Speech of Dr. Sakakibara at the BIE General Assembly in June at Paris
Mr. President, Mr. Secretary General, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,
Good afternoon.
I am Sadayuki SAKAKIBARA, Chairman of the 2025 Japan World Expo Committee.
At the Japan Business Federation, or Keidanren, when I headed the organization, I
incorporated the achievement of SDGs in its own Charter of Corporate Behavior last year.
It is my belief that the private sector SHOULD play an active role in addressing global
issues, working closely with the public sector.
World Expo is the PERFECT occasion for developing innovative solutions through cocreations, because it brings together NEW ideas from around the world and facilitates
collaborations of people from different cultural backgrounds.
Let me touch on my personal experiences I had as a research chemist, because I witnessed
how such co-creations lead to innovations.
Toray Industries, where I served as CEO, developed a water treatment technology called
"reverse osmosis membranes,"
which make possible the desalination of seawater and reclamation of wastewater to produce
drinking water.
This technology evolved through co-creations with people from around the world, and now,
more than 370 million people throughout the world live on water produced by our
technology. Terrific, isn't it?
Another example, Carbon Fiber, also Toray's product, succeeded to reduce weight of
airplanes and automobiles, and realized a significant reduction in fuel consumption, or
Green House Gas emission.
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Thus, I believe even more strongly that achieving the SDGs is only possible through cocreations.
At present, Japan is promoting the national project called “Society 5.0.”
It is a project Of making full use Of innovative technologies Such as AI, IoT, Big Data,
robots and so forth To tackle challenges humans face To realize a society Where SDGs will
be better achieved.
By leading Society 5.0, the business community of Japan WILL create new opportunities
for economic growth around the world and contribute to the attainment of the SDGs.
This effort can ONLY be driven by global-scale co-creations with people from around the
world.
Together, we CAN and we WILL design a future society for our lives at the 2025 World
EXPO Osaka, Kansai.
Let us make it happen.
Finally, I would like to emphasize that women are the prime driving force to create new
market and innovative solutions.
The 2025 World Expo Osaka, Kansai will be attended by, and created by, as many women
as possible, including her - Ms. FUKUMOTO.
Now, the podium is yours, please.
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博覧会国際事務局（BIE）第 163 回総会における榊原誘致委員会会長のスピーチ
（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）

「2025 Japan World Expo Committee」
の会長の榊原でございます。

この技術は、世界中の人々との共創
によって実現したもので、これまでに
3.7 億人の人が生活するための水を供
給してきました。

私は昨年、日本経済団体連合会の
代表として、企業が遵守すべき規範を
定めた「企業行動憲章」に、国連が提唱
した持続可能な開発目標（SDGs）の達
成を掲げました。
SDGs を達成するためには、政府と
の緊密な連携のもと、企業が積極的な
役割を担っていく必要があると考えた
からです。

また、東レが開発した炭素繊維は、
航空機や自動車の軽量化を実現し、燃
費の大幅削減、即ち温室効果ガスの削
減に貢献しています。
私は、SDGs の達成は、こうした共創
によってのみ実現すると確信していま
す。

文化や考え方が異なる国、企業、
人々が協働することで、今まで思いつ
きもしなかったアイデアが生まれるもの
です。
こうした人々が一堂に会する国際博
覧会は、まさに、共創（Co-Creation）を
通じてイノベーションが生まれる場とし
て最適な機会です。

日本は現在、「Society 5.0」という国
家プロジェクトを推進しています。
「Society 5.0」とは、IoT、AI、ロボッ
ト、Big Data などの革新技術を最大限
活用することによって、人類が直面する
グローバルな課題を解決し、SDGs が
達成された社会の実現を目指すもので
す。
日本の経済界は、「Society 5.0」の推
進を通じて世界の SDGs の達成に貢献
すると共に、新たな経済成長を産み出
すエンジンにしていきたいと考えていま
す。

私自身、技術者として、共創によって
イノベーションが生まれることを実感し
ています。
私の会社（東レ）は、海水を淡水化し
たり、下廃水を再利用できる逆浸透膜
の技術を開発しました。
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この取り組みは、世界の皆様とのグ
ローバルな共創によってのみ、前進す
ることができます。
2025 年大阪・関西万博という場で、
皆様と共に「いのち輝く未来社会」を実
現していきましょう。
最後に、新しい市場や革新的なソリ
ューションを創出する主要な原動力は、
女性たちだと考えています。大阪・関西
万博は、次に登壇する福本さんをはじ
め、多くの女性が参加し、女性が創り上
げていく万博になるでしょう。
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