Speech of Mr. Seko at the BIE General Assembly in June at Paris
Thank you so much.
Dear President Mr. Steen Christensen,
Dear Secretary General Mr. Vicente Gonzalez Loscertales,
Dear Distinguished Delegates,
Dear Excellencies, friends, ladies and gentlemen,
I am Hiroshige Sekō, Minister of Economy, Trade and Industry of Japan.
Seven times, ladies and gentlemen.
Seven times, DID I go to the Ōsaka Expo of 1970.
Seven visits to THAT Expo changed my life.
The pageantry of the future technology, … its excitement, sound and vision…it all
comes back to me the moment I close my eyes.
Before Ōsaka Expo 1970, I was JUST a seven year old boy.
After Ōsaka Expo 1970, I was STILL a little boy, but a believer and a dreamer.
Believer, as I believed that technology would solve many of the challenges of the
future. Dreamer, as I dreamed that one day I would be part of creating the future.
Later in middle school I would meet a lifelong friend, who said he had felt exactly
the same way about Ōsaka Expo 1970.
HE was Shinya Yamanaka, who spoke to you a moment ago.
I am very much grateful and humbled, that nearly half a century later, Shinya
Yamanaka and I are together fulfilling our shared dream, to host the life-changing
Expo once again in our hometown, Ōsaka-Kansai.
Now the question is, for whom?
The answer is obvious: the seven year olds of 2025.To make them like Yamanaka
and me, believers in the power of dreams.
Obvious too is that they hail from all corners of the world.
To fulfil our goal, that is, to design a future society for our lives, EXPO 2025 ŌsakaKansai will be yours from the African continent, yours from Europe, Latin America,
the Middle East, and yes, it will be one for all from throughout the world.
The government of Japan is committed to making EXPO 2025 Ōsaka-Kansai
everyone's life-changing experience.
You should have absolutely no worry about the cost.
From pavilions and communications to travel and lodging, we will provide some
100 countries with assistance amounting to 218 million US dollars, which is 2.2
million dollars per country.

1

In addition, you will get expertise of all kinds.
Assigned to you will be experts, working on the nuts and bolts, sweating, smiling,
and even sharing your tears of joy, always running shoulder to shoulder with you.
You have my word.
At EXPO 2025 Ōsaka-Kansai, developing countries would enjoy maximum benefits
while shouldering only minimum costs, because, once again, it will be an EXPO for
everyone.
Ōsaka-Kansai awaits YOU.
Thank you so much.
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博覧会国際事務局（BIE）第 163 回総会における世耕弘成・経済産業大臣のスピーチ
（平成 30 年 6 月 13 日、於・仏・パリ、OECD カンファレンスセンター/仮訳）

親愛なるスティーン・クリステンセン議
長、親愛なるヴィセンテ・ゴンザレス・ロ
セルタレス事務局長、親愛なる各国政
府代表、またご来賓、友人の皆さま、そ
して、ご列席の皆さま。

何を信じたのか。
未来に現れるいろいろな問題は、技
術できっと解けるだろう、という確信で
す。

わたくし、日本の経済産業大臣を務め
ております、世耕弘成と申します。

夢見る者。わたくしは、未来を創り出
すその一人にきっといつかはなりたい
と、夢見るようになったのでした。

みなさん、7 回、であります。
7 回も、わたくしは、あの 70 年大阪万
博へまいりました。

やがて中学へ入ると、まったく同じよう
に思ったと、70 年大阪万博のことを話
す人物と出会います。そして終生の友
人になりました。

万博に行った 7 回、わたくしは変わっ
たと思います。

それこそが、山中伸弥さん、つい今し
がた、みなさんにお話した人です。

未来のテクノロジーが織り成した、一
大ページェント。興奮とともに、音や映
像が、それらのすべてが、目を閉じると
よみがえります。

たいへん、嬉しいです。もったいない
ことだとも思います。

70 年大阪万博の前、わたくしは 7 歳
の、ただの子どもに過ぎませんでした。

あれからおおかた、半世紀も過ぎてで
す、山中伸弥と、わたくしと、互いに抱
いた夢、僕らの育った町大阪・関西で、
人生を変えるエキスポをもいちど開き
たいという夢を、こうして、一緒にかなえ
ようとしているわけです。

70 年大阪万博が終わってみると、わ
たくしはやはり、小さな男の子でした
が、何かを信じ、そして夢見るようにな
っていたのです。
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じゃあ、それは誰のためなのか。そこ
が肝心です。

パビリオンからコミュニケーション、ト
ラベルから宿泊まで、わたくしたちは、
およそ 100 カ国に向けて、2 億 1800 万
ドルにのぼる支援を実施します。一国
当たり、220 万ドルということになりま
す。

答は、もうはっきりしている。2025 年
の、7 歳の子供たちのため。
その子たちを、山中やわたくしみたい
に、夢の力をとことん信じる人間にした
い。

金銭的支援に加え、あらゆる種類の、
専門性の便宜を得ることができます。

もうひとつはっきりしていること、その
子たちが、世界中、ありと、あらゆるとこ
ろから来るんだということです。

みなさまがたには、当番として専門家
がついて、細かい、具体的なあれこれ
を手掛けたり、一緒に汗をかき、微笑み
を交わしあい、時には滂沱の涙さえとも
にして、最後まで、肩をならべて、みな
さまとともに駆け抜けます。

われわれの目標を実現するため、つ
まりわたくしたちの命と暮らしのため、
未来社会をデザインするその目的のた
めに、2025 大阪・関西 EXPO は、アフリ
カ大陸から来る皆さんたちの、ものにな
ります。

わたくしからの、お約束です。
2025 大阪・関西 EXPO に参加する途
上国は、最小限の経費によって、最大
限の便益を享受することができる、なぜ
ならもう一度申しましょう、それは、すべ
ての人たちの、EXPO となるからです。

欧州から来る、ラテン・アメリカや、中
東から来る皆さんたちの、ものになる。
そうです、世界中からやってくる、すべ
ての人たちの、ものになるのです。

大阪・関西は、みなさまをお待ちして
います。

2025 大阪・関西 EXPO が、だれにとっ
ても人生を変える体験の場となるよう
に、日本政府は全力を尽くします。

どうもありがとうございました。

経費を心配する必要なんか、まったく
ありません。
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