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日本とフランス二国間における投資が大きな盛り上がりを見せています。
日本企業のフランス支社はおよそ490社に上り、7万4,000人の従業員を抱えて
います。それに対し、フランス企業の日本支社は420社以上、そして6万人以上の
雇用を日本で創出しています。

2016年が日仏イノベーション年であることを記念して、日仏の関係構築に尽力く
ださった日本企業の皆様をご紹介する機会をここに設けました。本冊子では、9人
の日本のビジネスリーダーがフランスに進出し事業を拡大した経験と、欧州で
活動する上でフランスを拠点に選んだ理由について語っています。日仏両国間の
協力関係と今後期待されるさらなる発展がこの冊子に集約されています。

ご紹介する企業の成功や優位性、そしてフランスで展開する事業は、イノベー 

ションや創造性という基盤によるものです。国際舞台での成功を収めるには、
フランスと日本の相互補完的な性質がお互いに有益であることをこれら企業が
証明しています。ご紹介企業の経営者の経験談をきっかけに、あらゆる分野の
企業が二国間の国境を超えた投資から恩恵を受けられますよう望みます。

フランスへのご支援と深い関与に心からお礼を申し上げます。

文化や芸術分野において長年に亘りフランスと日本はお互いに尊敬し続け、
両国は創造性に富んだパートナーシップで結ばれています。ここ数十年におい
ては、日仏の関係性は航空宇宙やハイテク素材など幅広い分野に広がっています。

2015年10月フランス共和国首相マニュエル・ヴァルスが東京を訪問した際
に、フランスのイノベーションと創造性を促進する世界的キャンペーンである 

「クリエイティブ・フランス」を発足しました。日本が開幕の地として選ばれた
理由は、創造性で結ばれた日仏両国の歴史的な絆と未来に生まれる新たなパート
ナーシップを象徴してのことです。

フランスが持つ革新的な国のイメージは近年ビジネスリーダーの間で広く知られ
ており、本冊子はフランスのイノベーションと創造性において新たな一歩を刻み
ます。また、経済および技術面でフランスと友好関係を築いた対仏投資日系
企業の様々なサクセスストーリーにもフランスの創造性が反映されています。

ここでご紹介する体験談が他の日本企業のフランス進出のきっかけとなり、
イノベーションと創造性に基づいたパートナーシップ構築に結びつくことを
願っています。

ティエリー・ダナ
駐日フランス大使

ミュリエル・ペニコー

対仏投資誘致担当大使
フランス貿易投資庁
ビジネスフランスCEO

序文
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日系企業の対仏投資データ
数字は事実を語る

x49

x61

x176

490
投資企業数

業種：
対仏投資日系企業による雇用創出数 業種別内訳

自動車とIT部門が日本の対仏投資のうちの約50%を占める

生産

商業・
マーケティング

フランス・
欧州統括本部

欧州統括拠点数 

フランスは日本の主要投資国：
フランス企業の子会社420社が日本に進出、
60,000人を超える雇用を創出している。

研究開発拠点数 

生産拠点数

日本の対仏投資： 日系企業によるフランスでの雇用者数
地域別内訳：

事業活動トップ3： 対仏投資企業の規模別内訳：

46%
41%
9%

760
フランスの拠点数

74,000
雇用数

出典：フランス貿易投資庁―ビジネスフランス 日本事務所、フランス進出企業調査、2016年

日本はアジア最大の対仏投資国
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他国とは全く違うユニークさ、
クリエイティビティをフランスは持っています。
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上：アシックスがスポンサーを
務めるパリマラソンの参加者達

下：パリのアムステルダム通りにある 
アシックスの直営店

2016年リオ・オリンピックで
200m走者のクリストフ・ルメートル
選手が履いたスパイクシューズの
商用モデル

フランスに進出された理由を教えてください。

1990年代以前、弊社はドイツ以外においては全て代理店を通して活動していました。
それ以降、弊社はフランス、オランダ、イタリア、イギリスなどの欧州の主要国に現地法人を
設立していきました。1995年、パリからモンペリエへアシックス・フランスを移転しました。
今となっては、パリ近郊よりもモンペリエの方が利点は多いと考えています。理由として
は、スペインやポルトガルだけでなく、弊社の小売店事業にとり重要な地域である北アフリカ
へのアクセスもいい点が挙げられます。

フランスで築いた提携関係について。

弊社は世界中のスポーツ選手や団体、イベントのスポンサーをしています。フランスの例と
しては、プロテニス選手のガエル・モンフィスやフランス代表陸上チームがあります。100m

および200m走者のクリストフ・ルメートル選手とは2007年から契約しています。2016年
リオ・オリンピックでルメートル選手が200m走で銅メダルを獲得する瞬間を現場で目撃
できたのは、大変嬉しかったです。実は、弊社はこのオリンピックが世界初デビューと
なる非常にハイテクなウェアと新しいスパイクをルメートル選手に提供しまして、この両方
が、200m走のゴール直前の10～20mの追い込みに効果を
発揮していたのではないかと思います。

2013年、弊社はフランス陸上競技連盟（FFA）とウェアな
どを提供するオフィシャルサプライヤー契約を締結、そして
FFAと日本陸上競技連盟（JAAF）とのパートナーシップ協定
の仲介を行いました。当パートナーシップ協定においては、
弊社は、日仏間でトレーニングや専門知識などの情報交換
の促進に一役買っています。その一環として、複数の日本人
選手がフランス国内でトレーニングをし、代わりにマラソン
のフランス代表チームが九州宮崎県延岡市でJAAFや実業
団チーム主導の下、日本人選手と合同トレーニングをすると
いう活動も行われました。

株式会社アシックスは、神戸市にて創業。競技用シューズやアパレルなどの

スポーツ用品を主軸に、ファッションブランドの「オニツカタイガー」などを

製造・販売するメーカーで世界50カ国以上に進出しています。代表取締役社長

CEOである尾山基氏がフランスで築いた事業と幅広い提携関係に対する

識見について語ります。

フランスの創造性についてどのようにお考えですか。

フランス人にはユニークな面があり、イノベーションを起こ
す能力を大いに持っていると思います。そのため、自動的に
他の国との差別化がされています。そして、やはりフランス
は世界のファッションの中心で、スポーツ業界にもその特性
は活かされています。陸上でもラグビーでもユニフォームの
デザインと彩色は非常に重要視されています。フランスは
最先端技術の開発を得意とする国でもあり、弊社のスポーツ
工学研究所でもフランス製の衝撃解析シミュレーション
コードを長い間使用しています。

フランスへの進出を検討している日本企業に対し、 
アドバイスはありますか。

フランスでの事業運営には、現地スタッフが非常に重要とな
ります。急いで行動を起こし決断を下すよりも、時間を掛け
てお互いの意見を交換し、信頼できる関係を築くことが大切
だと思います。初めにお互いをよく理解することで、混乱や
誤解を回避できます。フランスは多様性に富んだ国で、フラ
ンス語が共通語でも地域ごとにニュアンスやイントネーショ
ンが大幅に異なります。フランスは一つの国ですが多様性が
ありますので、その地域もしくはその町に対応するこちら側
の柔軟性も必要だと思います。ビジネスに関して言えば、
パリで成功を収めても、ノルマンディや南フランスで同じ
戦略が通用するとは限りません。

株式会社アシックスの詳細はウェブサイトをご確認ください。
http://corp.asics.com/jp/

尾山 基
株式会社アシックス
代表取締役社長CEO

会社概要：
創立年：
1949年
グループ従業員数：
7,263名
（2015年12月31日現在）

フランスにおける従業員数：
135名
（2015年12月末時点）

売上高：
4,284億 
9,600万円
（連結）（2015年12月期実績）
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開発、生産、販売と全ての機能をフランスに有しています。
経済、インフラ、人材などの面からも
非常に企業活動を行いやすい国です。

フランスに進出された理由を教えてください。

フランスに拠点を構えることは、欧州市場全体にとって非常に重要なことだと考えていま
した。1975年にキヤノン・フランスという販売会社を設立し、その後1983年にブルターニュ
地方のリフレに生産拠点を構えました。リフレに白羽の矢を立てた理由は、交通の便のよ
さや気候、労働市場などの観点からです。当初は複写機を製造していましたが、今では欧州
全体に供給する全カートリッジを生産する一大拠点にまで成長しました。

1990年、フランス北西部にあるレンヌに研究開発拠点を作りました。レンヌは通信関連
技術のハブとも言うべき場所で、関連企業や大学が集結しています。そのため、弊社の研究
開発拠点としては好都合で、精密画像処理の研究、画像の高速伝送など弊社のコア事業で
ある画像技術の研究に最適でした。弊社にとって、フランスは開発、生産、販売とメーカー
として全ての機能を兼ね揃えた場所です。

創造性やイノベーションの観点からフランスをどのようにお考えですか。

リフレの生産拠点は、欧州全体から使用済みトナーカート
リッジを回収しリサイクルする活動も行っています。環境対
応の意味でもリサイクルは非常に重要で、革新的な技術を
用いて、使用済み素材を破砕しプラスチック材料に再生し、
それを再利用して新製品を作っています。このような環境対
応の活動が認められ、2016年度世界経済フォーラムが運営
するThe Circular 2016において最優秀賞を受賞しました。

またレンヌは、レンヌ第一大学をはじめとして優秀な学生を
集めたエンジニアリングスクールが集積し、研究開発の中核
的な場所です。レンヌの研究開発拠点からイノベーションを
キヤノン全体に発信することに尽力していきます。

キヤノン株式会社は、映像機器、産業機器、情報システムにおけるリーディング

カンパニーであり、プリンタやカメラ、ビデオなど幅広い製品群を製造して

います。代表取締役会長CEOである御手洗冨士夫氏が、フランスがいかに 

キヤノンの海外事業の中核を担っているかという点について語ります。

フランスは御社にとってどのような国でしょうか。

創業以来グローバル化を意識している弊社にとり、適切な海外拠点を選ぶことは極めて
重要です。欧州全体から見てもフランスは、開発、生産、販売など全ての企業活動に最適
な場所と言えます。フランスは海外事業において順調な成長を遂げているモデルであり、
キヤノンのビジネス全体にとっても非常に重要な位置付けにあります。

パリは、キヤノンEXPOの欧州における開催都市ともなっています。当エキスポは、2000年
以来、5年毎にニューヨーク、パリ、東京で開催し、2010年からは上海も加えて世界4都市
で開催しています。2015年のパリ展では3日間で1万8千人もの訪問者を記録しています。

また、日本はフランスと歴史的にも長い間、文化交流を行っています。そのため、フランス
市場には、日本のブランドを受け入れやすい素地があると感じており、また私たちの経験
から、販売活動がスムーズに進むという印象があります。

科学や技術など理系に秀でた人材を雇用しやすいのもフランスの魅力と感じています。
また、研究開発費の税額控除の制度もあり、長期にわたり安定的な研究開発に従事できる
のも素晴らしいと思います。

交通の利便性、人材雇用、アクセス、市場規模の観点から見ても、フランスは企業活動が
非常にやりやすい良好な環境だと思います。

キヤノン株式会社の詳細はウェブサイトをご確認ください。
http://canon.jp/

製造に取り組むキヤノン・ 
ブルターニュのスタッフ

左：1983年に設立されたキヤノン・
ブルターニュ

右：キヤノンEXPO2015パリにて
講演する御手洗 冨士夫 代表取締役
会長CEO

会社概要： 

創立年：
1937年
グループ従業員数：
189,571名
（2015年12月末現在）

フランスにおける従業員数：
2,284名
（2015年12月末現在）

売上高：
3兆8,003億円
（2015年12月度）

御手洗 冨士夫
キヤノン株式会社
代表取締役会長CEO



12 13

FRANCE+JAPAN A CREATIVE PARTNERSHIP FRANCE+JAPAN A CREATIVE PARTNERSHIP

スタートアップ起業文化を促進し、
フランス全体にイノベーションを起こしたいという

強い政府の意思を感じました。

フランスに投資することで得た最大のメリットは何ですか。

フランスはEU内で人口は第2位、GDPおよびIT市場規模は第3位にあります。また、フォー
チュン・グローバル500企業やグローバル企業も多くあります。フランスのITサービス分野
での弊社のプレゼンスを高めることが、欧州市場で事業を拡大していく上で重要であると
考えています。

弊社は、2013年にクラウド連携・統合プラットフォームサービス企業であるRunMy-

Process社を買収し、2015年にはクラウド環境下でのアプリケーション構築の自動化ソフト
ウェア提供企業であるUShareSoft社を買収しました。両社は非常にユニークな技術力と
特徴を持ち合わせており、両社とのコラボレーションや共同研究、エンジニアなどと知識
共有をすることで、フランスの企業や社会をより深く理解することが出来ると考えています。

RunMyProcess社の買収の際には、フランス政府が設けている研究開発費に関する税優遇
制度の恩恵を受けました。この制度は業界やプロジェクトの規模に関わらず起業そのもの
を促進し、RunMyProcess社のような企業が先端技術を開発するのに特に有益です。

弊社の海外事業の中では欧州の規模が一番大きいので、フランスとの関係性もさらに深め
ていきたいと思います。

フランス人のクリエイティビティやイノベーション力についての印象をお聞かせ
ください。

2016年6月、パリで開催されたスタートアップ企業や投資家、研究者が集結するビバテクノ
ロジーに参加する機会があり、直接スタートアップ企業と会話でき、学ぶことが沢山ありま
した。そこで受けた印象は、フランスのスタートアップ企業は想像力にあふれ、この想像力
をビジネスに展開する自由さがフランス文化にあるということです。今、IoTやAIの台頭な
どICT分野は急激なデジタルトランスフォーメーションの中にあります。その面を考慮する
と、スタートアップ企業と直接会話することの重要性が際立ってきます。

富士通株式会社は、グローバルICT（情報通信技術）企業で、幅広い領域の

製品、サービス、ソリューションの提供を行っています。代表取締役社長で

ある田中達也氏が、ICTから見たフランスおよびフランスの起業文化について

語ります。

スタートアップと言いますとシリコンバレーに目がいく傾向
がありますが、フランスもスタートアップ企業が多く、起業
家を育むには最適の環境にあります。フランスには、非常に
ユニークな技術力を持った企業が多いということが感じら
れます。

2016年7月に、マニュエル・ヴァルス仏首相にお会いする
機会を頂きました。その際に、技術分野への投資に関して
建設的な会話ができ、また、首相の積極的な姿勢を非常に
嬉しく思いました。フランス政府は、スタートアップ企業が
もたらす影響を理解し、育成を強化しています。ますます
広がるスタートアップ起業文化を促進しながら、既存の研究
開発分野での強みを活かし、フランス全体にイノベーション
を起こすことをフランス政府が狙いとしている印象を抱いて
います。

フランスへの進出を検討している日本企業に対し、
アドバイスはありますか。

フランスは、研究開発における投資の面において欧州では
最前線に立っており、市場としての成長の余地も大いにある
と思います。EUの状況を考慮すると、フランスへ投資する
意義はますます高まると思います。また、フランスはEUの
主要国であるだけでなく、フランス語を公用語とする国の
多いアフリカへのアクセスもよく、ビジネスチャンスの拡大
の可能性もあります。

コラボレーションはビジネス拡大に重要で、日本企業とフラ
ンス企業が手を組みビジネス展開する好機もあろうかと感
じています。これからもビジネス機会の情報を検討し続け、
海外で事業を拡大したいと思います。

富士通株式会社の詳細はウェブサイトをご確認ください。
http://www.fujitsu.com/jp/

会社概要：
創立年：
1935年
グループ従業員数：
156,000名
（2016年3月末現在）

フランスにおける従業員数：
604名
（2016年3月末現在）

売上高：
4兆7,392億4,000万円
（2015年度）

田中 達也
富士通株式会社
代表取締役社長

上：パリで開催された富士通ワールド
ツアー2016の富士通のブース

下：2016年6月のパリ訪問時に、
代表取締役社長 田中達也氏が
桜の木を植樹
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上：マニュエル・ヴァルス仏首相が
京都の本社を訪問

下：在日フランス商工会議所主催
「フレンチビジネス大賞2016」
を受賞

ホリバヨーロッパリサーチセンター
完成式典にて、式辞を述べる
堀場 厚 会長兼社長

会社概要：
創立年：
1945年
グループ従業員数：
6,831名
（2015年12月末現在）

フランスにおける従業員数：
1,051名
（2015年12月末現在）

売上高：
1,708億円
（2015年度）

どのような経緯からフランスに進出しましたか。 

1970年代に弊社は海外進出を始めました。フランスにおいては、当初は子会社のホリバ・
フランスを通して自動車市場向けに販売・サービスを行っていましたが、1996年にスイス
の製薬会社ロッシュ（F. Hof fmann-La Roche）のフランスの子会社で血液検査装置の
開発・生産を行うABX社（現ホリバABX）を買収し、その翌年の1997年には光学分析機器
の開発・生産会社であるジョバンイボン社（現ホリバ・ジョバンイボン）を買収しました。
フランスの現地企業2社の買収を行ったことで、開発や生産を含めたトータルのオペレー
ションが可能となり、フランスへの本格的な進出を果たしています。

フランスに投資することで得た最大のメリットは何ですか。

元々、弊社は自動車の排ガスや半導体製造プロセスでの計測分野で強みを築いてきました
が、ジョバンイボン社とABX社をHORIBAグループに迎え入れてから、光学分析や医学
分野に本格的に進出することができました。特にジョバンイボン社はフランスの有力な
研究機関であるエコール・ポリテクニークと共同研究を行っているため、研究開発の強化
につながりました。また、ABX社によるモンペリエ大学との共同研究により、学会との関係
も強化されました。

この20年間でフランスの従業員数も約300名から1,000名
以上に増え、売り上げも約3倍に伸びています。

フランス人のクリエイティビティやイノベーション力
についてどのようにお考えですか。

クリエイティビティに関しては、弊社グループの一員となった
ジョバンイボン社とABX社には先端科学や医学分野に高い
能力を持った研究者が多く在籍し、フランスの強みを体現
しています。技術力が高く、熟練した社員のお陰で、弊社の
事業はグローバルに展開し、世界各地の部隊とうまくコラボ
レーションしています。

堀場製作所は、京都市に本社を置く分析・計測機器メーカーです。自動車、

医用、半導体、環境・プロセス、科学の分野において多彩な製品を産み出し

て来ました。代表取締役会長兼社長である堀場厚氏にフランスとの関係性、

そしてフランスでの事業を強化するその理由について伺いました。

弊社の社是は「おもしろおかしく」です。英語では「Joy and 

Fun」と表現しており、自分の仕事が楽しくておもしろいと
クリエイティブで独創的な発想がうまれるというアプローチ
です。楽しむことが新鮮でユニークなアイディアにつながる
と考えており、この思想はフランスの人達にストレートに
受け入れられ、そのクリエイティブな面をうまく引き出せて
いると感じています。また、フランス人は社員章をつけない
というのが定説だと思いますが、弊社のフランスのメンバー
は、少なくとも幹部社員全員が社員章をつけており、弊社の
この企業文化を誇りにしてくれていることの証と考えていま
す。やはり、日本とフランスの文化や価値観をうまく融合して
いくことにより非常に強い力が生まれると思っています。
そして、お互いの文化を育てる相互のコミュニケーションが
成功に結びつくと思います。

フランスに進出する際にフランス政府や地方自治体
から支援は受けましたか。

フランス貿易投資庁の前身にあたる機関に多大なサポート
をいただきました。当時は雇用問題を始め様々な面で課題
に直面していましたが、こういった機関が相談に乗ってくれ、
時には弊社を支援してくれました。そのお陰でここまで来れ
たといっても過言ではありません。

フランスは御社にとってどのような国でしょうか。

京都に本拠地を置く企業として食文化を大切にしています。そのため、「食」に対して興味
を示す人達と互いに理解しあえると思っています。事実、京都には和食の文化があり、フラ
ンスには素晴らしいフランス料理があります。共通の価値観を通して信頼を築くことは
ビジネスでは非常に大切なことで、やはりフランスでも共に食卓を囲み銘酒を酌み交わす
ことで深く交流をする機会が持てました。

弊社の海外オペレーションの中ではフランスが最大で、これは従業員数にも表れていま
す。全従業員数は約7,000人、その内60%は外国人ですが、その中でもフランス人が15%を
占め、外国人従業員の比率としては最大です。滞在するには一番いい国かなという風に
私は思いますね。

株式会社堀場製作所の詳細はウェブサイトをご確認ください。
http://www.horiba.com/jp/

堀場 厚
株式会社堀場製作所
代表取締役会長兼社長

 フランスに投資し進出することで、新しいマーケット、
新しい技術を手に入れることができました。
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上：フランス、アヌシー市にある
NTN-SNR ROULEMENTSオフィス

下左：開業当初から開発に参画して
いるフランス高速鉄道TGV

下右：TGVに採用されている
NTN-SNR製ベアリング

フランスのアヌシー国際アニメー 
ション映画祭にて、NTN社製
インホイールモータを搭載した
電気自動車を展示

会社概要：
創業年：
1918年
グループ従業員数：
24,109名
（2016年3月末現在）

フランスにおける従業員数：
4,052名
（2015年12月末現在）

売上高：
7,170億円
（2016年3月期）

いつフランスに進出しましたか。 

1964年、フランスにINA-SIDAG社と合弁でNTN SIDAGという販売会社を設立したの
が始まりです。1998年にはルノー社との合併で、等速ジョイントの製造会社を設立しまし
た。その後もルノー社との関係構築は続き、2007年にはルノー子会社であるSNRROULE-

MENTS社に出資し、その翌年には完全子会社化をした経緯があります。SNR社がNTN

グループに加わってからおよそ10年経ち、欧州でさらに事業を拡大させていくための基盤
が整ったという感触があります。

フランスで事業を拡大するにあたり、困難はありましたか。

当初は、欧州メーカーに弊社商品を購入して頂くのが非常に難しい状況でした。長期戦で
構えたのですが、販売が思うように伸びず苦戦していました。そのような時、SNR社が
いかにフランスで知名度が高く、そして何よりも非常に優秀な人材が多く揃っているのか
を目の当たりにしました。日系企業が単独で市場参入をしても欧州市場で事業を広げるの
は難しく、現地の企業や組織からサポートを得るこ
とが事業拡大への大きな役割を担っていると思いま
す。SNR社がNTNグループの一員になったことが、
弊社にとって事業拡大の足がかりとなり、事実、
欧州では当初は苦戦したにも関わらず、今では地
域別の売上比率が日本、米州、欧州、アジアでほぼ
4分の1ずつの規模となり事業のバランスが取れて
います。

NTN株式会社は、大阪に本社を置く大手ベアリング（軸受）メーカーです。

NTN社のベアリング、ドライブシャフトなどの主要商品は、自動車、航空宇宙、

鉄道、医療機器など幅広い産業で使われています。代表取締役社長である

大久保博司氏にフランスへの投資についての印象を伺いました。

フランスに投資することで得た
最大のメリットは何ですか。

フランスはEU加盟国でもあり、フランス企業とパートナー
シップを築くことで得る利益は沢山ありました。これまで
アメリカと日本が事業の中心となっていましたが、欧州が
大幅に伸びました。弊社の場合、フランスや欧州企業とも
うまくマッチし、パートナーシップを築くことができました。
更には、フランスを拠点として欧州の他国へも事業展開が可
能となりました。また、欧州は海外進出の長い歴史を持って
いるので、例えばアフリカやロシアなど弊社がまだ踏み込ん
だことのない地域への進出への足がかりも出来ました。

弊社は海外進出時に「現地、現物、現人」というスローガン
を掲げており、現地の人達と現地で現地の物で事業を運営
することが大切だと考えています。

イノベーションの観点から見たフランス像をお聞かせ
ください。

元来フランスは、農業も非常に盛んな国ですが、更に最先
端技術開発の中心にいる国だという印象を抱いています。
例えば、SNR社は世界で最先端のセンサーを開発していま
す。SNR社のベアリングはフランスの新幹線と言えるTGVに
採用されており、また、日本の新幹線でも弊社のベアリング
技術が採用されていることを、非常に誇らしく思います。

新幹線に加え、航空業界からも受注があり、また近年は欧州
が元々得意とする風車関連においてもプレゼンスを築く
試みをしています。今後も高い技術力が求められるこれらの
分野で、事業を拡大していきたいと考えています。

このように技術が開発され、実際に採用されていることは、フランスがイノベーションや
技術の進歩に力を注いでいることの証明になると思います。

NTN株式会社の詳細はウェブサイトをご確認ください。
http://www.ntn.co.jp

大久保 博司
NTN株式会社
代表取締役社長

フランスを拠点として欧州他国における事業展開、
アフリカやロシアなど未開拓の地域への

足がかりもできました。
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別の国でスタートした水のビジネスが 

実はフランスのイノベーティブな技術だったという
例があります。 

上：フランス、レベル市の 
ニュートリション エ サンテ本社

下：2009年対仏投資賞を受賞した
大塚ホールディングス代表取締役
社長兼CEO樋口達夫氏と
元フランス貿易担当大臣 
アンヌ＝マリー・イドラック

ニュートリション エ サンテ社の健康食品ブランド「ジェルブレ」。
シリアル、ビスケット、大豆由来の健康食品を提供しています

会社概要：
創立年：
1921年
グループ従業員数：
約47,000名
（2015年12月末現在）

フランスにおける従業員数：
約3,000名
（2015年12月末現在）

売上高：
14,452億円
（2015年12月末現在）

フランスではどのような分野で投資されていますか。

2000年代から弊社事業はフランスで急成長を果たしました。分野としては、医薬品をはじ
めとして、医療機器、健康食品、ミネラルウォーターまで幅広い領域に進出しています。
具体例をあげると、2004年、弊社の主要事業会社である大塚製薬がフランスに医薬品
販売の子会社、大塚ファーマシューティカルフランスを設立しました。2008年には健康
栄養食品会社であるニュートリション エ サンテ社（Nutrition & Santé）、そしてミネラル
ウォーターメーカーであるアルマ社（Alma）に投資しました。2011年には、大塚メディカル
ディバイスが、リヨンに研究開発拠点を置く医療機器メーカーKiSCOグループを買収しま
した。そして、つい最近では弊社傘下にある大鵬薬品がセルヴィエ社と抗がん剤開発で
ライセンス提携を結んだという経緯があります。

フランス進出時にフランス政府や自治体から支援は受けましたか。

ニュートリション エ サンテ社の買収のきっかけとなったのは、フランス南西部にあるトゥー
ルーズ近郊にあるレベルという市から支援を受けたことです。ニュートリション エ サンテ社
は本社をレベル市に構えており、レベル市は地元企業や産業に大きく関与していました。
そういった背景もあり、地方自治体からの支援はとても手厚いものでした。ですので、事業
を円滑に運営するには、産業を育成
するという点で国や地方自治体などか
らの様々な形の協力が必要だと思いま
すし、それによってとてもプラスになる
経験をさせて頂きました。

大塚ホールディングスは、医薬品および機能性飲料・食料品等の製造販売を

手掛ける大塚製薬をはじめとする大塚グループの持株会社です。代表取締役

社長兼CEOである樋口達夫氏に、いかに同社が幅広い分野でフランスにて

成長したかについて伺いました。

フランスのイノベーションについてどうお考えですか。

子会社化した企業などを通し、弊社はフランスで有意義な
パートナーシップを築いてきました。弊社オリジナルの考え
方や事業コンセプト、そして創造性やイノベーション、栄養と
健康に対する思いを浸透させるためにパートナーシップはと
ても有効でした。お互いの想いを共有することで、新しい
アイディアを生み出し融合できると思います。

フランスのイノベーションの素晴らしさを紹介するいい例
が、ミネラルウォーター事業です。1990年にアメリカのミネ
ラルウォーター会社クリスタルガイザーウォーター社を買収
しました。その際に、同社の背景にある技術が、実はフラン
ス製だったことがわかりました。これは正に、フランス国外
の企業でさえもフランスの革新的な技術の恩栄を受けてい
ることを証明するのにぴったりの事例です。

フランスへの進出を検討している日本企業に対し、
アドバイスはありますか。

フランスには、様々な産業において非常に多くのビジネスの
機会があると思います。弊社もさらなる事業拡大を予定して
おり、これからも努力が必要な立場にいると考えていますが、これから海外進出を検討し
ている企業には、事業を中長期的に構え、どの国がどのような特徴を持っているかを掴む
ことが大事だと思います。フランスでの事業は、弊社の中でもヨーロッパにおけるプレゼンス
が最も大きい事業に育っています。これはもともと意図したことではなく、フランスの持つ
アセットや事業機会が結果的に生み出したのだと考えています。

フランスは御社にとってどのような国でしょうか。

フランスは非常に奥深い国で、食、文化、芸術から科学や技術まで多岐にわたる専門性を
築いていると思います。近代の産業において当然テクノロジーやイノベーション、サイエン
スが大事ですが、やはりお互いを尊敬しあって理解しようというそういう気持ちがフランス
にはあるのではないかと思います。そして、実際に事業を進めるなかで、各分野のルーツが
フランスの奥深くにあると感じています。

大塚ホールディングス株式会社の詳細はウェブサイトをご確認ください。
http://www.otsuka.com/jp/

樋口 達夫

代表取締役社長兼CEO
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「種苗業界のシリコンバレー」と呼ばれていた南フランスでは、
優秀、有能な人材の確保を期待していました。

会社概要：
創立年：
1913年
グループ従業員数：
2,186名
フランスにおける従業員数：
約150名
売上高：
58,773百万円
（平成28年5月期）

フランスに進出された理由を教えてください。

欧州では、弊社の品種は1930年代から販売されていました。欧州に初めて拠点を構えた
のはオランダで1990年のことになります。欧州での活動が活発化し、1990年代後半には
フランス、スペイン、イギリスに子会社を設立しました。その後の事業拡大に伴い、幅広い
テリトリーに対応するにはオランダでの設備ではまかないきれなくなったため、2003年に
野菜部門を南フランスのウショーに移しました。現在では、この拠点「サカタ・ベジタブル
ズ・ヨーロッパ」がEMEA全域の野菜事業をカバーしています。

地中海沿岸地域はその温暖な気候から花や野菜の非常に大きな産地で、フランスが注目
されてきていました。またフランスは農業分野で歴史ある非常に重要な国で、当時、南フラ
ンスは「種苗業界のシリコンバレー」と呼ばれていました。つまり、優秀で有能な人材を
現地で確保できる点も大きな魅力でした。このようなことから、南フランスは弊社にとって
移転先として理想的な場所でした。

フランスで築いた提携関係について。

サカタ・ベジタブルズ・ヨーロッパでは、主にトマト、メロン、ペッパーなどの果菜類の研究
開発に取り組んでいます。提携関係の例としては、フランス国立農学研究所（INRA）が
あり、長期間に亘り、素材の収集や共同研究を行っています。フランスの研究機関は質の高い
研究をされており、当社の研究開発に大きな影響を与えてい
ると感じます。ヨーロッパに駐在していた時には、INRAの
試験場にも訪問し、有意義な意見交換をさせて頂きました。
重要で信頼のおけるパートナーだと思っています。

株式会社サカタのタネは、野菜や花の品種を開発し、その種子を世界に販売

するグローバル企業です。代表取締役社長である坂田宏氏が、フランスの

農業・種子分野における強みについて語ります。

フランスでの弊社の研究開発活動はさらなる進展を迎えて
います。1998年からウショーでは研究開発を行っています
が、2016年10月には、サカタ・ベジタブルズ・ヨーロッパ敷
地内に、新しい研究棟を開設しました。耐病性の向上や食味
の改良など、一層の品種改良を促進させていきます。INRA

との提携も、引き続き行っていきます。

フランスへの進出を検討している日本企業に対し、
アドバイスはありますか。

欧州に進出している日本企業は数多くありますし、これか
らもさらに増えると思います。当然ながら、フランスを拠点
として選ぶかは業種とその企業のニーズに左右されるで 

しょう。弊社にとってフランスは、農業大国である点や、ビジ
ネス環境が整っている点、優秀な人材の確保、EMEA圏へのア
クセスなどを考慮すると、進出先として最高の選択でした。

またフランスは、様々な観点から考えて非常に進んだ国だと
思います。国や官公庁からの支援があるためビジネス環境
は整っていますし、進出に興味のある日本企業がありました
ら、こういったサポート面も考慮することをお勧めします。

株式会社サカタのタネの詳細はウェブサイトをご確認ください。 
http://www.sakataseed.co.jp

サカタ・ベジタブルズ・ヨーロッパで
育成されたメロン「メリシス」

上：オランダで行われたサカタ・
ベジタブルズ・ヨーロッパの顧客を
まねいての展示会

中：世界で高いシェアを誇る
サカタのブロッコリー

下：ウショーに新設された研究施設

坂田 宏
株式会社サカタのタネ
代表取締役社長
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フランスという国は、世界中が憧れる国だと思います。
そのフランスを弊社のヨーロッパ展開の出発点に出来ることを

非常に幸せだと感じています。

左：東横INNマルセイユ サン 
シャルル駅前の建築現場（2016年
9月現在）。開業は2017年夏予定

右：2016年6月、日本旅行業協会
／JTBコミュニケーションデザイン
主催「日本観光フェスティバル
2016」にて、東横INNマルセイユ 
サン シャルル駅前のオープンをPR

会社概要：
創立年：
1986年
従業員数：
10,288名 
（2016年3月現在）

売上高：
801億4,100万円 
（2016年3月期)）

フランスに進出された理由を教えてください。

2007年ユーロメッド・マルセイユ経済開発公社の訪日中に、フランス貿易投資庁が弊社を
紹介してくださいました。その際に、ユーロメッドが日米欧など海外からエコノミーホテル
をマルセイユに誘致する計画を立てていることを知り、コンペへの参加を勧められました。
そしてコンペに勝ち残り、今に至ります。

ユーロメッド・マルセイユ経済開発公社との出会いが全ての始まりではありますが、マルセ
イユはヨーロッパ主要都市へのアクセスが非常にいいという利点もあり、弊社のビジネス
モデルに適していると考えました。立地条件がいい点は、マルセイユをヨーロッパ展開の
出発点とした決め手の一つでした。

フランスのビジネス環境について、どのような印象を抱いていますか。

マルセイユでの建設を始めるにあたり、フランス式のやり方で物事を進めるだろうと思っ
ていました。実際は、「ぜひ、日本のやり方で儀式を行ってください」とご提案頂き、日本か
ら宮司さんと巫女さんを呼び神式で地鎮祭を行いました。フランスでは地鎮祭は非常に珍
しく、マルセイユの地方紙であるラ・プロヴァンスに当日の様子を掲載して頂きました。この
様に日本の伝統を取り入れたご提案を頂けた事で弊社がフランスで歓迎されているのだと
感じ、大変嬉しく思いました。

ホテルは現在建設中ですが、プロジェクトが進むにつれ法規の面で日本とフランスの間に
はギャップがあり、すり合わせが必要な点が次々に出てきます。フランス側はこの点におい
ても非常に積極的に意見を交わす姿勢を持ち、また弊社を理解しようと努力してくれる点
にも大きな感銘を受けました。

東横インは、「好立地で、きれいで、明るくて、値段が手ごろで、安心して利用

できる」客室を提供するエコノミーホテルチェーンで、日本と海外で250店舗

以上を展開中です。代表執行役社長である黒田麻衣子氏に、マルセイユにて

事業展開をするに至った経緯を伺いました。

フランスに進出するにあたり、 
地方自治体など政府機関から支援は受けましたか。

前述のユーロメッド・マルセイユ経済開発公社だけでなく、マルセイユ観光局からも多大な
る支援を頂いています。弊社の事業展開はほぼ日本と韓国に限られていましたので、フラ
ンスという新天地での規制やプロセスを理解する上で現地からの支援は必須でした。ユー
ロメッド・マルセイユ経済開発公社とマルセイユ観光局から得られた支援と助言のお陰で、
弊社のホテル開発プロジェクトがスムーズに進められていると感じています。

特にユーロメッド・マルセイユ経済開発公社からは継続的に多大なる支援を頂いており、
感謝するばかりです。開発部長の方が来日する度に東横インに宿泊頂いている点も、 

東横インへの理解を深めようというお考えの表れと思い、非常に嬉しく感じます。

今後、フランスで事業拡大することを検討されていますか。

弊社には30年の歴史があり、その中で培ってきたノウハウが実現できる、弊社のビジネス
モデルに適した場所であれば前向きに検討したいです。例えばパリやリヨンも魅力的だと
思います。フランスの中でも特にパリは観光地として人気が高く、観光業界全体にも弊社
にとっても非常に魅力的だと思います。フランスには既に数多くの観光客が訪問していま
すが、まだ飽和状態には至っておらず、マルセイユのように開拓の余地がある都市は多いと
考えています。

フランスは、ヨーロッパ主要都市へのアクセスもよく、交通や通信事情も安定しており、
また気候もすごしやすい点が魅力だと思います。2017年に控えたマルセイユでの開業が
待ち遠しいです。

株式会社東横インの詳細はウェブサイトをご確認ください。
http://www.toyoko-inn.co.jp/

黒田 麻衣子
株式会社東横イン
代表執行役社長
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フランス人スタッフから感じることは、
スピード感を持って仕事に取り組んでいる、
起業家精神が強い、ということです。

上：日本エア・リキード社との
協働案件である名古屋熱田水素
ステーション

下：コンゴ共和国にあるCFAOの
ビール醸造所を視察

CFAOと豊田通商経営陣が出席の
もとに半年に一度経営会議を開催
（2015年12月にシャンティにて）

会社概要：
創立年：
1948年
グループ従業員数：
58,082名
（連結/2016年3月末現在）

フランスにおける従業員数：
580名
（2016年3月末現在）

売上高:  

8,170,237百万円
（2016年3月期）

フランスで築いたパートナーシップについてお聞かせください。

弊社とフランスの関係はかなり古く、1971年に電動工具メーカーのマキタ電機製作所
（現株式会社マキタ）との合弁会社であるマキタ・フランス設立がはじまりです。その
後、2000年代にトヨタ自動車のヴァランシエンヌ工場の進出に伴い、自動車生産を支援
する周辺事業を開始しました。2012年にはフランスの大手商社であるCFAOに大規模な
投資を行いました。CFAOは特に中西部アフリカ地域に強く、東南部アフリカ地域に事業
基盤を有する弊社がアフリカでの活動を拡大するにあたり、当投資は大変大きな意義が
あると感じております。また、CFAOのもつ流通網の強みを活かし、消費財やヘルスケア
などへも事業を拡大、展開できるのを喜ばしく思います。

過去5年間で、弊社はフランス企業との様々な協働を通してフランスとの関係を深めて
きました。トヨタグループの一員として、コア事業の1つである自動車ビジネスでは、産業ガス
会社であるエア・リキードとの協働により、初
の燃料電池車用水素ステーションを名古屋に
開業しました。

最近では、2016年1月にフランスのコングロ
マリットであるボロレとLOI（包括的協業意向
書）を締結し、様々な事業での協業体制を構
築していきます。

豊田通商株式会社は、トヨタグループの総合商社として自動車のみならず、

金属、グローバル部品・ロジスティクス、機械・エネルギープラント、化学品・

エレクトロニクス、食料・生活の分野で事業を展開しています。取締役社長

である加留部淳氏が、豊田通商がフランスで築いたパートナーシップと功績

について語ります。

フランスに投資することで得た最大のメリットは
何ですか。

CFAOへの投資から得たメリットとしては、新しいビジネス
を創り出せるという点があります。さらに、多くの優秀な
人材を短時間に手に入れられた点も、弊社のアフリカ事業に
おいて大きな利点だと思います。フランス人スタッフから
感じることは、スピード感と効率性を意識して業務に取り組
んでいる点、起業家精神が強い点、自分のミッション・担当
業務に対し高い当事者意識を持ち最初から最後まで責任を
持って業務を遂行する点です。

弊社では、「ダイバーシティ・アンド・インクルージョン」を
戦略の一つとして掲げ、多様性を受け入れることを重視して
います。これを全社的な活動として実践しており、その観点
から、フランスの多様性と受容性は参考になるとともに、推
進の原動力の一つとなっています。

欧州内でのフランスの地位はこれからも上がっていくと思
いますし、事業拡大を図る市場としても、ビジネスパート 

ナーを見つける場所としても適していると考えます。フラン
スは、日本企業、特に仏語圏アフリカへのゲートウェイとして
大きな役割を果たします。アフリカ市場に参入を検討している日本企業にとって、既に多くの
情報とノウハウを蓄積しているフランス企業と協働することを強く勧めたいと思います。

フランス政府から受けたサポートについてお聞かせください。

フランス大使館からは多大なるサポートを受けています。ティエリー・ダナ駐日フランス
大使からも、いつでも課題や問題があれば相談するように声をかけて頂いています。折を
見つけて我々も相談させて頂き、積極的に弊社の状況を共有することで、フランス大使館
の方々からも大いにご支援を頂いています。

豊田通商株式会社の詳細はウェブサイトをご確認ください。
http://www.toyota-tsusho.com/

加留部 淳
豊田通商株式会社
取締役社長
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フランス貿易投資庁 ̶ ビジネスフランス：フランス経済の国際化を促進する国の機関であり、フランス企業の貿易振興、 

フランスの経済国としての広報活動、外国企業誘致を担当しています。

進出企業に対し以下のサポートを行っています：
• ビジネスチャンス、パートナー候補となりうるフランス企業の洗い出し
• フランスでの起業手続に関するアドバイス 

 （投資プロジェクトに関わる税務、法務、リクルーティング、従業員派遣、法規制など）
• 現地パートナーの協力のもと、投資プロジェクトのニーズに応じた進出先の選定
• 政府、地方自治体の関係当局への橋渡し
• 投資プロジェクトに適した資金調達法、雇用創出・イノベーション・輸出に関する助成金のご案内

詳細については以下へお問い合わせください。

フランス貿易投資庁 ̶ ビジネスフランス 日本事務所

〒106-8514 東京都港区南麻布4-11-44 在日フランス大使館
Tel: 03-5798-6079   Email: japan@businessfrance.fr
Website: www.youbuyfrance.com/jp   Twitter: twitter.com/BFrance_Japan


