性 37 関東 全世界で自然を守り地球を守ろう

女性 44 関東 全地球的規模からみて、これからの私たちは、どんな未来を目指していけばよいのか、全

ての人々と共に考えよう。
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女性 26 関東 想像力向上

男性 51 関東 争い・戦争を地球からなくそう

女性 43 関東 争いごとのない平和で自然との共存の出来る地球であって欲しいです。

女性 37 関東 争いのない世界、助け合う世界。一つの国が目立つのではなく・・・・

女性 21 関東 存在を知ってもらうこと。どういう国なのかの誤認を解くこと。ってか、これを気に日本

自体の意識が変わるといいですね。

女性 26 関東 他国の自然を破壊している日本が、えらそうにメッセージなんていうものではないと思い

ます・・・やるとしたら、どれだけ再生に力を尽くすか、またその方法、実現のための予

定等。予定で終わらないように。

男性 44 関東 多少のコストはかかっても、環境対策が必要だ

男性 41 関東 体験することの大切さ

女性 30 関東 大気汚染などを防ぐ技術

女性 72 関東 大阪万博では岡本太郎の強烈なイメージに惹かれて真夏の暑さにもめげず子供をつれて

行ったが、今回は一体何が目玉なのかぴんとこない。

男性 46 関東 大阪万博ほど世間が騒がないので特に興味がわかない。

女性 41 関東 大事な自然の重大さ

女性 33 関東 大自然を敬い、慕う心。

男性 41 関東 大鷹の生息地を潰しての開催に嫌悪する

男性 45 関東 大量消費はやめて一日衣食住にありつけ行くことに転換するように率先して訴える必要が

男性 32 関東 大量消費社会からの転換

男性 30 関東 大量生産大量消費の時代からリサイクル、省エネ等の取り組みを積極的に行う姿勢

女性 27 関東 第一に平和。次に自然保護

男性 34 関東 誰もが簡単にでき、またそうすることが当たり前になるような、地球環境保護のきっかけ

になるものであってほしい。

女性 51 関東 単なる景気対策

女性 41 関東 単なる経済効果としか考えられない。もっと世界に対して発信できるメッセージは別にあ

女性 27 関東 知っている人も世界では少ないと思うので、知るところから屋って欲しい。

男性 37 関東 知らない

女性 33 関東 知らないので何とも言えない

男性 32 関東 知恵

男性 52 関東 地域、人種を越えた交流

女性 15 関東 地域のグローバル化

男性 49 関東 地球・自然環境を大切にしている日本人

男性 38 関東 地球が育んだ財産の保護と共存？

男性 17 関東 地球が危機的状況にあることを愛知万博を通して伝え、世界が一丸となって取り組めるよ

うになればいいと思う

男性 32 関東 地球が発する悲鳴に耳を傾ける。というようなメッセージ。

女性 40 関東 地球が病んでいるという事実。

女性 45 関東 地球と人間を守ること

女性 28 関東 地球と平和を守る

女性 34 関東 地球について真剣に考えること

女性 66 関東 地球にやさしい取り組みを一生懸命にしている事。

女性 40 関東 地球にやさしい生活

女性 43 関東 地球にやさしい未来をつくる

女性 37 関東 地球にやさしくできること

男性 30 関東 地球に対して環境対策を第一に考えている所をアピールするべきである。二酸化炭素排出

に対して具体的な対策、行動、規制をしているというべき(やっていればですが・・・)。

女性 26 関東 地球に優しい生活？

女性 37 関東 地球に優しい生活を送る。

女性 55 関東 地球に優しい日本

女性 42 関東 地球に優しく、環境に優しく、自然災害が多すぎるので、地球が怒っているので地球を怒

らせないようにＰＲしてほしいと思う。

女性 46 関東 地球のたいせつさ

女性 36 関東 地球のミドリは大切だ。

女性 49 関東 地球の安全を守る事。

女性 32 関東 地球の環境を守る。

男性 61 関東 地球の環境を守るのは個人がそれぞれ考えて出来ることから始めていくことが必要だと考
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女性 30 関東 地球の環境破壊が既に始まっていることを世界中の人がもっと本気で考えなければいけな

い。そして実行しなければいけないこと。

女性 35 関東 地球の環境保護

女性 40 関東 地球の環境保護

女性 23 関東 地球の環境保護

女性 56 関東 地球の環境保護

女性 46 関東 地球の環境保護。

女性 51 関東 地球の環境保護の大切さをアピールする。

男性 48 関東 地球の環境保全を訴えてほしい

女性 42 関東 地球の環境問題

女性 32 関東 地球の環境問題

女性 20 関東 地球の環境問題を真剣に考えて取り組んでいくこと。

男性 56 関東 地球の危機

男性 19 関東 地球の限界

女性 31 関東 地球の自然

女性 40 関東 地球の自然環境の保護

男性 45 関東 地球の自然環境危機

女性 43 関東 地球の自然保護

女性 26 関東 地球の大切さ

女性 38 関東 地球の大切さ

女性 31 関東 地球の大切さ。

男性 21 関東 地球の大切さ。

女性 47 関東 地球の保護

女性 43 関東 地球の保護を真剣に考えよう、自然と共存できる未来を子供たちに残そう。

男性 47 関東 地球の未来と平和。

男性 56 関東 地球の未来について積極的に日本が役割を担う

女性 32 関東 地球の未来のために、今何が出来るのか。

男性 27 関東 地球の命と、愛の尊さ。

女性 28 関東 地球はみんなのものだということ。そしてみんなで守っていかなければならないというこ

女性 41 関東 地球は一つ

女性 34 関東 地球は一つしかないということ。

女性 36 関東 地球は一つしかないのでその地球をもっと大切にしなければいけない。

女性 46 関東 地球は一つだけ、みんなで一つ

男性 43 関東 地球は皆のもの、大切にしましょうというメッセージを伝えてもらいたいです。

女性 33 関東 地球は限りある資源の元に成り立っている。環境破壊、無駄な戦争などもう一度自分の住

んでいる地球に目を向けて考えて欲しい。

男性 33 関東 地球は人間の物ではない。好き勝手は許さない。

女性 14 関東 地球への付き合い方。

女性 39 関東 地球をこれ以上破壊しないこと

女性 37 関東 地球をみんなで大事にしよう。

男性 57 関東 地球をもっと愛しよう。

女性 51 関東 地球を愛すること。

男性 49 関東 地球を愛する姿勢

男性 44 関東 地球を愛する心

男性 50 関東 地球を愛そう

女性 63 関東 地球を守る

男性 48 関東 地球を守る

女性 40 関東 地球を守る。

女性 48 関東 地球を守るためにある程度の努力と犠牲が必要だということを皆で認識すること

女性 38 関東 地球を守るためにすべきこと

女性 45 関東 地球を守るためには、世界がひとつにならなければならない。

女性 44 関東 地球を守る為に今のままではいけない！

女性 30 関東 地球を守ろう

女性 28 関東 地球を大事にしよう。

女性 33 関東 地球を大事にするメッセージを発信してほしい

女性 29 関東 地球を大切に

女性 21 関東 地球を大切に、命を大切に
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女性 28 関東 地球を大切に。

女性 43 関東 地球を大切にしていること

女性 39 関東 地球を大切にする・自然を大切に

女性 46 関東 地球愛

女性 25 関東 地球温暖化

女性 42 関東 地球温暖化、環境汚染を世界レベルでもう一度一人一人考え直そう

女性 37 関東 地球温暖化。

女性 33 関東 地球温暖化。環境問題。

女性 27 関東 地球温暖化・ゴミ問題など、口では盛んに危機を呼び掛けていても、実際にそれに対する

取り組みがごく和束でしか行われていないこと。実践に踏み切る必要性を強く訴えて欲し

男性 56 関東 地球温暖化と戦う一番手になってほしい

男性 53 関東 地球温暖化など、環境問題の解決は「待ったなし」の状況である。京都議定書の推進をさ

らに求めていく。

女性 31 関東 地球温暖化などの異常気象が実際起きている今、「自分さえ良ければ」の考えはもう通じ

ない。環境保全に取り組もう。万博でも夜間ライトアップをやめてアピールしてみては？

女性 38 関東 地球温暖化など地球規模の環境問題

女性 32 関東 地球温暖化についての警告

男性 44 関東 地球温暖化に対する警告

女性 55 関東 地球温暖化に対する警告

男性 42 関東 地球温暖化に対する取り組み。

女性 62 関東 地球温暖化に対する取り組みの大切さを世界にアピールしてほしい。

女性 57 関東 地球温暖化に対する日本の対策

男性 46 関東 地球温暖化の危機

女性 32 関東 地球温暖化の阻止リサイクル

女性 50 関東 地球温暖化の防止

男性 42 関東 地球温暖化の防止に向けての協力

女性 27 関東 地球温暖化への警鐘

女性 33 関東 地球温暖化や異常気象の原因についてよく考えるようにメッセージしたら良いと思う。

女性 30 関東 地球温暖化や自然を大切に的なメッセージ

女性 30 関東 地球温暖化や自然環境の保護等について今後の取り組み方などを世界に知らせていくべき

だと思う。

女性 45 関東 地球温暖化をいかに食い止めるか。アメリカへも強く要求すべきだと思う。

女性 45 関東 地球温暖化をくいとめるため、世界中に呼びかけてほしい

女性 44 関東 地球温暖化を止めるための話し合いを持つこと。

女性 34 関東 地球温暖化を地球全体で防ぐ事。

男性 44 関東 地球温暖化阻止

女性 58 関東 地球温暖化対策

女性 39 関東 地球温暖化対策

女性 64 関東 地球温暖化対策。

男性 47 関東 地球温暖化対策の先頭を走っている点。

男性 43 関東 地球温暖化対策を積極的に進めていく

男性 50 関東 地球温暖化等の切実な問題の解決について。

男性 40 関東 地球温暖化防止

男性 39 関東 地球温暖化防止

女性 37 関東 地球温暖化防止。

男性 48 関東 地球温暖化防止のため京都議定書を早急に批准して実行ある施策にするべき。

男性 28 関東 地球温暖化防止の呼びかけ

女性 42 関東 地球温暖化防止の取り組み

女性 45 関東 地球温暖化防止策

女性 37 関東 地球温暖化問題

女性 41 関東 地球温暖化問題

女性 40 関東 地球温暖化問題

女性 47 関東 地球温暖化問題、オゾン破壊問題

男性 39 関東 地球温暖化問題。

女性 27 関東 地球温暖化問題にもっと取り組むようにメッセージすると良いと思う。

女性 45 関東 地球温暖化問題への日本独自の取組と具体的な対策方法

男性 57 関東 地球温暖化抑制、自然保護
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男性 61 関東 地球環境

男性 56 関東 地球環境

女性 48 関東 地球環境

男性 44 関東 地球環境、愛

女性 55 関東 地球環境、温暖化

男性 31 関東 地球環境、自然の保護。

女性 65 関東 地球環境が悪化して自然災害が起きていると思うので、少しでも汚染を少なくするための

リーダーとなること

男性 26 関東 地球環境が大切なのはわかっていること。具体的な対策案や指標を発信して欲しい。

男性 43 関東 地球環境との共生。

女性 62 関東 地球環境について、世界の人たちがもっと真摯に取り組む必要性がある。

男性 38 関東 地球環境について。

女性 34 関東 地球環境について。

女性 38 関東 地球環境についてまじめに考えていること

女性 22 関東 地球環境についてもう一度考えてみよう、ということ

女性 35 関東 地球環境について考える。

女性 43 関東 地球環境について世界的な取り組みを行っている

男性 45 関東 地球環境について訴える

男性 40 関東 地球環境に貢献できるテクノロジーを持った国であることをアピールしては？そこが新興

工業国とのいちばんの差違だと思うので。

男性 31 関東 地球環境に取り組んでいるという姿勢。

男性 42 関東 地球環境に対し、一刻も早く対応すること。

女性 27 関東 地球環境に優しい日本をアピールする

女性 41 関東 地球環境の悪化とこれからの対策

男性 14 関東 地球環境の改善

男性 39 関東 地球環境の改善。

女性 39 関東 地球環境の見直し

男性 52 関東 地球環境の現状と未来像

男性 52 関東 地球環境の大切さ。

女性 39 関東 地球環境の保護

女性 34 関東 地球環境の保護

女性 39 関東 地球環境の保護

女性 33 関東 地球環境の保護

女性 33 関東 地球環境の保護

男性 58 関東 地球環境の保護

男性 41 関東 地球環境の保護

女性 56 関東 地球環境の保護

女性 30 関東 地球環境の保護

女性 54 関東 地球環境の保護

男性 30 関東 地球環境の保護

男性 55 関東 地球環境の保護

女性 24 関東 地球環境の保護

男性 35 関東 地球環境の保護

男性 53 関東 地球環境の保護

女性 41 関東 地球環境の保護

男性 47 関東 地球環境の保護

女性 35 関東 地球環境の保護

女性 47 関東 地球環境の保護

男性 41 関東 地球環境の保護

女性 38 関東 地球環境の保護

女性 36 関東 地球環境の保護

男性 49 関東 地球環境の保護

女性 45 関東 地球環境の保護

男性 47 関東 地球環境の保護

男性 51 関東 地球環境の保護

男性 41 関東 地球環境の保護

男性 34 関東 地球環境の保護
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女性 43 関東 地球環境の保護

男性 21 関東 地球環境の保護、古きよき日本。

女性 24 関東 地球環境の保護、最新技術

女性 44 関東 地球環境の保護、世界平和。

女性 38 関東 地球環境の保護、日本でやられてる環境保護を広く世界へ

男性 29 関東 地球環境の保護。

女性 42 関東 地球環境の保護。

女性 50 関東 地球環境の保護。

女性 22 関東 地球環境の保護・改善を怠らない精神の元で最先端技術の研究を推進していくというこ

女性 35 関東 地球環境の保護このまま温暖化が進むと地球はどうなってしまうのか

女性 69 関東 地球環境の保護だと思います。

女性 49 関東 地球環境の保護と

女性 60 関東 地球環境の保護といいながらなぜ樹木を切り倒してまで会場をつくったのか環境破壊のさ

いたるものだ

男性 45 関東 地球環境の保護と新技術の調和？

男性 46 関東 地球環境の保護と世界平和

女性 22 関東 地球環境の保護についてもっと詳しく知りたいと思う。

男性 35 関東 地球環境の保護に取り組む先進国としての責任

男性 39 関東 地球環境の保護のあり方

女性 32 関東 地球環境の保護の為に今すぐ何をするべきか？

男性 53 関東 地球環境の保護の取り組み

女性 36 関東 地球環境の保護の大切さ

女性 28 関東 地球環境の保護へのとりくみと、技術力。

男性 34 関東 地球環境の保護を世界に広めていくべき

男性 31 関東 地球環境の保護を訴える。

男性 57 関東 地球環境の保護絶滅に瀕している動物（たとえばアムールトラ）の保護

男性 67 関東 地球環境の保全。京都議定書へのアメリカの参加を声高に呼びかける。

女性 49 関東 地球環境の保全が世界平和につながると思う。

男性 45 関東 地球環境の保全と共生。

男性 32 関東 地球環境の保全と平和利用

女性 43 関東 地球環境の保全を進める

女性 43 関東 地球環境はそれぞれの国が努力すべきことではあるが、全世界の国々が協力して行うこと

が大事である

男性 35 関東 地球環境は世界中の人が協力して守らなければならないということ

男性 42 関東 地球環境への罪滅ぼし

女性 41 関東 地球環境への取り組みを詳しくアピールして日本のイメージアップをはかってほしい。

男性 40 関東 地球環境への取り組みを日本の場合は、各大手企業だけでも十二分に発揮出来るので、最

先端の科学技術と併せて、環境への取り組みを大いに語って欲しいですね。

女性 41 関東 地球環境や自然保護を率先してアピールすべき

女性 48 関東 地球環境をまもる努力をする事、自然と人間の共存

男性 25 関東 地球環境をもっとアピールすべきである。それは、地球温暖化や天然資源の枯渇の危機を

訴えるのではなく、そのための対策方法を日本の技術を駆使してかつ実践例をまじえて、

世界の人たちに訴えて欲しい。

女性 29 関東 地球環境をもっと見直すべき

女性 33 関東 地球環境をよくするために何をすべきか、世界のみんなで考えようと言うメッセージを

送ってほしい

女性 35 関東 地球環境を考え実践していることを人に知らせる

男性 39 関東 地球環境を守らなければいけないこと。

男性 38 関東 地球環境を守る

女性 30 関東 地球環境を守ること

女性 39 関東 地球環境を守ること。

女性 44 関東 地球環境を守ることの大切さ。

女性 34 関東 地球環境を守るために何をすべきか。

女性 58 関東 地球環境を守るための最先端技術

女性 38 関東 地球環境を守るための取り組みを全世界的に今すぐ取り組むべきだということ。

女性 28 関東 地球環境を守る大切さ。

女性 35 関東 地球環境を真剣に考え、保護していく必要があることを世界に対して広めて欲しい
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男性 52 関東 地球環境を真剣に考えている国である点

女性 33 関東 地球環境を世界的に考えていただきたいでする

女性 39 関東 地球環境を全国規模、大手企業も協賛で取り組んでいることへのアピール

女性 54 関東 地球環境を良くしていくこと。

女性 42 関東 地球環境維持への取り組み

男性 47 関東 地球環境全般

男性 51 関東 地球環境対策。人類の叡智を信じて世界平和の実現。

女性 39 関東 地球環境等

女性 34 関東 地球環境保護

女性 38 関東 地球環境保護

女性 43 関東 地球環境保護

女性 44 関東 地球環境保護

男性 37 関東 地球環境保護

女性 31 関東 地球環境保護

男性 45 関東 地球環境保護

男性 36 関東 地球環境保護と技術との関わり方

女性 40 関東 地球環境保護と平和

男性 39 関東 地球環境保護についても先進国である、とメッセージしてほしいです

女性 40 関東 地球環境保護について世界各国で協力して考えよう

男性 41 関東 地球環境保護に対し日本が取り組む姿勢を世界に発信すべき

女性 33 関東 地球環境保護の為に世界が何をしなければならないかを具体的且つ明確に伝えていくべ

男性 55 関東 地球環境保護の具体的な取り組みとその効果

女性 42 関東 地球環境保護の重要性、現在の危機的状況を知らせて欲しい。

女性 30 関東 地球環境保護の重要性。

女性 33 関東 地球環境保護の重要性。

女性 31 関東 地球環境保護の理念を全ての国々がそれぞれ持つことが重要であるということ

男性 54 関東 地球環境保護は緊急優先の世界的課題であることをメッセージすべきです。

男性 29 関東 地球環境保護を世界の先頭に立って進めていくこと。

女性 33 関東 地球環境保護を通じて平和への願いをメッセージするべき

男性 49 関東 地球環境保全

男性 26 関東 地球環境保全。

女性 28 関東 地球環境保全への世界的な取り組み

男性 34 関東 地球環境問題

女性 29 関東 地球環境問題のリーダー的な役割

男性 44 関東 地球環境問題も科学技術で乗り越えられる！

女性 29 関東 地球規模、全世界での環境への取り組み

女性 32 関東 地球規模での、より高度な温暖化防止策を呼びかける事

男性 16 関東 地球規模での環境保護

女性 54 関東 地球規模での環境保護対策を打ち出すべきというメッセージだと思う。

男性 69 関東 地球規模での環境保全

女性 55 関東 地球規模で自然を保護していくということ

女性 40 関東 地球規模の環境保護活動の推進の必要性。

男性 27 関東 地球上の多くの人々は様々な面で支えあって生きていかなければならず、環境問題などの

地球全体に関する問題についても積極的に改善していきましょうといことをメッセージす

べきだと思います。

男性 39 関東 地球人として、一人一人のできることは何か。

男性 39 関東 地球全体の環境保護

男性 48 関東 地球全体の環境問題特に地球温暖化のこれからの取り組みについて

男性 36 関東 地球全体の自然環境への取り組み方のオピニオンとして先導役を勤めていくこと。

男性 38 関東 地球保護

女性 34 関東 地球保護について

女性 33 関東 地球保護への取り組み姿勢をアピールする。

女性 43 関東 地元のホームレスを排除して、「ええかっこ」するような万博では、メッセージもなにも

ないのでは？

女性 45 関東 地震、津波について

女性 56 関東 地震だの津波と世界の気象状況が異常と見られる状況を地球温暖化の影響とも考えられる

のでまず日本ですべきことを実践していくことが世界へ向けてのアピールになるのではな
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女性 44 関東 地震や津波など、自然災害が多発している今だからこそ、自然への畏怖を今一度、再認識

し、自然の中でいかされているわれわれ人類が、自然との共存のために何をすべきか、を

世界に対してメッセージすべき。

女性 27 関東 地震や津波などの防災に対する取り組み

女性 59 関東 地震国日本について

男性 26 関東 中止し会場の自然を再生させることで本来の趣旨をアピールすべきだと思う

男性 37 関東 中止すべき。お金の無駄としか思えない。止めて無駄な事をやっている事を世界にアピー

男性 21 関東 抽象的なメッセージは伝わりにくいので、ストレートに緑化事業や環境保護事業の仕組

み、それぞれの事業に参加している企業の取り組みなどを紹介すべき。

女性 40 関東 町おこし的イメージがある。頑張ってください。

男性 43 関東 調和のある開発

男性 69 関東 超大国が京都議定書の批准を渋っている現状では、メッセージも空虚に思える。

女性 35 関東 長崎・広島のことに深く接していただき、戦争に対してもう少し敏感に感じてもらえれば

とおもう。

女性 34 関東 天然資源の少ない日本から世界へ地球の省エネや自然の限り有る資源の有効利用を最大限

アピールして欲しいです。

男性 45 関東 土建国家からの脱却

女性 30 関東 土地が少ない上に、自然も少ない日本で「自然」を公言するのはとても難しい事だと思

う。第3者的にではなく、自分の問題として取り組むのが一番のメッセージになるのでは

男性 27 関東 東海地方の景気のよさと、航空面でのアクセスの良さ

男性 31 関東 東京・大阪・札幌以外に、名古屋という都市があること。

男性 24 関東 当然のことながら自然の大切さ

男性 39 関東 頭の中を真っ白にした中での自然とは何か。

男性 39 関東 特にテーマにはこだわらずに、日本を意識したものにすればよい

女性 41 関東 特になし（ちょっと税金の無駄使い？）

女性 33 関東 特になし。こういった箱物イベントで世界に何かアピールが出来るとは思えない

女性 40 関東 特に何も思わない。メッセージ発信による具体的成果が見えないと思っているので。

男性 43 関東 特に声高に述べる必要は無いのではないか

男性 39 関東 特に無い（開催自体が自然破壊）

男性 45 関東 特別な企画としての取り組みではなく、一般行政レベルでの環境先進国を目指すべき。

男性 46 関東 特別にない！税金を使ってする必要は無いと思っている

男性 43 関東 独自技術

男性 50 関東 独自性と世界との協調性

男性 42 関東 独立自尊

男性 41 関東 内容が今一わからないので、宣伝強化して欲しい。

女性 28 関東 内容をあまり知らないので、よくわかりません。

女性 32 関東 内容をよく知らないので何とも言えない

男性 17 関東 難しいけど世界平和

男性 44 関東 二酸化炭素の減量

女性 18 関東 二酸化炭素の削減

男性 40 関東 二酸化炭素やフロンなどによるオゾン層破壊など環境問題

男性 53 関東 日常の大切さ

女性 40 関東 日々目に見える『環境汚染』を訴えて、私利私欲の為の全世界の企業の方々へ、『地球環

境の保護』出来る物に変えていって欲しい。例えば、どんどん小さくなるペットボトルな

男性 48 関東 日本！

女性 42 関東 日本あたりが、メッセージを出しても、周りが聞くとはおもわない。

男性 33 関東 日本アピールでしょう。

男性 21 関東 日本いいとこ一度はおいで

男性 44 関東 日本オリジナルの技術力。

女性 22 関東 日本が、最先端の技術を持ちながらも、その技術を利用して自然を大切にしようと考えて

いる国であること。

女性 37 関東 日本がいかに環境保全に取り組んでいるかということ。

女性 36 関東 日本がいま取り組んでいることを紹介する。

女性 43 関東 日本がこれからしようとしている地球環境保護の現実的具体的案

男性 42 関東 日本がこれから進むべき道を

女性 33 関東 日本がこれから世界に対してこういうことができるというメッセージをするべきだとおも

男性 32 関東 日本がすべき事、できる事を明確に打ち出す
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男性 34 関東 日本ができる環境への取り組み（技術等）。

男性 31 関東 日本ができる環境保護の提案と実践

男性 42 関東 日本がどれだけ自然環境に対して関心をはらっているかをアピールすべき。

女性 35 関東 日本がどれほど環境に貢献できているか。

男性 20 関東 日本がどれほど環境に力を入れているのかはわからないが、世界のトップとして環境に力

を入れていくことを提示して欲しい。また、日本の技術が最先端であることをもう一度、

世界の国々に知らしめる。

女性 29 関東 日本がもっている財力は、決して無駄には使われていないということ。

女性 40 関東 日本からの提案

男性 28 関東 日本が官民上げて環境対策を重視していることを世界に向けて、特に京都議定書に調印し

なかった某国に対して、強くアピールしてほしいです。環境対策で先んじることが、世界

経済を再び牽引するチャンスを与えるものと思っています。

男性 44 関東 日本が環境や世界平和のために一層の努力をしていく姿勢

女性 26 関東 日本が環境保護についての意識が高くなってきていること、努力を始めている事。世界も

一緒に環境保護に取り組むべきであると言うこと。

男性 35 関東 日本が環境保護に積極的に取り組んでいることを知ってもらう

女性 45 関東 日本が環境問題に取り組んでいる姿勢

男性 25 関東 日本が環境問題に対してどのような行動を起こしているか。

女性 34 関東 日本が環境問題をリードしていく姿勢

男性 30 関東 日本が環境問題を重視してないから

男性 33 関東 日本が環境問題を踏まえながらも、技術的に進んでいること

男性 22 関東 日本が観光国として優れているという点。しかし、そのための街中の英語表記の整備など

は必要だと思う。

男性 43 関東 日本が技術だけでないところを知らしめる。

女性 23 関東 日本が誇れる事なんて、今や少ない気がするので、何も言えないと思う。

女性 30 関東 日本が行っている環境への取り組みをもっとアピールして欲しい

女性 37 関東 日本が行っている環境への取り組みを積極的にアピールするべき。

男性 44 関東 日本が今後世界に果たす役割

男性 34 関東 日本が持つ、自然保護に関する技術力

男性 37 関東 日本が持つ技術の先進性を世界にアピール

女性 37 関東 日本が自然や平和を愛し世界の平和を強く願うという気持ちを・・・。

女性 36 関東 日本が自然環境についてメッセージを発するということに疑問を感じてしまう。

女性 32 関東 日本が取り組んでいる環境対策などを世界に向けて発進できればいいと思う

男性 29 関東 日本が取り組んでいる環境保護の成果

女性 60 関東 日本が取り組んでいる環境問題をアピールすること

男性 31 関東 日本が出来ることをアピール

男性 42 関東 日本が出来る環境保全

女性 35 関東 日本が世界と協力していく姿勢を見せる

男性 21 関東 日本が世界に誇れる文化。個人的には建築や工芸など。

男性 50 関東 日本が世界に向けて言えることなど何もないと思う

男性 32 関東 日本が世界に貢献できるものをアピールすること。

女性 30 関東 日本が世界に対して、どのような“自然の叡智”への取り組みや協力ができるかアピール

して欲しい。

女性 25 関東 日本が世界に対して、と言えるかどうかわからないけど、昨年の自然災害の多発なども含

めて地球環境の保護を強く訴えてほしい。

男性 20 関東 日本が世界に対して何ができるか。

女性 22 関東 日本が世界をどれだけ支えているか

女性 44 関東 日本が積極的に地球環境に取り組んでるということ

男性 50 関東 日本が他国のために役立っているということ。

女性 45 関東 日本が大切にしてきた自然や文化をこれからはどの様に守り続けていくのかをアピールす

女性 30 関東 日本が地球のことをしっかり考えて行動していく姿勢を見てほしいと思います。

女性 68 関東 日本が地球環境のことを考えていることを世界に示さなければいけない。

男性 46 関東 日本が美しい国だということ

男性 42 関東 日本が率先して環境保護を訴えるべきだと考える。

男性 34 関東 日本だから言えることがあるはずだと思うのでそれを伝える。

男性 35 関東 日本では、欧米諸国と比較すると環境意識が低く感じるので、世界にメッセ－ジを出す以

前に自国で環境活動を積極的に行うようにすべきだと思う。
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男性 29 関東 日本で開催する万博は、自然破壊がメインであるということ。

女性 26 関東 日本で行っている環境への取り組み

男性 30 関東 日本という国そのもの

女性 23 関東 日本という国を知ってもらうためには良い機会だと思います。

男性 39 関東 日本としての環境保護

男性 39 関東 日本としての地球に対しての環境への具体的な取り組み

女性 24 関東 日本と世界の繋がり。

女性 33 関東 日本ならではの取り組みを紹介できればいいと思う。

女性 24 関東 日本なりに築いてきた先端企業の自然保護活動のあり方。

男性 38 関東 日本におけるエコ・省エネの取り組み

女性 49 関東 日本における環境への具体的な取り組み内容。地球全体の環境保護。

女性 32 関東 日本にできること、日本ならではのイメージをアピールすべき

女性 38 関東 日本にできる自然との共生を示してほしい

女性 39 関東 日本には美しい自然とそれを守ろうとする心が有ること

女性 24 関東 日本にも自然を大切にしようという動きがあるということ。

男性 33 関東 日本に最大限出来ることをアピール。ただのお祭り騒ぎだけは避けたい。

女性 38 関東 日本に住んでいても良く知らない本当に必要なイベントなのか疑問

女性 41 関東 日本に与えられた自然との共存

男性 22 関東 日本のアピールになればいい。

男性 46 関東 日本のエコロジーのとりくみ

男性 34 関東 日本のエンターテイメント

女性 34 関東 日本のことだけでなく、世界の今後についてしっかりと考えているということ。

男性 15 関東 日本のすごさ。

男性 34 関東 日本のすばらしさ

男性 40 関東 日本のよさ

女性 44 関東 日本のよさ

男性 20 関東 日本のよさ

女性 37 関東 日本のよさをアピールしてほしい。

男性 61 関東 日本の叡知

女性 32 関東 日本の科学の進歩。

女性 45 関東 日本の科学の発達

女性 33 関東 日本の科学技術が環境保全を重要視して開発されていること

男性 31 関東 日本の科学技術の高さをアピールするとともに、自然環境対策に対する真剣さを伝えるべ

きだと思う。

女性 32 関東 日本の活動

女性 36 関東 日本の環境に対する取り組みと科学技術力

男性 31 関東 日本の環境に対する取り組みと最新技術をアピール

女性 27 関東 日本の環境への取り組み

男性 55 関東 日本の環境への取り組みを

男性 33 関東 日本の環境への取り組みをしっかりと世界に伝えること

男性 40 関東 日本の環境への取組が不十分であることの懺悔

男性 42 関東 日本の環境技術のレベルの高さ

男性 50 関東 日本の環境破壊の実態

女性 36 関東 日本の環境保護に対する姿勢をアピールするべき。

女性 39 関東 日本の環境保護に対する取り組み、

男性 52 関東 日本の環境保全の取り組み

女性 43 関東 日本の環境問題

男性 29 関東 日本の環境問題に対する取り組みを実際に行動していることを伝えていく。

男性 31 関東 日本の環境問題への取組み

男性 64 関東 日本の観光地としての魅力

女性 50 関東 日本の基本的な役割を果たしていると言う事。企業が力を入れていると言う事を知らしめ

たい日本はまだまだ小さい国に思えます

女性 28 関東 日本の技術

男性 48 関東 日本の技術

男性 33 関東 日本の技術と環境への取り組み

女性 17 関東 日本の技術の高さ

男性 29 関東 日本の技術の素晴らしさ
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男性 44 関東 日本の技術や環境への取り組みを世界に発信して欲しい。

女性 29 関東 日本の技術をもっと公表すべきだ

男性 41 関東 日本の技術を世界に向けて発信する。

女性 43 関東 日本の技術を伝えていく。

男性 57 関東 日本の技術水準の高さ、品質の良さ。

男性 44 関東 日本の技術力

女性 31 関東 日本の技術力

男性 13 関東 日本の技術力

男性 40 関東 日本の技術力

男性 30 関東 日本の技術力

男性 45 関東 日本の技術力

男性 36 関東 日本の技術力

男性 20 関東 日本の技術力。

男性 21 関東 日本の技術力。もっと威張っていいと思う。

男性 24 関東 日本の技術力。何をメッセージすべきかより、メッセージ内容が他の国々に伝わっている

かのほうが重要に思う。

男性 39 関東 日本の技術力が、地球環境に多大なが貢献できること。

男性 20 関東 日本の技術力と、環境への取り組み方を訴える。

女性 58 関東 日本の技術力と世界との調和

女性 29 関東 日本の技術力のすごさと、環境保護の大切さなど。

男性 29 関東 日本の技術力の誇示

女性 28 関東 日本の技術力の高さ

女性 37 関東 日本の技術力の高さ

男性 31 関東 日本の技術力の高さを世界に向けて見せてほしい。

女性 22 関東 日本の技術力や自然環境への取組みをメッセージし、世界中でこの動きがあって欲しい。

男性 22 関東 日本の技術力を世界に示すとき。

男性 32 関東 日本の技術力を生かして世界に貢献できるものをアピールできれば。

女性 30 関東 日本の強さ（経済力、人材など）

女性 28 関東 日本の経済の発展、最新機器などの技術の発展

女性 36 関東 日本の経済発展と環境への配慮

女性 39 関東 日本の元気の良さ

男性 39 関東 日本の現環境を見てもらうこと

男性 49 関東 日本の国際化

男性 39 関東 日本の国土の美しさ

男性 53 関東 日本の国力

女性 31 関東 日本の最新技術と環境についての取り組み

女性 31 関東 日本の最新技術と伝えながら、環境に配慮した技術

女性 26 関東 日本の最先端の技術

女性 37 関東 日本の最先端の技術。（環境保全のための）

女性 27 関東 日本の最先端技術

男性 31 関東 日本の最先端技術

男性 42 関東 日本の最先端技術と取り組みを前面に出す。

男性 46 関東 日本の姿

女性 32 関東 日本の姿勢

男性 24 関東 日本の姿勢の高さを見せてほしい

女性 21 関東 日本の持っている技術で環境保護にどれだけ貢献できるのかをアピールすること。

女性 27 関東 日本の持っている技術を駆使してリサイクルに取り組もうという姿勢を示すべき。

男性 35 関東 日本の持つ自然の素晴らしさ

女性 31 関東 日本の自然

女性 25 関東 日本の自然そのもの

女性 42 関東 日本の自然とそれを保護するための取り組み

男性 40 関東 日本の自然と環境保護への姿勢

女性 41 関東 日本の自然と先端技術

男性 40 関東 日本の自然と文化

女性 39 関東 日本の自然にタイする取り組みの発信

女性 25 関東 日本の自然のすばらしさ。

男性 15 関東 日本の自然のよさなど
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女性 34 関東 日本の自然の素晴らしさ。

女性 29 関東 日本の自然の素晴らしさを積極的にアピールして京都議定書の意義を再び知ってもらうよ

うにはたらきかけるべき

女性 42 関東 日本の自然の素晴らしさを伝えて欲しい。

男性 42 関東 日本の自然の美しさ

女性 21 関東 日本の自然の美しさ

女性 42 関東 日本の自然の美しさと大切さ

女性 19 関東 日本の自然の保護。

女性 57 関東 日本の自然環境と技術力

女性 30 関東 日本の自然環境への態度。

男性 45 関東 日本の自然環境を見てもらって、反面教師にしてもらう。

男性 39 関東 日本の自然保護に対する姿勢

男性 31 関東 日本の自然保護に対する取り組み

男性 33 関東 日本の自立

女性 34 関東 日本の取り組み

男性 56 関東 日本の取り組みを世界に広げよう

女性 36 関東 日本の森の美しさ

男性 45 関東 日本の凄さをアピールして貰いたい。（最新技術など）

女性 35 関東 日本の昔ながらの知恵と、最先端の技術

男性 54 関東 日本の先進的な環境技術

男性 41 関東 日本の先進的な技術は、ただの物質的欲望のもとに開発されたのではなく、そうすること

によってより自然に人間的になれることを説明して欲しい。

男性 34 関東 日本の先進的な省エネへの取り組み

男性 41 関東 日本の先端技術

男性 31 関東 日本の先端技術

男性 43 関東 日本の先端技術のPR

男性 44 関東 日本の先端後術のアピール

女性 45 関東 日本の素晴らしさ。

女性 30 関東 日本の素晴らしさを伝えること。

男性 45 関東 日本の存在感、科学技術と環境に対する配慮をアピールすべきだと思います。

男性 51 関東 日本の地球環境問題への取り組み

女性 35 関東 日本の伝統、技術など環境へ好影響を与えている物をアピールすると良いと思う

男性 33 関東 日本の伝統と最新技術

男性 65 関東 日本の伝統的文化芸術、歴史を大々的に広報すべきだ。

男性 53 関東 日本の伝統文化と先端技術の格調高い調和

男性 23 関東 日本の美

男性 59 関東 日本の美しさ

男性 25 関東 日本の美しさとか。

男性 46 関東 日本の富を表現してほしい

男性 21 関東 日本の文化

男性 36 関東 日本の文化を広げて欲しい。観光立国

男性 28 関東 日本の豊な自然

男性 33 関東 日本の木の文化をもっとアピールし、環境に大切なものをアピールするべきだ。

男性 50 関東 日本の有様

男性 42 関東 日本の良いイメージ

男性 32 関東 日本の良いところをアピール

男性 27 関東 日本の良さ

女性 47 関東 日本の良さ、これからの日本の役割

女性 24 関東 日本の良さ。文化交流。

男性 30 関東 日本の和のこころ

男性 19 関東 日本は、ほかと違う、みたいな。でも実際にはそれはできない気がする。

女性 53 関東 日本は、環境に対して是だけ努力しているという想いと、一緒に頑張っていい地球環境に

して行こうと言うメッセージだと思う。

女性 28 関東 日本は、森と共存するすばらしい国です。

男性 27 関東 日本は「自然の叡智」と言いながら無用の産物を作り出すしか能がない人種

男性 36 関東 日本はいい所。ぜひ、遊びにきてください。
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女性 51 関東 日本はお金だけ出す国、経済大国のイメージはまだまだ外国には根強いと思う。そうでは

なく、自然との共生と世界平和を本当に考えている国である事のアピールをもっと声を大

男性 39 関東 日本はこれだけ環境問題に真摯に取り組んでいるんだというアピール

男性 22 関東 日本はすごいぞ、ってところ。

女性 27 関東 日本はそんなにお金持ちではない！！

男性 26 関東 日本はテクノロジーなどがすごい進んでいる，ということを示して欲しい．

女性 24 関東 日本はもうそんなに力がないですよ、ということ

男性 47 関東 日本は過去にも未来にも環境に悪いことをしていませんよ～と…ゆう事をアピールしとけ

女性 41 関東 日本は環境などへの取り組みについて、後進国だと思うので見習うべき国に教えを問うこ

とだと思います。

女性 33 関東 日本は環境に気を使っているということ

女性 33 関東 日本は環境の遅れが指摘されているので、この機会に自然との共存が大切だという事を世

界に配信してほしい。

男性 39 関東 日本は環境先進国である

男性 24 関東 日本は技術の国

女性 38 関東 日本は世界で唯一の被爆国なので、平和の大切さと、戦争のおろかさを伝えて欲しい。

男性 21 関東 日本は西欧に比べ、環境問題への取り組みが遅れている。しかし京都議定書などを批准し

積極的に取り組んでいることをアピールすべきだ。

男性 58 関東 日本は先端技術と誇りある歴史、良き伝統文化を持つ良い国であること。

女性 24 関東 日本は地震の多い国だし、スマトラ沖地震のこともあるので地震のことについて。

女性 16 関東 日本は美しいところだということ。

女性 32 関東 日本は不況を抜け出して成長するために苦労しているので、これ以上国連にお金を出せな

いとアピールしてはどうか？

男性 31 関東 日本は文化と伝統に誇りをもつ国です

男性 26 関東 日本は平和だということしかされないだろう。

女性 37 関東 日本は平和を願い自然を大事にする国であるということ

男性 35 関東 日本も、まだまだ活躍できるぞ、というところ

女性 37 関東 日本もがんばっているところ

女性 35 関東 日本も環境についてきちんと考えているということが分かってもらえればいいのでは？

女性 35 関東 日本も環境破壊に対して血Kらを入れているんだと言う事をアピールして欲しい。

男性 53 関東 日本も環境配慮を大いに考えていること更にアピールしてほしい

女性 26 関東 日本も環境問題に対して、このような形で貢献しているということをアピールすべきだと

女性 32 関東 日本も自然が豊かで、自然環境にやさしい活動をしていること。

男性 36 関東 日本も地球を守ると言う世界規模の目標に向かって動いていること。

女性 33 関東 日本も遅ればせながら環境問題にとりくんでいる(？)こと。

男性 45 関東 日本らしさ

女性 31 関東 日本らしさ

女性 22 関東 日本らしさを。

女性 39 関東 日本らしさを大切にした上での未来へのビジョン

女性 36 関東 日本をなめんなよ

男性 39 関東 日本企業のすばらしさ

女性 29 関東 日本企業の環境への取り組み。

男性 26 関東 日本企業の世界一の技術レベルの高さ。

女性 17 関東 日本経済の危機

男性 33 関東 日本経済の底力

男性 46 関東 日本経済の底力

女性 31 関東 日本古来の自然と共生する考え方と、最先端技術。

女性 34 関東 日本国（国民）のはっきりした意見・意思表示。

女性 39 関東 日本国や日本企業の環境に対する取り組み

女性 39 関東 日本国内にもメッセージすべき

女性 29 関東 日本国内の環境だけでなく、温暖化とか、世界規模での環境問題に取り組んでいる姿勢を

アピールしてほしい、かな。

男性 47 関東 日本市場もオープンになったこと。このため郵政の民営化や建築・土木業界・市場のオー

プン化を早く進めるべき。

男性 33 関東 日本自体が自然・環境にあまり優しい国というイメージがないからなぁ・・・。

女性 21 関東 日本人が愛知万博にまず興味を示さなければ。。

男性 50 関東 日本人が自然を大切にしていないことを知らせるべきだと思う。

マイボイスコム株式会社  http://www.myvoice.co.jp   56



～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 31 関東 日本人でさえたいした興味がないのだから、世界にメッセージを送っても、届かないと思

女性 27 関東 日本人の技術力。

男性 43 関東 日本人は頭が悪すぎるので恥をかかないように

男性 23 関東 日本人も頑張ってるんだよ

男性 37 関東 日本人古来からの自然への畏敬、感謝の気持ち。また、日本人だけでなくネイティブアメ

リカンの方とか世界中にかつてあり失われた自然との共生を取り上げてほしかった。サス

テイナビリティなどという記号化された言葉ではないものを。

男性 42 関東 日本製品の窮屈さは、小煩い名古屋地域のモニタが製品化の最終段階に居るせいだと聞い

たことがあるので、その類いの「匂い」が世界に発信されませんように。

女性 36 関東 日本全体のこと。

女性 38 関東 日本特有の自然

男性 41 関東 日本独自のエコロジーの世界への発信、ブッシュについていかないこと

男性 52 関東 日本独自の環境対策の提示

男性 36 関東 日本独自の技術

女性 47 関東 日本独自の技術、環境問題への取り組み方。

女性 38 関東 日本独自の考え方や姿勢を示すべき

男性 34 関東 日本独自の自然との付き合い方。

女性 27 関東 日本独自の取り組み方などがあれば

男性 52 関東 日本独自の世界観からくる行動

女性 29 関東 日本独自の美しさ？

女性 21 関東 日本独自の文化や習慣

男性 46 関東 日本独自の文化を伝える。

男性 38 関東 日本独自の平和性。

女性 41 関東 日本独特の自然とのかかわり方や、自然を生かした暮らしなど。

女性 22 関東 日本美しさ

男性 34 関東 日本分化を紹介すること。

女性 34 関東 日本文化

男性 52 関東 日本流の、人と環境との調和の在り方。

男性 42 関東 燃料電池などの環境に対する最先端の技術

男性 36 関東 馬鹿なことを・・・

男性 36 関東 排ガスを出すな

女性 35 関東 博愛精神

男性 62 関東 博覧会がインパクトを与える時代ではないのではないか。仕事の関係で直接関係者から説

明を受けたことがあるがどうしても興味が湧きません。テーマも必然性に乏しく、愛知で

行う意味も理解共感できません。

男性 36 関東 博覧会でメッセージを発信する意義は感じない

男性 69 関東 博覧会は、大抵は会場まで交通不便で、会場内では歩き回される上に、行列に時間を食っ

て見たい所も碌に見られず、雨でも降ろうものならなお惨めで、グロッキーでご帰還とい

うことになる。このへんを開催者はどう考えているんでしょうかね。普通は、今迄の例で

は、集客と銭儲けばかりに目が行っているようで、訪問者のことはあまり考慮してくれ

ず、それじゃ耐えられないから行くのを考え込みますね。「世界に対して何をメッセージ

すべきか」なんて、覚めちゃって考えるどこじゃ無いですよ。

男性 15 関東 発展途上国の自然破壊を抑えること。

女性 30 関東 発展途上国への配慮（これ以上の森林破壊や工場をつくるなどの他国の生活環境の破壊を

しないこと。これによって発展途上国の人々の暮らしが追い詰められていること認識すべ

男性 56 関東 判らない

男性 30 関東 判りません

男性 43 関東 反省

男性 62 関東 犯罪と未来の対比

女性 25 関東 非核国であること

女性 23 関東 美しい四季を持ち、美しい自然がある国として自然をいかに後世に残していくか、という

女性 38 関東 美しい自然の保護＆自然美のアピール

女性 36 関東 美しい森。

男性 30 関東 美しい風景が多数残る国土を造り上げること

女性 25 関東 必要性を感じないのでわからない

女性 33 関東 表面的、形式的な環境イベントというのみでなく、万博が終わったあとも皆が環境や自然

についての意識がなくならないようにどのようにメッセージを伝えたらよいかをよ～くか
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男性 53 関東 物質追求の生活のため地球の自然がいかに失われているか

男性 46 関東 物質文化ではなく心の豊かさ

男性 42 関東 文化

男性 30 関東 文化のある国

男性 52 関東 文明間対話

女性 45 関東 文明社会のなかで自然から学ぶものが沢山あるので世界各国で自然に対してもっと関心を

もって欲しいと言うこと

女性 19 関東 平和

女性 24 関東 平和

女性 27 関東 平和

男性 28 関東 平和

女性 29 関東 平和

女性 39 関東 平和

男性 31 関東 平和

男性 33 関東 平和

男性 39 関東 平和

女性 32 関東 平和

女性 36 関東 平和

女性 29 関東 平和

男性 41 関東 平和

女性 44 関東 平和

女性 33 関東 平和

女性 43 関東 平和

女性 32 関東 平和

女性 29 関東 平和

女性 21 関東 平和

女性 36 関東 平和

女性 30 関東 平和

女性 49 関東 平和

女性 38 関東 平和

女性 22 関東 平和

女性 18 関東 平和

女性 53 関東 平和

女性 22 関東 平和

女性 45 関東 平和

女性 17 関東 平和

女性 45 関東 平和

女性 25 関東 平和

男性 21 関東 平和

女性 63 関東 平和

女性 56 関東 平和

女性 48 関東 平和

女性 32 関東 平和

女性 37 関東 平和

女性 30 関東 平和

女性 24 関東 平和

男性 28 関東 平和

男性 45 関東 平和

女性 29 関東 平和

女性 37 関東 平和

女性 37 関東 平和

女性 39 関東 平和

男性 23 関東 平和

女性 35 関東 平和

女性 29 関東 平和

女性 34 関東 平和

男性 45 関東 平和
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女性 29 関東 平和

男性 52 関東 平和

男性 39 関東 平和

男性 46 関東 平和

女性 45 関東 平和

女性 36 関東 平和

女性 46 関東 平和

女性 29 関東 平和

男性 36 関東 平和

男性 44 関東 平和

男性 40 関東 平和

女性 32 関東 平和

女性 28 関東 平和

女性 35 関東 平和

男性 34 関東 平和

女性 25 関東 平和

女性 30 関東 平和

女性 37 関東 平和

女性 37 関東 平和

女性 47 関東 平和

女性 26 関東 平和

女性 39 関東 平和

女性 34 関東 平和

女性 41 関東 平和

女性 30 関東 平和

女性 29 関東 平和

男性 45 関東 平和

女性 28 関東 平和

女性 34 関東 平和

女性 41 関東 平和

女性 28 関東 平和

女性 57 関東 平和

女性 33 関東 平和

女性 27 関東 平和

女性 21 関東 平和

男性 33 関東 平和

女性 24 関東 平和

男性 29 関東 平和

女性 29 関東 平和

男性 37 関東 平和

女性 33 関東 平和

男性 34 関東 平和

女性 55 関東 平和

女性 21 関東 平和

女性 25 関東 平和

女性 38 関東 平和

女性 30 関東 平和

女性 35 関東 平和

男性 21 関東 平和

男性 32 関東 平和

女性 46 関東 平和

女性 75 関東 平和

女性 43 関東 平和

女性 21 関東 平和

女性 35 関東 平和

男性 42 関東 平和

男性 30 関東 平和
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男性 40 関東 平和

男性 24 関東 平和

女性 35 関東 平和

男性 28 関東 平和

女性 36 関東 平和

男性 36 関東 平和

男性 41 関東 平和

男性 42 関東 平和

女性 18 関東 平和

男性 29 関東 平和

男性 36 関東 平和

女性 26 関東 平和！

男性 37 関東 平和！

女性 23 関東 平和！！！

女性 39 関東 平和！日本のすばらしさ。

女性 38 関東 平和（戦争や核の廃絶）と自然環境

女性 46 関東 平和（憎しみを生まない）

男性 21 関東 平和、環境。

女性 44 関東 平和、環境の保護。

女性 28 関東 平和、環境保護

男性 42 関東 平和、技術、知恵

女性 29 関東 平和、信頼、安らぎ

女性 36 関東 平和、地球愛

女性 25 関東 平和、日本の自然の美しさ。

女性 32 関東 平和。

女性 54 関東 平和。

男性 33 関東 平和。

男性 29 関東 平和。

女性 34 関東 平和。

女性 41 関東 平和。

男性 34 関東 平和。

女性 21 関東 平和。

男性 51 関東 平和。

男性 35 関東 平和。

女性 19 関東 平和。

女性 38 関東 平和。

女性 34 関東 平和。リサイクル。

女性 32 関東 平和。自然を大切に。

女性 36 関東 平和。他国にメッセージわ送る前に自国内のエネルギーをなるべく風力、太陽発電などま

かなうなど助成金を駆使して家庭用の商品開発をして欲しい！家庭用の風力発電で電池の

充電が出来るとかちょっとした明かりが取り込めるとか、トイレの水は中水を使うとかい

ろいろあると思う。割り箸とか爪楊枝は勧告のようにするとか。パルプは木からではなく

て草からとか。企業努力ですることではなくてこんなことにこそ国が税金を使って欲し

い。年金関連会社に無駄な公務員ぶらさげることではなく…。

男性 15 関東 平和？？

女性 34 関東 平和・ふれあい

女性 30 関東 平和・環境への取り組み。

女性 50 関東 平和・資源を大切にすること

女性 24 関東 平和・平等などｗ

女性 42 関東 平和で、戦争をなくすこと。住みやすい世界。

女性 28 関東 平和であることが一番ということ。

女性 55 関東 平和です。平和を訴えていきたい。

女性 30 関東 平和とエコロジー。

女性 39 関東 平和と安全

女性 21 関東 平和と安全。自然災害が多いから助け合うことが大切なのではないかと思う。

女性 23 関東 平和と環境

男性 24 関東 平和と環境保護
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女性 19 関東 平和と環境保護。

女性 28 関東 平和と環境問題

男性 37 関東 平和と環境問題

男性 31 関東 平和と技術

男性 31 関東 平和と技術。

男性 27 関東 平和と共生

女性 44 関東 平和と共存

女性 26 関東 平和と自然の大切さ。

男性 33 関東 平和と自然の大切さについて

女性 35 関東 平和と自然を守る事が大切

男性 66 関東 平和と自然を守る破壊からの再生、自然と人間の共生

女性 28 関東 平和と自然を大切にする事を分かってもらえればいいと思う

男性 49 関東 平和と自然環境の維持

女性 24 関東 平和と自然保護

男性 46 関東 平和と自然保護

女性 29 関東 平和と自由

男性 34 関東 平和と自由

女性 46 関東 平和と対話

女性 32 関東 平和と平等

男性 21 関東 平和など

女性 34 関東 平和な国

男性 30 関東 平和な国ということ

女性 28 関東 平和な世の中を構築する

女性 38 関東 平和な世界

男性 34 関東 平和な日本をアピール

女性 42 関東 平和のひとことにつきる

女性 51 関東 平和の喜び、世界との強調

女性 48 関東 平和の強調

女性 17 関東 平和の継続

女性 31 関東 平和の幸せさ

男性 48 関東 平和の重要さ、技術の発展

男性 48 関東 平和の重要性を訴えるべきだと思う。

男性 36 関東 平和の象徴。京都議定書。環境問題の再確認

女性 28 関東 平和の素晴らしさ

女性 32 関東 平和の素晴らしさ。自然環境の保守と整備。

女性 34 関東 平和の大切さ

女性 44 関東 平和の大切さ

男性 58 関東 平和の大切さ

女性 25 関東 平和の大切さ。異文化交流。

女性 35 関東 平和の大切さ。自然の大切さ。

女性 38 関東 平和の大切さ。豊かさ。

男性 30 関東 平和への訴求

男性 40 関東 平和や安全

女性 52 関東 平和をアピール！

女性 20 関東 平和をとにかく伝えて欲しい。

女性 31 関東 平和を一番に考えながら、医療、経済の発展を各国と協力しつつ行っていくことが目標な

女性 18 関東 平和を一番に考える国であると。争いからは何も生まれないので。

女性 32 関東 平和を願う国である事

女性 22 関東 平和を願っていること

女性 16 関東 平和を訴える。

女性 60 関東 平和を訴え森の木を大事にを訴えたい・・

男性 26 関東 平和維持

女性 19 関東 平和共存

男性 42 関東 平和国家の手本であること。

男性 47 関東 平和自然

男性 41 関東 平和人権環境

女性 29 関東 平和大切にすること
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男性 37 関東 米国に干渉されない日本独自の外交政策に基づく国際社会への積極的な貢献。

男性 45 関東 便利さの追求だけでなく、地球が直面しているさまざまな危機に世界各国の最先端技術を

どう利用していくべきか。

女性 26 関東 豊かな環境に慣れてしまうのではなく地球の危機を常に感じていかなければならない

男性 34 関東 豊かな自然と先進文明の共存

男性 65 関東 防災と環境対策。

女性 26 関東 北海道に住んでいたので、万博に行こうと思ったことがなく、いまいちどんなものなのか

がわからない。

男性 68 関東 北朝鮮に対して愛知万博の開催を伝えどの様な反応があるかチェクしてみて欲しい

男性 38 関東 北朝鮮の撲滅

男性 31 関東 北朝鮮への圧力

男性 53 関東 北朝鮮問題

女性 40 関東 北朝鮮問題。

男性 22 関東 本格的で全世界的な環境保全への取り組み。

女性 40 関東 本気で環境への取り組みを考えているのなら企業の宣伝に成り過ぎないようにして欲しい

女性 51 関東 本当に自然を守るという態度

女性 34 関東 本当に自然を大事にしてほしい。言ってるだけでなく。

女性 30 関東 本当の意味での平和

男性 23 関東 本当の環境対策とは何かということ。現状の環境対策では一時しのぎでしかないと言うこ

女性 55 関東 本当の環境保護

女性 40 関東 本当は、環境対策技術や災害対策技術等々で平和的に世界に貢献できるということを、各

企業ごとにではなく、国をあげてアピールすべきと思うのです。

男性 42 関東 本物の自然を破壊してるのに、人工的に作った自然、笑わせるな

男性 44 関東 本来の日本

男性 60 関東 毎年のように色々な博覧会があちらこちらで行われており印象薄く特にない

女性 49 関東 毎年温暖化が確実に進んでいて、特に先進国と呼ばれる国々はすべて京都議定書を批准す

べきであるし、真剣に環境保全を考えて欲しいということ。

男性 40 関東 万国博覧会が企業による宣伝活動であって、なんら社会的なメッセージを発するものでは

ないということ。

男性 30 関東 万博がいかに時代遅れ、環境破壊になるかという事実を身をもって知らしめること

女性 42 関東 万博がどの程度世界に対してメッセージを伝えられるかわからないが、去年から今年にか

けての世界各地で起こっている天災はやはり地球環境の悪化に影響を受けているものが多

いので、温暖化などの環境問題に地球全体で取り組んでいけるようにしないといけないと

男性 49 関東 万博がメッセージできるようなものはない

女性 54 関東 万博から発信するものはないと思う

女性 31 関東 万博が何かいまいちよくわからないのでメッセージと言われても思いつかない。

女性 41 関東 万博が終わったあとの後始末が大切だと思います。廃材やゴミをゼロにする勢いで！

女性 38 関東 万博が終わったあとも、日本が「環境への取り組み」を重視するリーダー的な存在であり

うること、そして世界的な取り組みに協力すべきことをアピールすべきだと思う。

女性 40 関東 万博じたいなんのためかわからない

女性 29 関東 万博することが自然破壊だから、環境の取り組みなんてメッセージに何の説得力もない

男性 56 関東 万博そのものが時代遅れである。また万博期間に韓国や中国人のＶＩＳＡ免除には大反対

である。現在の外国人犯罪者、不法滞在者の大部分が両国の国民であることを認識してい

るのか疑問である。

女性 37 関東 万博そのものに興味ないし、無駄なイベントだと思うので、思う事は何もない。

女性 30 関東 万博ってなぜやるんだろう？

男性 42 関東 万博って今でも国際的なイベントなのか？

男性 36 関東 万博って必要？

男性 38 関東 万博でメッセージすべきことなどない。時代遅れもはなはだしい。

男性 45 関東 万博で何かを発信する時代でないと思う

男性 39 関東 万博で世界になにかを発信する時代だとは思わないし、少なくとも今の日本にとって必要

女性 44 関東 万博というものがマンネリ化したイベントにならないように

男性 29 関東 万博というもの自体そもそもどういったものなのか、よく知らないのと無関心なので、特

に意見はありません。

女性 46 関東 万博という形態でのメッセージ発信は、すでに時代遅れと考える

女性 60 関東 万博という催しに意味を見いだせないので、何もメッセージすべきものはなし。

男性 47 関東 万博とはなにか？
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男性 24 関東 万博と称して資源の無駄使いをしていること

男性 38 関東 万博なんてやめたほうがよい

男性 29 関東 万博なんて時代遅れだという現実

男性 35 関東 万博にかぎらず、自然との調和を考えてほしい

女性 25 関東 万博には期待があまり持てない

男性 38 関東 万博には興味がない

男性 55 関東 万博には全く興味が無いし、施行する意味が解らない。

女性 57 関東 万博に興味がないです

女性 36 関東 万博に興味はない

女性 31 関東 万博のテーマの通り、世界のひとりひとりが取り組むべきことを広くしょうかいし、それ

がいかに大切なことなのかを優しく楽しく紹介して欲しい。

男性 30 関東 万博のメリットが良く分からないので、その点をもう少し教えて欲しい。

男性 53 関東 万博のようなお祭り騒ぎはもう時代にそぐわない。本当に自然を守りたいなら、万博など

やらないこと。愛知で最後にしようというメッセージを送るべし。

女性 48 関東 万博の意義を再考して欲しい

女性 28 関東 万博の開催自体に疑問を感じるので、特に意見はない。

男性 43 関東 万博の時代は終わった

男性 26 関東 万博の趣旨。なんで万博を開催するのかなど

男性 27 関東 万博の馬鹿馬鹿しさ

男性 40 関東 万博の必要性を感じない。

女性 38 関東 万博はあまり意味がないと思うので、興味が無いです。愛知万博も何を展示するのか知ら

ないので、答えられません。

女性 56 関東 万博はあまり必要が無いように思えます。開催する意味があるのでしょうか？

男性 50 関東 万博はお金がかかりすぎる、政治家の利権がからんでいるんじゃないかな？

男性 23 関東 万博はそろそろ必要ないのではないかと思っている。

女性 48 関東 万博はもういらないということ

女性 43 関東 万博は過去の遺物だと思うので全く期待していない。

女性 37 関東 万博は時代遅れ。もう開催すべきではない。

女性 40 関東 万博は必要なのだろうか?

女性 39 関東 万博は流行らないと思うから何も期待していない

男性 48 関東 万博もうしない

男性 38 関東 万博もその役目は終わっていると思う

女性 48 関東 万博よりもっと大事な事があるんじゃないの？

男性 33 関東 万博をやる時代じゃない

女性 29 関東 万博をやる自体、建物を建てたり、少なからず自然を壊しているのではないかと思ってし

女性 36 関東 万博を開催することにあまり意義を見いだせない。開催後も万博の会場が野ざらしになる

ことなく、環境によいことが続いている内容だと世界にメッセージをおくれるのではない

男性 42 関東 万博を開催することに意義があるとは思えない。よってメッセージなし

女性 45 関東 万博を開催するために自然を破壊するべきでない。破壊するくらいならやらないほうがよ

男性 45 関東 万博を開催する意義があるのでしょうか？

男性 22 関東 万博を開催する意図がいまいち伝わってこない。

女性 57 関東 万博を開催する必要性を感じない。

女性 34 関東 万博を通して世界の平和

女性 46 関東 万博後の土地の復元（自然になるべく近くする）

女性 37 関東 万博事態すきではない

女性 39 関東 万博自体、もうメッセージ性がないと思う

男性 33 関東 万博自体あまり注目されてないので・・

男性 34 関東 万博自体がもはや時代遅れなので、世界に対してメッセージする必要はない。

男性 45 関東 万博自体が環境破壊になることを懸念しています。でも、日本でやるからには、米国に京

都議定書を承認させるような強烈なアピールをしてほしい。

男性 23 関東 万博自体が自然破壊であるし、する必要は無い。

女性 53 関東 万博自体どういうものなのかわからないので、答えようがありません。

女性 25 関東 万博自体どういう目的でどういう事をやるのかがわからいのでなんともいえない。

男性 33 関東 万博自体にあまり意義を感じない

男性 43 関東 万博自体に意味が有るのか疑問

女性 45 関東 万博自体に何も期待していないので、意見はない。

男性 42 関東 万博自体に価値が見えないのでわからない
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男性 43 関東 万博自体に必要性を感じない

女性 40 関東 万博自体の可能性や意義について、考え直す時にきているのでは？無駄な税金が使われる

のだとしたら、納税者として応援する気持ちにはなりにくいです。

男性 39 関東 万博自体の開催に、以前のバブル全盛期のような開催の必要性、メッセージ性を感じない

女性 24 関東 味噌？

男性 39 関東 未来（技術、環境など）への積極的な取り組み

男性 61 関東 未来と自然について

女性 28 関東 未来には希望がある。

女性 35 関東 未来に向かって進歩しつつ、なお自然と共存すること・・・でもそれは日本が一番できて

いないことのような気もするのですがどうでしょう？

女性 41 関東 未来の環境問題

男性 23 関東 未来の世界はこうあるべきだといったアピール。

女性 44 関東 未来の地球に対する今私たちができること

男性 55 関東 未来の地球への取り組み

男性 65 関東 未来への展望

男性 34 関東 未来予想図

女性 39 関東 夢と未来

男性 34 関東 夢のある技術力をアピールできればよいと思う

男性 37 関東 無宗教・無資源の国から，偏った考え方をするすべての諸外国へ，真の平和を願う気持ち

をアピールする。

男性 46 関東 無駄？

男性 21 関東 無駄な環境破壊に繋がることをやめること

男性 40 関東 無駄使い

男性 27 関東 無駄図解

男性 42 関東 無理やり自然を壊して開催すものではない

男性 32 関東 名古屋グランパスエイト

男性 39 関東 名古屋で開催したことは間違いだったと言うこと

男性 38 関東 名古屋のパワーと世界のトヨタの地元

男性 25 関東 名古屋のよさ

男性 44 関東 名古屋は遠いのでわざわざ行かないが、環境をよくするメッセージを世界に対して送って

女性 38 関東 名古屋空港のすばらしさ

男性 31 関東 名古屋地域の経済の起爆剤となってほしい

女性 27 関東 名前にちなんで、平和。

女性 55 関東 明るさ

男性 54 関東 唯一の原爆被爆経験国家

女性 42 関東 唯一の被爆国として、戦争のむなしさや悲惨さを伝えていくべきだと思う

女性 29 関東 唯一原爆を落とされた国としての、核廃絶への意見。

男性 36 関東 優しさ

男性 46 関東 優しさと厳しさ

男性 45 関東 優れた技術

男性 42 関東 優れた技術は紹介されるだろうが、地球環境に対する意識の高さをアピールするべき。

女性 38 関東 友好

男性 47 関東 友好

女性 36 関東 友好、環境保護、平和

女性 27 関東 友好的

男性 39 関東 友好平和

男性 48 関東 予想来場者割れなどで海外に恥をさらさないでほしい

女性 33 関東 余り環境を壊さず生活をしていくこと

男性 45 関東 余り関心がないのでメッセージもない。

女性 35 関東 来場した外人にいい印象を与えたい。

男性 36 関東 利益追求でない環境に対する思想

男性 44 関東 利益追求のイベント開催ばかりではない日本の姿。（そう願ってます）

女性 44 関東 理想だけでなく具体的に実践していくこと
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男性 33 関東 理想を語るのはいいとしても、いざ行動と言うときには官僚や既得権益守護勢力に阻まれ

て実行力を伴わない日本に、世界に対してメッセージを送るなどとはおこがましくて答え

られません。環境がテーマなら博覧会の運営に矛盾が生じないように祈るのみ。そもそも

開催の必要すら？なのに、わざわざ自然を破壊して会場を作っていることからして良く理

解できない。こんな無駄金をかけるくらいなら、もっと環境を守るためのことにつかえば

女性 21 関東 緑あふれる未来を目指すこと

男性 53 関東 緑と自由

女性 51 関東 緑と水のゆたかな日本

男性 30 関東 緑の地球を子供・孫にも残してあげたい。

女性 29 関東 緑の保護、地球環境の改善！

女性 67 関東 緑を増やしてＣＯ2の削減に努力して地球の温暖化を阻止してゆくことを世界に知ら示す

ことです。

女性 26 関東 緑を大切にしよう

男性 25 関東 緑化の大切さ

女性 41 関東 緑豊かな日本の再認識をしてもらう

男性 29 関東 浪費ばかり考えていないこと

女性 32 関東 拉致被害者の心労，拉致被害者の身柄確保。世界平和。

男性 25 関東 拉致問題解決

男性 23 近畿 (アメリカと違い)環境重視型の経済発展を目指す日本の姿

女性 29 近畿 “自然の叡智”というテーマを、その場限りではなく継続していくこと。

男性 64 近畿 “自然の叡智”といっても、何か具体的に何を発信しようとするのか分りずらい。折角、

京都議定書を纏めた日本なのだから、もっと、現状が、地球環境に及ぼす危険な状況につ

いてアッピールするなど目的をハッキリしたほうが良いとおもう。

女性 21 近畿 「環境への取り組み」をただのポーズで終わらせない、ということ。できるかどうかは疑

問だけど。（実際、環境問題がテーマのわりに、会場づくりが既に環境破壊になってい

女性 16 近畿 「地球市民意識」を広めて欲しい（が、まず日本がそういう意識を持っているかどうかが

問われる）

男性 43 近畿 CMで“愛”地球博というくらいなので、全世界の人に愛が伝わればいいと思います

男性 37 近畿 ＩＴ技術

女性 25 近畿 TOYOTA車の素晴らしさ

男性 41 近畿 ああ、もうすぐはじまるんだー、程度の関心しかない。建物を建てること自体が、自然破

壊の一端であるという面は否定できないし、万博というイベントには自然の叡智という

テーマはもっともそぐわないのでは・・・

男性 53 近畿 アジアの連帯と繁栄

男性 42 近畿 あまりにも環境を意識しすぎ。つまらなそう。

女性 28 近畿 あまり期待はできないけど、一応日本文化を大切に世界平和を強調して欲しい。

女性 35 近畿 あまり行なわれる内容すら知らないのでよくわからない。トヨタのＣＭで安藤みき選手が

変わった車に乗ってるのを知ってる程度

女性 29 近畿 アメリカは京都議定書を無視した行動をとっている。そのことや、熱帯雨林がどんどん減

少していっている事実について、もっと真剣に考えるように促してほしい。

男性 22 近畿 アメリカ等への京都議定書の再参加

女性 34 近畿 ありきたりだけど、自然・資源を大切にすること

男性 36 近畿 あれだけ人工的なものを作っておきながら、自然の叡智とは？？？長良川河口堰等の過去

の失敗についても知らせるべき。脱ダムなど時代で考えやニーズが変わることなどをいろ

んな国のかたに知っていただくがよい。

男性 36 近畿 あんなイベントくらいでは何も伝えられないと思う。

男性 41 近畿 いかに環境破壊を食い止めるか。

女性 36 近畿 いかに自然と共存していくかということ。

女性 29 近畿 いかに自然と最先端の技術が調和しているか

女性 29 近畿 いかに自然を守っていくか。そのためのテクノロジー。

男性 29 近畿 いまいち何なのかわからない

男性 45 近畿 いまさら遅いが、こんなことよりもっとお金を使うところがあるのでは

女性 29 近畿 いまさら日本を良いイメージに換えることは無理だと思うので、普通に楽しければそれで

いいと思う

男性 35 近畿 いまさら万博にメッセージを伝える効力はないと思う

男性 43 近畿 いまどき、なんで「万博」なのかわからない？跡地はどうするの？
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男性 46 近畿 いろいろありすぎて書ききれない

女性 56 近畿 いろんな国と交流する

男性 41 近畿 インターネットを始めとして情報供給は十分にできる世の中になったのでメッセージは意

味無いと思います。それよりも具体的な活動をすべきと思います。

女性 47 近畿 う～ん、むずかしい。このさい、日本はすごく貧乏なんだということをアピールして、国

際援助額を減らしてもらったら？

男性 36 近畿 エコ

男性 38 近畿 エコや夢のある技術の紹介

女性 33 近畿 エコロジー

女性 67 近畿 エコロジー

男性 45 近畿 エコロジー

女性 38 近畿 エコロジー

女性 34 近畿 エコロジー

女性 38 近畿 エコロジー

男性 40 近畿 エコロジーとテクノロジーの融合をアピールして欲しい。

女性 33 近畿 エコロジーについて

女性 34 近畿 エコロジーや地球温暖化について

男性 42 近畿 エコロジーを発信して欲しい

女性 29 近畿 オオタカの巣を切り払って土地を確保したりホームレスを追い出したり、良いニュースを

聞かないし、知名度も低いと思う

女性 26 近畿 お金と技術はあるけど、環境問題や福祉問題にはまだまだ発展途上国であるということ。

女性 23 近畿 お金を無駄使いしていないかどうか。

女性 19 近畿 きっと盛り上がらないので、あまり効果は無いと思う

女性 45 近畿 グローバルな視点で環境を考える。

女性 31 近畿 ここ数年の異常気象などで、環境を守るということがどれだけ重要なことか世界中の人間

がわかっているはずなのに、実際に前向きに対応しようとしない現実がある。そこのとこ

ろを環境破壊をしないような方向へ導くべきである。

男性 26 近畿 コストダウンについて

女性 28 近畿 このイベントを通じ、世界の国々の自然保護について真剣に見直していくべきだというア

ピールをして欲しい。

女性 33 近畿 この機会に、自然の叡智について考えるようにすべきだと思います。

男性 69 近畿 この春一番のイベントとして大いに期待している。

女性 39 近畿 この万博を機会に日本がリーダーとなって地球環境の保護を訴えていくこと

男性 30 近畿 この万博を通して「万博」という催し物自体を今後どうすべきかを考えてほしいとメッ

セージすべき。

女性 32 近畿 これから、自然と人類がどのように共存していくかをメッセージすべきだと思います。

女性 26 近畿 これからの、地球と共に在り続ける方法を新しく提示してほしい。

女性 39 近畿 これからの環境保護をもっと取り組むための足がかり。

女性 27 近畿 これからの世界の明るい未来。

男性 17 近畿 これからの地球環境について。環境保全。日本の技術の高さ。

男性 20 近畿 これからの日本の環境に対しての取り組み方。

女性 31 近畿 これからの平和な世界。

女性 35 近畿 これから育っていく子供達に世界の人とのふれあいをさせてやりたい。

女性 21 近畿 これから日本がどのように自然を大切にしていくか。他国の自然ばかりを食いつぶさず、

自国でできることをどんどん考えてほしい。

女性 34 近畿 コンセプトがよくわからない

男性 37 近畿 コンセプトの明確化

男性 49 近畿 サスティナブルライフのあり方提案

男性 25 近畿 しなくて良い

男性 26 近畿 する必要なんてあるの？

男性 30 近畿 せっかく日本で開催されるのだから、日本の良いところを伝えるべきだ。

男性 42 近畿 ゼロロエミッション

女性 39 近畿 そもそもスタート時点から妖しいからメッセージなんて何も出せるものがないと思いま

女性 27 近畿 そもそも何のために行われるイベントがわからない。

男性 30 近畿 そもそも現代の万博で世界にアピールできるのだろうか？

男性 44 近畿 そもそも自然の叡智を謳いながら、自然破壊を伴う開発を行うことの矛盾をどう説明する

女性 22 近畿 そんなことより浮浪者強制撤去などの汚いものにはフタみたいな精神に疑問を感じる。
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男性 23 近畿 そんな事よりも金の無駄じゃないかと思う。むしろ万博によって建てられる建物などの資

源等を考えると自然破壊へ進んでいるのではないだろうか。

男性 39 近畿 ちょっと自宅から距離もあるし遠出してまで行こうとは思わない。

男性 40 近畿 つまらない金をいかに使わないか

男性 39 近畿 つまらん万博は止めにしてもっと永続的なことにコスト配分して欲しい。

女性 32 近畿 テーマ“自然の叡智”だけに、どのように自然を壊さずに開発したか興味があります。

男性 47 近畿 テーマからいって、環境保護への取り組み、自然環境との共存の道だと思う。

女性 22 近畿 テーマである自然とともに日本が誇れる技術などを紹介すべきだと思う。

女性 37 近畿 テーマでもある「環境保護」と時節がら「平和」や「思いやり」など

女性 44 近畿 テーマとパビリオンの建設とが、合致しないという事で揉めてたのは知ってるけど。。。

その点がどうなったかが分らない。

男性 32 近畿 テーマと建設設営が噛み合っていないのをどう説明してるんだろうかといつも思います。

女性 62 近畿 テーマに基づく地球全体の環境を、みんなで真剣に考えること。温暖化現象も人間が作り

出したようなもので、地球が変わりつつあるのを自覚しなければならないと思う。

女性 27 近畿 テーマに反し、森林伐採がおこなわれたこと。皮肉です。

男性 50 近畿 テーマのとおり環境問題の提議。

女性 47 近畿 テーマの自然の叡智。この機会に愛知周辺の日本の素晴らしい古来の自然、伝統の残る土

地へも足を運んでいただくような案内。本当の日本、人間味の感じられる日本を紹介。

男性 28 近畿 テーマの通りに真実味のある取り組み

女性 63 近畿 テーマ通り永遠の課題「自然保護」「人間愛」

男性 37 近畿 というか「まだ万博ですか…」

男性 34 近畿 というかいまどき万博でなにかメッセージを伝える、なんてのは時代錯誤。そんなことや

る前に経済対策等、国民の不安、絶望を軽減するような施策に力を入れるべき。

女性 19 近畿 ドイツのように環境問題に積極的に取り組むべきだと思う。

男性 31 近畿 どうせゼネコンが儲けるだけなのでせいぜい恥をかかなければそれでいい

男性 46 近畿 どうせ万博なんか開いたって何にも役に立たないただのデカいイベント金の無駄環境破壊

女性 45 近畿 どの国ももっと「環境」について考え、きれいで住みよい地球を作っていくべきだと言う

女性 37 近畿 トヨタ

男性 28 近畿 トヨタの経済力があればこのようなイベントを国を巻き込んで開催できること

男性 40 近畿 トヨタをはじめとする下賎な守銭奴の金儲けに加担する気はありません。

男性 33 近畿 とりあえず嫌われないように

女性 24 近畿 どんなに技術が発達しても自然には敵わないこと。

女性 31 近畿 どんなに文明が進んでも自然の力には勝てない。経済的に負担になっても（商品が少し高

くなっても）環境優先で購買したい。しかし現実は安いものしか買えない。企業の努力も

あるが、国や世界の協調により、環境について、人間が生きていくのは本当に何が必要な

男性 26 近畿 フラッグキャリア

男性 48 近畿 まだまだ、金持ちです。この国は。

女性 35 近畿 まだ愛知万博についてよく知らないので何とも言えない。

男性 26 近畿 まだ日本国内での認知度が低いと思う

男性 16 近畿 みんなで協力して世界をきれいにする

男性 41 近畿 メジャーさに欠けるので期待しない。

男性 28 近畿 メセナ活動の重要性。

女性 35 近畿 メッセージが届かないのじゃないかと思う

男性 55 近畿 メッセージすべきものを持っていない

女性 45 近畿 メッセージするのではなく、いろいろな取り組み、方法の相互交換の場になればよいので

はないかと思います。発信という考え方は一方的であまり好きではないです。もっと、い

ろいろな方法を知って取り入れていって欲しいです。

女性 23 近畿 メッセージとは少し違うかもしれないが、『自然』と、掲げつつ、イベントを行うこと

で、資源の無駄遣いを行わないことを期待している。

男性 43 近畿 メッセージは国内向けでよい

女性 32 近畿 メッセージを出す前に自国の環境問題にもっと取り組んで欲しい。

女性 35 近畿 メッセージを発せられるほどの環境立国ではないので、わからない。

女性 52 近畿 もう時代遅れです。万博は。もっと他にすることあるでしょう。

女性 39 近畿 もぅ万博は古いと思う。何も期待しない

男性 39 近畿 もう万博を開催しても、集客は見込めない。万博の名を借りた、自然破壊はやめよう。こ

のメッセージで十分。
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女性 57 近畿 もちろんでしょうね。やる以上は。日本がイニシアチブを取って地球環境に対して各国

が、また各人が積極的になることを提唱してほしい。

男性 49 近畿 もっとわかりやすく宣伝するべきだ

男性 30 近畿 もっと環境問題に積極的に取り組むべきだと思います。

女性 23 近畿 もっと日本のこれまでに対して自信をもち文化を知らせ、これからの日本のありかた、日

本独自の個性をアピールしてほしい。

女性 39 近畿 もののけ姫のような、日本の多神教的な風習。誇るべき日本人の国民性。

男性 42 近畿 もの作り王国愛知県の技術力の高さをアピールすべきだと思います。

男性 31 近畿 もはや万博自体が時代遅れの感が否めないが、テーマが『自然の叡智』なのであれば、自

然災害などの原因究明や対策などを神戸会議に輪をかけて再度、発信すればいいと思う。

女性 34 近畿 やはり、これからの世界のために、地球環境をよりよく・・過去に戻す努力でしょうか。

女性 34 近畿 やはり一番は世界の平和でしょう。争ってばかりいても、いい結果は生まれないし、これ

から、どんどん地球全体もしんどくなってくるだろうし、みんなで守っていかないとだめ

女性 38 近畿 やはり環境保護

男性 53 近畿 やはり自然破壊ですね

女性 34 近畿 ゆめを与える

男性 38 近畿 ヨーロッパに比べて、アメリカや日本は特に環境問題に対してあんまり真剣に取り組んで

いないのでもっと考えて欲しい。

女性 30 近畿 リサイクル

男性 26 近畿 ろぼっとの技術

女性 54 近畿 ロボットの進化

男性 40 近畿 わが国の環境への取り組み

男性 32 近畿 愛

女性 13 近畿 愛

男性 18 近畿 愛・地球博の名にふさわしい環境保護を訴えるとか。そういえば、愛知県で、ホームレス

の人を、愛・地球博を行うのに強制撤去してましたね（行政の方からすると違うって言わ

れるかもしれないけれど、ニュースでコメントしてたジャーナリストさんはそういって

た）。愛知万博のために撤去というのが本当なら、撤去するどころか、ローエネルギーラ

イフを送る、そういうかたがたには出展していただくべきでないのかと皮肉も含めて、思

男性 25 近畿 愛とは何か、考えさせるもの。

男性 28 近畿 愛と環境保護

男性 30 近畿 愛と平和。

男性 28 近畿 愛知の存在

女性 49 近畿 愛知の知名度を上げる機会

女性 27 近畿 愛知の良さ。東京ではない日本。

女性 29 近畿 愛知県民に何の期待もない

女性 37 近畿 愛知万博の、趣旨自体が全くわからない。知らない。

女性 32 近畿 愛知万博は名前しか知らないので良く分からない。

男性 50 近畿 安心

男性 46 近畿 安全

女性 34 近畿 安全と平和

女性 37 近畿 異常気象が続くなか、地球温暖化に対するメッセージ台風・地震多発国として自然の恐さ

女性 40 近畿 温暖化・自然破壊防止

女性 48 近畿 温暖化ガスの削減

女性 38 近畿 温暖化が叫ばれている今、もっと世界の国々が協力しあうべきであること

男性 35 近畿 温暖化防止

女性 25 近畿 何か世界に対して日本が言ったところで受け入れられるとは思えない。

女性 26 近畿 何をするにしても、環境のことを一番に考える国であること。

男性 23 近畿 何をどうすることがどう環境に良いのかなどを理性的に発信すべき。

女性 29 近畿 何を伝えたいのかも知らないからわからない。

男性 31 近畿 何年に1度の万博なので頑張ってほしい

男性 30 近畿 科学と自然の調和

男性 29 近畿 科学技術

男性 38 近畿 改めて自然に対する尊敬の念を抱くこと。

女性 27 近畿 開かれる事は知ってるのですが、環境への取り組みがテーマと初めて知りました。先進国

として、環境問題に取り組む姿を伝えるべきだと思います。
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女性 39 近畿 開催されるというのは知ってるが、具体的な内容は知らないです。まず、国内でアピール

してから世界にとは思う。

女性 44 近畿 開催そのものが、破壊だ

女性 35 近畿 開催前に環境破壊などで反対されててイメージが悪いので、興味無し

男性 65 近畿 外圧に負けて、しぶしぶ自然保護を打ち出した催しなど見るに値しない。

男性 31 近畿 外資の進出依頼

男性 54 近畿 各国固有文化の存在意義

女性 29 近畿 核の廃絶唯一の被爆国として常にメッセージを発信してほしい

男性 47 近畿 核の撲滅、世界平和

男性 33 近畿 楽しくやればいい

女性 34 近畿 割り箸は自国の間伐材を使うように

男性 34 近畿 環境

男性 51 近畿 環境

男性 31 近畿 環境

男性 60 近畿 環境

女性 59 近畿 環境

女性 30 近畿 環境、平和

男性 57 近畿 環境”日本”をアピールして欲しい。

男性 30 近畿 環境・技術大国

男性 35 近畿 環境・省エネ

男性 37 近畿 環境がテーマなら他には特に無し

女性 32 近畿 環境がメインならそれなりに具体策をしるしてほしい。

男性 51 近畿 環境が壊れ続けていること

男性 19 近畿 環境が大事であり、もっと意識をもってエコに取り組みべきであると思う。

男性 39 近畿 環境だけでなく日本の自然のすばらしさを伝えたい。

男性 27 近畿 環境という名の自然破壊で世界中から笑われている。

女性 26 近畿 環境とともに暮らすということ。

男性 23 近畿 環境と開発のバランスをしっかり取っていこう。

男性 47 近畿 環境と人類の進歩との調和。

男性 48 近畿 環境と発展の調和

男性 27 近畿 環境など

男性 41 近畿 環境についてもう1度きちんと考えようということ。

女性 39 近畿 環境に考慮してること

女性 35 近畿 環境に取り組む国

男性 26 近畿 環境に対して口だけではなく行動をしている、努力しているということ

女性 26 近畿 環境に対する意識啓発を訴えるべきだと思います。

女性 44 近畿 環境に対する気持ち

女性 33 近畿 環境に対する考え

男性 35 近畿 環境に対する考え方

女性 38 近畿 環境に対する取り組み

女性 40 近畿 環境に対する取り組みということだが万博開催のこともあまり知らないので、世界に対す

るメッセージなど、発信できるとは思わない。

女性 36 近畿 環境に対する取り組みの姿勢、おとづれた人々のサービスのレベルの高さ

女性 44 近畿 環境に対する日本の姿勢

女性 29 近畿 環境に大いに取り組んでることと。また各国が取り組むべきであること。また平和の大切

さを伝えるべきだと思います。

男性 35 近畿 環境に配慮した国を目指していること

男性 33 近畿 環境に配慮して開催を中止する。

女性 47 近畿 環境に優しい国づくり。

女性 50 近畿 環境に優しい地球をめざして、多くの人達とのコミュニケーション。

男性 27 近畿 環境の改善

女性 21 近畿 環境の事をもっと知ろう

女性 57 近畿 環境の取り組みかたと自然との調和

男性 36 近畿 環境の取り組みはいいが、あまりおもしろくなさそう。

男性 13 近畿 環境の重要性

女性 38 近畿 環境の整備

男性 25 近畿 環境の大切さ
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男性 46 近畿 環境の破壊が最近特に問題になってきているがこの万博を機会にそのことに世界中の人々

がきずき日本が先頭にたって問題に取り組んでいくことをうったえていくイベントとなれ

男性 54 近畿 環境の破壊防止。

女性 44 近畿 環境の保護

男性 43 近畿 環境の保護

男性 74 近畿 環境の保全

男性 20 近畿 環境への関心

男性 21 近畿 環境への技術を世界にむけて売り出して欲しい。

女性 38 近畿 環境への取り組み

女性 29 近畿 環境への取り組み

男性 25 近畿 環境への取り組み

男性 28 近畿 環境への取り組み。

男性 70 近畿 環境への取り組みがメインなら、近年の自然災害から覚える将来の不安にもっと危機感を

持ち真剣に考えるべきで、日本政府もアメリカに対し媚びないで発言すべきです。京都議

定書に対するアメリカの態度は許せません。

男性 37 近畿 環境への取り組みで日本が進んでいる部分

女性 59 近畿 環境への取り組みということだから、やはり地球の温暖化、動物に対しての愛情、環境を

考えてやってほしい。

男性 25 近畿 環境への取り組みと先進技術の発展にかける意気込みをアピールすべき。

女性 40 近畿 環境への取り組みのアピール

女性 29 近畿 環境への取り組みも大切だが、日本の誇る最先端技術をアピールしてほしい。

女性 40 近畿 環境への取り組みや地球環境の保護

男性 46 近畿 環境への取り組みを

男性 41 近畿 環境への取り組み推進が、人類のメリットに適うこと。日本の省エネルギー技術の高さ。

女性 35 近畿 環境への取組み

男性 38 近畿 環境への取組み。

女性 42 近畿 環境への日本自身の取り組み。

男性 50 近畿 環境への配慮

男性 26 近畿 環境への配慮

男性 28 近畿 環境への負荷が少ない技術

男性 23 近畿 環境を意識したものづくりとそこから生まれる経済しいては産業の発展

男性 40 近畿 環境を言うのなら、ＰＥＴボトルはすぐ使用禁止にすべきだ

女性 42 近畿 環境を考えた最先端技術の試み。

女性 38 近畿 環境を考えた生産技術向上

女性 62 近畿 環境を今以上に良くする事。

女性 28 近畿 環境を守り、類まれな惑星である地球の美しさを保つために、世界中が協力する大切さ、

更に日本の持っている技術力が、それに貢献できるということを知ってもらう…には良い

機会かと思いますが、単なるパフォーマンスだけのメッセージでは人の心を動かす事はで

男性 46 近畿 環境を守る先進的な科学技術は必要であるが、一人一人が環境を意識できない限りそれだ

けでは地球を守れない。

女性 30 近畿 環境を大切にすること

女性 49 近畿 環境を大切にすること。

男性 20 近畿 環境を第一に考えているところをアピールし、様々な技術を世界にアピールしてほしいで

女性 29 近畿 環境を破壊してまで、イベントをしているということ。

男性 34 近畿 環境維持向上の取り組みをアピールすれば良いと思う。

女性 56 近畿 環境維持平和

男性 20 近畿 環境汚染

男性 40 近畿 環境汚染や温暖化などの環境対策について世界をリードするという積極的な姿勢。間違っ

てもアメリカに遠慮すべきではない。

女性 52 近畿 環境先進国

男性 16 近畿 環境先進国であり、環境保持の大切性を訴えるべきであること。

男性 28 近畿 環境先進国であること

女性 25 近畿 環境先進国としてのお手本になって欲しい

女性 64 近畿 環境先進国になる

女性 28 近畿 環境対策、平和への願い

女性 41 近畿 環境対策の重要性

女性 31 近畿 環境破壊が進んでいるので、自然を大切にするように呼びかけてほしいです。
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男性 31 近畿 環境破壊にどれだけ親身になているか

女性 31 近畿 環境破壊の深刻さ等

女性 64 近畿 環境破壊や温暖化など、地球が壊れつつあるということ

女性 29 近畿 環境破壊を考えること。

男性 36 近畿 環境破壊を防ぐ姿勢をみせるべき

男性 29 近畿 環境破壊問題

男性 36 近畿 環境配慮型のモデルを提案

女性 55 近畿 環境博でエネルギーを使いすぎていては何にもならない。エコ家電などの取り組みのア

ピールをして温暖化防止へのメッセージを期待します。

男性 48 近畿 環境保護

男性 51 近畿 環境保護

女性 31 近畿 環境保護

女性 32 近畿 環境保護

女性 46 近畿 環境保護

女性 27 近畿 環境保護

女性 50 近畿 環境保護

女性 26 近畿 環境保護

男性 47 近畿 環境保護

男性 37 近畿 環境保護

男性 50 近畿 環境保護

女性 47 近畿 環境保護

女性 47 近畿 環境保護

女性 37 近畿 環境保護

女性 37 近畿 環境保護

女性 46 近畿 環境保護

女性 36 近畿 環境保護

男性 20 近畿 環境保護

女性 31 近畿 環境保護

女性 76 近畿 環境保護

女性 45 近畿 環境保護

女性 49 近畿 環境保護

女性 37 近畿 環境保護

男性 66 近畿 環境保護

女性 39 近畿 環境保護

男性 41 近畿 環境保護

女性 45 近畿 環境保護

女性 23 近畿 環境保護

女性 38 近畿 環境保護

女性 39 近畿 環境保護

男性 45 近畿 環境保護

男性 47 近畿 環境保護

女性 45 近畿 環境保護

女性 33 近畿 環境保護

男性 45 近畿 環境保護

男性 29 近畿 環境保護、とりわけ地球温暖化に対する取組みや考えを、企業理念なり製品なりで示して

いくべきだと思います。

男性 45 近畿 環境保護、人権、平和

男性 43 近畿 環境保護。

女性 31 近畿 環境保護。

女性 56 近畿 環境保護・温暖化防止

男性 33 近畿 環境保護ではなく、環境促進を訴えればよいと思う

女性 20 近畿 環境保護と、その環境が人間に与える恵み。

男性 37 近畿 環境保護と経済の発展の両立

男性 36 近畿 環境保護と最新科学との連携

男性 46 近畿 環境保護と世界平和

女性 35 近畿 環境保護と生態系の保護

女性 47 近畿 環境保護と名古屋を有名に。

マイボイスコム株式会社  http://www.myvoice.co.jp   71



～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 49 近畿 環境保護について。

女性 41 近畿 環境保護に対して個人レベルで取り組めること

女性 17 近畿 環境保護に対する取り組みや、世界の環境に対する日本の立場をアピールしたらいいと思

女性 46 近畿 環境保護に力を入れていること。

女性 33 近畿 環境保護の具体的な取り組みの方法。

男性 45 近畿 環境保護の取り組み

男性 37 近畿 環境保護の重要性。

女性 32 近畿 環境保護の重要性。

女性 35 近畿 環境保護の大切さ

女性 39 近畿 環境保護の大切さ。

男性 66 近畿 環境保護の大切さ。

女性 30 近畿 環境保護や、新しいエネルギーなど地球を汚染しないような事を伝えるべきだと思う。こ

れからの時代、住みにくくなっていくだろうから、いかに地球を破壊しないで快適な生活

が送れるかを考えていくような事を伝えてほしい。

女性 31 近畿 環境保護や自然の保全。もっと地球を大切にすべきだと思う。

男性 39 近畿 環境保護や省エネルギーの重要性・知識・技術を積極的にアピールすること

男性 35 近畿 環境保護を訴えてほしい。

女性 37 近畿 環境保護を優先した考え方。

女性 22 近畿 環境保全

女性 41 近畿 環境保全

男性 29 近畿 環境保全

女性 40 近畿 環境保全

男性 55 近畿 環境保全

女性 24 近畿 環境保全

女性 39 近畿 環境保全。

女性 31 近畿 環境保全とか言いまくって、何にもしないのではあきれるばかりなので、有言実行をモッ

トーに環境保全のためのメッセージを送って欲しい。

男性 47 近畿 環境保全に対して積極的に取り組んでいることをアピールすべき。

女性 34 近畿 環境保全への具体的取り組み

女性 34 近畿 環境保全への取り組み、特に日本が誇る技術をアピールしてほしい

男性 49 近畿 環境保全への取り組み。

女性 22 近畿 環境保全を打ち出す国ということ

男性 36 近畿 環境保全技術

男性 46 近畿 環境保全技術で世界への貢献をアピールする事

男性 38 近畿 環境問題

男性 40 近畿 環境問題

女性 42 近畿 環境問題

男性 38 近畿 環境問題

男性 36 近畿 環境問題

男性 55 近畿 環境問題

女性 54 近畿 環境問題

女性 31 近畿 環境問題

男性 33 近畿 環境問題

女性 43 近畿 環境問題

男性 44 近畿 環境問題

女性 41 近畿 環境問題

女性 24 近畿 環境問題

男性 32 近畿 環境問題

男性 33 近畿 環境問題

女性 60 近畿 環境問題

女性 36 近畿 環境問題。

女性 30 近畿 環境問題。

女性 44 近畿 環境問題。地球温暖化について。

男性 28 近畿 環境問題と平和に対する取り組みをアピールしたい。

女性 43 近畿 環境問題など

男性 25 近畿 環境問題におけるとりくみで、先進国の中でも日本はどちらかというと遅れている。よっ

て、これからしっかりと責任を持って考えていくということを明示してほしい。
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男性 39 近畿 環境問題における最先端国であること。

女性 28 近畿 環境問題にすぐにでも本気で取り組まないと、地球滅亡は目の前に来ていること。

女性 37 近畿 環境問題について。

女性 27 近畿 環境問題には世界が一体となって取り組まなければいけない

女性 56 近畿 環境問題に関しては日本は遅れていると思うのでそのところの姿勢をアピールしてほしい

女性 47 近畿 環境問題に取り組む技術の公開。

男性 27 近畿 環境問題に取り組む先進国として、アジアのリーダーとしての存在感。

女性 49 近畿 環境問題に積極的なこと

男性 41 近畿 環境問題に日本がどのように取り組んでいるか

男性 25 近畿 環境問題の大切さ

男性 46 近畿 環境問題の提起と取り組み

男性 45 近畿 環境問題への取り組み

女性 18 近畿 環境問題への取り組み

男性 37 近畿 環境問題への取り組み，新しい社会の提案．

男性 31 近畿 環境問題への取り組みと技術

女性 44 近畿 環境問題や自然破壊に対して積極的に行動しているという姿を見せること。（実際にその

ような行動をとっていくこと）

男性 57 近畿 環境問題や日本の技術や文化を世界の人に知ってもらい、同じ人間同士として色々な問題

に取り組んでもらいたいです。

男性 49 近畿 環境問題をいっしょに考えよう。

女性 25 近畿 環境問題を真剣に世界全体で考えること。

女性 42 近畿 環境問題を身近なところから取り組めることの提案

男性 35 近畿 環境問題を世界に認識してもらう（特に京都議定書に参加していないアメリカにアピール

女性 45 近畿 環境問題を世界的に考えていくことの重要性について。

男性 33 近畿 環境立国日本

男性 18 近畿 観光

男性 41 近畿 閑居運の鯛sつさ。特に先進国に対して。飢えや飢餓に苦しむ国や地域への援助。など。

女性 27 近畿 企業が開発した物などを通して地球環境保護に私たちが参加できるきっかけを紹介して

言ってほしい。

男性 23 近畿 企業の宣伝活動という側面が強すぎて，世界に対するメッセージとは受け取れない。

女性 30 近畿 基本的な愛・健康・自然・などの大切さ。

女性 30 近畿 基本的な生活環境の見直し

男性 41 近畿 期待してないので全くなんの感情も感想もない。

女性 33 近畿 機械やロボットなど、日々の研究の成果、技術を認識してもらうこと。

男性 41 近畿 気球環境を守ること。人は自然から生まれたものであり、自然の恩恵を受けて生きている

こと。無益な争いを無くすこと。

女性 59 近畿 規制することが環境保全になるとは思えない。

男性 31 近畿 技術の紹介

女性 36 近畿 技術の進歩

女性 28 近畿 技術の進歩と自然との調和

男性 29 近畿 技術の進歩は本当に生活を豊かにするのか？環境だけでなく様々な視点から議論すべき場

所ではないだろうか。

男性 33 近畿 技術以上に「人間」という意味合いにおいて企業が何を出来るかを表現してほしい。

男性 28 近畿 技術水準の高さ

男性 24 近畿 技術大国日本。

男性 17 近畿 技術的な面や、自然を大切にしているという点。

男性 46 近畿 技術力

男性 20 近畿 技術力

男性 36 近畿 技術力

男性 33 近畿 技術力

男性 29 近畿 技術力

男性 36 近畿 技術力

男性 50 近畿 技術力

女性 26 近畿 技術力？

男性 28 近畿 技術力のアピール

女性 33 近畿 技術力や国の発展などと自然破壊はイコールではないことを実際に示せればいいと思いま

男性 44 近畿 技術力をアピールする
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女性 24 近畿 京都会議が開かれた日本だから、より環境問題について強くアピールしていかなければな

らないと思う

女性 30 近畿 京都議定書に基づいた環境宣言

男性 66 近畿 京都議定書に基づく環境保護を最重点にもっと推し進めるべき。

男性 36 近畿 京都議定書の意義。環境保護の先進国だと言うアピール。

男性 40 近畿 京都議定書の重要性

男性 53 近畿 京都議定書の遵守

男性 67 近畿 京都議定書の批准をアメリカに強く働けかける。

男性 34 近畿 京都議定書の履行

男性 31 近畿 京都議定書へのアメリカ合衆国の参加を求めるのと、よりいっそうの温室効果ガスや有害

ガスの排出規制を強化することを、訴えるべき。

男性 40 近畿 京都議定書を守ること

女性 30 近畿 共生

男性 19 近畿 協調

男性 37 近畿 協力の大切さ

女性 42 近畿 近い将来のあり方。万博後、出来うる限り素早く、企業には実際の商品として市場に出し

て欲しい。

男性 28 近畿 金持ち度

男性 24 近畿 具体的な環境問題と個人での取り組みについて

男性 50 近畿 景気回復・・

男性 19 近畿 経済

男性 31 近畿 経済だいこく

女性 35 近畿 経済の発展と、自然環境のバランスをいかにたもつかを前向きに考えることが必要だと思

います。そのことを地球全体で考えるときにきていると思います。

男性 29 近畿 経済の発展と環境の保護を、あるていど両立させた日本の技術。それにともなう自然への

考え方をアピールすべし。自然に神の存在を認める日本と西欧では、根本的な考えが大き

く違うと思います。原始的アミニズムとは違う日本の優れた伝統を、自然の叡智として世

界にアピールすべきだと思います。

女性 47 近畿 経済ばかりではないこと

男性 24 近畿 経済活動よりも環境保全活動の方が優先度が高いということ。企業は何事にも利潤優先で

行動するのが常ですから、それ以外の立場からの呼びかけが必要です。

男性 29 近畿 経済先進国としての環境問題。

男性 40 近畿 経済大国から、自然との共存をめざした環境立国へ。

男性 54 近畿 経済大国以外の日本のイメージ。情緒。和の精神文化。

男性 33 近畿 経済大国日本

男性 45 近畿 経済発展と環境保護という相反するテーマを如何にバランスさせていくべきかの提案。

男性 35 近畿 経済発展と環境保全の協調

男性 31 近畿 結局環境破壊だから。大企業が金を取るだけ。税金の無駄。やらない方がいい。

女性 47 近畿 建前や体裁でなく、本気で誠実にテーマに取り組んでいる姿勢。

男性 30 近畿 原点に返れ

女性 45 近畿 原爆の撲滅

女性 29 近畿 現在の状況どう取り組むべきか

男性 46 近畿 現在の日本には万博は必要ではない

女性 34 近畿 現代に万博をする意味はほとんどないと思うので、特にない。

女性 59 近畿 公害ニッポンの名前を返上するもの

男性 44 近畿 公害対策を他国から突っ込まれずとも出来る国

男性 37 近畿 公共事業への依存をやめる

女性 35 近畿 口先だけでなく実際にどういう取り組みを行うつもりなのか明確にするべき。

男性 42 近畿 工業以外の文化

女性 19 近畿 広い受け入れ態勢。

女性 42 近畿 皇太子様が取り組んでおられるのをみて興味がわきました。もっと皇室を使ってアピール

すれば国民も関心が出てくると思います。

女性 23 近畿 国や人種、民族などを超えた地球人としてのつながりをもつべき

女性 40 近畿 国を滅ぼし、自然を破壊する事は止めて、皆で力と知恵を出し合って、生きやすい世界に

していこう！

男性 21 近畿 国際平和、地球環境の保護

男性 35 近畿 国内での宣伝が先
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女性 53 近畿 国民性一般の人の考え方

男性 28 近畿 今、環境のために利用できる、どんな科学技術があり、現状どこまで生かせているのかに

男性 44 近畿 今、日本で万博を開く必然性がない。大規模に自然を破壊した開催地で「自然の叡智」を

テーマにした万博を開くこと自体が、皮肉なメッセージになるのでは。

女性 35 近畿 今こそ、地球の大切さを真剣に考えるときであるというメッセージ

女性 17 近畿 今のやばい地球の状態。

女性 50 近畿 今の現状のままでは自然がうしなわれてしまので、それに対して真剣に取り組んで行かな

ければならないということ。

女性 57 近畿 今の時代、万博は必要かな？と思う。

女性 29 近畿 今の時代だからこそ私たちが自然に対して人に対して何をするべきかを考える機会にして

女性 19 近畿 今の日本から発信できるものなんて、思いつきません。

男性 42 近畿 今の日本に世界に向けて自信を持って発信できるものがないような気がする

女性 32 近畿 今の日本を知ってもらうことが必要だと思います。

女性 24 近畿 今はとにかく環境問題だと思います

女性 51 近畿 今まで十分地球を汚して来た先進国として、地球環境についての強い態度を取るべきだと

女性 27 近畿 今まで日本が他の国に対して行ってきた罪を償うべき。その罪は環境破壊や他の国の貧困

の増長など。

男性 29 近畿 今後の環境先進国への仲間入り。

男性 40 近畿 今後人類はどのように自然とつきあっていくか、そろそろみんなが真剣に考える時期だ。

女性 43 近畿 今更、万博もなーと開催自体をあまり賛同していない。（すいません。）

女性 42 近畿 今更万博でメッセージしなくてもよいと思う。どうせ赤字になってしまうのに。もっと他

にやるべきことがあるはず。

女性 39 近畿 今時ほんとに万博？盆・正月にはみんなこぞって海外なのに？

女性 27 近畿 今世界で起こっている震災を心において、自然に対する畏敬の念をもう一度持つこと

女性 33 近畿 最近、温暖化など環境について本当に考えるべきだと思います。

女性 26 近畿 最近は、異常気象で世界各地で大災害が発生しているので、環境保全の大切さを伝えて

いって欲しいです。

女性 26 近畿 最近特に問題化されている自然環境の劣化に対して国・企業などが行う具体的な取り組み

や、日本の自然のおかれてる現状（自然破壊）について覆い隠す事なく伝えるべき。

女性 26 近畿 最後の万博にすべき

男性 26 近畿 最新技術の披露。

男性 59 近畿 最先端の技術、サービス、環境に配慮していること。

女性 30 近畿 最先端の技術と、環境対策への取り組み。

男性 44 近畿 最先端の技術と環境

男性 19 近畿 最先端の技術と自然と共存した技術

女性 38 近畿 最先端の技術と地球環境の保護の共存

男性 38 近畿 最先端の省エネ、エネルギー創造技術の公開と普及

男性 44 近畿 最先端技術

男性 43 近畿 最先端技術による地球環境保護

男性 43 近畿 災害、環境、地球

女性 37 近畿 殺伐とした見通しの暗い世界中。やはり平和・安全を伝えて欲しいです。

男性 31 近畿 産業と環境のかかわりあい

男性 36 近畿 四季に彩られる環境配慮への取り組み。

女性 26 近畿 子供にでも分かりやすく、楽しく学べる事。

女性 28 近畿 私たちの地球を大事に！温暖化、砂漠化などが少しでも軽減するように！

女性 35 近畿 資源の大切さ、自然との共存。

女性 22 近畿 資源リサイクル、自然の美しさ

女性 32 近畿 資源を大切にすること、地球環境を良くすること。

男性 28 近畿 事前の叡智というテーマを掲げながらも自然破壊をすすめてまで不必要なな万博を実施す

るおろかさをアピールすること。

女性 36 近畿 時刻の貧困・ホームレスの解決をしろ。名古屋市長は、この冬の最中に公園からホームレ

ス・テントを強制放逐した。馬鹿・薄情者！そんな万博いらん！

女性 28 近畿 時代の進化、日本の能力を現すのも大切だと思うが、自然を大切にしてることも伝えてほ

男性 44 近畿 自らがお手本になるよう努力するべき。国を率いる政治家の皆さんがもっと私腹のみ考え

て生きるのでなく国民の事を思って政治を行い日本が世界に胸を張ってものを言える国に

なること。アメリカの金魚の糞，腰巾着は卒業するべき！日本は、占領国では無いことを

男性 47 近畿 自信を持った自己主張
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女性 29 近畿 自然

女性 17 近畿 自然

男性 20 近畿 自然

男性 66 近畿 自然、環境の保護

女性 53 近畿 自然、環境をよく整える。ＣＯ２を増やさない努力をする。

女性 23 近畿 自然がいかに大切か。

女性 44 近畿 自然がテーマならばロボットを宣伝せず、日本にある豊かな自然をもっと訴えてほしい

女性 52 近畿 自然から学び地球の自然を守る。

女性 46 近畿 自然というものは人間だけのものではないし、いくら勝手に使ったりいじったりしても自

動的に回復するものでもない、未来の地球と人々のためにもっと自然を大事にしよう

女性 43 近畿 自然といろんな先端技術との共存

女性 35 近畿 自然との共生

男性 34 近畿 自然との共生

男性 74 近畿 自然との共生

男性 44 近畿 自然との共生

男性 27 近畿 自然との共生

男性 48 近畿 自然との共生・森羅万象すべてに感謝してきた日本の文化。

男性 46 近畿 自然との共生と調和

女性 42 近畿 自然との共生の大切さを世界に先駆けて発信すべきだと思う。

女性 19 近畿 自然との共存

女性 28 近畿 自然との共存

女性 34 近畿 自然との共存

女性 46 近畿 自然との共存

男性 28 近畿 自然との共存

女性 29 近畿 自然との共存

女性 28 近畿 自然との共存

女性 28 近畿 自然との共存

女性 32 近畿 自然との共存

男性 35 近畿 自然との共存

女性 27 近畿 自然との共存、今以上自然を壊さない努力、結果。

女性 33 近畿 自然との共存。

女性 34 近畿 自然との共存。

女性 27 近畿 自然との共存。

女性 37 近畿 自然との共存。企業における環境への還元。

女性 26 近畿 自然との共存。自然を大切にしていくこと。

女性 43 近畿 自然との共存について

男性 48 近畿 自然との調和

男性 29 近畿 自然との調和

男性 34 近畿 自然との調和

男性 39 近畿 自然との調和

女性 30 近畿 自然との調和と共存の道。また、日本の企業の技術

男性 22 近畿 自然との調和日本の先進技術（ロボット等）

女性 30 近畿 自然との融合

男性 38 近畿 自然との融合

女性 34 近畿 自然と科学との共存

女性 42 近畿 自然と科学の共存

女性 45 近畿 自然と科学の共存

女性 43 近畿 自然と技術（人工）の共存・融和。

男性 41 近畿 自然と共に生きること。

男性 27 近畿 自然と共生すること

男性 65 近畿 自然と共存

女性 28 近畿 自然と共存していく技術力をあげる。

女性 33 近畿 自然と共存していく知恵。

男性 47 近畿 自然と共存する生き方

男性 40 近畿 自然と最先端技術の融合。

女性 58 近畿 自然と人との共存

女性 57 近畿 自然と人との友愛
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男性 24 近畿 自然と人間との関係

女性 37 近畿 自然と人間との共存

女性 26 近畿 自然と人間のよりよい共存。

女性 37 近畿 自然と人類の共存

女性 30 近畿 自然と人類の共存。

女性 39 近畿 自然と世界の人種の方々の交流

男性 45 近畿 自然と平和

女性 34 近畿 自然と平和

男性 30 近畿 自然と平和

男性 47 近畿 自然と平和を愛する国、武器では戦わない国

女性 39 近畿 自然に「恩恵」を感じらるメッセージ！！

女性 36 近畿 自然にやさしく

男性 40 近畿 自然に感謝、人に感謝

女性 37 近畿 自然に敬意をはらって地球を大切にする。

女性 25 近畿 自然に優しく

女性 44 近畿 自然のすばらしさ

女性 23 近畿 自然のすばらしさ。

男性 49 近畿 自然の偉大さ

女性 50 近畿 自然の叡智

女性 56 近畿 自然の叡智といいながら、テーマパークの建設のために森林の伐採など矛盾もかんじてい

男性 29 近畿 自然の叡智というテーマなら自然を壊して無駄なものを作るな。なにが万博だ。政治がら

みで利権をむさぼってるだけじゃないか

女性 35 近畿 自然の叡智というテーマに日本が率先して取り組んでいくという姿勢を示すこと。

女性 38 近畿 自然の叡智といって、自然を壊して作ったのでは？と、つい突っ込みたくなるがそれは置

いといて、これだけ科学力のある国なのだからその力で自然を守ってもとの地球に戻して

いこうというところかな

女性 33 近畿 自然の叡智とかいいながら準備のときに鷲だか鷹だかのエリアも工事しようとしていたの

で、今のところメッセージしても説得力なしです。

女性 39 近畿 自然の叡智と歌うからには、会場内の環境への配慮をきっちり行って世界にこの程度かと

思わせないようなイベントにして下さい。

男性 30 近畿 自然の叡智なんて難しい言葉を使わずに、自然のすばらしさなんてメッセージの方が良い

のではないかと思う。

女性 33 近畿 自然の叡智を平和に生かせ

男性 52 近畿 自然の温存

女性 42 近畿 自然の現実、人間は今後どうするべきなのかをメッセージとして発信するべき。

女性 49 近畿 自然の循環をどう取り戻すことができるか？

男性 36 近畿 自然の素晴らしさとその破壊が人間に与える影響などを伝え、二酸化炭素の削減など身近

にできることを紹介

男性 59 近畿 自然の大事さ

男性 48 近畿 自然の大事さ、科学が進めば必ずとはいえないが自然環境が破壊されていく、環境保護の

ためにも、今は、京都議定書にアメリカがサインすることを、世界中で圧力をかけるべき

女性 48 近畿 自然の大切さ

女性 21 近畿 自然の大切さ

男性 25 近畿 自然の大切さ

男性 21 近畿 自然の大切さ

男性 53 近畿 自然の大切さ

男性 47 近畿 自然の大切さ

女性 26 近畿 自然の大切さ

男性 36 近畿 自然の大切さ

女性 27 近畿 自然の大切さ

女性 17 近畿 自然の大切さ

女性 28 近畿 自然の大切さ

女性 39 近畿 自然の大切さ

男性 44 近畿 自然の大切さ

男性 50 近畿 自然の大切さ

男性 26 近畿 自然の大切さ

男性 18 近畿 自然の大切さ
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女性 33 近畿 自然の大切さ、共存

男性 36 近畿 自然の大切さ、自然に対してローインパクトであること。

男性 53 近畿 自然の大切さ。

女性 27 近畿 自然の大切さ。

女性 22 近畿 自然の大切さ。

女性 24 近畿 自然の大切さ。

男性 53 近畿 自然の大切さ」

女性 28 近畿 自然の大切さと、平和。

女性 28 近畿 自然の大切さとか。。

女性 22 近畿 自然の大切さと平和。

男性 41 近畿 自然の大切さのアピール

女性 32 近畿 自然の大切さや、環境破壊している原因などを伝え、どうすれば防げるか、地球規模で考

えなければいけない事を伝える。

男性 21 近畿 自然の大切さ先端技術の便利な利用方法

女性 35 近畿 自然の美しさ・大切さ

女性 16 近畿 自然の保護

男性 37 近畿 自然の保護

女性 34 近畿 自然の保護、乱開発の自粛など。

女性 30 近畿 自然の保護。環境破壊防止。

女性 35 近畿 自然の豊かだった昔時代を忘れず、後世に残していきましょう。

女性 34 近畿 自然は破壊されると戻すのに時間がかかること、自然は自分達で守れること、その具体的

女性 37 近畿 自然への畏敬の念

男性 51 近畿 自然への優しい気持

女性 29 近畿 自然や平和の大切さ

女性 32 近畿 自然や緑は簡単に取り戻せない！

男性 31 近畿 自然をテーマというならパビリオンの再利用など使い捨てではない新しい博覧会のカタチ

女性 32 近畿 自然をなるべくこわさず子供たちがいい未来を送れるように

女性 29 近畿 自然をみんなで取り戻そう！ということ。

女性 33 近畿 自然をもっと大切にしよう

女性 33 近畿 自然を愛する心

男性 40 近畿 自然を壊しての開催なので、今ひとつ賛同できない。公害で被害を受けた土地を再生して

自然を取り戻せるような取り組みだったら、希望が持てた。

女性 45 近畿 自然を壊してまで作ったパビリオンの大きな意義を、明確に伝えてもらいたい。

男性 23 近畿 自然を減らさずに、社会を便利にする。

女性 61 近畿 自然を取り壊して博覧会を催しておいて何の意味があるのか？

女性 45 近畿 自然を守っていくと言う意味

女性 36 近畿 自然を守る

女性 34 近畿 自然を守ること

女性 31 近畿 自然を守ること

女性 29 近畿 自然を守ること

男性 21 近畿 自然を守ることの大切さ。小さな事からこつこつと。

女性 35 近畿 自然を守る日本がいろいろ努力しているところ

女性 27 近畿 自然を守ろう。

女性 63 近畿 自然を大事にしましょう

女性 41 近畿 自然を大事にする心は、人にも地球にも優しくあるべきである。人だけが地球の住人では

ない。一員である。

女性 38 近畿 自然を大切に

女性 31 近畿 自然を大切に

女性 23 近畿 自然を大切に

女性 48 近畿 自然を大切に！！

女性 29 近畿 自然を大切に。

女性 30 近畿 自然を大切に。地球を大切に。

女性 33 近畿 自然を大切に。無駄な環境破壊公共工事はやめよう。

男性 59 近畿 自然を大切にしなければならない現象

女性 43 近畿 自然を大切にしよう。

女性 34 近畿 自然を大切にする

女性 39 近畿 自然を大切にすること
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女性 28 近畿 自然を大切にすること。

女性 40 近畿 自然を大切にすること。そのために環境破壊につながることをいかにして最小限にする

か、あるいは、修復していけるか。

女性 24 近畿 自然を大切にすること。平和。

男性 45 近畿 自然を破壊して開催すべきではない

女性 47 近畿 自然回帰

女性 45 近畿 自然回帰。異常現象の多発に対し、人災ではないかを改めて考える機会にして欲しい。

男性 73 近畿 自然回帰・地球はみな一つ

女性 29 近畿 自然環境

男性 47 近畿 自然環境

女性 39 近畿 自然環境という点において、今、色々な事を見直す時期にきていると思います。本当に地

球を大切にするには、私たち人間が何をするべきか問い掛けて欲しいです。

男性 34 近畿 自然環境との共存

女性 29 近畿 自然環境の改善と世界平和

男性 61 近畿 自然環境の心地よさをアピールして欲しい

女性 40 近畿 自然環境の大切さ

男性 49 近畿 自然環境の大切さ

男性 65 近畿 自然環境の大切さをアピールするべき。

女性 52 近畿 自然環境の大切さを伝えるべき

男性 47 近畿 自然環境の破壊

女性 38 近畿 自然環境の保護

女性 36 近畿 自然環境の保護

女性 37 近畿 自然環境の保護

女性 44 近畿 自然環境の保護

男性 66 近畿 自然環境の保護と、平和の追求。

女性 44 近畿 自然環境の保護と共生

男性 63 近畿 自然環境の保護に力を入れている

男性 41 近畿 自然環境の保護の重要性

男性 45 近畿 自然環境の保護育成の最新技術を、世界にアピールすべきでしょう。

男性 39 近畿 自然環境の保全

男性 39 近畿 自然環境の保全。

女性 56 近畿 自然環境を考える事。具体的に一人一人が実際実行できる小さな提案からメッセージを発

して欲しい。

女性 62 近畿 自然環境を守り，人類の平安のための提案

女性 41 近畿 自然環境を守る。

男性 15 近畿 自然環境を守る取り組み。

男性 37 近畿 自然環境を大切にすることを見直すこと。

女性 37 近畿 自然環境保護

男性 52 近畿 自然環境保護。

男性 33 近畿 自然災害・異常気象といったことと連関させて環境問題を身近なものであることを発する

べきだと思う。

女性 40 近畿 自然災害が増えている今、地球環境を全世界で見直して全国民が実践していく必要があ

男性 23 近畿 自然災害の恐ろしさ。

男性 49 近畿 自然災害への対処

男性 49 近畿 自然破壊が地球規模の破滅につながることを認識し、保護していく努力の必要性を訴え

女性 33 近畿 自然破壊に対する警鐘。

女性 28 近畿 自然破壊の恐ろしさ

女性 34 近畿 自然破壊の深刻な影響

女性 41 近畿 自然破壊への警告

女性 31 近畿 自然破壊を防ぐこと

女性 38 近畿 自然破壊を無くし自然を残しつつ便利で平和に暮らすこと

女性 23 近畿 自然保護

男性 33 近畿 自然保護

女性 33 近畿 自然保護

男性 29 近畿 自然保護

男性 55 近畿 自然保護

男性 34 近畿 自然保護
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女性 26 近畿 自然保護

男性 40 近畿 自然保護

女性 32 近畿 自然保護

男性 51 近畿 自然保護

男性 38 近畿 自然保護

男性 22 近畿 自然保護

男性 54 近畿 自然保護

男性 47 近畿 自然保護

女性 41 近畿 自然保護

男性 48 近畿 自然保護。

男性 57 近畿 自然保護と資源確保。特に、資源の大量消費への戒め。

男性 50 近畿 自然保護と積極的な取り組み

女性 38 近畿 自然保護と平和

男性 52 近畿 自然保護の大切さ

男性 42 近畿 自然保護や環境改善への日本の取り組み。

女性 42 近畿 自分のためではなく、今後の世代を生きる人々たちのために、現代を生きる人類には、地

球を守る義務があるということ

男性 34 近畿 自由と環境を守る

男性 62 近畿 自由と平和

女性 30 近畿 社会的意義と友好。

女性 19 近畿 取り組みの意義

男性 41 近畿 出来ることと出来ないことを分けて、メッセージしましょう

女性 47 近畿 出来ることをすればいい

女性 20 近畿 助け合い

女性 27 近畿 小さな自然や、人とのふれあいを大切にしているということをメッセージにのせるべきだ

男性 67 近畿 小泉が考えたら

男性 36 近畿 消費大国とか言われていても、エコ活動では日本はかなりの先進国だと思います。地球温

暖化対策とか、言葉だけでなく、その対策先端技術を披露することで訴える。

男性 40 近畿 省エネ

男性 28 近畿 省エネ

男性 32 近畿 省エネへの取り組み

女性 47 近畿 省エネやエコエネルギーなど自然にやさしい技術の紹介

女性 52 近畿 省エネや環境にやさしいものづくり

女性 42 近畿 省エネ技術の普及促進。

女性 30 近畿 場所を作るために自然を切り開いたと聞いた。そんなところが世界に対するメッセージな

んて何もないと思う。

女性 55 近畿 色んな万博は何度の開催されてるが一時のお祭りで意味がない。環境は世界の重要課題で

すからアメリカには積極的に守る様協力してほしい。

男性 30 近畿 触れ合いを通じての環境問題や世界規模での平和！

女性 40 近畿 新しいクリーンなエネルギー

男性 50 近畿 森林の伐採をやめること

男性 51 近畿 真実を伝える

女性 36 近畿 親しみやすさ

女性 30 近畿 親しみをかもし出し、先陣を切って環境保護など、テーマに沿ったものを実行すること。

女性 30 近畿 人と自然から生まれるゆとりと優しさ。

女性 39 近畿 人間が自然界に及ぼす害について

男性 75 近畿 人間と環境

男性 33 近畿 人間と自然の共存

女性 42 近畿 人間による自然破壊がこれ以上進まないように世界に向けて訴えてほしい

女性 24 近畿 人間の命の尊さと、未来に良い地球を残す考え

男性 30 近畿 人間の利害にとらわれない、本当の環境保護

女性 21 近畿 人類が地球で生き続けるための問題提起。

女性 40 近畿 人類と自然との融合

女性 39 近畿 人類の科学的進歩の為の世界平和

男性 47 近畿 人類は兄弟

女性 18 近畿 人類愛。平和。

女性 58 近畿 人類愛と自然保護

マイボイスコム株式会社  http://www.myvoice.co.jp   80



～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 38 近畿 世界がいったいとなって自然を守っていく

女性 21 近畿 世界が手を繋ぐことの大切さ

女性 31 近畿 世界で一丸となっての環境保護

女性 21 近畿 世界というより、まず日本国内に知らしめるべきでは

男性 30 近畿 世界との交流を身近に感じれて、実際に交流が持てるようなメッセージをして頂きたいで

男性 51 近畿 世界に向かって、何か言える状態じゃないでしょ、今の日本は。

女性 39 近畿 世界に貢献できる姿勢を示してほしいです。いつまでも金がある国というだけのイメージ

では情けないから。

女性 29 近畿 世界に対して何かメッセージというよりも、まず日本がどのくらい一生懸命に環境対策に

ついて、自然保護について取り組んでいるかという真摯な態度を見せるべきだと思う。そ

うすればそのこと自体が大きなメッセージになるのでは？

女性 22 近畿 世界に対するメッセージも何も、こんな催事は必要ないと思う。

男性 21 近畿 世界のこれからの環境問題に対する視点を拡大させること。

女性 39 近畿 世界の環境問題への取り組み方。

女性 61 近畿 世界の子供たちの為に地球環境を守る

男性 20 近畿 世界の前に日本をしっかりさせてほしい。

男性 63 近畿 世界の平和

女性 38 近畿 世界の平和

女性 13 近畿 世界の平和！環境保護！人間と自然との共存！

男性 28 近畿 世界の平和をアピールしてほしい。

女性 46 近畿 世界は一つ。世界平和のための貢献をして、言うべき事は言う。

女性 26 近畿 世界より日本の関心度が低いと思う。

女性 36 近畿 世界より日本人に対してのメッセージの方が大切だと思うけど・・・

女性 46 近畿 世界を意識する前に今の日本を見なおすべきだと思う。将来が不安だ。

男性 33 近畿 世界一の物づくりの技術

女性 25 近畿 世界温暖化を少しでも見直せる機会になればいいと思います。

男性 38 近畿 世界各国の結束・友好のため率先して音頭をとってほしい

男性 22 近畿 世界各国の平和

男性 19 近畿 世界環境の保護。

男性 46 近畿 世界環境資源保護すべてに対するメッセージ

男性 24 近畿 世界規模での環境への取り組み。

男性 53 近畿 世界規模での環境問題

男性 35 近畿 世界規模で地球の環境について考えることを一層強化推進する必要があると思う。

男性 58 近畿 世界共通の環境保全

男性 21 近畿 世界中で協力して、自然環境を守ろうということ。

女性 40 近畿 世界的な異常気象など、環境破壊がもたらす現象の怖さと解決法を考え、世界的な視野で

国境を越えて協力し、実行しようとメッセージしてほしい。

男性 27 近畿 世界的な自然破壊の現状をもっと強く訴えて欲しい。

女性 19 近畿 世界的規模での環境保護への取り組みの大切さや、その中で日本がしなければならないこ

と、日本にしかできないこと等

女性 26 近畿 世界平和

女性 32 近畿 世界平和

女性 43 近畿 世界平和

女性 45 近畿 世界平和

男性 29 近畿 世界平和

女性 28 近畿 世界平和

男性 23 近畿 世界平和

女性 35 近畿 世界平和

男性 30 近畿 世界平和

男性 25 近畿 世界平和

女性 33 近畿 世界平和、自然保護

女性 23 近畿 世界平和。

女性 19 近畿 世界平和。

女性 32 近畿 世界平和。

女性 26 近畿 世界平和・自然との共存。

女性 21 近畿 世界平和と環境保護

女性 26 近畿 世界平和と戦争や争うことが無いよう戦争が起こす環境や自然や人への悪影響を訴える
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男性 46 近畿 世界平和のアピール

女性 29 近畿 世界平和を訴える。

男性 40 近畿 成熟した環境重視の国

男性 39 近畿 正直言って(愛知万博には)まったく興味ありません.

女性 39 近畿 正直言って、ほとんど知らないのでなんともいえません。もっと認知されるようなPRをや

り、日本国内の興味を引くほうが先なのでは・・・。

男性 18 近畿 正直言ってあんまり興味が無い

女性 33 近畿 生まれて初めての万博で、近郊で開かれるということで、行くつもりではあるが、開催が

迫ってるにもかかわらず、よく内容がよく分からない。世界に対して何をメーセージする

べきか？平和それしかないでしょう。

男性 46 近畿 石油にかわるエネルギーを開発してるんだぞ！中東の言いなりにはならないぞ！

男性 31 近畿 先進技術と自然の調和

女性 21 近畿 先進国が地球環境に対して取るべき対策

女性 22 近畿 先進国で、豊になるために、日本は相当な環境破壊をしてきているので、その路線からの

変更を発信するべきである。

男性 35 近畿 先進国として、技術に日本に勝る国なしと世界に再度認めてもらいたい。

女性 38 近畿 先進国として、地球をもっと大事にしていく姿勢と子ども達にもそのような事を教えてい

く環境を整えたらいいと思います。大人でさえ何があるのか？何のためなのかわかってい

女性 27 近畿 先進国としての環境配慮への取り組み具合。

男性 49 近畿 先進国としての新しい形

男性 41 近畿 先進国として地球環境保護への取り組み姿勢のアピール

女性 28 近畿 先進国日本が、工業・技術だけでなく自然や環境保護においても先進していこう、という

男性 36 近畿 先進性

男性 53 近畿 先進的な技術を世界の人々の生活に役立てること。

男性 52 近畿 先端技術

男性 33 近畿 先端技術と環境の保護

女性 31 近畿 先端技術と自然環境保護の融合

女性 50 近畿 先端技術の紹介と平和な日本。

男性 38 近畿 先端技術の披露

女性 42 近畿 先端技術や環境保護に関するカタログ的なイベントに終わらず、環境学習センターとして

の機能を今後も残していってほしい

男性 36 近畿 先端技術を利用して、環境に配慮した世界を提供する。

女性 65 近畿 先端的な技術。

男性 23 近畿 宣伝の下手糞さを勝手にメッセージするでしょう

女性 17 近畿 戦争などの前に、地球についてもっと考えないといけないこと

女性 19 近畿 戦争の悲劇。自然の大切さ。

男性 39 近畿 戦争の無い平和な生活

女性 42 近畿 戦争はやめて世界仲良く手を繋ぎましょう！

女性 30 近畿 戦争や争い、テロ、災害の多いご時世ですので、是非人間として何を大事にするかを世界

中に伝えて欲しいです。

女性 42 近畿 戦争より何より、地球を守ることが大切だということ。同じ器の中で戦っても、その器が

壊れてしまっては意味がないということ。

女性 45 近畿 戦争をするよりももっと大事にすべきものがあること。

女性 30 近畿 戦争反対、自然環境保護。

女性 43 近畿 全世界で協力しあい自然の叡智について考えるべきだと言う事。全世界の一体感。

女性 32 近畿 存在もよく知らなかったのでただのイベントだと思っていました。万博という発想が古い

のではないでしょうか？

男性 18 近畿 対北問題

女性 32 近畿 大した話題性は期待できないと思う。愛知県出身なので帰省時耳にするぐらいで、大阪に

いても愛知万博の話を聞いたことがない。

男性 40 近畿 単に先進国にととまらず、環境への配慮のとれるまたそうしたことにイニシアチブを示す

べきでは。単なる万博開催国で終わってほしくない。

男性 48 近畿 炭酸ガス排出量減少への取り組み方。

女性 26 近畿 知らない

男性 27 近畿 知らない
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男性 53 近畿 知事のたくらみに乗ってまんまと踊り踊っている様子。「不言実行」本当の自然養護は、

万博のために自然を壊すことではない。いくら少しであっても。ただ単に事業を興して何

らかの利益をほしいだけの口実作りに過ぎない。何も考えずに、そのたくらみに乗って、

ただ楽しければよいと、何処にでもあるありきなりな「パビリオン」にうつつを抜かして

いると、自薦破壊はどんどん進む。自然保護、平和、と安易に口にする者ほどそれを実行

男性 42 近畿 地域特有のイメージは排出して欲しくない

女性 48 近畿 地球、自然を守ろう。

女性 38 近畿 地球が危ないので環境問題について真剣に考えようと訴えるべき。

女性 34 近畿 地球に優しい生活

女性 49 近畿 地球の温暖化

女性 48 近畿 地球の温暖化で色々な弊害が起きている今、環境保護はもちろん、今何をすべきかという

ことを世界単位で考えること。

女性 48 近畿 地球の環境を考えている姿勢

女性 37 近畿 地球の環境を守ることの大切さ

女性 31 近畿 地球の環境改善。

女性 28 近畿 地球の環境対策を考え、守る意識を持つことをメッセージして欲しいです。

男性 16 近畿 地球の環境保護

女性 42 近畿 地球の環境問題。

女性 30 近畿 地球の環境問題をもっと考えて欲しい。

女性 57 近畿 地球の現状を訴えこれ以上の環境破壊をなくすこと。

女性 21 近畿 地球の資源を守ろう

女性 45 近畿 地球の自然を環境を考えることで、世界の人々と心をひとつにして、それが、世界平和に

つながれば、良いと思います。

男性 18 近畿 地球の状況

男性 63 近畿 地球の生きとし生きるものは運命共同体

女性 29 近畿 地球の大切さ

女性 39 近畿 地球の大切さ、自然を人間のエゴで破壊することがいけないことであるかを子ども達に教

えること。

女性 29 近畿 地球の大切さを世界にもっと解りやすく理解出来るようにすべきです。

女性 31 近畿 地球の平和と世界の人とのつながり。

男性 50 近畿 地球の保護

男性 57 近畿 地球の未来の環境について、今何をするべきか？を真剣に考え実行する時期に来ているこ

とをアピールすべきです。

女性 17 近畿 地球の未来もまだまだ捨てた物じゃないと言う事。

女性 26 近畿 地球はみんなのモノ。

女性 55 近畿 地球は人間だけの者ではない。自然が生きているからこそ、地球で生きていけるんだって

ことを再度確認してほしい。

女性 49 近畿 地球は人類だけの物ではないこと、天災において無力な人類がいろいろな生物や自然と共

存し存在していることを意識し感謝すべし！戦争なんてしている場合じゃない。

女性 32 近畿 地球へのいたわり、感謝。

男性 51 近畿 地球へのお返し、

男性 22 近畿 地球への愛

男性 34 近畿 地球への感謝

女性 30 近畿 地球を改めて考える機会を持つこと。

女性 44 近畿 地球を救う

女性 39 近畿 地球を守っていくための取り組み。

女性 28 近畿 地球を守る

女性 18 近畿 地球を守ること。元の地球に戻すこと

男性 40 近畿 地球を守れ！

女性 52 近畿 地球を守ろう

女性 34 近畿 地球を守ろう

女性 44 近畿 地球を守ろう、発展して平和を訴えてほしい。

女性 18 近畿 地球を全世界で守ろうということ。

女性 22 近畿 地球を想う心、自然を愛する心、動物を大切にする心など。

男性 45 近畿 地球を大事に

女性 31 近畿 地球を綺麗な形で未来に残す

女性 27 近畿 地球温暖化
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男性 51 近畿 地球温暖化などの環境破壊について

女性 32 近畿 地球温暖化について。最近の気象状況からしてもタイムリミットは近づいていると思う。

男性 37 近畿 地球温暖化に対する対策。

女性 38 近畿 地球温暖化の影響

女性 44 近畿 地球温暖化の危機

女性 33 近畿 地球温暖化の防止

女性 38 近畿 地球温暖化の防止に対する取り組み。

女性 52 近畿 地球温暖化の抑止。

女性 37 近畿 地球温暖化やゴミ問題に対して、世界規模で考えるべきだということをメッセージすべき

と思う。京都議定書問題など・・・。

男性 31 近畿 地球温暖化を真剣に議論すべき

女性 33 近畿 地球温暖化を阻止することを早急にすすめること

男性 41 近畿 地球温暖化等の環境問題

男性 40 近畿 地球温暖化防止と絶滅危惧種（動物）の保護する環境です。

女性 39 近畿 地球温暖化防止など世界的な模範となるような環境への取り組みを示すこと。

女性 55 近畿 地球温暖化防止に対する取組み

女性 38 近畿 地球温暖化防止のため世界が協力し合わなければならないこと。

男性 32 近畿 地球環境

女性 71 近畿 地球環境

男性 40 近畿 地球環境

男性 50 近畿 地球環境

女性 55 近畿 地球環境

男性 56 近畿 地球環境

男性 38 近畿 地球環境について

女性 39 近畿 地球環境にプラスになる取り組みをしていること

男性 33 近畿 地球環境に対しての日本の取り組み方

女性 23 近畿 地球環境の大切さ。

女性 23 近畿 地球環境の保護

女性 75 近畿 地球環境の保護

男性 48 近畿 地球環境の保護

女性 32 近畿 地球環境の保護

男性 34 近畿 地球環境の保護

男性 51 近畿 地球環境の保護

男性 29 近畿 地球環境の保護

男性 63 近畿 地球環境の保護

女性 36 近畿 地球環境の保護

女性 29 近畿 地球環境の保護

女性 37 近畿 地球環境の保護

男性 74 近畿 地球環境の保護

女性 38 近畿 地球環境の保護

女性 36 近畿 地球環境の保護

男性 41 近畿 地球環境の保護

男性 42 近畿 地球環境の保護

女性 52 近畿 地球環境の保護

男性 31 近畿 地球環境の保護

女性 22 近畿 地球環境の保護

女性 31 近畿 地球環境の保護。

男性 51 近畿 地球環境の保護。

男性 31 近畿 地球環境の保護。これに尽きます。

男性 55 近畿 地球環境の保護。企業のパビリオンなどでどれだけ環境にやさしい技術が出てきているの

か楽しみです。

女性 53 近畿 地球環境の保護と改善。温暖化や災害に対する智恵。

男性 33 近畿 地球環境の保護と再生

女性 49 近畿 地球環境の保護と自然との共存

女性 40 近畿 地球環境の保護についてのメッセージ

女性 26 近畿 地球環境の保護についてより多くの人が真剣に考えてもらえるようになること。

女性 54 近畿 地球環境の保護への取り組み
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男性 53 近畿 地球環境の保護を大事にしている事

男性 49 近畿 地球環境の保護を提唱することが重要だと思う

女性 34 近畿 地球環境への取り組みについて。

女性 37 近畿 地球環境をどうやって守っていくか。自然と人類の共存。

男性 45 近畿 地球環境を護るための手段・方法を具体的に示す。

男性 65 近畿 地球環境を考えると、日本人の自然観「共生」がキーワードでしょう。里山などの日本文

化を、明確に、世界中に伝えましょうアングロサクソンの「征服」感では、地球は救えま

女性 40 近畿 地球環境を守る。日本のすばらしい技術など

女性 54 近畿 地球環境を未来の子供たちによりよく残すことについての努力

女性 33 近畿 地球環境対策の積極性

女性 31 近畿 地球環境破壊を食い止めることの大切さ。

男性 36 近畿 地球環境保護

女性 55 近畿 地球環境保護と人類の共存

女性 30 近畿 地球環境保護の大切さを訴えるべき。

男性 34 近畿 地球環境保全

女性 37 近畿 地球規模でのスローライフな暮らしの提案。

男性 20 近畿 地球規模での環境保護への取り組みの必要性。

女性 45 近畿 地球規模での環境問題

女性 40 近畿 地球規模の環境保護。

男性 47 近畿 地球規模の自然保護、環境保全を訴えるべきだと思う。

女性 26 近畿 地球資源を守る

男性 44 近畿 地球全体の環境

女性 41 近畿 地球破壊が進むなか自然と、どう共存していくのが望ましいか。

女性 28 近畿 地球博なので、京都議定書のことも。

女性 36 近畿 地球平和

女性 38 近畿 地震が心配。断層の上に立っているらしいので、無事終わって欲しい。

女性 42 近畿 地震も異常気象も、全ては自然破壊→温暖化から始まっているので、のんびりしたことは

言ってられません。今すぐできることを訴えるべき。特にアメリカに対して。

男性 41 近畿 地震大国日本で地震を通して自然のことを考えましょう。

男性 22 近畿 調和かな

女性 37 近畿 超先進国であるということ

女性 53 近畿 兎に角、平和で自然と共存してゆける時代を作ること

女性 36 近畿 都市への草木を増やす取り組みなど

男性 36 近畿 島国日本が伝えられる文化、自然、「日本らしさ」。

女性 23 近畿 特に何も……日本はこんなところに金かけられてほんとに平和な国だなっていうところく

らいですか？

女性 35 近畿 独自性や自立性

男性 21 近畿 内容がよくわかってないので、とりあえず環境への取り組みについてメッセージすればよ

いかと思います

女性 34 近畿 内容がよくわからないが、平和、環境を訴えて欲しい。

女性 35 近畿 難しい。

女性 31 近畿 難しいのでよく分からない。

女性 37 近畿 難しい質問ですね・・・

女性 36 近畿 難し過ぎて分かりません(>_<)

男性 33 近畿 二酸化炭素の放出量削減など地球環境改善の緊急性のアピールとその対策案の提示

男性 29 近畿 二酸化炭素を抑える

女性 28 近畿 日本！

女性 30 近畿 日本がただの工業国ではないということを、世界にアピールして欲しい。そして、それに

恥じないよう、環境への取り組みを強化すべき。

男性 31 近畿 日本がどのような環境対策を行っているか、また世界にどのような支援・貢献ができるの

男性 18 近畿 日本がどれくらい環境に対して気をつかっているかということ。

女性 32 近畿 日本が環境対策に取り組みながらも、最先端なことを研究しているということ。

男性 65 近畿 日本が環境保護に真剣に取り組んでいる事

女性 31 近畿 日本が環境問題に取り組んでいること。日本の企業が、環境を考えた製品も作っているこ

と。トヨタが、CO2をあまり排出しない車を作っていること。

男性 31 近畿 日本が自然・環境に対しどのように取り組んでいるか。

女性 34 近畿 日本が取り組んでいる環境へのメッセージを愛知の元気企業が発信してほしい
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女性 49 近畿 日本が取り組んでいる環境保護のPR。

男性 44 近畿 日本が取り組んでいる環境問題を世界の人達に理解し賞賛されること

男性 39 近畿 日本が進んでいる環境への取組みをわかる様に伝える。

男性 53 近畿 日本が世界にできること。

男性 36 近畿 日本が得意としている開発力を出しつつ環境にも優しいところ。

女性 45 近畿 日本すすんで地球環境保護に真剣に取り組んでいるという姿勢のアピール。

男性 30 近畿 日本そのもの

男性 39 近畿 日本そのものをもっとアピールすべき。特に中国などの東南アジアの国に対して。

男性 29 近畿 日本での環境への取り組み方。

女性 22 近畿 日本という国

男性 23 近畿 日本という国のすばらしさ

女性 29 近畿 日本ならではの先端技術が色々あること

女性 33 近畿 日本には自然が多い。川がきれいなどしかないですね・・・。

女性 40 近畿 日本に愛知という大都市があること

女性 32 近畿 日本のアピール。地球環境保護。

女性 28 近畿 日本のすごさ。

女性 28 近畿 日本のすばらしさ。

女性 20 近畿 日本のよさ

女性 30 近畿 日本のよさを伝えて欲しい。

女性 39 近畿 日本のロボット技術。グローバルに売り込んで経済を活性化してほしい。

男性 25 近畿 日本の科学力

男性 30 近畿 日本の環境に対する取り組み

女性 23 近畿 日本の環境に対する取り組みを紹介する。

女性 47 近畿 日本の環境に対する取り組みを世界に発信してリーダーシップをとり環境改善をアピール

女性 24 近畿 日本の環境に対する真剣な取り組みと、それに伴う技術力。

女性 36 近畿 日本の環境への取り組みのアピール

女性 41 近畿 日本の環境への取り組みをもっとアピールする良い機会だと思う。

女性 37 近畿 日本の環境破壊対策をアピールすべき、だと思うがアピールすべき材料がないのも確か。

男性 22 近畿 日本の環境保護の取り組み

男性 41 近畿 日本の技術

男性 26 近畿 日本の技術

女性 52 近畿 日本の技術と環境への取り組み方

女性 48 近畿 日本の技術のアピール

男性 48 近畿 日本の技術力

女性 34 近畿 日本の技術力

男性 45 近畿 日本の技術力

女性 37 近畿 日本の技術力

女性 23 近畿 日本の技術力、サービス力かな？

男性 31 近畿 日本の技術力、開発力を大きくアピールして欲しい。

女性 40 近畿 日本の技術力。

男性 30 近畿 日本の技術力。

男性 30 近畿 日本の技術力。自然保護の考え方。

女性 25 近畿 日本の技術力。人間の技術を自然にも向けるべき。

男性 46 近畿 日本の技術力を、アピールする場にして欲しい。

女性 22 近畿 日本の誇るべき文化

男性 21 近畿 日本の高い企業技術。

男性 55 近畿 日本の国益になるようなこと

女性 36 近畿 日本の最先端の技術の紹介

男性 26 近畿 日本の最先端技術

女性 32 近畿 日本の最先端技術での環境への取り組みをアピール

男性 44 近畿 日本の産業・技術の高さ

女性 39 近畿 日本の持つ、技術。それをどうやって地球の今後に生かすか。

女性 35 近畿 日本の自然について

女性 54 近畿 日本の自然の美しさ。

女性 39 近畿 日本の自然の美しさや、自然を大切にしてる所。

女性 28 近畿 日本の自然への取り組み

女性 22 近畿 日本の自然を大切に思う心
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女性 47 近畿 日本の自然保護や、環境問題に対する、積極的な取り組みをアピールすべき！

女性 37 近畿 日本の将来性

女性 34 近畿 日本の神秘性

男性 33 近畿 日本の先端技術の付加価値

男性 43 近畿 日本の地球環境の取り組み

男性 17 近畿 日本の文化、工業の最先端技術

女性 27 近畿 日本の文化を知ってもらう。サツキとメイの家が楽しみ。だけど、予約がいるので行けな

女性 19 近畿 日本の良いところを知ってもらう。

男性 28 近畿 日本の歴史と文化。

男性 77 近畿 日本の和の心。日本人の大部分は声は上げないが、明治初期日本を訪れた外国の知識人が

驚嘆した日本の知性を今も持っている。それをメッセージととして広報すべきだ。

男性 27 近畿 日本は、何事においても自国で結論を出し、世界に対しては堂々と毅然とした態度である

ということを示したほうがいい。

女性 27 近畿 日本は、世界でも最も早いスピードで先進国になった。この経験を生かし、発展途上国

に、地球環境問題などに取り組みつつ国を発展させるように提案するべき。

女性 33 近畿 日本は災害大国なので、災害についての対策などをもっと重要視した方が良いと思った。

女性 39 近畿 日本は自然に対し大事にしていない国だと思うので世界に働きかける資格などないと思

う。保護されているはずの地域の自然は自治体の開発では自然を壊す事が許されるのはオ

カシイといつも思う。

女性 43 近畿 日本は平和な国だということ。

男性 41 近畿 日本は平和な国家

女性 32 近畿 日本もなかなかやるぞ、というところ

男性 33 近畿 日本もまだまだ元気

女性 23 近畿 日本企業の環境に対する先進的な取り組みや技術を広くアピールすべき。世界に知っても

らい参考にしてもらう。そこから技術提携など話が広がればベター。

男性 28 近畿 日本経済ここにあり！

女性 31 近畿 日本国内でもあまり情報がないので、テーマなどを知っている人は少ないと思います。世

界へのメッセージの前にまず国内の関心を高くするべきではないかと思う。

女性 54 近畿 日本国民の皆にこれを機会に環境について考えてもらい、「日本人はこんなに環境につい

て考えている」を知ってもらう。

女性 62 近畿 日本人の環境保護に対する意識はドイツ等に比べて低いようなので、環境保護を行う新技

術などのハード面の取り組みとともに、国民の環境保護意識を向上させる取り組み等につ

いて紹介して欲しいです。

男性 24 近畿 日本人自体があまり関心のない愛知万博で何をメッセージしても何も伝わらないと思う．

女性 33 近畿 日本独自の環境への取り組み、他の国への提案。

男性 29 近畿 日本発の、環境への取り組みアピール。

女性 29 近畿 日本文化

女性 26 近畿 排ガスについてや、エネルギー消費による地球温暖化防止への有効的な取り組み姿勢な

ど、どのようにして環境を守り、共存していくかを伝えていくべきだと思う。

男性 42 近畿 発展と平和

男性 57 近畿 反原発

女性 43 近畿 被爆、被災国として、環境問題をなおざりにしていると、自然の驚異をうけるということ

で、環境への取り組みの必要性を訴えるべき。自然の驚異を

男性 46 近畿 必要ない。

男性 46 近畿 不戦の誓い

女性 29 近畿 物を作る時は、それを使い終わった時にどう処理するかを先に考えておくべきである。な

ど、自然環境をいかに、壊さずに生活していくか。

女性 26 近畿 文明の発達をどう自然に還元できるか

女性 25 近畿 聞いた事がなかったので、何をするものなのか分からないから、コメントしにくいけれ

ど、世界の自然には日本は全くかなわないので、それをどう表現するのかを期待したい。

女性 31 近畿 平和

女性 28 近畿 平和

女性 34 近畿 平和

女性 37 近畿 平和

女性 29 近畿 平和

男性 74 近畿 平和

マイボイスコム株式会社  http://www.myvoice.co.jp   87



～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

女性 24 近畿 平和

男性 37 近畿 平和

女性 32 近畿 平和

女性 39 近畿 平和

女性 25 近畿 平和

女性 35 近畿 平和

女性 53 近畿 平和

男性 35 近畿 平和

女性 34 近畿 平和

女性 25 近畿 平和

男性 72 近畿 平和

男性 46 近畿 平和

女性 60 近畿 平和

女性 24 近畿 平和

女性 24 近畿 平和

男性 45 近畿 平和

男性 34 近畿 平和

女性 19 近畿 平和

女性 22 近畿 平和

女性 29 近畿 平和

女性 32 近畿 平和

女性 25 近畿 平和

男性 19 近畿 平和

女性 27 近畿 平和

男性 21 近畿 平和

女性 31 近畿 平和

女性 21 近畿 平和

女性 38 近畿 平和

男性 28 近畿 平和

男性 27 近畿 平和

女性 33 近畿 平和

女性 29 近畿 平和

女性 28 近畿 平和

女性 43 近畿 平和

女性 36 近畿 平和！

男性 58 近畿 平和、エコロジー

女性 38 近畿 平和、そして地球規模の協調

女性 37 近畿 平和、愛、自然、これからの事

男性 58 近畿 平和、環境。

女性 45 近畿 平和、協力

女性 26 近畿 平和。

女性 49 近畿 平和。

女性 31 近畿 平和。

女性 36 近畿 平和。。。

女性 26 近畿 平和。自然災害の怖さとか。

女性 32 近畿 平和・自然環境保護

男性 66 近畿 平和・助合

男性 26 近畿 平和が一番、ですね。

女性 27 近畿 平和だと思います。

女性 34 近畿 平和であり続けること。

男性 55 近畿 平和であるから万博が開催できると思うので、特にメッセージというものはなく、平和の

賛歌ぐらいでは。

男性 43 近畿 平和であることのありがたさ

女性 43 近畿 平和で美しい日本をアピールして欲しいです。

男性 38 近畿 平和と、環境に対して技術が進んでいること

女性 19 近畿 平和とこれからの地球環境の改善

男性 34 近畿 平和と環境
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女性 48 近畿 平和と環境を守る。

女性 25 近畿 平和と環境保護

女性 21 近畿 平和と環境問題

女性 58 近畿 平和と技術の日本。

女性 43 近畿 平和と協力

女性 17 近畿 平和と国民一人一人の安全

女性 27 近畿 平和と自然を大切にしていること

女性 34 近畿 平和と自然環境保護

男性 22 近畿 平和と地球に優しく。

女性 58 近畿 平和と友好

男性 33 近畿 平和な国ということ。

女性 44 近畿 平和な日常

男性 37 近畿 平和な未来

男性 36 近畿 平和の国

女性 35 近畿 平和の大切さ

女性 19 近畿 平和の良さ

女性 45 近畿 平和へのメッセージ

男性 28 近畿 平和への調整

女性 38 近畿 平和をずっと唱え続けなければいけないと思う

女性 35 近畿 平和を訴えてほしいかな。

女性 28 近畿 平和を訴える

女性 40 近畿 平和国家であること

男性 20 近畿 別にメッセージを送る必要ないと思う。個々人で何かを感じればそれで良いのでは。

女性 26 近畿 募金

男性 47 近畿 豊な自然

女性 44 近畿 忘れられがちな自然の大切さ

女性 41 近畿 本当に愛知万博が必要なのか？自然を潰して作ったパビリオンに説得力はない！

女性 45 近畿 本当に自然を大事にしたいのか、会場の建設などで疑問に思う。

女性 25 近畿 本当の豊かさについて

女性 32 近畿 万博が開催される意味がわからない

男性 42 近畿 万博って何だろう？大阪の万博では、最先端技術の様なイメージを持ったが、自然の叡

智って何だろう？自然博では無い見たいし。

女性 22 近畿 万博というとなんだか遠いイメージでよくわからない。

男性 27 近畿 万博など、やる必要はない。

男性 26 近畿 万博なんぞでなんのメッセージも発せられない

女性 31 近畿 万博は一部の人しか利用できないので、万博よりも他の手段で表現してほしいです。

女性 32 近畿 万博をする意味が分からない。

女性 19 近畿 万博をよく知らないので（小さい時大阪万博に行ったことはあるらしい）万博なるものを

ぜひこの目で確かめたいと思っています。

女性 59 近畿 未来と環境破壊についてもっと知りましょう、勉強しましょうということでしょうか？

女性 23 近畿 未来に対する期待感みたいなもの。

女性 36 近畿 未来に美しい地球環境を残すというような感じがが伝わるもの

男性 48 近畿 未来の環境

女性 32 近畿 未来の子供達へ豊かな自然環境が残せるような取り組みを世界レベルで行っていく事の大

男性 32 近畿 未来の地球

男性 50 近畿 民族の個性

女性 34 近畿 無駄な自然破壊をやめよう

男性 25 近畿 無駄を減らす。というかそもそも開催しないかしても最小規模。このために自然を破壊す

るのは本末転倒

女性 33 近畿 名古屋デザイン博当時のような、施設の合理的使い回しなど、お祭りだからと言って新し

く何もかも作らないその姿勢

男性 42 近畿 名古屋の誇りでもある自然を破壊して無駄な開発をしておいて「自然の叡智」とは全く笑

女性 39 近畿 名古屋の宣伝

女性 35 近畿 名前は知っていますが内容がよくわからない（あまり耳にしない）情報不足なのでわから

女性 29 近畿 命の尊さ。

女性 39 近畿 有名じゃないし、興味なし。
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女性 41 近畿 良く分かりませんが、愛知で誇れる物、日本で誇れる物をメッセージとすれば良いのでは

ないでしょうか？

女性 26 近畿 和

男性 34 近畿 拉致問題の解決

女性 35 近畿 綺麗事ではなく、本当に出来る事を伝えてほしい

女性 43 九州 「愛知」だけに、やはり愛でしょう。

男性 38 九州 「継続」。期間だけの取り組み・掛け声倒れにならないようにして欲しい。

男性 46 九州 あまりこんなことは開催しない方が良い

男性 21 九州 あまり何がどうゆう風に開催されるのか分からないのでもっと日本の個性や万博の内容を

宣伝すること。

男性 51 九州 アメリカに京都議定書の調印をして欲しい

女性 49 九州 アメリカの京都議定書の誓約

女性 77 九州 アメリカの京都議定書への調印

男性 45 九州 いまさら万博なんてという気がする

女性 20 九州 いままでの常識を覆すアイデアや、オリジナリティ

女性 37 九州 いろいろな自然破壊に対する反対などがあっての開催なので特に自然に関する事は率先し

て行うようにして欲しいとおもいます。経済行為に多少ロスが出る事も覚悟でメッセージ

を世界に発信して欲しいとおもいます。

女性 31 九州 いろんな技術を持っている国だからこそ世界とそして地球と共存できるよう自ら実践して

いくことは何なのか、示していかないといけない。

男性 48 九州 エコノミックアニマルから脱却する日本

女性 32 九州 エコロジー、

男性 39 九州 エコロジーと環境保全

女性 30 九州 お祭り感覚ではないことを表現するべき

女性 26 九州 こういう世の中になってしまったので、他の国々との交流をはかり平和を求めるメッセー

ジになればいいと思う

男性 31 九州 この「愛知万博」が環境に配慮した博覧会で有る旨をふまえて全世界に環境に関心を持っ

てもらうようなメッセージを発するべきではないでしょうか

女性 46 九州 これからは、環境の事を考えて行きたい！

女性 24 九州 これからもっと環境について取り組むべきであるということ

女性 59 九州 これ以上自然を壊さず、地球と仲良く付き合っていく方法を発信するべきだと思います。

女性 42 九州 テーマが“自然の叡智”だとしても、自然環境を壊してまで行う万博とは思えない。私と

しては納得の行かない万博だ。

女性 35 九州 テーマが“自然の叡智”なら、今の自然環境破壊など、地球を滅亡へと向かわせているも

のと正面から向き合う大切さ、判っている様で判っていないことを、世界に対してという

よりは、そういった面で遅れている自国にむかって訴えるべき。

女性 33 九州 テーマどおり、世界規模での環境への積極的な取り組み。

女性 36 九州 テーマどおりに環境への取り組み

女性 46 九州 テーマとして掲げたからには日本はどの国よりも先んじて取り組むという姿勢を示すこと

女性 47 九州 テーマにそって地球環境の問題だと思う。

女性 32 九州 テーマに沿って、世界共通で出来ることを訴えて欲しい。

女性 49 九州 テーマに関してはいいが、目に見える形での成果を期待したいので、しっかり環境問題の

大切さが伝わるように、万博を通して、情報を発信してほしい。

男性 33 九州 どちらがすごいか分からないですけど日本の最先端技術力をＰＲしてほしいと思います。

男性 42 九州 ひとつの国も欠けることのない京都議定書批准

女性 40 九州 ホームレスの方を締め出し、何が万博だ・・・と、思う。博覧会もので、よかった思いで

はとくにない。

女性 37 九州 みんなで環境を守る。

男性 23 九州 メインのようなので環境への取り組み

男性 36 九州 メッセージを発信するほど自然を大事にしているのだろうか、疑問を感じる。

男性 54 九州 もたもたしすぎで興味が薄れる

男性 45 九州 もっとも環境保護に遅れてきた地域での意義あるイベントだと思います。

女性 49 九州 もっと簡単にわかるように宣伝するべき

男性 36 九州 もっと行くことが楽しみになるようなアピールをして欲しい

女性 42 九州 もっと地球に優しい生活

女性 30 九州 やはり環境問題やこれからの生活の自然との共存

女性 39 九州 やらない方がよかったのではないかと思う。
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女性 39 九州 わからない。万博の意味も。

女性 17 九州 わかんない

男性 20 九州 愛・地球博は、愛・地を愛知と掛けているという事実

男性 52 九州 愛知万博に関するメッセージが九州の方まであまり聞こえてきていないような気がしま

す。世界に・・・・というより、まず国内にも情報を・・・

女性 38 九州 愛知万博を開くにあたって、以前いろいろと揉めていたので、あまりいい印象は持ってい

ません。ホームレス対策にしても、いい加減だと思う。

女性 43 九州 愛知万博自体あまり知らないし、そこまで興味がないです

女性 39 九州 愛知万博自体に興味がないので何もありません。

女性 35 九州 安心な国

女性 37 九州 異常気象、自然災害等、自然について考えさせられる事が多い近年。自然について、美し

さ、厳しさ、色んな方面から見た地球をわかりやすく表現し、また、どのように自然と関

わって行けばいいのかメッセージして欲しいです。

女性 26 九州 異常気象で様々な災害がおこっている。地球の自然は人間の持ち物ではないということ。

人間も地球の自然の一部なんだということ。

女性 40 九州 温暖化防止の重要さ

男性 26 九州 何よりも近年の異常気象、天変地異が世界各国で起きている現状は少なからず温暖化など

の環境破壊が影響していると思われ、これ以上の悪化を防ぐ為、世界各国で協力して問題

に取り組んでいかなければならないと思うわけで、愛知から世界へ向けて声を発信してい

ただきたい。日本も率先して取り組んでいかなければならない問題だ。

女性 32 九州 開催されることを、今、知りました。詳しくは分かりませんが、環境ということならば、

世界的な規模で考えなければならないと思うので、「自然に生かされている人間」という

ことを、メッセージするべきではないでしょうか。

女性 15 九州 核兵器をなくすこと。

女性 32 九州 楽しい世界

男性 35 九州 楽しみ

男性 17 九州 環境と、人との共存

女性 32 九州 環境との共存

男性 25 九州 環境にいい最先端の技術を持った機器

女性 27 九州 環境にしても一人一人の思いの強さ、とくに行動を起こさなければ何も良くならない。良

くするためには人間一人一人が環境について考える事。

男性 25 九州 環境にもっと注目そべきてある

女性 36 九州 環境に対する企業の取り組み。

男性 30 九州 環境に対する技術力（クリーンエネルギーなど）。

女性 27 九州 環境に配慮している姿勢はあるが、実質進んでいないことを知らせるべきでは。万博でい

いところを見せても実際は理想論で終わりそうです。

男性 26 九州 環境に配慮する先進的な考え方

男性 16 九州 環境の尊さ

女性 20 九州 環境の大切さ

女性 28 九州 環境の大切さ

男性 27 九州 環境の保護。

女性 46 九州 環境への取り組みといいながら、自然破壊してまで万博会場を作った意味がよく分かりま

せん。反面教師のメッセージでしょうか。

男性 33 九州 環境への取り組みをメインに考えているのであれば、それを伝えるべきだ

女性 27 九州 環境への取り組みをもっとアピールしないと伝わらない。出展企業の広告しか見たことな

女性 40 九州 環境への取り組みを万博だけで終わらせない決意を示してほしい

男性 21 九州 環境への取り組み姿勢。

男性 22 九州 環境への配慮の重要度を全世界に対して発信してほしい。

女性 38 九州 環境汚染について

女性 36 九州 環境汚染を無くすこと

女性 29 九州 環境対策

男性 44 九州 環境対策

女性 43 九州 環境破壊に対する取り組み、自国内にとどめず世界規模で考えることの重要性を訴えて欲

女性 25 九州 環境破壊に対する取り組み。

男性 53 九州 環境破壊の警告。

女性 34 九州 環境破壊をこれ以上すすめないよう努力すること

男性 41 九州 環境保護
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女性 36 九州 環境保護

男性 46 九州 環境保護

男性 27 九州 環境保護

女性 28 九州 環境保護

女性 23 九州 環境保護

女性 25 九州 環境保護

男性 73 九州 環境保護

女性 46 九州 環境保護

男性 28 九州 環境保護

男性 43 九州 環境保護

女性 46 九州 環境保護

女性 44 九州 環境保護

女性 35 九州 環境保護

女性 46 九州 環境保護、動物の保護

男性 34 九州 環境保護と平和

女性 40 九州 環境保護に関してのメッセージを強く訴えて欲しい。大きな事ではなく、一人一人の心掛

けの大切さをメッセージすべきだと思う。

男性 41 九州 環境保護の技術

男性 34 九州 環境保護の大切さとそのために、先進国た発展途上国が各々なにが出来て、何をしていか

なければいけないか。

男性 30 九州 環境保護への関心の高まり

女性 34 九州 環境保全

女性 39 九州 環境保全

女性 40 九州 環境保全

男性 26 九州 環境保全

女性 33 九州 環境保全とか

男性 27 九州 環境保全に対して現代科学が果たす役割

女性 39 九州 環境万博を行う国が、環境議定書もまとめられないのはおかしいので、もっと世界会議を

行うべき。アメリカ関係なく、率先した環境づくりに励むべき。

男性 30 九州 環境問題

男性 22 九州 環境問題

女性 54 九州 環境問題

女性 50 九州 環境問題

男性 20 九州 環境問題、自然、平和

女性 30 九州 環境問題と戦争について

男性 37 九州 環境問題に取り組む姿勢。

女性 35 九州 環境問題に対して、積極的に取り組んでいること。

女性 50 九州 環境問題に注目される中で、この国際万博を開催するのは良い事と思う。

女性 35 九州 環境問題の日本での取り組み。

女性 50 九州 環境問題への取り組み

男性 33 九州 環境問題への取り組み

女性 42 九州 環境問題への取り組みの具体的な効果。

男性 51 九州 環境問題への取り組みの姿勢

女性 51 九州 環境問題をＰＲできればｌ・・

男性 29 九州 環境問題を日本が積極的に考えていることを示してほしい

女性 29 九州 技術と環境の融合

男性 34 九州 技術力

女性 33 九州 距離も遠くあまり興味もありません

女性 46 九州 京都議定書にアメリカも同意するように世界に呼びかける

男性 32 九州 京都議定書によって二酸化炭素の排出量が割り当てられたが，その批准を世界に促すよう

にしてほしい。

女性 35 九州 京都議定書によるＣＯ2の排出基準を各国が守り温暖化を阻止する。

女性 29 九州 京都議定書に基づいて、環境に配慮しているというメッセージ

女性 48 九州 京都議定書の賛同。地球を守ろう。

男性 34 九州 共に協力して大きな目的を達成すべき地球温暖化など

男性 63 九州 狭い国土で一億人もの人口を抱えながら自然を重要視しているというメッセージ。

女性 35 九州 興味無いので分からない
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男性 24 九州 近辺じゃないのであまり興味がない

男性 44 九州 金の無駄遣い。経済効果が高いとは思えない。

男性 32 九州 金をかけて、自然を壊して、エコロジーをアピールしてますよ。入場料で儲けたいですよ

～。だから来てね～。とか。

男性 35 九州 金儲けを第一に考えてはいけない。本当に世界にアピールする気が有るのか・・・・世界

の平和をアピールするべきだろうが、なかなか難しい。宗教が絡むから全世界の平和はあ

りえない。アピールできる材料を考えると、スポーツないしは自然か。私は愛知県あたり

に行ったことはないが、愛知近辺にはスポーツないしは自然の面でアピールできるものは

沢山あるのではないか。大阪と東京の中間ではなく、日本の真ん中としてアピールできる

女性 29 九州 九州なので全くわからない。

女性 31 九州 経済のために、子供たちの大切な財産である自然を犠牲にしてはいけないということ。本

当の意味での自然と人間との共存共栄の道。

女性 24 九州 経済効果ばかりを重視するのではなく開発が自然に与える影響を世界に向けて発信しこれ

からの人間と自然の共生方法をメッセージするべき。

男性 34 九州 結局、お祭り騒ぎで終わりそうなので、持続していくと言う行動力。

男性 36 九州 現在の万博にどれだけのメッセージを出す力があるのか疑問だが、やるからには徹底的に

「自然の叡智」を紹介して、一人でも多くの人の記憶に残る博覧会になってもらいたい。

男性 16 九州 現在国際協力できる技術の公開を通して日本という小さな国がどれだけのできるかを伝え

男性 45 九州 現在地球が置かれている状況に対して、日本が率先的に取り組む姿勢。

女性 21 九州 現状の認知と改善

男性 20 九州 現代科学の進歩と今後のあり方

女性 25 九州 限りある資源の貴重性

男性 30 九州 好印象を与える。

女性 22 九州 今、天変地異が続いているから、みんなで力をあわせて地球を守ろう！

男性 47 九州 今の日本に欠けている自然との共存

男性 31 九州 今の日本は何処の国からの反面教師的な位置付けされてる気がするからどんなにメッセー

ジを流しても聞いてもらえると思えない。まずそんな位置付けの改善から始めて欲しい。

男性 54 九州 今の日本は世界に向けて、自然を充分に守っていると言えないと思うのでたいそうなこと

は言えないと思います。

女性 38 九州 今後の環境

女性 42 九州 今時万博に期待するものなどない。

女性 44 九州 今世界中で戦争があったり拉致問題があったり核を持っていたりと人類だけでなく地球を

破壊するような動きが多すぎると思います。地球上の人間が助け合いひとつになれたら良

女性 41 九州 今地球のおかれている状況と予想されるこれからの変化に対して、人間がどのような事を

すれば地球を守っていけるのか。地名と引っ掛けて、愛を持って地球環境を守る為の知識

男性 35 九州 砂漠の緑化の取り組みや、CO2削減を進める。

男性 43 九州 最新のテクノロジー

男性 29 九州 最先端の技術

男性 48 九州 最先端の技術と企業の環境への取り組みを紹介して欲しい

男性 36 九州 最先端の技術を駆使して地球環境の保護とか

男性 15 九州 最先端の技術力と、環境保護の技術

女性 22 九州 最先端技術

男性 33 九州 最先端技術を持っていることのアピール

女性 55 九州 時刻の利益を、前面に出さないこと。

女性 43 九州 自戒を含めて、自然を大事にする心

男性 52 九州 自主性

男性 34 九州 自然

女性 30 九州 自然（地球上に存在する生あるすべてのもの）保護。

男性 14 九州 自然がどれほど大切かという事を伝えるべき。

女性 68 九州 自然です

女性 40 九州 自然とともにを発信してほしい。

女性 30 九州 自然との共存。人類の平和。

男性 45 九州 自然と技術とがどのようにすれば融和することができるか。

男性 51 九州 自然と技術の融和

男性 43 九州 自然と産業発展の共存

女性 28 九州 自然と平和

女性 25 九州 自然と平和
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男性 34 九州 自然の叡智

女性 28 九州 自然の叡智がテーマならそれに沿った解りやすいメッセージを出すべき。読んだだけでは

どういう事なのか解りにくいので、具体的解りやすく紹介されていないと伝わらないこと

女性 32 九州 自然の叡智とかかげるのならばもっと今の地球環境を深刻に考えどうするべきかアピール

してほしい

男性 50 九州 自然の叡智とテーマがあるのだから、テーマにふさわしい、自然の偉大さの再確認

男性 36 九州 自然の叡智と言いつつ、自然豊かな森を開発して万博を開いていることに問題があると考

えている。

男性 21 九州 自然の叡智を強く訴える

女性 27 九州 自然の素晴らしさ・大切さを伝えるとともに、その自然を破壊するような戦争・環境汚染

等を無くしていこうとする働きかけを行うべき。

男性 39 九州 自然の尊さ

女性 32 九州 自然の大事さと災害などの怖さ

女性 32 九州 自然の大切さ

女性 31 九州 自然の大切さ

女性 31 九州 自然の大切さ

女性 19 九州 自然の大切さ

女性 31 九州 自然の大切さ

女性 30 九州 自然の大切さ、未来への希望

女性 47 九州 自然の大切さ。

男性 21 九州 自然の大切さ。

女性 26 九州 自然の大切さと平和です

女性 22 九州 自然の大切さや今後どのように環境を守っていく方法など

男性 46 九州 自然の美しさと脅威

女性 51 九州 自然の保護

女性 67 九州 自然の保護

女性 31 九州 自然の保護を当たり前のように行えるような生活を送ること。

女性 45 九州 自然への取り組み・・・

男性 41 九州 自然をなめると大変なことが起こるよ

男性 50 九州 自然を生かすこと

男性 20 九州 自然を大切に

女性 29 九州 自然を大切に。そして世界平和。

女性 23 九州 自然を大切にする気持ち

女性 65 九州 自然を破壊しないようにしよう。

女性 63 九州 自然を破壊し尽くしている国への警告。特に中国は完全にこれからも木を植えよう運動を

即して欲しい国。

女性 29 九州 自然を保存する。

女性 32 九州 自然環境がすごいスピードで悪化しているので、地球に優しい生き方・考え方

女性 27 九州 自然環境のことを重点に伝えてほしい。

女性 37 九州 自然環境の維持と共存。

女性 26 九州 自然環境の大切さ

男性 42 九州 自然環境の保護

女性 32 九州 自然環境の保護

女性 28 九州 自然環境の保護

女性 18 九州 自然環境を守ること

女性 34 九州 自然環境を大切にし、動物達と共存していけるような未来。自然破壊で野生動物達の住処

をこれ以上侵さないでほしいです。

女性 28 九州 自然災害に対する対策の必要性。もしくは最近頻繁に「史上最大級」の自然災害が起こっ

ていることの意味を考えること。

女性 28 九州 自然破壊

男性 27 九州 自然保護

男性 43 九州 自然保護

女性 16 九州 自然保護

女性 38 九州 自然保護。環境問題。

女性 26 九州 自然保護です。

女性 55 九州 自然保護と科学の進歩の調和？

男性 56 九州 自然保護の意義
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女性 38 九州 自然保護の大切さ

女性 50 九州 自然保護の大切さ。

男性 32 九州 自然保護は万事に優先するということ。特にアメリカ政府は京都議定書に参加もせず、自

然環境より経済を重視する国なので、よく勉強して欲しい。

女性 38 九州 自分の国や個人だけでなく、地球のことを考えた環境への取り組み。

女性 25 九州 自由

女性 32 九州 主旨がよく分からないのでなんとも言えない

男性 43 九州 取り組みや技術が世界の最先端であること

男性 39 九州 出だしのときからつまづいた感じがあったので、あまり興味がない

男性 25 九州 初めてしったので、これといった考えが浮かばないです。

女性 17 九州 初めて聞いたからよくわからない。

男性 28 九州 紹介されている先端技術が、近い将来に有用なものか。人間社会と自然の共存をどのよう

に図っていくか、その具体的指針を示すことができるか。

女性 33 九州 身近にある危機や今すぐに行動に移せる環境や社会保護活動。

男性 25 九州 進化と環境対策

男性 35 九州 人間と自然の共生

男性 27 九州 人間方ロボットの最先端技術とその応用法

女性 23 九州 人類みな兄弟。

女性 37 九州 世界にアピールできるイベントにはとても思えない

女性 32 九州 世界にというかまず自分の国から示していかなければならにのでは？

女性 32 九州 世界に引けを取らないくらいの発展した機械ができているということ。

女性 28 九州 世界に誇る最先端技術を見せ付けて欲しい。

女性 23 九州 世界に向けて・始めから世界との融合という目的ではなく、日本としての独自の自分たち

が作り上げる日本人にとっての愛・地球博を行い、結果的に世界にも目が留まる程のもの

になればいいと思う。

女性 42 九州 世界に対してよりも、先に日本に対するメッセージを明確にし、発信するべきだと思う

女性 35 九州 世界に対する前に、日本が環境に対してまだまだ取り組みが足らないと思う。

女性 25 九州 世界はひとつ！

女性 50 九州 世界環境

女性 37 九州 世界環境問題

女性 40 九州 世界的に大災害が発生していることを十分に認識して、自然保護がいかに重要かというこ

とを伝えて欲しい。

男性 36 九州 世界平和

女性 33 九州 世界平和

男性 55 九州 世界平和

女性 36 九州 世界平和

女性 24 九州 世界平和

男性 37 九州 世界平和

女性 37 九州 世界平和

男性 17 九州 世界平和

男性 32 九州 世界平和，世界的な環境への取り組み。

女性 40 九州 世界平和、戦争反対

男性 24 九州 世界平和。

男性 23 九州 世界平和。

女性 20 九州 世界平和と環境保全。

女性 53 九州 世界平和と地球環境の未来

男性 43 九州 世界平和をメッセージ

男性 25 九州 正直税金の無駄使いだと思う。そんな金があるならもっと自然保護のほうにお金をまわし

てほしいと思う。逆に世界に無駄金つかってって思われるかもしれない。

女性 34 九州 昔の日本人の持つ戦後を乗り切ったパワーを、世界の人にはもちろん、日本人に伝えてほ

しい。日本人の一生懸命で真剣な所をアピールしてほしいです。

女性 35 九州 絶対多いので、長期間行っていただければ、来客も分散するのでは?

男性 26 九州 先進国が先頭に立って環境問題に取り組んで欲しい。京都会議のときのような米国の態度

をする国はもっと考えて欲しいと思う。

男性 30 九州 先進国が発展途上国にむけてさまざまな援助を行っているが、環境面からはどのような影

響があるのか、悪影響があるものはその対策を検討して欲しい。

女性 29 九州 先進国である日本が、これから環境に対してどのようなことが出来るのか
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男性 23 九州 先進国としての日本が本当の意味で幸せな国であるかを自他ともに問いなおして欲しい

男性 37 九州 先進国の中で、率先して環境問題に取り組む姿勢であることを強くアピールし、かつ実現

して欲しい。

女性 35 九州 先進国らしいところ

男性 45 九州 戦争のない平和な世界実現に向けてのメッセージ

女性 32 九州 戦争のない平和社会。

男性 12 九州 戦争反対

男性 35 九州 戦争反対・銃器の廃棄

女性 30 九州 全く知らないので回答できません・・・知ってるテーマが選べたらいいのに。温水器導入

したばかりなので回答したかった。

男性 19 九州 争いを文化で打ち消していこうということ。

男性 16 九州 知らんです。

男性 62 九州 地球（自然）環境保護の重要性。ただし、会場設営にあたって環境破壊があったような気

がして残念。

女性 27 九州 地球に優しい産業・技術開発。。とか。。

女性 35 九州 地球の環境、平和など

女性 43 九州 地球の環境を守ろう

女性 43 九州 地球の環境対策

女性 58 九州 地球の自然は全世界の人が意識してこそ守れる

女性 28 九州 地球の自然環境の大切さ。

女性 69 九州 地球は、ひとつ。

女性 48 九州 地球は一つという、仲間意識。お互い助け合って、住みよい地球を作る。

女性 34 九州 地球を守る

女性 50 九州 地球を保護するためのエコ生活の最先端な情報の発信。

女性 31 九州 地球温暖化が進む中、環境への取り組みは1つの国でできるものではない。国の発展ばか

り追及していても、基本である環境が悪くなっていくのではどうしようもない。多くの国

が参加する取り組みをしていって欲しい。

女性 34 九州 地球温暖化の危険性

男性 49 九州 地球温暖化への対策

男性 39 九州 地球温暖化軽減のための自然との付き合い方について

女性 31 九州 地球温暖化防止

男性 41 九州 地球温暖化防止への取り組み強化、京都議定書非批准国への働きかけ森林資源の保護

女性 43 九州 地球環境

女性 43 九州 地球環境の保護

女性 32 九州 地球環境の保護。自然災害への対応

女性 62 九州 地球環境の保護とその技術。

男性 55 九州 地球環境の保護を強く訴えて欲しい

女性 42 九州 地球環境をよくすること

女性 25 九州 地球環境保護

女性 48 九州 地球規模の環境保護や自然の大切さと自然との共存

男性 21 九州 地球規模の環境問題への取り組み

男性 33 九州 地球単位への自然保護の必要性

女性 19 九州 地球的に環境を考えること

女性 55 九州 地球博と言っているのだから、地球を大切にする気持ちを前面に出して広く国民の意識も

高めるように、わかりやすいテーマを掲げてほしい。

女性 36 九州 地球平和

女性 29 九州 中越地震、台風などの自然災害で日本が経験し取り入れたアイディアや知識、などを世界

の人々にも発信してほしい。インドネシア周辺の大地震、大津波で受けたような被害を少

しでも減らせるように。。

女性 18 九州 超平和

女性 37 九州 内容がよくわからないので、よくわからない。

女性 23 九州 日本が環境について貢献している面をアピール

男性 25 九州 日本が環境保全のために行っている具体的な取り組み

女性 25 九州 日本が自然を大切にしているようには思えないのですが・・

男性 34 九州 日本が先陣を切って環境問題に取り組む機会にして欲しい

女性 26 九州 日本という国について。これからの日本のあり方について。難しいですけど。

男性 50 九州 日本における文化と環境の融和
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男性 40 九州 日本の環境に対する態度

男性 31 九州 日本の環境への取り組み

男性 48 九州 日本の環境保護に関する技術

女性 27 九州 日本の企業がどのように環境に対しての配慮をしているかをアピールしてほしい。

男性 48 九州 日本の技術のレベルと環境問題に対する取り組み。地球のみんながともに共生できるよう

な環境に対する姿勢をアピールすべきだと思います。（それは争いのない世界というのも

男性 29 九州 日本の技術力の高さ

男性 45 九州 日本の技術力見せてほしい。

女性 32 九州 日本の四季や伝統のものなど、アピールすれば良いと思う。

男性 46 九州 日本の自然と風土をアピールすべき。

男性 35 九州 日本の自然美

女性 19 九州 日本の世界平和に対する考え方

女性 44 九州 日本の先進国的な技術

男性 56 九州 日本の地球温暖化に対する取り組みを世界中にアプールする。

男性 36 九州 日本の中で元気な東海地区であり日本を代表するトヨタのお膝元であるので最先端の技術

をいかんなく紹介してほしい。

女性 38 九州 日本の方向性を明確にしめすこと

女性 34 九州 日本の良い所をアピール

女性 48 九州 日本は環境保護に真面目に取り組んでいること。

女性 34 九州 日本は資源が少なく、自然災害が多いので、自然と共生していくことの大切さを世界に伝

えてほしい。

女性 29 九州 日本は世界に対して何をという前に愛知万博は、無駄になりそうな気がする。（お客が思

うほど入らないとか）財政が赤字続きで世界の中でも水準のランクがパキスタンと同等水

準まで落ちているのにそういう事をして又赤字を増やしそうで世界に対してイメージが悪

くならないように願いたい

女性 42 九州 日本は戦いをせず、万国と手を取り合っていくという強い姿勢

女性 22 九州 日本も自然を大切にした取り組みをしているということ

男性 43 九州 日本文化の発信。

女性 43 九州 博覧会ですよね。口先だけのメッセージもどうかと思うし、そんな大上段に構えなきゃい

けないものでしょうか。

女性 20 九州 百考えるより一の実行。

女性 45 九州 文化水準の高さ

男性 29 九州 平和

女性 32 九州 平和

女性 28 九州 平和

女性 39 九州 平和

女性 51 九州 平和

男性 37 九州 平和

女性 45 九州 平和

女性 26 九州 平和

女性 33 九州 平和

男性 42 九州 平和

女性 28 九州 平和

女性 54 九州 平和

女性 29 九州 平和

女性 22 九州 平和

女性 35 九州 平和

女性 28 九州 平和

男性 26 九州 平和

女性 45 九州 平和

男性 26 九州 平和

男性 39 九州 平和

女性 29 九州 平和

男性 40 九州 平和

男性 25 九州 平和

男性 49 九州 平和

女性 24 九州 平和！
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女性 31 九州 平和。

女性 39 九州 平和。

女性 32 九州 平和？

男性 54 九州 平和・共存

男性 51 九州 平和と環境保護

女性 18 九州 平和と技術

男性 18 九州 平和と自然について

女性 41 九州 平和と戦争放棄の憲法を持つていること

女性 31 九州 平和な未来像

女性 28 九州 平和に対してのメッセージ

女性 32 九州 平和の尊さと未来への希望

男性 42 九州 平和の豊かさと、自然と共生しつつも経済社会が活力を失わずに豊かな生活を実現するこ

女性 17 九州 平和や優しさ

女性 32 九州 平和を訴える

女性 46 九州 本当の地球保護

女性 34 九州 万博で世界にメッセージが発信できるとは思えない。

男性 37 九州 万博なんか必要なのか？

男性 28 九州 万博のように人がたくさん集まっても、環境にやさしいイベントができるということ。

男性 33 九州 万博は必要ない。

女性 32 九州 万博をやる、とは薄々聞いていましたが、情報があまり入ってこないのでわからないで

女性 46 九州 万博を開く意義って何？

男性 36 九州 万博自体が環境を破壊しているという矛盾。

女性 46 九州 未来

女性 38 九州 未来へ希望を抱けるような内容

男性 30 九州 民間主導による環境問題を考慮した開発

女性 44 九州 名前は聞いていたが、テーマまでは知らなかった。これまで利益ばかりを追求してきたか

のような日本の企業のイメージだが、これからは環境も大切にしていることを世界にア

ピールすべきだと思う。

男性 29 九州 緑と青、鮮やかな色彩感のある季節

男性 55 九州 歴史と技術の融合。

女性 25 四国 “自然の叡智”

女性 15 四国 「愛知万博」をよく知らないので、分かりません。

男性 30 四国 「自然への叡智」というテーマから、日本の環境問題への取り組みや、その技術力をア

ピールするべきだと思います。この万博を期に、環境保護の考え方が普及していけばいい

男性 40 四国 ①ハイブリット、電気自動車、家庭用ロボットで環境保護に貢献⑫政府によるＥＴＣ無料

配布③太陽発電設置の優遇制度拡大

男性 42 四国 PR

女性 31 四国 いまさら万博？という感じしかしないので世界に訴えかけることも思いつかない。

女性 37 四国 いろんな国との交流と理解

男性 41 四国 これからの万博のありかた

男性 50 四国 そんなに構えなくても

男性 33 四国 テレビおよびＣＭでもあまり大々的にＰＲしているわけではないのでよくわからない

女性 28 四国 どういったものか分からないので、特にありません。

男性 43 四国 トヨタはカンバン方式をやめます。ぐらいのメッセージはないのか。

男性 45 四国 やはり行ってみたい

男性 45 四国 愛

女性 34 四国 愛・地球博なのでそのテーマに沿ったイベント

男性 36 四国 愛知万博そのものが自然破壊のうえでなりたっている。万博会場が元は、どんな場所だっ

たかも示して欲しい。

女性 62 四国 愛知万博での技術などが、現実に社会に生かされ、社会に貢献しているということ。

男性 67 四国 愛知万博のテーマ“自然の叡智”ということで環境への取り組みを世界レベルで行うこと

をメッセージすべきだと思います。

女性 43 四国 一個人が地球環境について、どれだけとりくめるか、それが企業単位につながり、地球全

てに広がっていけるということ

男性 45 四国 科学技術

男性 43 四国 過去の経験を踏まえ、途上国に情報及び技術を提供し、日本と同じ過ちを繰り返させない

男性 48 四国 環境
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女性 26 四国 環境といえばドイツ等のヨーロッパが主流というイメージがあるが、もともとは日本の江

戸時代にはすでに現代人がお手本とすべきエコライフが確立していたのだから、環境国日

本をアピールすべきだと思う。もちろん、イメージだけでなく、名実ともに環境国に戻ら

男性 36 四国 環境に取り組みながらの先進

男性 50 四国 環境に対しては地球規模で取り組まないといけない。

女性 39 四国 環境に配慮した技術など

男性 50 四国 環境の保護

女性 14 四国 環境の保護

女性 33 四国 環境へのとりくみ

男性 37 四国 環境への取り組み

男性 34 四国 環境への取り組み

女性 30 四国 環境への取り組みに対して世界が真剣になれるようにすべき。

男性 35 四国 環境を壊すのは簡単だが、直すことは容易ではない。

男性 34 四国 環境対策

男性 37 四国 環境破壊は人間への破壊に繋がる

女性 29 四国 環境破壊を減らす工夫

男性 40 四国 環境保護

女性 51 四国 環境保護

女性 25 四国 環境保護

男性 25 四国 環境保護

男性 27 四国 環境保護。

女性 31 四国 環境保護と平和。

男性 43 四国 環境保護の重要性

男性 38 四国 環境保護を訴えて行くべきだと思います。

男性 29 四国 環境保護大国

女性 40 四国 環境保全、世界平和

男性 36 四国 環境保全。自然の大切さ。

女性 28 四国 環境問題

男性 20 四国 環境問題

女性 34 四国 環境問題

女性 28 四国 環境問題。

女性 32 四国 環境問題について世界的に考えるきっかけになればいいと思います。

女性 18 四国 環境問題の重要性

女性 28 四国 環境問題への取り組み方

男性 29 四国 環境立国宣言

男性 54 四国 技術

女性 20 四国 技術かなぁ…

女性 33 四国 技術と自然環境保護の両立

女性 27 四国 京都議定書の存在の明確化。先進国の中で自然と共存していく姿勢を強調してほしい。ス

ローライフの浸透、見つめなおし。

男性 37 四国 京都議定書の達成、CO2の削減

女性 47 四国 経済的には失速中でも、やればできるんだよ～と、姿勢を正す事。

女性 34 四国 今世界は地球に対してなにをするべきか

女性 21 四国 自国の利益のみの追求ではなく国際社会の一員として、地球環境のために、日本の持てる

技術や経済力を惜しみなく提供していくこと。

女性 26 四国 自然

女性 54 四国 自然

女性 32 四国 自然

女性 41 四国 自然

男性 42 四国 自然との共生

女性 44 四国 自然との共存

女性 32 四国 自然との共存。

女性 33 四国 自然との共存をうったえて欲しいです

男性 38 四国 自然と科学の共存

女性 27 四国 自然と対決する北欧的な考え方とは対照的な、日本古来からの自然との融和。

女性 37 四国 自然について。

女性 39 四国 自然についての日本の考えや取り組んでいること

マイボイスコム株式会社  http://www.myvoice.co.jp   99



～生活者と企業のコミュニケーションメディア～ MyVoice

性別 年齢 地域分類 Ｑ７．「愛知万博」で日本は、世界に対して何をメッセージすべきだと思われますか

ご自由にお答え下さい

男性 14 四国 自然についてやるのであれば徹底的にやるべきだと思う。

女性 24 四国 自然の大切さ

女性 33 四国 自然の大切さ

女性 29 四国 自然の大切さ

女性 31 四国 自然は無限ではないこと。

男性 46 四国 自然を壊してパビリオンを作って、なにが自然を大切にだ馬鹿みたい、税金の無駄

女性 28 四国 自然を壊し物を作る万博から、自然と共存し自然とともに作り上げる晩縛への変換の重要

男性 31 四国 自然を守る

女性 43 四国 自然叡智というのをテーマにしているのであれば、環境問題をもっと身近に考えれるよう

アピールすべきで、環境問題に貢献できるシステムや機械なども開発すべき

女性 43 四国 自然回帰

女性 42 四国 自然環境と最新技術の共存

女性 32 四国 自然環境にちからをいれてほしい。

女性 54 四国 自然環境を守る方法を世界中で取り組む

女性 36 四国 自然保護や災害時のとりくみ。

女性 29 四国 助け合い

女性 34 四国 場所が遠いのであまりピンと来ないのですが、世界に対して残すメッセージは平和だと思

女性 19 四国 森林の大切さ

女性 34 四国 森林を壊して作ったと言うイメージがありあまり感心しない。

女性 37 四国 深刻な環境問題と平和

男性 43 四国 人間は、自然の前では、裸同然の子供である。

女性 56 四国 人類と自然環境保護のとの共存。

女性 54 四国 世界に向けて、環境への取り組みを日本がしていることをしってもらうことが大切だと思

女性 33 四国 世界に対してだけでなく自分たち日本人も含めて自然のことをもっとちゃんと考えましょ

女性 40 四国 世界規模の環境保全です。根底にあるものは愛と平和だと思います。

女性 29 四国 世界的な環境への取り組みエネルギー問題

男性 36 四国 世界平和

女性 25 四国 世界平和

女性 26 四国 世界平和

女性 34 四国 世界平和、地球環境保護

女性 25 四国 先進国として、いかに環境を行っているか。

女性 30 四国 先進国としての日本の今後の環境対策への取り組み。環境対策の重要性。

男性 47 四国 先進性、経済力、環境への配慮

男性 48 四国 先進的な科学技術。

女性 17 四国 他国に対する武力を持たないこと。

女性 33 四国 地球、自然を大切に。

女性 56 四国 地球に優しいものずくり

男性 56 四国 地球の環境問題。

女性 40 四国 地球の本来持っている美しさや、その地球との共存方法

女性 66 四国 地球は一つというメッセージを発信し強調して欲しい。もう国単位で行動できる時代でな

いことを伝えるべきではないかと思います。

男性 34 四国 地球への思いやり

女性 39 四国 地球温暖化ストップ

女性 32 四国 地球温暖化など、わたしたちの生活が自然を破壊していっていることを意識し、注意を呼

びかけるのはもちろんのこと、民族間の対立や紛争など明らかに防ぐことのできる自然破

壊を徹底してやめるような呼びかけをしていくこと。

女性 34 四国 地球温暖化対策とか？よくわかりません。

女性 35 四国 地球環境についてのメッセージをすべきだと思っています。ですが、箱物の万博を見直す

きっかけになってほしい。

女性 48 四国 地球環境の保護

男性 38 四国 地球環境の保護

女性 39 四国 地球環境回復

男性 40 四国 地球規模での貢献。

女性 34 四国 地理的に遠くいけないので興味がわかない

男性 20 四国 特に何もないと感じる。愛知万博自体失敗すると思われるから。

女性 22 四国 日本のすばらしさと世界の平和

男性 19 四国 日本の環境に対する意識。特に植林関係。
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女性 45 四国 日本の環境に対する取り組み

女性 32 四国 日本の環境に配慮した技術を知ってもらいたい

女性 52 四国 日本の環境への取り組み方を世界の国に知ってほしいし、協調して欲しい。

女性 15 四国 日本の技術力

女性 27 四国 日本の自然はすばらしいということを世界に対して伝えたらいいと思います。

男性 31 四国 日本の素晴らしさ。日本らしさ。

女性 18 四国 日本をアピールするべき

男性 27 四国 日本をアピールする場

女性 43 四国 日本社会の現実。

女性 33 四国 日本人にもあまり知られてないのに、世界の人々が注目するでしょうか。単なるイベント

で終わってしまうような気がします。

男性 58 四国 博覧会を口実に自然破壊や開発工事を行ったりしたのではないということ。

男性 34 四国 平和

女性 26 四国 平和

男性 39 四国 平和

女性 18 四国 平和

女性 14 四国 平和

女性 29 四国 平和

女性 28 四国 平和

女性 16 四国 平和

男性 48 四国 平和

女性 32 四国 平和

男性 42 四国 平和

女性 36 四国 平和

女性 41 四国 平和。

女性 27 四国 平和。

男性 43 四国 防災対策

男性 47 四国 万博などもはや不要というメッセージを発信すること

女性 61 四国 万博はイメージとして古い。メッセージも古そうでインパクトに欠けそう。しかし環境へ

の取り組みは斬新なアイデアでメッセージにして欲しい。

男性 50 四国 万博期間だけでなく、長くその意義を伝えるべき。

女性 18 四国 未来の地球環境に対する姿勢。

女性 33 中国 「皆、地球で生きている」ってこと。

女性 29 中国 「地球船宇宙号」の精神にのっとり、今後各国がどのような事をしていけば、地球の乱開

発が防げ、保全に役立てるか、分かりやすく実現しやすい方法の提案。

男性 30 中国 ・環境保護・環境育成

男性 31 中国 アイ

男性 42 中国 あんまり認知されていないぞ！

女性 29 中国 いかに自然と共存しているかということ。

女性 35 中国 いろんな技術を実際に体験できると楽しめると思う。その上で、自然の叡智について各企

業や参加される団体がいろんな形でメーッセージを発信して欲しいと思う。

男性 34 中国 エコロジー

男性 37 中国 エコロジー面の技術で世界を引っ張っていく姿。

女性 21 中国 キャラクターからイメージすると環境保全かな？

女性 45 中国 きれいごとではない環境への取り組み

女性 30 中国 これからどのようにして環境に対して配慮していくべきなのか、お互いにできることは何

なのか考える機会にして欲しい。

男性 40 中国 だいたいその前に環境のこと何言っても無視されているのでは？、逆に相手の発言も無視

しているのでは？。具体的な国対国で具体的な事項に沿わないと言いっぱなしメッセージ

で終わるでしょ？、どうせ。

男性 39 中国 ただの金儲け

女性 37 中国 ただの経済効果期待だけで終わってほしくないだけ。

女性 44 中国 テーマにそって自然

女性 46 中国 テーマをしっかりと理解してもらうこと

女性 33 中国 テクノロジーの発展と環境保護を両立させる技術が必要だ。

女性 33 中国 どうのこうのいっても、まだ万博には一度も行ったことがないのでよくわからない

女性 36 中国 どの万博にいってもあまり楽しくない
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女性 31 中国 まともな国

女性 49 中国 みんなで地球を守ろう、守らなければというメッセージ。

女性 34 中国 メインテーマである「自然」と環境の保護についても言うべきだと思います。

女性 38 中国 もっともっと環境破壊に対する恐怖を訴えて欲しい

女性 31 中国 やはり世界平和。

女性 22 中国 やはり世界平和です！！世界中が協力し合うことですね。

女性 31 中国 やらなくても

女性 31 中国 愛

女性 22 中国 愛と平和。地球環境。

女性 53 中国 愛知で万博を開く意味がわからないので。

女性 47 中国 愛知万博でというより、このイベントが終わったあとが重要だと思う。

男性 37 中国 愛知万博はすきではない。

男性 53 中国 愛知万博開催そのものが無駄。

男性 42 中国 一過性のイベントの中だけでなく、これを契機に、環境先進国として世界に手本を示せる

国になればよいと思う。そうした技術を諸国に供与できるようになるのが望ましい。

男性 27 中国 一番思うのは地球環境を世界で真剣に考えること。

女性 29 中国 遠いのであまりイメージはわきませんが資源を大事にすることでしょうか。

女性 18 中国 温暖化に伴う二酸化炭素の排出について、京都議定書が発行できるように

女性 35 中国 温暖化防止

男性 41 中国 何をするにしても愛知県でと言うのはどうなんだろう？

男性 16 中国 科学と環境について

女性 34 中国 科学と自然の共存

女性 52 中国 環境

男性 35 中国 環境

男性 32 中国 環境との共存

女性 45 中国 環境と技術の提供

男性 52 中国 環境と平和

女性 33 中国 環境について

男性 68 中国 環境について再考する機会

女性 46 中国 環境にやさしい生活

男性 20 中国 環境に対する取り組み

女性 37 中国 環境に優しい技術

男性 23 中国 環境に優しい物品について。

女性 26 中国 環境の大切さ

男性 22 中国 環境への取り組み

女性 34 中国 環境への取り組み。自然破壊が人間にもたらす影響

男性 33 中国 環境への取り組みへ日本ができる貢献

女性 48 中国 環境への取り組みを具体的にあらわす。

男性 37 中国 環境先進国

男性 22 中国 環境先進国であるということ。

男性 37 中国 環境対策

女性 51 中国 環境対策

女性 52 中国 環境対策。

男性 46 中国 環境途上国日本のイメージを一新！

女性 19 中国 環境破壊を防ぐこと。

女性 30 中国 環境保護

女性 38 中国 環境保護

女性 42 中国 環境保護

男性 48 中国 環境保護

男性 32 中国 環境保護

女性 36 中国 環境保護

女性 31 中国 環境保護

女性 31 中国 環境保護

男性 30 中国 環境保護

女性 19 中国 環境保護、平和

女性 22 中国 環境保護。世界にメッセージを発信するためにもまず自国でちゃんと取り組んで欲しい。

女性 29 中国 環境保護？
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男性 44 中国 環境保護と自然のすばらしさ

女性 29 中国 環境保護の大切さと、人々への愛

女性 40 中国 環境保護への具体的な取組みを紹介する

女性 37 中国 環境保護への具体的取り組みを判りやすく

女性 33 中国 環境保護への取り組み

男性 36 中国 環境保護への取り組み

男性 35 中国 環境保全

男性 41 中国 環境保全

女性 30 中国 環境保全の大切さなどを伝えてほしいです。

男性 32 中国 環境問題

女性 40 中国 環境問題

女性 29 中国 環境問題。

男性 46 中国 環境問題と最先端技術

男性 27 中国 環境問題についての国際貢献

女性 24 中国 環境問題に対して、率先して活動していくことをアピールしてほしい。

男性 31 中国 環境問題に対する姿勢

女性 33 中国 環境問題へのとりくみ

女性 23 中国 環境問題への強い積極性

男性 26 中国 環境問題解決のリーダーシップを発揮。

男性 23 中国 期待は薄い

女性 51 中国 規模にこだわらず自然に優しいことにこだわって欲しい

女性 20 中国 技術の紹介や異文化交流に積極的であること。

男性 47 中国 技術力をアピールすべき

女性 28 中国 客観的に見ると、日本は率先して自然を壊しているので自然や環境のことを世界に対して

言える立場じゃない。

女性 54 中国 京都議定書にサインを！

女性 40 中国 興味を引かれるものが無い。万博って何？完全に他人事で、関心が持てない。

女性 47 中国 近くなら言ってみたいとも思うが、遠く仕事も休めないので当然行かれないので興味がわ

男性 31 中国 経済大国日本における環境への取り組み

男性 51 中国 現時点では南セントレア市でしょ。

男性 34 中国 現状の自然を壊さないですむような技術の発表（公開）を行い、世界に使用を促すような

ことをして欲しいです。（先進国としてアピールして欲しい）

男性 30 中国 個とりての地球をもっと全体で取り組むと言うこと

男性 39 中国 工業優先での自然との協調ではなく自然優先での工業の協調

女性 26 中国 国内にもまだまだ宣伝不足だと思う。

女性 27 中国 今この時期だからこそ、平和について。

女性 42 中国 今まで日本が世界に植えつけてきた「経済大国」というイメージを一掃して、「自然と経

済の共存を考える日本」という新しいイメージをアピールするべき。

男性 44 中国 最先端をゆく技術

男性 31 中国 最先端技術

男性 31 中国 最先端技術

女性 46 中国 災害が各地で起きているので助け合うということをメッセージしてほしい

女性 36 中国 資源が少なくなりつつある今こそECO、自然との共存を訴えるべきと思います。

女性 20 中国 自国の利益だけでなく、本当に地球の環境を考えているということ。

女性 29 中国 自然

女性 29 中国 自然がこれいじょう失われないように、取り組みをしていかなければならない。

女性 30 中国 自然が大切だ。

男性 34 中国 自然そして資源エネルギーの大切さ

女性 41 中国 自然との共存

男性 19 中国 自然との共存

女性 40 中国 自然との共存。ただし、万博は宣伝の割に期待倒れのことが多い。

女性 20 中国 自然との共存と平和。

男性 52 中国 自然との共存人間も生かされている

女性 38 中国 自然との調和

男性 51 中国 自然と人間社会の共存。

男性 40 中国 自然に優しい最新技術を公表する。

女性 33 中国 自然の驚異
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女性 56 中国 自然の大切さ

女性 39 中国 自然の大切さ

女性 31 中国 自然の大切さ

女性 35 中国 自然の大切さ

女性 36 中国 自然の大切さ

女性 32 中国 自然の大切さ、自然と共存していく方法等。

女性 30 中国 自然の大切さから、人間もみな仲良く暮らさなければいけないという人類愛をもメッセー

ジされてほしい。戦争があれば自然も破壊され、人間も破壊（殺される）から。。。

男性 53 中国 自然の大切さとこれからの地球のあるべき姿

女性 35 中国 自然の大切さについて

男性 23 中国 自然の大切さを伝えるべきだと思う。

女性 32 中国 自然を愛する心。

女性 36 中国 自然を壊さなく、平和な世界というメッセージ

女性 40 中国 自然を守っていくことの大切さ

男性 46 中国 自然を守ること

女性 31 中国 自然を守ることに対して、日本が真剣に取り組んでいくんだということ。

男性 30 中国 自然を大事にしないことが将来どのような結果になってしまうかもう一度考えてほしい。

女性 34 中国 自然を大切にしていくこと

女性 24 中国 自然を大切にしよう

女性 34 中国 自然を大切にする

女性 40 中国 自然を大切にすること

男性 20 中国 自然を大切にすること

女性 35 中国 自然を大切にする具体的な方法。

女性 32 中国 自然を無理に壊してやる万博ならしない方が良いと思う。

女性 39 中国 自然を謳いながら、自然を破壊して会場を作ったと聞きますが、会場跡地の利用方法が世

界に残るような活用であるように願います。

男性 44 中国 自然環境の大切さ。

女性 39 中国 自然環境の破壊は自分達の暮らしの破壊であるということ。

男性 60 中国 自然環境の保護

男性 35 中国 自然環境保護の重要性

男性 35 中国 自然破壊などやめていかなければならないことを多くの人に知ってもらいたい

男性 52 中国 自然破壊の現状。

男性 41 中国 自然破壊までして催すものにメッセージをする資格などない

男性 43 中国 自然保護

女性 52 中国 自然保護

女性 39 中国 自然保護

男性 20 中国 自然保護

女性 37 中国 自然保護

女性 34 中国 自然保護

男性 24 中国 自然保護

女性 37 中国 自然保護について

女性 53 中国 自然豊かな四季がある日本を紹介してほしいです。

男性 52 中国 趣旨・内容を知らないので何も言えない。

女性 34 中国 省エネや、ゴミの減量化。

女性 28 中国 森をつぶして作った会場で”自然”をテーマにしても説得力が無い

女性 27 中国 真剣な環境への取り組み

男性 44 中国 真面目さ

男性 27 中国 身近な環境を守る必要があるということ

女性 25 中国 身近な環境問題をしっかり来店者に理解してもらい、具体的に簡単に始められる対策を伝

えるべき。

女性 30 中国 人間にとっても動物にとっても自然になじみやすい環境を作っていくこと。

女性 34 中国 人間の命を大切に思うのなら、動物や自然を守り、それぞれの「命」を大切に！と訴えか

けられればいいのでは？

男性 41 中国 人類はみな兄弟

女性 26 中国 世界との仲を深める為のイベントというのをメッセージにしたら良いと思います

女性 46 中国 世界に向けて環境保護を訴える

男性 55 中国 世界の中での日本の先進技術
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女性 33 中国 世界規模で地球という星を守る

女性 34 中国 世界全体で環境を守っていこう。

女性 35 中国 世界中のどの国も二酸化炭素などの早急の課題から、エコ製品の開発などに取り組んで

いって欲しい。

女性 28 中国 世界的規模の問題への国レベル・企業レベルでの取り組み

男性 37 中国 世界平和

女性 57 中国 世界平和

女性 34 中国 世界平和

女性 32 中国 世界平和。

女性 37 中国 世界平和を願っている事

女性 31 中国 世界平和環境保護

女性 66 中国 成功を祈る

男性 29 中国 昔住んでいたところで、万博があるらしく、久しぶりに行ってみると、いろいろと変わっ

ていた。自然環境に配慮してやってほしいと思った

女性 37 中国 石油燃料以外のエネルギーの提言。

男性 24 中国 先進

女性 48 中国 先進的なもの。

男性 46 中国 先端技術（環境への取組みを含む）

女性 26 中国 戦争のない、平和な地球に地球を汚さないように、地球を大切に自然を大切に

男性 25 中国 戦争反対

女性 35 中国 全世界の人が民族や国境を越えて、みんなで一丸となって地球環境を守っていくべきであ

る、ということ。

女性 37 中国 知らない

女性 33 中国 地球

女性 29 中国 地球のことを考えている日本！

女性 34 中国 地球のために世界の人が力を合わせて守っていくということ。

女性 26 中国 地球の環境について一人一人が考え行動すること

女性 54 中国 地球の環境保護、地球で今、何が起こっているか？など。

女性 43 中国 地球の大切さと地球の悲鳴

男性 51 中国 地球は一つ、人類もまた一つ

女性 33 中国 地球を守っていかないといけない

女性 23 中国 地球を守る

男性 39 中国 地球を大切にしましょう

男性 47 中国 地球温暖化の対応

女性 15 中国 地球環境について

男性 39 中国 地球環境の回復の為の、全世界的同意による財源の創出を訴えるべき。

女性 25 中国 地球環境の改善

女性 46 中国 地球環境の改善について

男性 50 中国 地球環境の保護

男性 48 中国 地球環境の保護

男性 45 中国 地球環境の保護

女性 43 中国 地球環境の保護

女性 45 中国 地球環境の保護。以前名古屋に住んでいたことがあったので愛知万博は知っているが、中

身については興味ないので全く知らない。万博も昔ほど効果がないようにも思う。大阪万

博の頃が一番よかったのでは？

男性 41 中国 地球環境を守る上での先進性

男性 38 中国 地球規模での環境保護。

女性 41 中国 地球規模の環境保護へのメッセージを発信するべきでしょうね～

女性 40 中国 島国日本ならではの自然の紹介

男性 29 中国 内容を知らないので分からない。

男性 27 中国 南北格差による環境問題の是正

女性 30 中国 日本が取り組んでいる、自然環境に対する取り組み。人類全体で協力し合って守らなけれ

ばならない、自然の大切さ。

男性 67 中国 日本が先端的科学技術に優れ、自然環境保護を重んじ、平和で友好的な国家であること。

男性 21 中国 日本ならではの環境への取り組み

男性 20 中国 日本のよさ。

女性 28 中国 日本の環境への取り組みを伝える
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男性 34 中国 日本の技術の力

男性 44 中国 日本の技術水準の高さ

男性 22 中国 日本の技術力

男性 40 中国 日本の技術力

女性 48 中国 日本の技術力

男性 16 中国 日本の技術力

男性 27 中国 日本の技術力の高さ。

女性 33 中国 日本の自然環境への取り組み（姿勢）

男性 28 中国 日本の真の技術力

男性 44 中国 日本の伝統

女性 45 中国 日本は自然が豊かな国で、その自然を守るため前向きに環境保護に取り組んでいるという

男性 35 中国 日本は素晴らしい国だから世界各国はみんな、まねをするように!!

女性 51 中国 日本人の自然に対するやさしさ。

女性 32 中国 美しい地球を後世に残すためには世界中の人たちが協力しないといけないということを再

認識してもらえるようなイベントになればいいと思います。小さな子供からお年よりまで

愛を持とう、といったような。

男性 29 中国 文化的な事業への取り組み事例

男性 46 中国 文明と環境との共存です。

女性 21 中国 平和

女性 18 中国 平和

女性 40 中国 平和

男性 37 中国 平和

男性 47 中国 平和

女性 28 中国 平和

女性 18 中国 平和

男性 37 中国 平和

女性 39 中国 平和、温暖化防止

女性 17 中国 平和。

女性 38 中国 平和と自然

女性 32 中国 平和と自由

女性 34 中国 平和と友好

女性 27 中国 平和の尊さ

女性 28 中国 平和の大事さ

女性 42 中国 平和や援助、環境保護などへの取り組み

女性 29 中国 平和をアピールする

女性 26 中国 平和をお願いしてほしい

女性 63 中国 平和戦争を無くす事。

女性 15 中国 万博が何をするところなのかわからない

女性 41 中国 万博が開かれることは今年になってニュースで聞いたが、万博が何を目的として開催され

るのか分からないため、何をメッセージすべきかは分からない。万博が開かれる目的をき

ちんと理解できるような事をしなくてはいけないのではないかと思う

女性 32 中国 万博ってする必要があるんですかね、そもそも…

女性 32 中国 万博て税金を投入してもあまり儲からないのに、無駄だと思う。

女性 34 中国 万博に対する意識自体があまりないので分からない

男性 62 中国 未来の科学技術を見通したようなイベントになると良い。またそんな事よりも開幕まであ

と２ヶ月だがまだ盛り上がりが無いように感じるので、ＰＲの仕方を工夫して欲しい。

女性 24 中国 未来の地球のあり方

女性 41 中国 命の大切さ

女性 40 中国 緑の大切さ。

女性 31 中国 緑を守る、自然との共存

男性 56 中部 “自然の叡智”といいながら、自然破壊している。

女性 51 中部 “自然の叡智”という、環境への取り組みをもっと知らせる事。

男性 44 中部 “自然の叡智”と言うなら、いかに自然を壊さずにするか考えて欲しい。今更万博でもな

いと思うけど!!

女性 26 中部 「平和」だと思います。

男性 48 中部 「便利」を追求してきた過去は、己の首を絞める結果になってしまった。「不便」だけど

幸せな未来を模索しよう。
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男性 33 中部 「万博」の開催自体が明らかに自然破壊を伴うと思うが、それはおいておいて、自然保護

へ向けた活動を推進して欲しい。

女性 31 中部 ・・・・万博の意義は無くなりつつあり、開催自体の声を問うべき問題である。これは今

回の開催で明らかになったであろう。ということ。

男性 40 中部 ４/２３からの山車の展示を是非見てください

女性 29 中部 アジアの先進国として、アジアの自然環境の改善をもっとうったえるべきでわ？今回のス

マトラ地震の事も地震の研究をとりあげ、その一部のお金を、防災にやくだてることにつ

かってほしいとおもいます。

男性 36 中部 あまりそのようなことは考えたことがない。

女性 26 中部 あまりないのでは。

女性 44 中部 アメリカが京都議定書への調印をせざるを得なくなるような自然保護の各国の取り組み方

や重要さ。

女性 42 中部 アメリカにＣＯ２削減をさせなければ何も変わらない。その他の国がどんなに環境を訴え

ても無理だと思う。私自身はこんなお祭りは環境の為にも資源の無駄だと思う。

男性 34 中部 いっそのことトヨタ博とデモしたら

男性 53 中部 イメージが湧かない。森を壊してまで伝えるほどのものがあるとも思えないが。

女性 36 中部 エコという点では日本はまだまだ後進国だと思う。日本でもやっとこうなりました、こう

考えていますということを訴えるとともに、日本の人たちにもっとそういう考え方と浸透

男性 37 中部 エコノミックアニマルとの汚名返上。

女性 26 中部 エコロジー

女性 38 中部 エコロジー、平和

女性 30 中部 エコロジー、平和などを訴えて欲しいです。

男性 57 中部 お祭りにすぎないので、そんな必要もないと思う。万博後あの施設をどうするか、という

ことの方が心配。

男性 34 中部 かけがえのない地球の自然や動物、環境を守る取り組みを各国政府や、国民一人一人が実

施すること。

女性 38 中部 クリーンな地球。

男性 53 中部 こうして瀬戸の自然は破壊された

女性 32 中部 この時期に万国博覧会をする意義がどれほどあるのかギモンです。やるからには成功して

欲しいですが、余りよく知らないので何ともいえません。

女性 33 中部 この時代に万博もどうかと思う節もあります

女性 38 中部 この地球を未来へきれいなまま残していくこと

女性 34 中部 ごみをださない国

男性 54 中部 ごみ焼却等環境問題の取り組み。

女性 30 中部 これから、どんな手段で地球や大気を汚さない生活ができるか

女性 27 中部 これからの技術の進化、自然と共存できる世界になっていけるようになるための進むべき

道をわかりたい。地元なので、とても楽しみにしています。

男性 45 中部 これからの地球の環境問題。

男性 36 中部 これからの地球全体の取り組みに対しての考え方を発信すべきだと思う。

男性 22 中部 これから日本が環境先進国として取り組んでいくこと

女性 26 中部 ジブリ映画のような日本の歴史の独創性をアピールしてほしい。

男性 55 中部 そう思わない。日本人が環境等テーマについて考え行動を起こすきっかけになればよいと

女性 42 中部 そもそも万博の意義がわからない。頻繁にありすぎ。

女性 32 中部 ただ山地を広げて行うのではなく、自然と共存して行うやり方。今後の万博のあり方を考

えるべきでは。

男性 33 中部 テーマが自然の叡智なのに、海上の森問題とかスタート時点が少し外した感じ。それを

補ってあまるほどのテーマの実行を期待しています。

女性 23 中部 テーマが難しくてよくわかりません。

女性 23 中部 テーマにきちんと沿って、自然にたいする敬意やすばらしさを世界に対して発信して欲し

いと思います。

女性 27 中部 テーマにしている自然との共存。口だけではなく本当に自然にやさしいという点を態度・

行動でしめしてほしい。

男性 61 中部 テーマは良いけど、万博協会が実際にやっていることは、必ずしも一致しないなー。

女性 29 中部 テロなどが多かったので、平和の大切さなどもメッセージして欲しい。

男性 20 中部 どうせ失敗するだけいい迷惑だろう

男性 54 中部 とにかく、地球環境の保全
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男性 29 中部 とにかく、恥にならないこと

女性 34 中部 トヨタのイメージだけでなく、地球環境の保護、リサイクルなど

男性 46 中部 どれだけ自然を大切にしたものかを明確に示したメッセージ

男性 35 中部 なんて無駄なことをやるのか！

男性 33 中部 ハイテクと自然の共存。

男性 47 中部 まさに自然との共生を全世界に強力に訴え、地球環境保護に向けた日本の起点とし、子供

やその子供達のために全世界で全力で活動しよう！

男性 20 中部 まず万博自体の知名度を上げるべき。人が来なければ意味がない(入場料も高いから来場

者少なさそう…

女性 21 中部 みんなで仲良く自然と共存しよう。

男性 36 中部 メッセージできるんでしょうか？

男性 36 中部 メッセージも何も、一部の金儲けがしたい奴らが「自然の叡智」というお題目を唱えて、

自然破壊をしていることには怒りを通り越してもはや滑稽ですらある。どうぞかってに会

場後地にばんばん建売住宅でもこしらえてちょうだいと言う感じ。今の銭のために１００

年後、自分達の子供や孫に緑を残そうなどという考えは全く無いのだろうな・・・

女性 31 中部 もう、進歩する日本ではなく、これからも変わらぬ日本

女性 30 中部 もう万博なんてやめようよ。今の時代、万博自体が古い。

男性 42 中部 もちろん世界平和です。

女性 35 中部 もっと環境について考えるべきだと思います。

女性 31 中部 もっと自然を大切に！

女性 38 中部 もっと日本での宣伝が必要。あまり盛り上がっていないような感じなので、世界に対して

はその後の事のように思う

男性 28 中部 もともと豊かな自然のあった場所を、好き放題開発して、木を伐採し尽くした上で「環境

のために植樹しましょう」という企画を中電がするそうだが、本末転倒甚だしい。リニア

モーターカーもその後の需要が全く見込めないところに敷いて、愛環から都心へのアクセ

スには2回以上の乗り換えが必要と聞いて、利用が見込めるはずがない。一部の「受益

者」がぼろ儲けするための乱開発を、堂々と税金を使って借金は県民に押しつけるような

男性 32 中部 ものの豊かさから心の豊かさへ、発想や価値観の転換

女性 40 中部 やっぱり自然は大事にしなくてはいけない。自然は人間のものではない。

女性 32 中部 やはり自然保護

女性 33 中部 やはり平和

女性 26 中部 やはり平和の尊さだと思います。

女性 36 中部 やらない方が環境にはやさしいと思うのですが。

女性 23 中部 よくわからない。自慢できるようなことが日本にあるとは思えない

女性 40 中部 ラブ＆ピース。

女性 33 中部 リニアの技術を広めて欲しい

男性 39 中部 リニアや燃料電池バスなどの先進技術のアピール

女性 18 中部 わからないけど…愛知県民としてあまり「万博」が嬉しくないというのも問題かと。。

女性 29 中部 愛

女性 52 中部 愛・地球博の名の通り、地球への環境の保護をアピールして欲しい

女性 39 中部 愛と叡智

女性 46 中部 愛を感じるもの

男性 35 中部 愛知だけではなく、日本として世界に対するメッセージを送らなければならないので、日

本人にはもっと愛知万博について感心を持ってもらいたい

女性 38 中部 愛知のアピール

女性 34 中部 愛知県がどういうことをやっているか

男性 38 中部 愛知県に住んでいますが万博反対派です。

男性 20 中部 愛知済効果と、改めて自然の怖さ、（津波・地震）などを含めた自然について考え直す。

男性 31 中部 愛知万博ではとても多くの森林を破壊した。もっと自然を大切にして欲しい。愛知万博反

女性 17 中部 愛知万博て何なのか良くわかりません。

男性 46 中部 愛知万博は所詮経済効果を考えてでてきた企画に過ぎない。自然を開発しておいて、自然

の叡知もなにも無い。恥をさらさないことだけを祈る

女性 33 中部 愛知万博をすること自体間違いなので、メッセージなど無い

女性 31 中部 愛知万博をやる意味がわからない。愛知県民として、腹立たしい。そんな住民が多数反対

している万博で、伝えるメッセージなど何もない！！

男性 44 中部 安全、環境保全
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女性 30 中部 異常気象や災害、戦争など世界が混乱している中、これからの地球には何が一番大切かを

一人一人がもう一度考え直す事が大切だという呼びかけ。

女性 28 中部 一国のわがままに振り回されない、全地球的な取り組みを環境・経済において話しあうべ

女性 37 中部 一先進国として地球環境への取り組みもしっかりやっているんだということを示し他国に

もより一層なる努力をするよう訴えるべきだ。

男性 39 中部 永久凍土から見つかったマンモスには非常に興味がある

女性 38 中部 温暖化対策

女性 35 中部 温暖化防止、自然環境保護、世界平和

男性 39 中部 温暖化防止など。

男性 40 中部 何もない。金の無駄遣い。例えばリニモが開通するが、閉幕後とても採算がとれると思わ

ないし、自宅が開催地(長久手町）なので、道路の渋滞等よいことはなにもない。

女性 37 中部 何も思いません。とにかく、開催地に住んでいるので万博が始まったら不安の方が大きい

女性 27 中部 科学が発達する中での自然と人間の共生だけれども、万博地から問題からもめたしあまり

期待できないと思う

男性 56 中部 科学に頼らない生き方

男性 58 中部 過去の万博に劣らないものを残してほしい。

女性 39 中部 開催地自体間違ってると思います。空港から遠すぎ！どうせなら新空港の近所に誘致する

べきだった。メッセージ以前の問題。

男性 28 中部 各企業の成果

女性 27 中部 楽しみです。

男性 53 中部 環境

女性 41 中部 環境

男性 43 中部 環境

女性 31 中部 環境

男性 29 中部 環境

男性 43 中部 環境

女性 32 中部 環境とか言って環境壊してるようじゃ意味なし。万博が意味のないことだとメッセージす

ればよい。

女性 33 中部 環境と文明の共存。

男性 49 中部 環境と平和

女性 40 中部 環境について

女性 27 中部 環境についてもっとよく考えること

男性 23 中部 環境について強くアピールしてほしい。

女性 28 中部 環境について考える必要がある、先ずは先進国が壊していったものを何とか取り戻そうと

努力する、ということをアメリカに対して大きな声で言うべきだと思う。

女性 22 中部 環境について真剣に取り組んでいること

女性 28 中部 環境にどう向き合っていくのか、先進国としての日本の姿勢。

女性 23 中部 環境に関する問題提起

男性 24 中部 環境に関連する技術

女性 50 中部 環境に対してもっと関心深めれば言いと思います。

女性 38 中部 環境に対する姿勢

女性 52 中部 環境に対する取り組み。

女性 46 中部 環境に対する取り組み方。

女性 29 中部 環境に大しての取り組み方。日本の企業が世界に与える影響。

女性 46 中部 環境に配慮したイベントであってほしい。

女性 27 中部 環境に配慮しているという事

男性 42 中部 環境のために何をやっているか、どの程度貢献しているかを具体的に示すべき

男性 20 中部 環境の改善。

女性 31 中部 環境の危機について訴えられる場として欲しい

男性 25 中部 環境の重要性

男性 42 中部 環境の先進国、エコ世界一

女性 31 中部 環境の大事さと現状。

女性 22 中部 環境の大切さ

女性 32 中部 環境の保護を訴える

男性 26 中部 環境への取り組み

男性 36 中部 環境への取り組み

男性 46 中部 環境への取り組み
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女性 33 中部 環境への取り組み

男性 38 中部 環境への取り組み

女性 33 中部 環境への取り組み、平和への願い

女性 46 中部 環境への取り組みの充実

女性 26 中部 環境への取り組みの大切なことだと思うけれど、世界平和をもっと訴えてほしい。

女性 41 中部 環境への取り組みは先進国がリーダーシップをとって進めていかなければならないと思

う。その中でも日本の存在をアピールし、理解してもらう事が大事。

女性 52 中部 環境への取り組みをアピールすること

女性 35 中部 環境への配慮と世界友好

男性 39 中部 環境もそうですが、宗教的な束縛にとらわれず、自他共に幸せな社会を目指そうというア

ピールを。

女性 34 中部 環境をテーマにしている万博の会場付近でひどい問題がおこっていることを知らせてほし

女性 35 中部 環境をまもることの大切さとくにブッシュさんに！

女性 29 中部 環境を守ろう、ということ。私の家から車で５分の所が万博会場です。毎日生活が困るほ

どの渋滞、自然保護といいながらの環境破壊、なんだかよくわかりません。

男性 21 中部 環境を大切にする

男性 41 中部 環境を破壊して環境万博を開くのは、どうかと思う。

女性 23 中部 環境を破壊しないと経済はまわらない

男性 50 中部 環境技術

男性 55 中部 環境技術の提案

男性 39 中部 環境産業の可能性

男性 20 中部 環境先進国であることをアピールすべきかと・・・。

女性 30 中部 環境先進国であるという事。経済的に落ち込んでいるように言われているが、技術的には

すばらしい物を持っているという事。

男性 39 中部 環境対策。自然と共存する未来の在り方のヒントを体感しながら会得できること。

男性 37 中部 環境対策の進捗度。

男性 48 中部 環境対策先進国

女性 41 中部 環境破壊が進む中で，いかにして環境への負荷を少なくするかを示すようなもの

女性 26 中部 環境破壊について

男性 37 中部 環境破壊の進み具合とその危険性

女性 28 中部 環境破壊は確実に進んでますよ・・・これで大丈夫なの？

女性 20 中部 環境破壊を防止すること

男性 48 中部 環境博ということだが、あまり突き詰めると人間の存在が環境破壊?

女性 28 中部 環境保護

女性 30 中部 環境保護

男性 30 中部 環境保護

男性 42 中部 環境保護

男性 14 中部 環境保護

女性 45 中部 環境保護

女性 32 中部 環境保護

女性 31 中部 環境保護

男性 13 中部 環境保護

女性 44 中部 環境保護

女性 43 中部 環境保護

男性 39 中部 環境保護、地球温暖化

男性 28 中部 環境保護。

女性 24 中部 環境保護？

女性 32 中部 環境保護と技術進歩の両立

男性 43 中部 環境保護と世界平和

女性 37 中部 環境保護など

男性 42 中部 環境保護の技術

男性 48 中部 環境保護の重要性を訴えて欲しい。

女性 25 中部 環境保護の大切さ

女性 33 中部 環境保護の大切さ。

男性 16 中部 環境保護の大切さと先進技術のすごさ

男性 34 中部 環境保護の大切さと日本の取り組み。

女性 44 中部 環境保護への積極的な取り組み
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男性 47 中部 環境保護を強く訴える。

男性 33 中部 環境保全

男性 40 中部 環境保全

男性 37 中部 環境保全

女性 18 中部 環境保全

女性 18 中部 環境保全

女性 51 中部 環境保全。

女性 27 中部 環境保全と技術力の共有

女性 42 中部 環境問題

男性 47 中部 環境問題

女性 32 中部 環境問題

男性 47 中部 環境問題

男性 50 中部 環境問題

女性 34 中部 環境問題

女性 49 中部 環境問題

男性 21 中部 環境問題

男性 20 中部 環境問題。特にブッシュ・アメリカに対して。

女性 29 中部 環境問題に真剣に取り組んでいくことを約束できればいいなと思います。

男性 39 中部 環境問題に対する意識の高揚（特にアメリカと中国に向けて）

女性 39 中部 環境問題の改善

男性 35 中部 環境問題の重要性(アメリカの自覚のなさ)

女性 32 中部 環境問題の提起でなく実践をアピール

男性 40 中部 環境問題は世界の問題だと認識させるべきです。

女性 42 中部 環境問題は世界規模で行わなければならない。

男性 40 中部 環境問題は全地球規模の課題であり、各国が今すぐ手を携えて取り組む必要があるという

ことと、そのための技術やノウハウを発信して欲しい。

男性 33 中部 環境問題への取り組み

女性 20 中部 環境問題への先進的な取り組み。各国が協力し、環境問題の解決に努めること。

女性 22 中部 環境問題や地球に住む人々がこれから目指して行く方向性の提案。

女性 26 中部 環境問題をみんなで意識することをまずすべきだと思います。

男性 51 中部 環境問題を考える事が必要であると思いますが愛知県の県民性を考えると，万博を開催す

ること自体がそぐわないように思います。

男性 37 中部 環境問題解決のための回答案

女性 47 中部 環境問題全般。

女性 47 中部 企業ピーアールではなく日本としてのアピールをして欲しい

男性 47 中部 技術と自然の共生

女性 39 中部 京都議定書など、全世界が未来へと生き残るすで・・地球温暖化など、今すべき事を包み

隠さず公表し温暖化による被害などを世界に呼びかけるべき

男性 37 中部 京都議定書についての再認識

男性 46 中部 京都議定書に書かれた二酸化炭素の削減を率先して守るという意志

男性 41 中部 京都議定書に代表されるような世界的環境対策のリーダーとなれるような提案

男性 33 中部 京都議定書の遵守

男性 35 中部 京都議定書の全先進国の批准へのアピール

男性 47 中部 共生

男性 29 中部 共生

女性 40 中部 共存

女性 24 中部 強い意志あいまいに感じるので

男性 49 中部 狭いながらも美しい自然

女性 32 中部 狭い国土をむやみに開発するのではなく、日本ならではの自然のすばらしさをアピール

し、多くの人に訪れてもらう。また、戦争でそのような自然も奪われてしまうことの愚か

さも今現在戦争を起こしている国を含めて世界に訴えるべき。

女性 36 中部 近頃の地球規模の多くの災害を目の当たりにして、やはり地球は何かおかしくなっている

ような感じさえする。今後いかに地球環境を守っていくかという意識を高めていくことが

女性 25 中部 近代化していく中での自然との共存。

女性 30 中部 景気対策、環境対策を本気で行っているという姿勢。

男性 36 中部 経済だけではない！という点。

女性 28 中部 経済大国といわれて久しい日本ですが、日本の自然の美しさなどをぜひ見ていただきたい
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女性 22 中部 経済発展の中での環境保護

女性 29 中部 現場で頑張っている人たちがいること

女性 35 中部 言葉のみではなく真の意味での“自然の叡智”を実践していく決意

女性 27 中部 限りある資源をどう有効利用していくか、地球の未来をもっと大切に扱わなくてはならな

いことを自覚すべきこと。

女性 36 中部 個人ひとり、ひとりでできる自然、環境保護などの方法。普段からできる簡単な事

男性 22 中部 個人的には、せっかくの万博なので「国際平和」についてメッセージするのがいいと思う

が、今の日本では、しても逆効果だと思う。

女性 30 中部 国を超えて環境問題に取り組んでいくという姿勢。

男性 37 中部 国家が主体としておこなう行事ではないため、特に望むものはない。

女性 29 中部 国同士が手を取り合う大切さ、自然の大切さ。

女性 45 中部 国連常任理事国にふさわしい。

女性 44 中部 今、抱えている環境問題。

男性 35 中部 今からでも中止にして欲しい神田知事と松原市長を税金の無駄使いで訴えたい。そんなこ

とよりもっとすべき事があるはずなのに・・・

女性 47 中部 今こそ人類が自然との共存を真剣に考えるべきとき

男性 18 中部 今の最新技術など

女性 48 中部 今の時代の万博に余り興味がありません

男性 37 中部 今の日本の現状

男性 43 中部 今までのように受身でなくもっと日本の個性を打ち出して、日本の伝統をアピール。

女性 37 中部 今までの万博は最先端の技術のお披露目の場だったようだが、今回はそれだけでなく自然

を守りながら人間も進歩していく、ということに重点をおいて欲しい。世界に先駆けて自

然との共存を日本が率先して行うべきだと思う。お祭り騒ぎだけで終わらせないで欲し

女性 40 中部 今やるべきことをしっかりやること。この基本に返って進んでいくという決意を発信すべ

きではないかと思います。

男性 46 中部 今地球に起きている自然の変化を世界に知らせる。

男性 41 中部 最後の万博

男性 51 中部 最先端の環境技術を広く多くの人に紹介する個人でもできるもの

男性 29 中部 最先端の環境対策

男性 26 中部 最先端の技術

女性 28 中部 最先端の技術と、自然保護への取り組み。

女性 39 中部 最先端技術を発信してほしい。

男性 29 中部 山を切り開いてでも「万博」を開催する意味があるのか、ないのか。

女性 56 中部 子供たちが将来も安心して住める国を、世界を創ろう。

女性 29 中部 私は、日本は自然を大事にする国だとは思っていないので、万博を通して特に世界に対し

てメッセージ！というものは思い浮かびません。

女性 39 中部 資源がない国だからこそ、資源や環境に配慮した近未来の生活の方向性を提示するとよい

男性 39 中部 資源には限りがある。我慢する点は我慢して大切に使いましょう。

女性 53 中部 資源の大切さ環境への配慮

男性 42 中部 資源もエネルギーも無制限に使いたいだけ使うのではなく、環境に配慮することで、より

豊かな生活が楽しめる。そのような価値観への転換。

男性 37 中部 時代の最先端を行く考え方。

女性 35 中部 治安のよさ。やはり戦争とかは怖いので一番アピールして欲しい。後はやはり自然かな？

女性 51 中部 自然

女性 29 中部 自然

女性 20 中部 自然

男性 37 中部 自然＆平和

男性 37 中部 自然、技術

男性 29 中部 自然。

女性 28 中部 自然とか環境を考えることは大事だと思う。経済を超えた取組みを各国でしていくべきだ

女性 28 中部 自然との「共生」。それをアピールする場として周囲の環境を少なからず破壊して会場を

作っている訳だから、あまり万博自体に賛成はできませんが。

女性 49 中部 自然との共生

女性 28 中部 自然との共生

女性 39 中部 自然との共生。

男性 66 中部 自然との共生と資源のリサイクル。

男性 29 中部 自然との共生のための技術
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女性 28 中部 自然との共存

男性 33 中部 自然との共存

男性 47 中部 自然との共存

女性 37 中部 自然との共存

女性 38 中部 自然との共存

男性 51 中部 自然との共存が大切なのをアピールできたら良いと思います。

女性 31 中部 自然との共存をどうしていくべき画を問うべき

女性 25 中部 自然との共存を訴えかけること

女性 50 中部 自然との調和

男性 35 中部 自然との調和

女性 42 中部 自然との調和

女性 27 中部 自然とは・・

女性 40 中部 自然とは何か?ということですので、スマトラ沖地震などの被害をもう一度世界中で考

え、募金活動をして欲しいです。

女性 32 中部 自然と技術の融和。

女性 36 中部 自然と共同

女性 34 中部 自然と最先端の科学

女性 40 中部 自然と人間との共存。破壊だけでなく、自然保護。

女性 33 中部 自然と人間の共生

女性 26 中部 自然と人間の共存

男性 33 中部 自然と人工物の共存。

女性 42 中部 自然と先端技術の共存

女性 42 中部 自然と平和、そして日本の技術をアピール

男性 32 中部 自然と平和をアピール!!

女性 36 中部 自然に逆らってはいけないこと。

男性 26 中部 自然に対する日本の考え方

男性 37 中部 自然に配慮するならば、でかいパビリオンを建設するだけじゃなく、あくまで自然を尊重

する取り組みをしてほしい。特に跡地、残骸の再利用で

女性 41 中部 自然のすばらしさの再認識及び、日本の環境への取り組み

男性 17 中部 自然のすばらしさを伝えるべき。

女性 31 中部 自然の偉大さと平和

男性 52 中部 自然の叡智、環境との共存などを謳いながらも、自然を破壊し建造物を構築し、鳥や獣の

生息地を奪う欺瞞に満ちた古くさい体質のイベントなので、恥をさらさないようにするだ

けで精一杯でしょう。

女性 23 中部 自然の叡智、地球にやさしくとあるが、万博をやること自体どうかなと思う。そんなこと

言うのなら、万博なんてしないほうが地球にやさしいのに。

男性 36 中部 自然の叡智という割には、不要な構造物が多すぎる。開発行為（海上の森など）をしてお

いてこのスローガンは全く理解できない。

女性 33 中部 自然の英知、というテーマを前面に出して、今までなじみの無かった人たちにもこれから

環境問題を身近に考えられるように提案して欲しい。

女性 53 中部 自然の恩恵に対して謙虚にそして尊敬しつつ共存の道を考えることが、未来につながって

いくということ。

女性 33 中部 自然の危機的状況。共生の必要性

女性 44 中部 自然の大切さ

女性 43 中部 自然の大切さ

男性 34 中部 自然の大切さ

女性 49 中部 自然の大切さ

女性 40 中部 自然の大切さ

男性 37 中部 自然の大切さ

男性 36 中部 自然の大切さ

男性 41 中部 自然の大切さ

女性 41 中部 自然の大切さ

女性 39 中部 自然の大切さ

男性 28 中部 自然の大切さ

女性 24 中部 自然の大切さ。

男性 22 中部 自然の大切さ。

女性 37 中部 自然の大切さ。技術の高性能さ。
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女性 25 中部 自然の大切さ・・・？

男性 26 中部 自然の大切さと、怖さ

女性 39 中部 自然の大切さと環境への取り組み

女性 42 中部 自然の保護

男性 24 中部 自然は大きなホスピタル

女性 18 中部 自然は大切に。

女性 53 中部 自然への畏敬の念

男性 34 中部 自然への環境保護、狩猟民族にない平和的な人種

女性 46 中部 自然や環境の問題やロボット技術などの未来工学技術開発。

女性 45 中部 自然をこれだけ大切にしてかつ産業にも邁進している事

女性 37 中部 自然をこれ以上壊すな！

女性 30 中部 自然をテーマにしているのに、周りの自然を壊して万博を開くなんて矛盾していると思う

女性 61 中部 自然を愛することを通じて人を愛す

女性 31 中部 自然を壊さないで可能な人類の発展。

男性 39 中部 自然を壊しての開催で、自然との融合などど言わないで欲しい

女性 35 中部 自然を壊してまで造らなければいけなかったのか？

男性 29 中部 自然を壊して使い捨ての施設を作って大量のゴミを出すイベントに、どんなメッセージが

あるんですか？

女性 46 中部 自然を守る

女性 63 中部 自然を守るぞ」と言う心意気と、日本の工業技術を知ってもらう。

女性 39 中部 自然を大切に

女性 37 中部 自然を大切に

男性 35 中部 自然を大切に

女性 35 中部 自然を大切に

女性 15 中部 自然を大切に、じゃないでしょうか。日本の国土の約七割が森林だと聞いています。世界

もそれぐらい緑豊かになるといいです。蛇足なのですが、会場の近くに住んでいます。実

は愛知県内はあまり盛り上がっていません。地元がこんなんなのに、成功するのか不安で

女性 30 中部 自然を大切に、みんな仲良く

女性 26 中部 自然を大切に。

女性 32 中部 自然を大切にして、これ以上環境破壊を進めないように

女性 52 中部 自然を大切にしながら科学を発展させる事

女性 32 中部 自然を大切にしよう

女性 32 中部 自然を大切にすること

男性 42 中部 自然を破壊しなければ、万博が開けなかったことの言い訳

男性 24 中部 自然を謳うのなら自らが率先して自然回復に努めてみろ

男性 42 中部 自然環境がどんどん破壊されていく現在、生活環境の便利さを如何に自然環境への負担を

少なく進歩させていくかをこの万博を通じてメッセージすべきだと思います。

男性 56 中部 自然環境との共存をアピールすべき(特に温暖化対策）

女性 37 中部 自然環境の重要性

女性 58 中部 自然環境の大切さ

女性 30 中部 自然環境の保護

女性 47 中部 自然環境の保護

男性 55 中部 自然環境の保全

女性 28 中部 自然環境への取り組み方

女性 40 中部 自然環境をまもることの大切さ

女性 17 中部 自然環境を大切にすることですかね。

女性 62 中部 自然環境を大切にすると共に、リーダー的な役割を持って、信頼される国になってほしい

男性 28 中部 自然環境保護

女性 24 中部 自然災害、温暖化現象など「自然」への意識の自分なりに各々が考えることができる場で

あってほしい。

女性 34 中部 自然災害の恐さ

女性 17 中部 自然破壊して作った会場で愛地球博だなんてふざけてるって感じ。

女性 32 中部 自然破壊のストップ

男性 39 中部 自然破壊の程度と許容範囲

女性 53 中部 自然破壊をしない様に環境にも配慮すること

女性 47 中部 自然保護

女性 57 中部 自然保護
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男性 24 中部 自然保護

男性 46 中部 自然保護

女性 50 中部 自然保護

男性 29 中部 自然保護

女性 46 中部 自然保護

男性 32 中部 自然保護、世界平和

女性 34 中部 自然保護。

男性 43 中部 自然保護と環境を訴えながら、自然を破壊して開催するイベントが何を言おうとも説得力

女性 34 中部 自然保護と共存

男性 65 中部 自然保護をキャッチフレーズに世界中の地球温暖化をテーマに国際的に取り組む姿勢を世

界の人々に訴える事。

女性 46 中部 自由と平和、戦争のない環境、こんなにお金をかけて、自然の尊さを訴えても、戦争、核

などで、一瞬の内になくなる、そんなむなしさ、矛盾を伝えるべき、皆が友達になり、親

戚になったら、戦争は減る、いろいろな国の人と交流を持つのが、だいいっぽ

女性 27 中部 実際に商品化実用化できるものの提案により、すぐに社会にとりいれられる環境、自然に

よいものの提案

女性 28 中部 手を取り合うことの大切さ。

男性 30 中部 小泉総理大臣の不甲斐無さ

男性 43 中部 省エネ技術をアピールしてほしい

女性 24 中部 親しみやすい環境？

女性 32 中部 人と地球との共存

女性 39 中部 人の環境への関わり合いや自然保護と地球にやさしい取り組みなどの奨め。

男性 42 中部 人間と自然の共存

男性 42 中部 人間を増やさない方法。これ以上、地球上に人間が増えたら、地球環境はもたない。

女性 39 中部 人類と自然がどのようにうまく共生できるか

女性 33 中部 人類と自然との共存。世界平和。この２つです。

男性 31 中部 人類皆兄弟

男性 39 中部 人類文明の繁栄が地球環境を破壊し、急速に人類滅亡へ向かっていることを伝え、今まで

犠牲にしてきた自然を再生する方向へ人類の力を集中しなければならないことを伝えるべ

女性 34 中部 世界で環境問題を考え、個人個人がきちんと活動していこう

女性 26 中部 世界で取り組む自然保護

女性 33 中部 世界というか、日本人に自然の大切さをメッセージすべきだと思う

女性 43 中部 世界に先駆けて最新の環境技術を発信し、世界経済の活性化に役立てること

女性 36 中部 世界に対してよりも日本国内に向けて自然保護を訴えるべきだ。

男性 26 中部 世界に対するメッセージも大切かもしれませんが、その前に日本自身がもっと環境に取り

組むように努力する必要があるのでは？？

女性 48 中部 世界に優しく

女性 36 中部 世界の環境破壊をなくし、自然と共存できる社会を作るべきだということです。

女性 28 中部 世界の未来について、日本の最新技術を駆使してできることを伝えるべきです！私はアテ

ンダントとして働くので、ぜひみなさん、きてください！

女性 30 中部 世界各国の自然環境問題

女性 27 中部 世界各国の人々の友好を深める。

女性 42 中部 世界規模で自然を保護する、自然と共存するにはどうすればよいかなどを訴える。

女性 29 中部 世界規模で平和活動を行い、自国だけでなく、他国でも自然保護に力を入れていることを

うまく表現して欲しい。

男性 61 中部 世界最先端の技術をアピールすべきだと思います。

女性 35 中部 世界人類すべての平和

男性 66 中部 世界中が仲良く交流できること

女性 31 中部 世界中のみんなが一丸となって、明るい未来を作っていこうというような事。

女性 47 中部 世界中の国どうしの対話力。互いを尊重し助け合うつながり。どの国の子どもにも平等に

幸せになる権利

女性 46 中部 世界的に環境問題に取り組む必要があることを各国に伝えたい

女性 36 中部 世界平和

女性 34 中部 世界平和

女性 33 中部 世界平和

女性 29 中部 世界平和

女性 44 中部 世界平和
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女性 31 中部 世界平和

男性 28 中部 世界平和

女性 19 中部 世界平和

女性 37 中部 世界平和

女性 34 中部 世界平和

女性 27 中部 世界平和＆自然保護

女性 22 中部 世界平和。

女性 31 中部 世界平和。

女性 40 中部 世界平和・自由創造など、日本人の考えそのものを見ていただいて、共に世界のことを考

女性 35 中部 世界平和でしょう。それと異国文化同士理解すること。

女性 24 中部 世界平和と自然の大切さ。

男性 54 中部 瀬戸市の自然を散々こわしておきながら、テーマが自然の叡智とはきついブラックジョー

クですね。興味はまったくありません。

男性 33 中部 成長力

男性 40 中部 正直なところよくわかりません。世界の国々の方と触れ合えれば良いと思います。

女性 38 中部 生きていく上でいろんなことが環境破壊につながるということ

女性 32 中部 昔からの日本の伝統。

女性 27 中部 赤字にしないでくれたらそれでいいです

男性 31 中部 先進国ができる環境への寄与と技術の融合をアピールして、環境破壊に結びつかない技術

発展へのモチベーションを高めて欲しい。

男性 40 中部 先進国としての日本ならではの取り組み

女性 32 中部 先進国の一端として、地球環境保護に力を入れていること（お金を出しているだけではな

いという部分）を示して欲しいと思う。

女性 31 中部 先端の技術の披露。環境問題を取り上げていること。

男性 65 中部 戦争のない平和な地球

男性 19 中部 戦争の不必要性。

女性 31 中部 戦争をやらない平和な世界を目指す

女性 40 中部 創造力

女性 34 中部 他国で自然破壊をしてるのに、なにかメッセージなど発信できるのか？

女性 28 中部 他国の真似ごとではなく、日本が独自に行っている環境への取り組みをアピールすべき。

女性 50 中部 他国の人たちとのふれあいで、平和な世界をめざしていることをアピールする。

男性 30 中部 太陽光や風力発電など、本当にクリーンなエネルギー提供技術について

男性 23 中部 駄々でさえ印象が薄い日本だから、技術ぐらいは世界に発信できるものを期待している。

女性 57 中部 大気汚染の防止

男性 34 中部 大国のエゴを越えた環境保護の重要性

男性 26 中部 沢山の人が来て欲しい

男性 42 中部 知名度、愛知（東海地区）の良い部分、

男性 43 中部 地球、自然の大切さかな？

男性 49 中部 地球と人と産業の共生。

女性 31 中部 地球に優しく

女性 49 中部 地球の環境を考えるいい機会だと思う。

女性 30 中部 地球の環境汚染など、先進国が率先して取り組むべきことを伝えなければいけないと思い

女性 25 中部 地球の環境問題

女性 27 中部 地球の限りある資源や大切さ。

女性 28 中部 地球の上に生きる生物たち、人間もその一つにしかすぎないということ。地球を一人一人

の手で大切にしていこうというメッセージ+愛知瀬戸にあった自然を壊してまで建設する

大プロジェクトなのでその後、各企業などもエコロジーや自然と共存しながら進化してい

く企業づくりという概念をもってくれたらいいなと思います。

女性 24 中部 地球の大切さ

女性 40 中部 地球の平和

女性 48 中部 地球はすべての人のもの、みんなで守りましょう。

女性 40 中部 地球をもっと大切にしないと、今に神様の逆鱗に触れて大変なことになるということ。

女性 22 中部 地球を愛するということを伝えれればいいと思う

女性 35 中部 地球を守る事

女性 26 中部 地球を大切にね

女性 30 中部 地球温暖化。
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女性 31 中部 地球温暖化・環境破壊どれをとっても、実は個人レベルでのモラルの問題だということ。

本当に地球を大切にしたいと思い、自然を慈しむ人たちばかりならばこんなことにはなら

なかったはず。自分も含めてそういったことを「考える」機会を提供出来たら、と思う。

男性 52 中部 地球温暖化阻止

女性 33 中部 地球温暖化対策をもっと考えてもらいたい。特にアメリカ！

男性 47 中部 地球環境について

男性 72 中部 地球環境について強く世界にメッセ－ジを発することであると思います。

男性 69 中部 地球環境に対する日本の取り組み

女性 48 中部 地球環境に配慮してる点ですね。

女性 28 中部 地球環境の現状と今後

男性 49 中部 地球環境の大切さ

女性 24 中部 地球環境の保護

女性 48 中部 地球環境の保護

女性 35 中部 地球環境の保護

女性 56 中部 地球環境の保護

男性 42 中部 地球環境の保護

女性 41 中部 地球環境の保護

女性 41 中部 地球環境の保護

女性 44 中部 地球環境の保護

女性 56 中部 地球環境の保護と地球の平和。

女性 44 中部 地球環境の保護促進トヨタ自動車をメインに燃料電池技術のＰＲを世界に訴える

女性 14 中部 地球環境は、世界中の人々皆で協力していかなければできないということです。

男性 23 中部 地球環境への取り組み

男性 51 中部 地球環境への取組みをアピール

男性 37 中部 地球環境への配慮

女性 60 中部 地球環境保護

女性 33 中部 地球環境保護

女性 33 中部 地球環境保護

男性 70 中部 地球環境保護と世界平和の確立

女性 46 中部 地球環境保護を訴える良い機会だと思う。さまざまな取り組みを理解してもらえるように

頑張ってほしい。

男性 54 中部 地球環境保全へのアピールでしょうか

女性 30 中部 地球環境問題について

男性 40 中部 地球規模での環境問題、また環境問題と最先端技術とがどのように融合できるかの提案。

女性 41 中部 地球規模の環境保護

女性 53 中部 地球規模の自然の保護

男性 39 中部 地球的規模での環境保護の推進

男性 29 中部 地元愛知県以外では知名度が低すぎ。世界がどうとかのレベルではない。

女性 32 中部 地元開催ではあるが、食べ物の持ち込み禁止などはてなマークをつけざるを得ない。アレ

ルギーの子供たちへの対応はどう考えているのか。青少年公園をなくしてまで「自然の叡

智」を謳って開催するメリット（環境的な）はあったのか、疑問ではある。が、自身が

育った名古屋を世界の人たちに見てもらいたい気持ちはある。

男性 28 中部 地震の脅威と予防

女性 65 中部 地味な名古屋なので世界にやれば出来ると宣伝して欲しい。

男性 29 中部 恥を知るべきかと

男性 41 中部 中止すべき

女性 21 中部 伝統文化と、環境保護の大切さ

男性 37 中部 当社で万博の建物に使用される大量のスチール製の扉を製作したが、閉幕後どうするのか

訊いたら「廃棄」だと。散々納期を煽り赤字の安値で多量に作らせ挙句に廃棄なんてとん

だ茶番。国内の鋼板の不足が深刻な時期、後先考えず地元の経済効果、対外政策等、勝手

な理由で資源の無駄使いをして環境がどうのこうのとは、同じ日本人として恥ずかしく、

世界にメッセージを発信する立場にないと思われる。

男性 46 中部 特にない。愛知県民として大赤字にならないことだけを期待したい。県財政が破綻するか

女性 36 中部 特にないです。というか、愛知県の自己満足に終わってしまいそうで心配です

男性 22 中部 特に環境問題に取り組んでない日本から発信するものはない感じがする。

女性 31 中部 特に期待してないので・・・近所に住むものにとっては迷惑なだけです。
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女性 36 中部 難しい質問。自然の叡智と言っても、範囲が広すぎるし、、、。環境保護と便利な生活の

共存？自然と人工の調和？、、、しかし、人間のエゴを解決しないと、何のメッセージを

発信しても無駄のようなきもする。

男性 29 中部 日本

男性 28 中部 日本が自然を大切にしていること

男性 42 中部 日本が取り組む環境対策とこれから将来への取り組み

男性 36 中部 日本が世界に対してメッセージなど・・・

女性 31 中部 日本が先頭に立って環境保護を努めていく。

男性 34 中部 日本が率先して地球環境を大切にしている、またはしていこうとしているというアピー

男性 44 中部 日本でしか出来ないものを発信する

女性 20 中部 日本での万博開催の意味

女性 50 中部 日本で取り組んでいる事をメッセージすべき

女性 23 中部 日本とは

男性 40 中部 日本のアピール

女性 37 中部 日本のイメージアップと経済が好景気になりますように。

女性 32 中部 日本のすばらしさ

女性 33 中部 日本のよいところをアピールすべき

女性 28 中部 日本のよさ

女性 33 中部 日本のよさ

男性 27 中部 日本のよさ

女性 35 中部 日本のよさ。環境活動に興味を持つこと。

女性 29 中部 日本のよさをアピールすべきです。

男性 23 中部 日本の環境に対するアプローチ

女性 33 中部 日本の環境の良さと世界に誇れる文化

女性 48 中部 日本の環境への取り組み

男性 45 中部 日本の環境への取り組み

男性 19 中部 日本の環境活動への取り組み

男性 28 中部 日本の環境技術のレベルの高さ

男性 28 中部 日本の環境技術力を発信して欲しい。

男性 21 中部 日本の環境保全への姿勢

男性 38 中部 日本の環境問題への取り組み等

男性 17 中部 日本の技術

男性 48 中部 日本の技術、友愛。

女性 47 中部 日本の技術のすばらしさをアピール出来たらよい

女性 49 中部 日本の技術の水準の高さとそれを環境問題に繋げられる期待

女性 33 中部 日本の技術力と環境に対する取り組み。とくにアメリカに見てほしい

女性 22 中部 日本の技術力をアピールするべき

男性 61 中部 日本の経済の力を誇示すること。

女性 21 中部 日本の経済力

女性 30 中部 日本の国だけでなく、一緒になって地球を守ろう

男性 21 中部 日本の最新技術そして、環境・自然への取り組み！

男性 15 中部 日本の最先端の技術はもちろん伝えて欲しいし自然の事をもっと知ってもらって地球温暖

化など世界の自然問題に興味を持って欲しい

男性 31 中部 日本の最先端技術の実力

女性 29 中部 日本の自然への配慮

女性 23 中部 日本の人を含め、世界の人に、環境保護のため、やろう、協力しよう、と思えるような取

り組みを提示して欲しい。

男性 54 中部 日本の世界に対する心意気！

男性 43 中部 日本の先端技術と地球環境保護への企業の貢献

女性 37 中部 日本の想像力

男性 46 中部 日本の中心、名古屋

男性 43 中部 日本の美しさ

男性 37 中部 日本の文化、思想

男性 32 中部 日本の文化の良さ

男性 32 中部 日本も世界の中の１つだということ

女性 18 中部 日本らしさ文化の違いを乗り越えていくためにどうすればよいか

女性 27 中部 日本をはじめ、地球の自然の大切さ。暮らしやすさ
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女性 37 中部 日本をもっとりかいしてほしい

女性 43 中部 日本を含め各国の良さ

男性 35 中部 日本企業の将来性

男性 43 中部 日本人の心

女性 20 中部 日本独自の経済感覚や技術体系。

女性 31 中部 日本独特な文化・慣習

男性 44 中部 如何にして地球環境を良いままで次世代に受け継いでいけるかの課題。

男性 57 中部 博覧会ということ自体、時代遅れも甚だしい行事。こんなことに税金を使われては堪ら

男性 32 中部 発展技術などを最大限にアピールするべきだと思う。

男性 31 中部 半年間で終わってしまう「お祭り」で、メッセージを残すのは不可能。

女性 39 中部 物質面の豊かさだけでなく、精神面の豊かさが溢れる未来

男性 43 中部 文明と環境の融和

女性 38 中部 平和

男性 36 中部 平和

男性 28 中部 平和

女性 36 中部 平和

男性 45 中部 平和

女性 18 中部 平和

男性 42 中部 平和

女性 27 中部 平和

女性 32 中部 平和

女性 31 中部 平和

男性 32 中部 平和

男性 56 中部 平和

女性 37 中部 平和

女性 23 中部 平和

女性 29 中部 平和

女性 36 中部 平和

女性 20 中部 平和

女性 38 中部 平和

男性 45 中部 平和

女性 35 中部 平和

女性 29 中部 平和

女性 34 中部 平和

女性 36 中部 平和

女性 58 中部 平和

女性 30 中部 平和

女性 52 中部 平和

女性 20 中部 平和

女性 25 中部 平和

女性 32 中部 平和

男性 20 中部 平和

女性 25 中部 平和！！

女性 55 中部 平和、工業技術の発信。

女性 33 中部 平和、信頼関係

男性 32 中部 平和。

女性 26 中部 平和。

女性 23 中部 平和。

男性 33 中部 平和。

男性 34 中部 平和？

男性 32 中部 平和・自然の大切さを強調すべきだと思います

女性 32 中部 平和であること。戦争はしない事。

女性 27 中部 平和と、自然の大切さ

女性 28 中部 平和と環境問題

男性 21 中部 平和な国

女性 27 中部 平和な国。

男性 52 中部 平和な社会でのみ実現できる豊かな自然環境と素晴らしい技術力の共存。
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女性 16 中部 平和な世の中

男性 47 中部 平和な世界。

女性 21 中部 平和の大切さ。環境保全

男性 27 中部 平和の発信

男性 47 中部 平和は戦争がないだけではなく、自然豊かな生活

女性 61 中部 平和を願う心は同じ

女性 35 中部 平和核兵器撲滅

女性 31 中部 便利になって行く世の中で、自分達が住んでいる地球のこと、忘れているような気がしま

す。自然破壊、大気汚染、異常気象。すべて人間が起こしたことが起因です。自然と共存

した未来を作ることを伝えるべき。

男性 41 中部 本気で環境への取り組みを図るのであれば今回のような開発をする万博はやめるべき。

女性 29 中部 本当の豊かさ

男性 21 中部 万博がどういうものかよくわからない。

男性 35 中部 万博でメッセージを発信できるかどうか疑問だし、発信する必要もないと思う。

男性 41 中部 万博で手軽に見聞を広げる必要があるのかどうか、有効なのかどうか実際にやってみて、

次回の検討材料にしてもらいたい。

女性 45 中部 万博という発想が、そもそも時代遅れ。

男性 34 中部 万博とかやる時代ではなくなったのでは

女性 22 中部 万博としての意味を、日本で開催する意味を

男性 30 中部 万博にメッセージなどないと思うけど。自然の叡智って？

女性 34 中部 万博の終わった後、どういう形で元の自然環境に戻すのかということの方が興味深いで

女性 42 中部 万博はやるべきではない。

女性 48 中部 万博を開催しないで、環境問題を考えていく場をつくるべきだった

女性 37 中部 万博後の会場や周りの環境をどれだけ以前の状態に維持できるか、また、それ以上の環境

を提供できるか、。

女性 42 中部 万博自体が無駄なものだと思うし自然破壊しないとは言えないと思う

男性 45 中部 万博自体に何か意味があるのか分からない。観覧車建設と近所のマンションのもめ事等い

やなことが多い。

女性 44 中部 万博自体は既に古い感じがして、メッセージ性は薄いと思う。

男性 42 中部 万博中止。

女性 39 中部 未来の自然作りやその為の環境作りなど人間と自然の共存をわかってもらえたらと思いま

女性 35 中部 未来は明るいという事が伝わると良いと思う。

女性 30 中部 未来への希望

男性 38 中部 無駄遣い

女性 29 中部 名古屋出身なので、名古屋のよさをアピールしてほしい。自然と都会が同じようにある街

があるということをわかってほしい。

男性 32 中部 勇気を持って開催中止にすべきだった

男性 37 中部 友好

女性 39 中部 友好交流

男性 30 中部 利便性・環境配慮

女性 35 中部 力

女性 46 東北 “愛知”と“名古屋”の違いもよくわからないので、特に思うことはありません

女性 36 東北 「～万博」は、いつもどこかで開催されているようなイメージがありますが、すみませ

ん、本音で申し上げますと、「なにをやっている所なの！？」という…。遊園地の感覚で

行くと、あまり面白くなさそうだし、なにかを学ぶ所だとしても、やっぱり面白くないよ

うな…。「～万博」は、愛知に限らずに、存在が遠いですね。

女性 22 東北 「京都議定書」の意義

女性 36 東北 「世界平和」世界中から戦争がなくなって、世界のどこの地域でもあ万博が開けるよう

な、平和な未来が待っていると子供達に伝えられたらいいと思います。

女性 25 東北 「先進国」と言われる日本の姿を見せて欲しい。機をてらわなくてもいいので、実直で確

かな「真面目な日本人」らしさが出て欲しい。

女性 40 東北 「平和」を一番アピールすべきだと思う。

男性 34 東北 いかにお金に頼らず、人間の知恵によって環境を大切にしていくかということを伝えても

らいたい。

男性 47 東北 いまさら万博の必要性を感じない

男性 44 東北 いまどき万博などは時代錯誤だ。空港をはじめ無駄ではないのか。もっと違うところに金

を使ったらいいと思うが。
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男性 48 東北 エコ技術

男性 50 東北 お金や技術がある大国？

男性 46 東北 お祭りですよ。お客さん、お金落としてスポンサーの商品を買ってください。・・・・・

ではなくて、「人類と生物にとっての地球の危機」温暖化・異常気象・食・疾病につい

て。（もっとも地球にとっては危機ではないが）

男性 30 東北 かけがえの無い地球

男性 19 東北 この程度で環境の取り組みが変われば誰も苦労しない。というのは悲観的な意見かもしれ

ないけどそう思う。

女性 26 東北 これからの地球のありかた。

男性 45 東北 これからの地球環境

女性 45 東北 コンセプトがわからないので何がいいか不明

女性 45 東北 そう思います。

女性 30 東北 たまには息を抜いて自然や人と触れ合うこと

女性 47 東北 テーマなどあまり伝わってこない。いずれもよくある万博の一つという印象しか持てな

女性 30 東北 テーマをもっとアピールして、絶対行きたくなるような宣伝があるといいと思う。

女性 42 東北 テーマ通りの環境への取り組み。

女性 28 東北 テロ撲滅

女性 33 東北 へいわ

男性 16 東北 ホームレスがかわいそう！

男性 17 東北 みんな平和に。

女性 29 東北 もっと愛知万博自体を宣伝しないとなんとも。テーマの「自然」でいいのでは。

男性 51 東北 やる意味が理解できないので、メッセージまでは思い浮かばない。

男性 19 東北 愛と平和。

男性 24 東北 愛をテーマであること、平和な世界の建設。

男性 34 東北 愛知バンザイ

男性 27 東北 愛知万博ではなく国としての日本が何を発言できるかという問題だと思う

女性 16 東北 愛知万博という言葉は聞いたことはあるが実際どのようなものかわからない

女性 23 東北 愛知万博を開催すること自体が、自然破壊

女性 24 東北 愛知万博自体あまりよくわからない。

女性 38 東北 愛知万博自体が交通が不便そうなので、アピールしても効果がないのでは？

男性 35 東北 以前、万博が愛知に決まる際に、「自然を伐採して会場をつくる」のに、「自然との共

存」がテーマとはおかしいとの意見が多かったために、どうその問題をクリアしたのかを

もっとアピールしてほしい

女性 37 東北 一人一人が自然のありがたみを実感するためには、どうしたらよいか。

男性 53 東北 何を、今更と思う。

女性 41 東北 科学の発達と同時に、国の差別なく「人間」としての自然と共存してゆくための心や知恵

などを問いかける場になると良いと思う。

女性 44 東北 科学技術と自然との調和

女性 29 東北 科学技術の発展を示すのはこれまでもされていると思いますが、地球環境を守るための技

術も大きく取り扱って欲しいと思います。

男性 33 東北 環境

男性 36 東北 環境

男性 44 東北 環境と共生できる未来へのビジョン

男性 22 東北 環境と経済発展の両立

男性 40 東北 環境と人間の共存

男性 30 東北 環境の大切さを分かりやすく伝えるべき。

男性 30 東北 環境の保護

女性 42 東北 環境の保護をアピールして欲しい

男性 16 東北 環境の保全と、技術の発展の関連性

男性 44 東北 環境への取り組み

女性 37 東北 環境への取り組み

男性 40 東北 環境への取り組み

男性 52 東北 環境への取り組みの姿勢

男性 42 東北 環境への配慮

男性 30 東北 環境を考えてるって事

男性 45 東北 環境を荒らさない運営、その後の活用

女性 40 東北 環境を守る
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男性 23 東北 環境を守る為、世界的な取り組みの必要性。

女性 43 東北 環境維持

女性 67 東北 環境保護

男性 30 東北 環境保護

女性 34 東北 環境保護

男性 44 東北 環境保護

男性 43 東北 環境保護

男性 58 東北 環境保護

男性 47 東北 環境保護。

女性 32 東北 環境保護です。京都議決書にサインしないような行為は恥ずかしいことだと世界のみんな

が思うような。。

女性 29 東北 環境保護と平和

女性 30 東北 環境保護について

女性 31 東北 環境保護の大切さ。愛知万博でも環境をテーマにしているようですが、このテーマ、私に

は漢字が読めませんでした。もっと分りやすいテーマには出来なかったのでしょうか？

男性 46 東北 環境保護へのＩＴ活用

女性 36 東北 環境保全

男性 32 東北 環境保全

女性 40 東北 環境保全の大切さ。

男性 49 東北 環境問題

女性 32 東北 環境問題

女性 41 東北 環境問題。

男性 40 東北 環境問題に取り組んできた日本の姿勢。

女性 17 東北 環境問題の認識を世界共通にする

男性 40 東北 環境問題への世界規模の取り組み

男性 37 東北 期待してない

男性 37 東北 技術と進歩

男性 20 東北 技術先進国

男性 26 東北 技術力

男性 30 東北 技術力

女性 47 東北 京都議定書にも書かれた環境問題について人々が普通に考えられるようにテーマを絞って

提案して欲しい

男性 54 東北 協同，平和

男性 44 東北 金をかけるなら後進国や災害国への援助をすべきである。既に万博開催の意義がなくなっ

ているのではないか。

女性 55 東北 個人でも、できる環境エコ。

女性 41 東北 後生の子供たちのために今すべきこと

女性 19 東北 工業発展と環境の調和。

女性 30 東北 行われる場所があまりにも遠いので、イメージすら沸きません。

男性 28 東北 国際協調

女性 36 東北 今の時代に「万博」というイベントが即しているのか、少し疑問です。世界に何か発信で

きるとかいう時代は終わったような気がするのですが．．．

女性 27 東北 今まで、日本は最先端の技術などで注目されてきたが、それを利用した環境の保護や文化

の残し方をみせたらいいと思う。

男性 34 東北 最新技術と環境との共存

男性 48 東北 最先端の技術で環境教育や人々との交流を願い，戦争のない平和な世界への働きかけ

女性 38 東北 最先端技術。うーん。よくわかりません。

男性 34 東北 四季

女性 33 東北 次世代をになう子供たちへの環境教育

女性 31 東北 治安のよさ

女性 31 東北 自然

男性 38 東北 自然との共生

男性 39 東北 自然との共生や環境の保全など。

女性 30 東北 自然との共存

女性 26 東北 自然との共存だけではなく、既に失われた自然を取り戻していかなければならない。

女性 42 東北 自然との共有

女性 36 東北 自然との調和
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男性 38 東北 自然と平和。

男性 53 東北 自然にたいする取り組み。

男性 22 東北 自然の叡智というテーマであるが、山を崩して会場を作り不要な建物を作ってなにが自然

のことを考えているのでしょうか。

男性 31 東北 自然の大切さ

女性 27 東北 自然の大切さ。

女性 22 東北 自然の大切さ。日本の自然の良さ。日本の文化。

女性 14 東北 自然は大切に

女性 44 東北 自然は与えられているものではなく、守り伝えなければならないものであること。

男性 44 東北 自然を愛する心

女性 44 東北 自然環境の救済は、先進国のエゴを捨てた、各国の協力が絶対必要である。

女性 53 東北 自然環境の見直し

男性 42 東北 自然環境の保護

女性 32 東北 自然環境への取組みと日本の最先端技術

男性 22 東北 自然破壊の根本的な原因。なぜ木を切らないといけないかなど。

女性 39 東北 自然破壊を回復するための提案

女性 34 東北 自然破壊を止める事

女性 34 東北 自然保護

女性 37 東北 自然保護、環境保護の大切さ。

女性 22 東北 自然保護、平和など。そのほか文化も加え世界へ発信して欲しいです。

女性 53 東北 自然保護。

女性 46 東北 自然保護の大切さ

女性 30 東北 自然保護はもちろんだが、自然と人間との共存を今後どうしたらよいのか？今年の日本の

異常気象によって野生動物たちが食糧難になり里に下りてきたことによって、お互いに被

女性 35 東北 自然保護をもう一度世界的に見直そう！

男性 15 東北 自由

女性 29 東北 自由平和

女性 19 東北 失われたものは取り戻せない…取り戻すにも時間がかかる。だから、そうなる前に人間が

地球を守らなければならない。

女性 27 東北 車の排気ガス低減化

女性 39 東北 趣旨がわからずなんともいえないが人権と平等と自由に生きること

女性 35 東北 助け合いをイメージとした知的財産の供給。

男性 37 東北 消費大国としての環境への取り組みの積極性

女性 48 東北 省エネと自然環境との融合の必要性。

女性 27 東北 省エネの大切さ。

男性 32 東北 上辺だけではない、平和と自然保護。

女性 28 東北 森の豊かさ最先端の技術

男性 46 東北 人間と自然の共存。環境問題

男性 56 東北 衰退してゆく自然保護だが、大量のものを投入して開催する万博なので、その事後処理を

きちんとして、テーマを完結してほしい。でなければ自然破壊が結果として残る。

女性 26 東北 世界にということではなく、自然が創り出してる日々の生活の便利さを少しでも多くの人

に伝えられるように努力すべきだと思う

男性 52 東北 世界の共通意識

女性 40 東北 世界規模で環境問題を考えていくこと

女性 39 東北 世界平和

女性 33 東北 世界平和

女性 40 東北 世界平和

女性 32 東北 世界平和

女性 34 東北 世界平和

女性 22 東北 世界平和

男性 20 東北 世界平和

女性 44 東北 世界平和

男性 17 東北 世界平和

女性 36 東北 世界平和！です！

男性 40 東北 世界平和、環境保護

女性 23 東北 世界平和。

女性 36 東北 世界平和。人類友好。
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女性 23 東北 世界平和。戦争、テロなどが起こっている毎日だから。

女性 34 東北 世界平和を願う

女性 41 東北 世界平和日本の誠実さ、世界に対する貢献度

女性 42 東北 昔からの日本に伝わる自然にまつわる風習、利用法、教訓など。世界ばかりでなく国内に

も広めるべき。

男性 31 東北 先進技術と環境保護

男性 32 東北 先進国、日本

女性 18 東北 先進国としての自然環境保護に対する取り組み方

女性 28 東北 先進国として自然を大切に共存していくことを模範として示して欲しい。

女性 50 東北 先端技術と自然・環境との共存。

男性 34 東北 戦争、紛争の廃止（特に好戦民族のアメリカに対して）核兵器の廃止（当然劣化ウラン兵

器も含む）

男性 30 東北 戦争を絶対にしないこと

女性 39 東北 戦争反対自然保護

女性 28 東北 戦争撲滅

女性 20 東北 争いごとなど意味を持たないよ、と。

男性 41 東北 大阪以来の万博なので全容はよく解らないけれどテレビなどで沢山とりあげてくれるで

しょうから、期待感はあります。まずは自然にしても日本の技術を世界に！

女性 52 東北 地球に優しい環境つくり

女性 64 東北 地球の温暖化のでのわれわれにくる直接の影響

女性 44 東北 地球は世界のみんなで守っていこうということ

女性 18 東北 地球を愛してください。

女性 19 東北 地球を大事にしよう、という姿勢。

女性 22 東北 地球を大切にしよう！

男性 41 東北 地球温暖化の恐ろしさ

女性 30 東北 地球温暖化やいろんなもののリサイクルの問題

男性 25 東北 地球環境

女性 30 東北 地球環境について

女性 40 東北 地球環境の保護

女性 43 東北 地球環境の保護

女性 43 東北 地球環境の保護を第一に考えるべきであることを訴えて欲しい。

男性 50 東北 地球環境を守ることの啓蒙

男性 43 東北 地球環境保護

男性 28 東北 中途半端な催しをするとこうなります、という失敗例。

女性 41 東北 土地面積が少なく、自然も減ってきている日本ですが、頭脳を使って最先端の技術で自然

と共存していくことの大切さをメッセージすべき。

女性 31 東北 難しい～。これから考えます。

男性 42 東北 二酸化炭素等の排出の削減京都議定書の批准および遵守

女性 41 東北 日本が地球と人類のために、国や人種を超えて、何ができるのかを提示すること。

女性 32 東北 日本で取り組む政策や方策。

女性 27 東北 日本ならではの環境への取り組みだと思う。具体的に何だと言われたら即答えられません

男性 33 東北 日本にマンモスは居るがホームレスは居ません。

男性 44 東北 日本のハイテクノロジー

女性 16 東北 日本の意思を伝える。とりあえず平和。

男性 55 東北 日本の環境に対する貢献度

男性 41 東北 日本の技術と世界の技術の融合

女性 20 東北 日本の技術力

男性 25 東北 日本の技術力を世界にアピールするべき

女性 47 東北 日本の固定概念が変わるようにアピールして欲しい

女性 34 東北 日本の自然について表現するとともに世界規模での環境破壊を考えよう

女性 37 東北 日本の自然の素晴らしさ

女性 22 東北 日本の自然の美しさ

男性 31 東北 日本の独自性

女性 41 東北 日本はそろそろ万博などというものにお金をかけている状況でないことを認識すべきだ。

女性 14 東北 日本は今どれだけ環境への考えや実際に行っている事と、機械技術などが進んでいるか。

女性 26 東北 日本は無駄遣いばかりしているのではなく、リサイクルや環境保護にも取り組んでいると

女性 17 東北 日本もある程度は環境に配慮した生活をしていること
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男性 33 東北 日本らしさ。

女性 33 東北 日本をアピール

女性 27 東北 日本特有の風土のアピール。

男性 36 東北 発展途上国に対する環境問題の提起

女性 23 東北 平和

女性 30 東北 平和

女性 32 東北 平和

男性 24 東北 平和

男性 24 東北 平和

女性 37 東北 平和

女性 17 東北 平和

男性 31 東北 平和

男性 41 東北 平和

女性 27 東北 平和

男性 22 東北 平和

男性 21 東北 平和。

女性 39 東北 平和があって初めて自然も人の生活も守られることをアピールすべき。

女性 23 東北 平和と環境保全。

男性 30 東北 平和と日本の技術

男性 42 東北 平和を求める姿勢

女性 20 東北 平和を象徴としてたアピール。

男性 55 東北 平和を世界に訴えること

女性 30 東北 万博で何をやるのか自体よく分からない状態なのでなんともいえない。

女性 31 東北 万博で世界に向けてメッセージを、は古い考えだと思う。日本は他にもやるべきことある

でしょ？って思う。

男性 44 東北 万博という手法は過去の遺物。まして自然を破壊しながら自然の叡智とはこれいかに。

女性 28 東北 万博にお金を使うより、もっと他に使わなければいけないことがあると思います。

女性 26 東北 万博について、よく理解していないので、なんとも言えません…

女性 20 東北 万博はその県内では話題になるが、他の県では特になにも宣伝が無いので、良くわからな

女性 35 東北 万博をやることで、環境破壊をしていないか心配

男性 34 東北 万博自体無意味

女性 31 東北 未来の地球の為にも自然保護の大切さを改めて認識する事。それには世界単位で協力しな

ければいけないという事。

男性 50 東北 未来への可能性(豊かさ）

男性 52 東北 未来を作るのは今の私達自身なのだという事

女性 30 東北 未来型の生活の提案

女性 32 東北 夢

男性 54 東北 名古屋は嫌いなので行かない。

女性 34 東北 名前だけはきいているが、そもそも”万博”は何も為にするものなのかがわからない。終

了したら施設を壊すのだから、無駄だと思う

女性 32 東北 命あるものを大切にしていこう

男性 46 東北 友好

女性 28 東北 利害を超えた協力

女性 34 東北 緑を多く残すこと。災害時に強い建造物の普及

女性 41 北海道 「愛知万博」そのものについて、良く知らないのでなんとも答えられない。

男性 37 北海道 「自然の叡智」というテーマそのもの。まず、日本が率先して、示すことが大切だと思い

女性 22 北海道 アジアのリーダーとして率先して環境に配慮した経済活動を行うべきだ。

女性 43 北海道 あれだけの工事と無駄遣い、地盤に相当な悪影響を与えたと思う。愛知周辺に地震おきや

すくなるだろうな・・・。デジタル通信普及は（・∀・）イイ!!とおもうけど。

男性 66 北海道 ガイヤの視点からの環境へのとりくみ等です

男性 43 北海道 これからは、みんなが地球人として仲良くしていくべきだという事

女性 35 北海道 こんな事しなくてもいい。

女性 29 北海道 そもそも万博の意味がわからない

男性 41 北海道 そんな事より、自然保護、保全についてなら他にすべき事がある。

男性 37 北海道 ちょっと今の日本じゃ無理っぽいテーマだし、恥かかない程度にやって

女性 29 北海道 ドイツなどのリサイクルなど自然環境対策が盛んな国を、見習いたい

女性 54 北海道 まだ考えてない・・・・・・
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女性 45 北海道 もう少しアピールして欲しい。どうゆうテーマさえもよく理解できない。

女性 17 北海道 もっとお互いの国のことをもっと知るべきだと思う。そして世界が平和になっていけば良

いと思う。

女性 36 北海道 やはり環境問題を研究をして、今後日本や世界がどの様に環境問題に対して取り組んでい

くかを発表して欲しい

女性 18 北海道 やはり世界平和。これは全人類・全世界の問題だから。

男性 43 北海道 リサイクル先進国をアピールするべき

女性 35 北海道 わからないです。自然の恐ろしさや偉大さ

女性 38 北海道 愛知で自然？が思い浮かばない。平和とかかな？

男性 57 北海道 愛知の自然を壊して自然の叡智とは？

女性 25 北海道 愛知万博とは何のことか全くわからない。もっと宣伝して欲しい。

女性 39 北海道 愛知万博についてよくわからないので答えようがありません。

女性 41 北海道 愛知万博に限らず、今必要なメッセージがあるとしたら世界平和だと思う

女性 41 北海道 愛知万博のことはあまりわかりませんのでメッセージがありません

男性 21 北海道 愛知万博はやらないほうがいい。テーマは“自然の叡智”なのに、豊かな森を切り開いて

作った会場なんて、はずかしい。

男性 20 北海道 安全、環境対策。

女性 31 北海道 温暖化防止

女性 38 北海道 温暖化防止。

男性 41 北海道 何もない。大阪万博の時代ならともかく、これだけ海外旅行が一般化して、ネットから情

報が国境を越えて手に入る時代に万博をやる意味など全く無い。ただの金の無駄である。

女性 29 北海道 何事に関しても一つの国だけがイニシアチブを取るのではなく世界中の結集した力が今後

はより必要になってくるということ

女性 40 北海道 開催地のために自然が破壊された部分があるとの報道を見ました、期待する事は特にあり

女性 24 北海道 核問題・戦争の放棄・エコロジー

女性 26 北海道 環境など、世界で取り組まなくてはならない地球の問題を訴えるべきだ

男性 37 北海道 環境について

女性 38 北海道 環境に対する投資

男性 33 北海道 環境に優しい物作り

男性 45 北海道 環境の大切さ

男性 23 北海道 環境の保護と平和。

男性 34 北海道 環境への取り組みのすごいところを特にアメリカに教えていただきたいです

女性 40 北海道 環境への真剣な取り組みをしっかりと伝えること。

女性 45 北海道 環境もんだい

女性 33 北海道 環境汚染、環境破壊の危機

女性 35 北海道 環境破壊をやめよう

女性 28 北海道 環境保護

女性 34 北海道 環境保護

女性 41 北海道 環境保護

女性 18 北海道 環境保護

女性 45 北海道 環境保護

女性 29 北海道 環境保護

女性 28 北海道 環境保護

女性 41 北海道 環境保護とその取り組みは勿論、自然にやさしい日本的な価値観なども世界に発信して欲

しいと思う。

男性 45 北海道 環境保護と最先端技術

女性 40 北海道 環境保護と世界平和です。世界中の子供の未来

男性 33 北海道 環境保護について

男性 64 北海道 環境保護に関するもの

男性 45 北海道 環境保護に心がけている姿勢

男性 21 北海道 環境保護の重要性

女性 40 北海道 環境保護の重要性と実施

男性 42 北海道 環境保全

男性 21 北海道 環境保全に関する優先的な取り組み

男性 51 北海道 環境保全の最先端性

男性 47 北海道 環境保全等で日本の果たす役割や先端技術

男性 51 北海道 環境保全問題が今度の万博でかいけつされたのか。
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男性 36 北海道 環境問題

男性 64 北海道 環境問題

女性 29 北海道 環境問題、世界平和

男性 57 北海道 環境問題えのとりくみ

女性 56 北海道 環境問題で、一歩先を行く日本の姿を紹介して欲しいです。

女性 33 北海道 環境問題と世界平和。

男性 33 北海道 環境問題について

女性 38 北海道 環境問題に世界の中でもより積極的に取り組んでいる、と言う姿を特にアメリカに示して

女性 19 北海道 頑張れなくもないんだということ

男性 52 北海道 期待していません。

女性 15 北海道 技術の発展と環境破壊について

男性 34 北海道 喫茶マウンテンのヘンなメニュー

男性 40 北海道 京都議定書にお象徴される環境問題の発信

女性 34 北海道 具体的な自然環境への取り組み

男性 61 北海道 軍備なき日本。

男性 23 北海道 経済優先ではなく、環境保護との両立をはかるようメッセージを発信するべき

女性 28 北海道 行ったことがないので良く分からない

女性 36 北海道 高技術や科学によっての自然環境の保護やエコロジー

女性 42 北海道 今、地球規模で気象異常が起きていると思う。それに対して我々ができる対策について世

界中を巻き込んで考えて欲しい。

女性 37 北海道 今どき、万博は古いけど子供たちに環境保護などを伝えるのはいいと思う。

女性 46 北海道 最新の技術・各国とのふれあい。

女性 32 北海道 最先端の技術を見せることも大切だが、もっと身近にしなくてはならないことが沢山ある

と思うので、そういうことを世界へアピールできたらいいと思う。

女性 34 北海道 私には関係ない

女性 55 北海道 時代が進歩するのはうれしいことだが、世界の平和が大切だと思う。

男性 41 北海道 時代遅れな万博などというものをこれから先行わない事

女性 32 北海道 自然、環境について

女性 38 北海道 自然がもたらす豊かさと、自然を破壊して開発を進めた後遺症

女性 27 北海道 自然が豊かなところ。

女性 30 北海道 自然との共生

男性 48 北海道 自然との共生

男性 38 北海道 自然との共存

男性 37 北海道 自然との共存

女性 32 北海道 自然との共存

男性 45 北海道 自然との調和

女性 35 北海道 自然との調和や平和

女性 32 北海道 自然と共に生きてきた、日本人の知恵と、最先端科学、日本人と日本文化が意外としられ

ていないので世界に知って欲しい

女性 16 北海道 自然と触れ合う事の大切さ。

女性 21 北海道 自然と人間の共存

女性 31 北海道 自然と平和

女性 34 北海道 自然と平和がどれほど大切なものかというメッセージ

男性 42 北海道 自然と平和の尊さ（人間同士の協力）

女性 42 北海道 自然に暮らす事の重要性を見直し、未来を考えるという事

男性 25 北海道 自然の大切さ

男性 18 北海道 自然の大切さ

女性 32 北海道 自然の大切さ。

女性 20 北海道 自然の大切さ。その前にもっとやるってことを広めるべきだと思う。みんなぜんぜん知ら

ないから。

女性 30 北海道 自然の大切さ。一人一人の心に届くような真剣なメッセージを！

男性 22 北海道 自然の大切さ？

女性 34 北海道 自然の大切さについて。

男性 42 北海道 自然の保護をテーマに

男性 28 北海道 自然も生きている

男性 40 北海道 自然をテーマにしているのに、自然破壊などの問題があったよね。本音は自然より経済効

男性 39 北海道 自然を壊して作って自然をテーマにするのはどうかと思う
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男性 50 北海道 自然を守ることが豊かな社会の根本であること

女性 30 北海道 自然を大事にしようということではにでしょうか？でも、自然を壊しているのは日本なの

かもしれませんね。

女性 54 北海道 自然を大切にみんなで守っていこう。

男性 44 北海道 自然環境問題

女性 46 北海道 自然災害への取り組み方、その後の援助について。

女性 29 北海道 自然資源の限界

女性 28 北海道 自然破壊や戦争などの行為をなくすこと

女性 30 北海道 自然保護

女性 47 北海道 自然保護

女性 50 北海道 自然保護、地球温暖化等自然環境の法の整備やクリーンエネルギーの開発を喧伝してほし

女性 30 北海道 自然保護についてどのような取り組みをしているのかや姿勢を知ってもらいたい。

女性 53 北海道 自分の足元から自然環境を考え大切にこの地球を守って生きたい。

男性 24 北海道 主催側で考えるべきことだと思う

女性 36 北海道 小さな事にはこだわらず、いつも笑顔で助け合って行こうよ。

女性 40 北海道 色々な国が協力し合い、未来への自然環境等について考えていけると良い。

男性 20 北海道 新しい技術の交換と、再度、自然保護の意識向上の役にたてるように！

女性 34 北海道 申し訳ありませんが愛知万博の主旨が全く分かっていないので特に何も思いつきません。

男性 39 北海道 人と自然の共存

男性 21 北海道 人間がどう自然と共存していくか。

男性 48 北海道 人知と技術

女性 28 北海道 世界にむけて、といえば「平和」しか思い浮かびません。

女性 46 北海道 世界に対してよりまずもっと知名度を上げるべきでは？

女性 35 北海道 世界に対する関心の高さと友好度

女性 40 北海道 世界の国々と協力して自然を地球を守っていくこと。

女性 20 北海道 世界の自然の豊かさとそれを守るように訴えていくべきだと思われる。

男性 27 北海道 世界の統一的平和

女性 21 北海道 世界は一つだということ。

男性 47 北海道 世界もいいのですが、それより前に国内にもっと発信すべきではないでしょうか。つま

り、対外的パフォーマンスですませるの？って感じがまたしても強いのですが。

男性 50 北海道 世界環境の保護

女性 49 北海道 世界平和

女性 24 北海道 世界平和

男性 32 北海道 世界平和

男性 35 北海道 世界平和

女性 31 北海道 世界平和

女性 34 北海道 世界平和・環境保護

女性 46 北海道 世界平和と環境保護

男性 21 北海道 世界平和と共存。

女性 55 北海道 世界平和地球はひとつ

女性 29 北海道 正直よくわかりません。

女性 31 北海道 生きている幸せと、協力し合う喜び＆大切さを伝えていってほしいです。

女性 41 北海道 税金の無駄使いをやめてほしい

男性 33 北海道 説得力がないから発信しない方がいい

女性 34 北海道 先進国が環境保護の取り組みを充実させる必要性を訴える

女性 29 北海道 先進国である日本が環境問題に積極的に取り組み実行しているという姿勢。

男性 30 北海道 先進国としての環境保護の取り組みと成長性の兼ね合い

女性 15 北海道 先進国の中の１つとして世界平和や、最先端の技術などいろんなメッセージを発信してほ

女性 32 北海道 戦争などで石油施設が破壊されたり爆撃があったりして、地球の温暖化に拍車がかかって

いると思うので、皆が仲良く暮らしていけるように発信する

男性 30 北海道 戦争反対！！テロ撲滅

女性 39 北海道 地球に優しい環境づくり

男性 21 北海道 地球に優しい技術開発をしている事をアピールして欲しい。

女性 32 北海道 地球の限りある資源を守るために、全世界が取り組んでいかなければならないというこ

女性 36 北海道 地球温暖化。

男性 43 北海道 地球温暖化・京都議定書の遵守

男性 45 北海道 地球温暖化とアメリカ等の否定的な態度。
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女性 44 北海道 地球温暖化とか、環境問題に警鐘を鳴らして欲しい。

男性 38 北海道 地球温暖化防止。

女性 46 北海道 地球温暖化問題

女性 30 北海道 地球環境の見直しをいちがんとなって考える大切さ

男性 48 北海道 地球環境の保護

女性 36 北海道 地球環境の保護

男性 31 北海道 地球環境の保護、世界平和

女性 27 北海道 地球環境の問題。

女性 25 北海道 地球環境の問題を提示するのに絶好の機会だと思います。

女性 52 北海道 地球環境を守っていこう

女性 44 北海道 地球環境を守ろう。

女性 45 北海道 地球環境保護・温暖化防止

女性 50 北海道 地球上で自然を一番壊してると思われる国のこれからの姿勢を見せる。

女性 32 北海道 地理的に遠いので関心がわかない。

男性 45 北海道 途上国の環境破壊を先進国の問題として捉えること。

男性 41 北海道 特に開催の必要はなく、その費用をNPOやNGOを補助して国際貢献すべきと思う。

男性 25 北海道 特に世界に対して今の日本が発せられるメッセージは無いと思う。

女性 42 北海道 内容がわからないので答えられない

女性 34 北海道 内容が良くわからないので、思いつきません。

女性 50 北海道 日本が環境問題への取り組みを積極的に行っていること。

女性 32 北海道 日本が国際社会に「貢献」できる技術と気持ちを持っていることをアピールすべき。

男性 30 北海道 日本が地球規模の環境問題に率先して取り組む姿勢。

女性 35 北海道 日本の環境をよくするために環境先進国から学ぶべきことは何か

女性 22 北海道 日本の環境対策レベル。

女性 22 北海道 日本の技術力の高さ。

男性 45 北海道 日本の伝統的な節約・合理的生活様式を世界に知らしめる。そのため万博という手法を取

ることが無駄のかたまりだと思う。

女性 29 北海道 日本の良さ世界平和など

女性 34 北海道 日本は環境について意見できる程、環境問題に取り組んでいないと思う。

男性 32 北海道 日本独自の取り組みをアピールする。

男性 43 北海道 燃料電池車などの先端技術

女性 40 北海道 破壊した自然はなかなか取り戻すことはできないんだということをもっと全面に出して訴

女性 53 北海道 不勉強なので良く判らない。

女性 29 北海道 平和

女性 19 北海道 平和

女性 39 北海道 平和

女性 43 北海道 平和

男性 45 北海道 平和

女性 38 北海道 平和

男性 18 北海道 平和。

女性 30 北海道 平和・安全

女性 45 北海道 平和と環境問題

女性 20 北海道 平和と自然。

女性 39 北海道 平和と自然を保護する気持ち

女性 19 北海道 平和と自然保護。

女性 16 北海道 平和と地球の自然の保護

男性 17 北海道 平和と日本のよさをアピールしてほしい

女性 19 北海道 平和の尊さ。

男性 28 北海道 平和をアピールすること

女性 26 北海道 平和をイメージ

女性 21 北海道 本当の意味での平和な世界にしようということ。

男性 32 北海道 万博というシステムそのものが旧態依然としていて好ましくない。

男性 45 北海道 万博よりも日本経済の発展に寄与する政策を実行する必要があるのでは？

男性 31 北海道 万博以後に未来へ繋がる何かを残すことが、即ちメッセージになると思います。

女性 33 北海道 万博自体が、どう言う目的のものなのかわからない

男性 42 北海道 未来のあり方

女性 44 北海道 未来の子供たちの為に地球環境を良くすること
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女性 46 北海道 無駄にお金を使うな！このように。

男性 65 北海道 友好

女性 42 北海道 率先して、地球環境を考え、促進しているということ。

女性 28 北海道 歴史とｓｉｚｅｎｎ

男性 46 北陸 “自然の叡智”なのになぜ自然を壊して会場を作るのだろう

男性 49 北陸 「自然の叡智」というような抽象的なテーマではなく、もっと具体性のあるテーマを掲げ

るべきだった。

女性 32 北陸 「自然環境を守る」という強い意志と現状との格差、さらに今後へつながる反省

男性 46 北陸 「将来もこの地球環境を持って行こう」という環境保全

男性 40 北陸 CO2削減などの環境問題。

女性 31 北陸 あまりにも興味が無いので答えられません

男性 28 北陸 イメージをよく見せる為に、ホームレスを強制撤去しない事。

女性 47 北陸 エネルギーについて再考したもの

女性 37 北陸 ここ最近は自然災害も多く起こっているので、地球レベルで環境、自然を大切にしていか

なくてはいけない、ということ。

女性 39 北陸 このまま自然を破壊しつづけるととんでもないことになってしまうと思うので地球規模で

よい方向へみんなで考える必要がある、ということ

男性 38 北陸 これからの世界のあり方（平和(先送のない世界)の維持・構築）

男性 39 北陸 テーマとやっていることが逆。駄目な見本みたい。

女性 34 北陸 ほとんど知らないことだらけです。ちゃんと宣伝してるんですか？

男性 26 北陸 まずは二酸化炭素をどうにかしないとこれが大きい原因でヒトがすみやすい地球でなく

なってきていることを伝える

女性 44 北陸 もう後がない、地球環境を守るため、世界的に統一された到達目標の具体化、実行計画の

女性 36 北陸 もっと地球を大事にせんかい！って事。

女性 31 北陸 リサイクルとか、自然との調和というならば、昔の日本人の生活はまさにそうだったので

はないかしら？今さら山を崩して、森を壊して、大きなパビリオンを建てて、、、自然の

叡智と言われてもね。長久手とか、造成する前はいいところだったのに！

女性 33 北陸 愛・地球環境保護

男性 42 北陸 何をしても無意味。

女性 30 北陸 科学の進歩

女性 37 北陸 開催されることは知っていますが、遠いので、万博の趣旨については知りません。なの

で、よく分かりません。

女性 35 北陸 開催時のメッセージというより、万博終了後の施設の有効利用を考えてほしい

男性 41 北陸 環境

男性 35 北陸 環境だけではなく、今までの価値観と環境との両立

男性 47 北陸 環境と平和

男性 42 北陸 環境にやさしい国

男性 37 北陸 環境に対しての先進的な役割を担う国であることを伝えて欲しい。

女性 21 北陸 環境への取り組み

女性 38 北陸 環境への取り組みを自然災害が増えないように。

女性 51 北陸 環境への配慮

女性 23 北陸 環境を守るために、個人で行える取り組みを考えることが大切だということ。

男性 24 北陸 環境を大切にすること

女性 47 北陸 環境破壊の実態、地球環境の保護

女性 29 北陸 環境保護

男性 42 北陸 環境保護

女性 28 北陸 環境保護

女性 38 北陸 環境保護

男性 31 北陸 環境保護、これしかない。

男性 52 北陸 環境保護と自然との共存

男性 30 北陸 環境保護と平和を与えるべきだと思います。

女性 45 北陸 環境保護に対する日本の考え、技術等を世界に伝えて、実行して欲しい

男性 36 北陸 環境保全

女性 37 北陸 環境保全

女性 61 北陸 環境保全、自然環境の貴重さなど

男性 15 北陸 環境保全への取り組み？

男性 56 北陸 環境問題
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女性 33 北陸 環境問題

男性 28 北陸 環境問題などを訴えること

女性 33 北陸 関心がないので分からない

女性 27 北陸 企業は人間に便利なものを生産するだけではなく、自然にも優しく生産に取り組み、個人

は身近なところから自然に関心を持って取り組むべき。というメッセージ。

男性 44 北陸 技術

男性 33 北陸 技術力の高さ

女性 35 北陸 限りある資源の有効利用地球環境の保護

女性 32 北陸 国際的な活動

女性 47 北陸 最先端技術を駆使した催し。

女性 35 北陸 残り少ない資源の大切さ、自然保護、日本人からの平和へのメッセージ

女性 35 北陸 四季折々の自然が美しいこと。

女性 31 北陸 自然と…と歌いながら、結局、自然を切り崩して万博開催してるから、意味が分からん。

その跡地は、その後どうなるのでしょうか？

女性 30 北陸 自然とともに共存していくことの重要性

男性 47 北陸 自然との共存

女性 28 北陸 自然との共存と人類の平和

男性 52 北陸 自然との調和

男性 34 北陸 自然と人間の共存

男性 56 北陸 自然に対する畏敬の念

男性 42 北陸 自然の偉大さかなあ…

女性 42 北陸 自然の脅威をもっと知ってほしい。

女性 31 北陸 自然の大切さ

女性 49 北陸 自然の大切さ！戦争の無い未来

男性 44 北陸 自然の大切さ、素晴らしさ

男性 34 北陸 自然の大切さ。日本の四季の美しさをメッセージすべき。

女性 29 北陸 自然の大切さと、環境保護。

女性 43 北陸 自然の力の再確認

女性 45 北陸 自然や環境を守っていくことの大切さ

女性 40 北陸 自然や環境問題

女性 30 北陸 自然や古き良き時代を忘れずに！

男性 42 北陸 自然を破壊しないように！

女性 47 北陸 自然愛。

女性 31 北陸 自然環境の保護

女性 49 北陸 自然環境を守る事、守る方法、守る必要性！

女性 33 北陸 自然保護

男性 39 北陸 自然保護、世界平和

女性 34 北陸 自然保護と平和

女性 37 北陸 自然保護や温暖化防止あたりでしょうか。

男性 40 北陸 将来に向けた地球規模の環境に対する提案・実践。

男性 41 北陸 省エネ

男性 50 北陸 世界での地球環境への配慮

女性 57 北陸 世界と協力して自然を守る姿勢を示されれば良いと思う。

男性 32 北陸 世界に対する、日本の姿勢がわかってもらえればよいと思う。

男性 35 北陸 世界の前に日本で周知を行うのが先では？

男性 60 北陸 世界は一つ、人類はみな友人。

男性 30 北陸 世界環境の保全

女性 29 北陸 世界平和

女性 34 北陸 世界平和でしょうか…

男性 52 北陸 世界平和を超大国主導でなく国連が中心になって進めるべきであると訴えたらいい。

男性 23 北陸 先進技術。

女性 34 北陸 先進国としての人類保護、環境保護

女性 37 北陸 先進国の１つとして地球の今後について真剣に考え提案することはどんどんしたらいい。

男性 19 北陸 地球の環境に良いことを考えるということ。例えば環境に良い車作りなど。

男性 25 北陸 地球の大切さ

男性 45 北陸 地球の保護
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女性 49 北陸 地球は一つなのだ、その地球上に住んでいる人類には壁が無い筈なのだ！という事を、伝

えて欲しい、考える切欠になって欲しいと思う。

女性 53 北陸 地球をだいじにしよう！！

女性 33 北陸 地球を救うための早急な努力が必要だということ。

女性 38 北陸 地球を守ろう！！

女性 49 北陸 地球を大切に。

女性 28 北陸 地球を緑に

男性 31 北陸 地球環境

女性 25 北陸 地球環境の保護

女性 41 北陸 地球環境の保護

女性 35 北陸 地球環境の保護

女性 51 北陸 地球環境の保護

女性 42 北陸 地球環境の保護

男性 39 北陸 地球環境の保護

女性 38 北陸 地球環境を考え、新しい取り組みをたくさん取り入れていると好感を持っています。（ロ

ボットなどの）先進国の技術と（燃料電池など）地球に優しい新しいエネルギーの提案を

一番期待しています。あと、個人的に冷凍マンモスは子供と一緒に是非見たいです！！

女性 31 北陸 地球全体に対する愛と平和を皆に訴えて欲しい。

男性 28 北陸 恥ずかしくない対応

男性 44 北陸 町工場の技術

男性 41 北陸 東京でもない、大阪でもない、日本の真ん中としても何か。それが何かは田舎者の私には

わからない。

男性 24 北陸 頭の固いイメージを払拭。

男性 47 北陸 日本が取り組んでいる内容を世界に知らせたい

女性 22 北陸 日本が世界全体のことを考えているという気持ち。みんなでいっしょに取り組んでいこう

と思う気持ち。

女性 25 北陸 日本の環境への取り組み

男性 27 北陸 日本の技術力の高さと安全性

男性 24 北陸 日本の治安がいいことをアピールすべきだと思います

女性 18 北陸 日本の先端技術のすごさ

男性 21 北陸 日本の良さ日本が持っているもの日本が必要としているもの

男性 51 北陸 日本は、世界にメッセージを発する資格があるのだろうか？ノー天気な観光イベントとし

か思っていない国民を恥じるべきだ。政治の貧困は、国民の能力・素質によるもの。万博

のテーマなど、理解している国民が、どれくらいいるものか。

女性 35 北陸 日本は、平和で、安全で、先進国である事。

女性 45 北陸 日本もがんばている

女性 47 北陸 日本人は、元来自然を克服するのではなく共存するという国民であったと思う。現在の日

本にその姿勢があるかどうかは分からないが、「自然への回帰、共存」ということを伝え

られる可能性はあると思う。

女性 33 北陸 莫大な資金を使い、何のために万博は開かれるのでしょう。根本的に理解できないので、

世界に対してのメッセージといわれても、よくわからない。

男性 45 北陸 判らない

女性 31 北陸 平和

女性 39 北陸 平和

女性 15 北陸 平和

女性 43 北陸 平和

男性 13 北陸 平和

女性 37 北陸 平和

女性 32 北陸 平和！

女性 53 北陸 平和＆自然

女性 43 北陸 平和、助け合い

女性 54 北陸 平和のあるべき姿

男性 21 北陸 便利と環境の共存

女性 41 北陸 豊かなこころ

男性 39 北陸 万博のために自然を壊さないこと

女性 42 北陸 万博は既に時代遅れ

男性 35 北陸 万博自体がその役割を終えている。時代遅れ
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女性 30 北陸 万博自体に興味ありません

女性 24 北陸 未来へ残す地球を大切にしよう。

男性 31 北陸 無駄な金を使うぐらいなら寄付したほうがよい

男性 41 北陸 名古屋が大嫌い！！！！！！！！！

！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
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