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フランス：創造と革新が育まれる場所

フランス人の創意工夫は創造と革新に根差しています。

数世紀にわたり、フランスの思想家、作家、アーチスト、

研究者、科学者は、人間性の発展と向上に取り組み、世界が

進歩し、自由な社会が実現し、新しい考え方や未来の理想を

世の中に広めるのに貢献してきました。劇作家のMolière

や画家のM a t i s s e、世界初の蒸気自動車を生み出した

Nicolas-Joseph Cugnotやエイズウィルスを発見したLuc 

Montagnierなど、フランス人による数々の偉業が世界的に

広まっています。

創造的才能という伝統のバトンは世代を超えて受け継が

れ、今では国民性の一部となっています。フランスの多くの

中小企業やスタートアップ企業は技術革新の最前線にいて、

未来を形成する製品、サービス、ソリューションの開発に日々

取り組んでいます。このような革新者がいる限りフランスは

革新を育む場所であり続け、こうした国の宝を世界に送り

出し続けることでしょう。フランスは創造性における世界的

リーダーであるという海外からの評価に偽りはありません。

こうした素晴らしい評価は、私たちの誇りであると同時

に、今日のクリエイターが能力を発揮し、未来のクリエイター

が才能を開花させるのに最適な環境を生み出すための努力

を一段と推し進めるモチベーションの源泉でもあります。

私たちの目的は、フランス企業とその革新力を一人でも
多くの人に知っていただくための、持続的で有効な場を確
立することです。フランスの独自性を裏付けるもの、すな
わち突出した創造性に加え、卓越さと努力というフランス
人独特の真面目な気質を紹介していきます。これが結果
的に、海外におけるフランス企業の成長につながり、フラン
スへの投資に対するアピールとなり、ビジネスを展開する場
所としてのフランスのイメージが向上すると考えています。

創造性：フランス人の真髄

才能と努力と真面目さが融合することで
アイデアに命を吹き込む

才能はあらゆる創作作業の土台にあるものですが、才能

だけでは十分ではありません。国民6,500万人全員が夢想家

や空想家であるわけではありません。フランスの研究者やク

リエイターは日々、強い意志、努力、真面目さをもって、アイ

デアに命を吹き込むことに取り組んでいます。

フランス人の創造性は革新的であると同時に、ビジネスに

も直結しています。言い換えると、フランス人の創造性は抽

象的な概念ではなく、価値を生み出し、雇用創出につながり

ます。

心臓外科医のAlain Carpentier博士とLagardèreグループ

は20年かけて、心室を備えた世界初の完全置換型人工心臓

であるCARMATを共同開発しました。

自動車のライドシェア（相乗り）サービスのリーダーである

BlaBlaCarは、まさに革新的で既成概念を打ち砕くアイデア

の産物ですが、会社を立ち上げるには現実的思考と、サービ

スを多くのユーザーに販売したいという欲求も必要でした。

努力と粘り強さと言えば、今日使われている低コストで

環境にやさしい公共照明システムを生み出した、若きエンジ

ニアのSandra Rey氏もその代表的存在です。Reyはバクテ

リアや微生物が持つ生物発光の仕組みを活用した、電力を

使わない街灯や店舗照明を設計・開発しました。2014年に

Gloweeを設立し、同社のソリューションは間もなく市場に

出回る予定です。

海外に広がる革新的なエコシステム

創造性を促進するもう一つの方法は、クリエイターが才能

を発揮できる最適な作業環境を用意することです。

フランスにはこうした環境を整備するための条件がそろっ

ています。欧州の中心に位置し、生活の質の高さは世界的に

認められており、インフラが完備され、産業が発達し、一流

のエンジニアを育てる世界的に有名な大学があります（卒業

生の中には世界中の国際的な大企業で活躍している人もい

ます）。

フランスの大きな魅力であるこれらの強みに加え、研究税

額控除制度や公的投資銀行（BpiFrance）イノベーション基

金といった、研究開発（R&D）活動を強力に支援することを

目的とした法的枠組みも整っています。

こうしたフランス独自の資産が融合し、あらゆる規模、業

界、国籍の企業を引き付けるエコシステムが形成されてい

るのです。

例えば、ベルギーのSolvayは1873年にフランスで事業展

開して以降長年にわたり、R&Dを中心に多くの投資を行って

きました。最近では、韓国のグローバル企業Samsungが、

フランスのスタートアップ企業Sigfoxの接続オブジェクト製

品の開発を長期的に支援するための投資計画を発表してい

ます。

フランスはFacebookの誘致にも成功し、間もなく同社の

人工知能研究所がパリに開設されます。さらに、日本の大手

化粧品メーカーの資生堂は海外展開の一環として、フランス

を欧州における中核拠点とすることを決めました。Google 

Cultural Instituteがフランスを拠点としていることは言うま

でもありません。
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あらゆる分野での創造性

全てのビジネスセクターにわたる革新力

フランスの創造性は一部の伝統的産業に限られるわけで

はなく、さまざまなセクターに応用されています。

ハイテク技術
フランスは起業家の国です。パリ地区だけで1万2,000社

ものスタートアップ企業があり、その数は面積の広いロンド

ンやベルリンを上回ります。パリ中心部にあるNumaや、

Xavier Niel氏（プログラミング学校（42）の創設者）が世界最

大のインキュベーターを目指して間もなく開業するHal le 

Freyssinetといったインキュベーターでは、若い企業が新た

な分野を開拓し、インターネット技術を活用した協調的で持

続可能な未来の実現に取り組んでいます。フランスをハイテ

ク技術の世界的リーダーに押し上げるのは、Orangeのよう

な既存の大手企業や Criteoといった急成長中の企業だけで

はなく、これらスタートアップ企業の存在も欠かせません。最

近のスタートアップ企業を見ると、Minitelが発明された1980

年以降のフランスの進歩には目を見張るものがあります。

ヘルスケア
フランスが世界最高水準の医療制度を持っているのは

偶然ではありません。我が国は昔から、医学・医療分野に

おけるパイオニアでした。Laennecが聴診器を発明し、

Robiquetがモルヒネを、Gerhardtがアスピリンを生み出し、

Pasteurが微生物を発見した19世紀以降、フランスは常に時代

を先取りしてきました。この伝統は、Institut Pasteur, Vision 

Institute, National Institute of Sleep and Vigilanceといった

世界有数の研究所で今日まで受け継がれています。Sano�, 

Bayer AG、Abbvieといった大手医薬品会社は本社をフラン

スに置いています。また、人工心臓、Lyocと呼ばれる医薬品

製造方法、脳研究のための分子画像技術であるNeuroSpin

など、多くのイノベーションがフランスから次々と生まれて

います。

工業
フランスの工業力の背景には、多様性と高度な技術を

要する労働力にあります。ナポレオンが創設したEco l e 

Polytechniqueや、Ecole national des ponts et chaussées, 

MINES ParisTechを筆頭に、一流の理工系大学が名を連ねて

いることを考えると当然かもしれません。

これらの大学では、優秀な技術者を数世代にわたって育成

してきました。多くの卒業生がMichelin, Airbus, Air Liquide, 

Saint-Gobain, Total, Alstom, Danone, LafargeHolcimと

いった大手企業で活躍しています。いずれも各業界における

リーダー企業であり、世界中に顧客を持ち、輸送、住宅、食

品、エネルギーの分野で次々と現れるさまざまな課題に対応

するための新しいソリューションを生み出し続けています。

また、広範囲にわたるIndustrie du Futurプロジェクトは、工

業施設をよりつながった、競争力の高い、環境に配慮したも

のに変えることを主眼に、2,000もの企業に対し工業設備の

最新化の手助けをしています。「Usine du futur」計画で示さ

れた9つのソリューションは、全ての業種を支援するために

拡張されています。この目標に向け、フランスの将来への投

資プログラムに7億3,000万ユーロが割り当てられています。

観光および輸送
フランスは世界でも有数の観光地であり、年間8,300万人

が訪れ、観光収入はGDPの7％に達します。また、20世紀初

頭以降、国際輸送の発展に重要な役割を担ってきました。フ

ランス人のHenri Farmanはパリ・ロンドン間を初めて飛行し

た民間航空機を設計し、それが後のAir Franceの設立につな

がっています。

現在、観光および輸送分野におけるグローバルリーダーと

してのフランスの地位を支えているのは、世界中に3,700も

のホテルを所有するAccordや、自動車のライドシェアサービ

スで急成長中のBlaBlaCarなどの企業です。

文化
EDITAGは、革新的テクノロジーを活用してフランス内外

のアート作品の保護に取り組む、フランス期待の新興企業で

す。同社が開発した小型のネット接続可能センサーは絵画や

彫刻に取り付けられ、盗難防止に役立っています。この革新

的ソリューションは、ハンブルクやデュッセルドルフの大手

美術館や、ベルリンのユダヤ博物館で採用されています。

嗜好品
フランス人の嗜好品好きは数世紀に及ぶ歴史があり、

今でも決して衰えることはありません。ワインやスピリッツ、

ファッション、香水、化粧品、ジュエリーなどで70ものブラ

ンドを抱えるLVMHをはじめ、企業が独自に育んできた職

人技（savoir-faire）により、フランス人と嗜好品との関係は

ますます強まっています。LVMHは専門のR&Dセンターを持

ち、卓越した専門技術を維持しています。その一つである

Cosmetic Valleyは、化粧品、嗜好品、香水に特化したハブセ

ンターです。

ファッションとコンテンポラリーデザイン
嗜好品、ファッション、コンテンポラリーデザインの世界に

は密接な関連があります。フランス風とは気品があって洗練さ

れていることを意味し、Philippe Starck, l’Oréal, Lacoste, 

Longchampといった有名ブランドに象徴されるフランス風

の生活スタイルに明確に表現されています。伝統に忠実であ

りながら大胆さも兼ね備えたこれらのブランドは、古典主義

と奇抜さを巧みにブレンドした典型であり、まさにフランス

の創造性を表しているといえます。

料理
フランス料理の素晴らしさは、古くから世界中で知られて

います。2010年にUNESCOはフランス独自の美食術を認

め、世界無形文化遺産として登録しました。そして2015年に

はHélène Darroze氏が、パリ、ロンドン、モスクワでの実績

が食通から高く評価され、「世界最優秀女性シェフ」に選ば

れました。また、日本文化をこよなく愛するThierry Marx氏

は現在、高度数千キロの上空を空輸しても風味の変わらな

い新たなフリーズドライ加工の開発に取り組んでいます。

革新の最前線にいる中小企業

現在、数千社に上るスタートアップ企業や中小企業が人々

を結びつけ、資源を保護し、日々の生活をより便利にする製

品、サービス、ソリューションの設計・開発・販売に取り組ん

でいます。こうした企業はフランスの新たな期待の星です。

こうした企業を集めた企業グループはFrench Techと呼ば

れており（ビジネスフランスも創設パートナーとして参加し

ました）、その多くはダイナミズムと創造性で顧客や市場を

驚嘆させ、惹きつけ、獲得し、海外で徐々に知名度が上がり

始めています。

今年1月にラスベガスで開かれたConsumer Electronics 

Showでは、Withings, Netatmo, Sen.se, Parrotが脚光を

浴び、専門家の注目を集めました。Cityzen Sciencesも同イ

ベントに参加し、「スマートファブリック」の地位を確立させ

ることに成功しました。

エネルギー分野では、Qarnot Computingがコンピュータ

の発する熱を暖房に利用するソリューションを開発しまし

た。通信・接続オブジェクトの分野では、Olivier Jeannel氏が

設立したRoger Voiceが、聴覚障害者のためのモバイル通信

サービスの開発に取り組んでいます。Adrien Suire氏が設立

したQivivoは、エネルギー使用量を制御できる接続サーモ

スタットを開発しました。Shy Shriqui氏とXavier Bringuet

氏のiFeelSmartは、テレビのインターフェースとサービスを

管理する革新的なユーザーインターフェースと総合ソフトウ

エアを提供しています。同社は2015年3月にロンドンで開か

れたTV Connect Awardsで、「Best TV Experience」賞を

受賞しました。さらに、2012年にJean-Baptiste Hironde氏

が設立したEdjingは、DJ向けのモバイルアプリがヒットし、

182カ国で2,500万人のユーザーが利用しています。これらの

成功を受け、Facebook、SAP、Intel、シスコ、サムソン、セー

ルスフォースなど世界の技術をリードする企業がフランス市

場でのプレゼンスを強化すると発表しています。 
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フランスは起業家の国です。パリ地区だけで1万2,000社

ものスタートアップ企業があり、その数は面積の広いロンド

ンやベルリンを上回ります。パリ中心部にあるNumaや、

Xavier Niel氏（プログラミング学校（42）の創設者）が世界最

大のインキュベーターを目指して間もなく開業するHal le 

Freyssinetといったインキュベーターでは、若い企業が新た

な分野を開拓し、インターネット技術を活用した協調的で持

続可能な未来の実現に取り組んでいます。フランスをハイテ

ク技術の世界的リーダーに押し上げるのは、Orangeのよう

な既存の大手企業や Criteoといった急成長中の企業だけで

はなく、これらスタートアップ企業の存在も欠かせません。最

近のスタートアップ企業を見ると、Minitelが発明された1980

年以降のフランスの進歩には目を見張るものがあります。

ヘルスケア
フランスが世界最高水準の医療制度を持っているのは

偶然ではありません。我が国は昔から、医学・医療分野に

おけるパイオニアでした。Laennecが聴診器を発明し、

Robiquetがモルヒネを、Gerhardtがアスピリンを生み出し、

Pasteurが微生物を発見した19世紀以降、フランスは常に時代

を先取りしてきました。この伝統は、Institut Pasteur, Vision 

Institute, National Institute of Sleep and Vigilanceといった

世界有数の研究所で今日まで受け継がれています。Sano�, 

Bayer AG、Abbvieといった大手医薬品会社は本社をフラン

スに置いています。また、人工心臓、Lyocと呼ばれる医薬品

製造方法、脳研究のための分子画像技術であるNeuroSpin

など、多くのイノベーションがフランスから次々と生まれて

います。

工業
フランスの工業力の背景には、多様性と高度な技術を

要する労働力にあります。ナポレオンが創設したEco l e 

Polytechniqueや、Ecole national des ponts et chaussées, 

MINES ParisTechを筆頭に、一流の理工系大学が名を連ねて

いることを考えると当然かもしれません。

これらの大学では、優秀な技術者を数世代にわたって育成

してきました。多くの卒業生がMichelin, Airbus, Air Liquide, 

Saint-Gobain, Total, Alstom, Danone, LafargeHolcimと

いった大手企業で活躍しています。いずれも各業界における

リーダー企業であり、世界中に顧客を持ち、輸送、住宅、食

品、エネルギーの分野で次々と現れるさまざまな課題に対応

するための新しいソリューションを生み出し続けています。

また、広範囲にわたるIndustrie du Futurプロジェクトは、工

業施設をよりつながった、競争力の高い、環境に配慮したも

のに変えることを主眼に、2,000もの企業に対し工業設備の

最新化の手助けをしています。「Usine du futur」計画で示さ

れた9つのソリューションは、全ての業種を支援するために

拡張されています。この目標に向け、フランスの将来への投

資プログラムに7億3,000万ユーロが割り当てられています。

観光および輸送
フランスは世界でも有数の観光地であり、年間8,300万人

が訪れ、観光収入はGDPの7％に達します。また、20世紀初

頭以降、国際輸送の発展に重要な役割を担ってきました。フ

ランス人のHenri Farmanはパリ・ロンドン間を初めて飛行し

た民間航空機を設計し、それが後のAir Franceの設立につな

がっています。

現在、観光および輸送分野におけるグローバルリーダーと

してのフランスの地位を支えているのは、世界中に3,700も

のホテルを所有するAccordや、自動車のライドシェアサービ

スで急成長中のBlaBlaCarなどの企業です。

文化
EDITAGは、革新的テクノロジーを活用してフランス内外

のアート作品の保護に取り組む、フランス期待の新興企業で

す。同社が開発した小型のネット接続可能センサーは絵画や

彫刻に取り付けられ、盗難防止に役立っています。この革新

的ソリューションは、ハンブルクやデュッセルドルフの大手

美術館や、ベルリンのユダヤ博物館で採用されています。

嗜好品
フランス人の嗜好品好きは数世紀に及ぶ歴史があり、

今でも決して衰えることはありません。ワインやスピリッツ、

ファッション、香水、化粧品、ジュエリーなどで70ものブラ

ンドを抱えるLVMHをはじめ、企業が独自に育んできた職

人技（savoir-faire）により、フランス人と嗜好品との関係は

ますます強まっています。LVMHは専門のR&Dセンターを持

ち、卓越した専門技術を維持しています。その一つである

Cosmetic Valleyは、化粧品、嗜好品、香水に特化したハブセ

ンターです。

ファッションとコンテンポラリーデザイン
嗜好品、ファッション、コンテンポラリーデザインの世界に

は密接な関連があります。フランス風とは気品があって洗練さ

れていることを意味し、Philippe Starck, l’Oréal, Lacoste, 

Longchampといった有名ブランドに象徴されるフランス風

の生活スタイルに明確に表現されています。伝統に忠実であ

りながら大胆さも兼ね備えたこれらのブランドは、古典主義

と奇抜さを巧みにブレンドした典型であり、まさにフランス

の創造性を表しているといえます。

料理
フランス料理の素晴らしさは、古くから世界中で知られて

います。2010年にUNESCOはフランス独自の美食術を認

め、世界無形文化遺産として登録しました。そして2015年に

はHélène Darroze氏が、パリ、ロンドン、モスクワでの実績

が食通から高く評価され、「世界最優秀女性シェフ」に選ば

れました。また、日本文化をこよなく愛するThierry Marx氏

は現在、高度数千キロの上空を空輸しても風味の変わらな

い新たなフリーズドライ加工の開発に取り組んでいます。

革新の最前線にいる中小企業

現在、数千社に上るスタートアップ企業や中小企業が人々

を結びつけ、資源を保護し、日々の生活をより便利にする製

品、サービス、ソリューションの設計・開発・販売に取り組ん

でいます。こうした企業はフランスの新たな期待の星です。

こうした企業を集めた企業グループはFrench Techと呼ば

れており（ビジネスフランスも創設パートナーとして参加し

ました）、その多くはダイナミズムと創造性で顧客や市場を

驚嘆させ、惹きつけ、獲得し、海外で徐々に知名度が上がり

始めています。

今年1月にラスベガスで開かれたConsumer Electronics 

Showでは、Withings, Netatmo, Sen.se, Parrotが脚光を

浴び、専門家の注目を集めました。Cityzen Sciencesも同イ

ベントに参加し、「スマートファブリック」の地位を確立させ

ることに成功しました。

エネルギー分野では、Qarnot Computingがコンピュータ

の発する熱を暖房に利用するソリューションを開発しまし

た。通信・接続オブジェクトの分野では、Olivier Jeannel氏が

設立したRoger Voiceが、聴覚障害者のためのモバイル通信

サービスの開発に取り組んでいます。Adrien Suire氏が設立

したQivivoは、エネルギー使用量を制御できる接続サーモ

スタットを開発しました。Shy Shriqui氏とXavier Bringuet

氏のiFeelSmartは、テレビのインターフェースとサービスを

管理する革新的なユーザーインターフェースと総合ソフトウ

エアを提供しています。同社は2015年3月にロンドンで開か

れたTV Connect Awardsで、「Best TV Experience」賞を

受賞しました。さらに、2012年にJean-Baptiste Hironde氏

が設立したEdjingは、DJ向けのモバイルアプリがヒットし、

182カ国で2,500万人のユーザーが利用しています。これらの

成功を受け、Facebook、SAP、Intel、シスコ、サムソン、セー

ルスフォースなど世界の技術をリードする企業がフランス市

場でのプレゼンスを強化すると発表しています。 
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4位

位

位

1

2

ダイナミックな経済

開かれた市場

数字が物語る

世界のサービス輸出の
4.9％を占め世界第4位

外国企業から製造業への
投資は欧州第1位

2014年末時点の
対仏直接投資は7,290億ドルで
世界第7位

フランス人従業員の12％が
フランス国内に拠点を
持つ外国企業に勤める

フランスでのR&D投資の
27％を外国企業が占める

フランスの輸出の31％を
外国企業が占める

2015年のConsumer 
Electronics Show
（ラスベガス）での
国別出展企業数は第2位

世界のGDPの約32％を占める欧州・中近東・アフリカ（EMEA）地域の中心的存在

GDPは2兆8,470億ドルで
欧州第3位、世界第6位

外国人留学生の受入数は第4位

2014年の起業数は
42万社を超え、
そのうち22万社が
個人事業主

ストーリーや事例を通じてフランスが持つ活力や魅力について詳しくご説明していますが、
まとめとして、数字を見れば全体像がお分かりいただけると思います。
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41

6,8%
240 000

15 13
13

3

ユネスコ世界遺産
登録数41件

フィールズ賞
受賞者数13人は
国別で第2位

ノーベル医学賞
受賞者数13人

ノーベル文学
賞受賞者数
15人は国別で
最多

世界が認める文化・科学分野

教育と研究を最も重要視

インフラ完備

外国人留学生
24万人のうち
42％が理科系

25～34歳人口の44％が
高等教育を受けているGDPの6.8％が教育費

ノーベル経済学賞受賞者数は
1883年以降で3人
（1人は2014年に受賞）

従業員1,000人当たりの研究者数9.3人

道路および高速道路の
総延長1万1,000キロ

鉄道の総延長
3万キロ

内水の総延長
5,000キロ
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クリエイティブ・フランスのキャンペーンはどの
ように展開されるのか

クリエイティブ・フランスは、戦略とコミュニケーション資源

を整備しました。フランスの経済的イメージを周知する目的

で、写真や画像、数値、具体的な事例、成功ストーリー、キャン

ペーン・ウェブサイトのパーソナルアカウントが使用される予

定です。貿易と投資の潜在成長力を理由に日本を含む10カ

国が優先度の高い国として選ばれました。日本以外の国は、

米国、香港を含む中国、韓国、インド、ドイツ、英国、ブラジ

ル、アラブ首長国連邦（UAE）、シンガポールです。ハバス

社（Havas）がキャンペーンの実施に際しての実務を行い、

一部の国では現地パートナーの協力を仰ぎます。

クリエイティブ・フランスは、政府代表者、ビジネス界の

リーダー、メディア番組の司会者を前面に押し出し、全面的

な国際的キャンペーンを実施して、その影響を最大化させ

ます。登場する方々は、各居住国における私たちの「ミュー

ズ（女神たち）」であり、広報担当者でもあります。重要なメッ

セージをより広く伝えるため、各国での実施内容を計画し、

遂行する自由が与えられます。

コミュニケーション・キャンペーンを超えて：
フランスの新たな顔

フランスの大きな課題は、誤った概念を解消し、事実と

結果を反映したフランスの経済的イメージを再構築しつつ、

フランスが極めて近代的かつ創造的で、世界に門戸を広く開

いていることを示すことです。私たちは、欧州における事業

拡大を模索している全ての人に対し、フランスが最高の投資

対象であることをフランス独自の長所に基づいて示す必要

があります。

これらの目標を達成するため、コミュニケーション戦略

では「フランスの創造力」を周知することを目指します。こ

の「フランスの創造力」とは、既に世界的に知られている創

造性と、投資家が魅力を感じるその他の要素（自制心や詳

細へのこだわりなど、想像力と同様に確実ではあるがあまり

知られていない要素）との絶妙な組み合わせです。

キャンペーンの目的は、ハイテク技術、工業、ファッション、

料理、科学、アートといった分野での創造性とイノベーション

を示すフランスの取り組み事例や職人技を集め、スポットラ

イトを当てることです。フランスの創造性を示すフランス企

業であるか、私たちのアピールを確固たるものにしている外

国企業であるかにかかわらず、大手企業とスタートアップ企

業の両方に参加を呼び掛ける予定です。世界各国の大使も、

その経験を共有し、フランスが強力で意欲的で創造的である

というメッセージを伝えるために、参加いただく予定です。

フランスの経済的影響力を拡大させるこの一大キャンペー

ンの背景となるコンセプトは、2015年6月16日にパリで開催

されたフランス魅力向上委員会でフランソワ・オランド大統

領によって発表されました。同委員会は、創造性がフランス

経済の原動力として中心的な役割を果たすことを認識してお

り、フランスの強みである産業および経済のダイナミズム、

イノベーションの可能性、活気に満ちた芸術・文化を周知す

ることを目標としています。

このイニシアチブを日本で今展開する理由

フランスは、その創造的な可能性を周知し、経済的アピー

ルを強化するため、その大きな強みを活用する方針を明らか

にしています。これらの取り組みは、フランス貿易投資庁（ビ

ジネスフランス）が主導し、フランス「ブランド」に対する新

たな見方を提供する前例のない規模の宣伝キャンペーンを

通じ、世界のコミュニティに強力なシグナルを発信すること

になります。

    クリエイティブ・
    フランスはフランスの
     経済的ダイナミズムの
                             新たな顔

本キャンペーンを世界で共有すると決めた理由

その理由は以下の通りです。

1）フランスは創造的かつ大胆で、世界の技術革新の牽引役

として傑出しています。

2）創造性は心の状態の表れであり、フランスのアイデンティ

ティの中核的要素となっています。

3）フランスは、優れた教育、堅牢な産業、着想に富んだ文化

の恩恵を受け、海外でも名声を獲得している優秀な起業

家を生み出しています。

4）フランスの強みである職業訓練、インフラ、生産性、欧州

市場へのアクセス、回復基調にある経済成長、公的医療

制度、研究、教育、物流、費用効率の高いサービスなどを

アピールする絶好の機会です。

5）フランス経済には活力があり（経済規模は世界第6位）、

成功につながる事業環境を生み出すにはどうすればよい

かを知るフランス本来の姿を伝えるタイミングが今です。

L’Oréal, Airbus, Total, Michelin, Danonをはじめとする

フランスの大手企業は、業界における世界的なリーダー

になるために、こうした環境を活用してきました。

6）クリエイティブ・フランスは、献身的で忠誠心があり、有能

な男女で構成されています。フランスは、単位時間当たり

生産性が世界トップクラスにあることを誇りに思っていま

す。フランスの生産性が高い主な要因は、非常に優れた教

育にあります。フランスの教育費はGDPの7％近くに相当

し、国家予算の中でも最大の支出項目となっています。

7）フランスは発明力と創造力を効果的に結び付けていま

す。2014年には、フランスの研究者は7万1,000件以上の

特許を申請し、4万3,000件の特許が認められました。こ

れは世界で4番目に多い数です。特許は、自動車産業から

バイオテクノロジー、繊維、原子力産業まで全ての分野に

またがっています。

Rosa

Rosaは、2002年にBertin Nahum氏が設立したメドテッ

クが開発した、欧州、米国およびカナダで脳神経外科手術の

アシスタントとして承認された最初のロボットです。「脳の

GPS」として機能するように設計され、手術の安全性と信頼

性を高めています。Nahum氏はこの革新的なソリューション

によって、2012年に世界的に革新的なハイテク起業家の仲

間入りをしました。

Cédric Villani

Cédric Vil lani氏は、クロード・ベルナー・リヨン第1大学

（Université Claude Bernard）の数学科教授で、フランス

科学アカデミーの会員で、数学分野で最高の名誉であるフィ

ールズ賞を2010年に受賞しています。また、科学的な考え方

を一般市民に懇切丁寧に説明する、社会と関わりを持った

市民で、献身的な欧州人です。

42

42は、パリの17区に、Xavier Nie氏が設立した民間のコン

ピュータ教育学校です。同校は無料で、教育水準にかかわら

ず万人に向けて開放されており、今後5年間で1,000人の非

常に優秀な開発者を教育するという目的を達成するため、

24時間体制で教育を行っています。

Airbus

Airbusは航空産業の世界的なリーダーであり、世界最大

の旅客機で853名が搭乗でき、ニューヨークから香港までを

時速900kmでダイレクト飛行できるA380を含め、世界の旅

客機の半数以上を製造しています。

Airbus E-Fan

AirbusのE-Fanプロトタイプは、2011年に発表された電

気推進式航空機で、航空産業の新時代の先駆けとなってい

ます。E-Fanは、2014年に初飛行を、2015年には初の英仏

海峡横断飛行に成功しました。近い将来に量産開始が予定

されており、これが大型の電気飛行機の生産の第一歩となり

ます。今後20年で電気旅客機の生産を目標としています。

Thierry Marx

Thierry Marx氏は、分子ガストロノミーの専門家で、フラン

ス料理界のカリスマの1人です。ゴー・ミヨ（Gault & Millau）

では2006年に、「シェフ・オブ・ザ・イヤー」に選ばれました。

現在は、ミシュランの2つ星を獲得したマンダリン・オリエン

タル・パリの総料理長です。また活動的な市民でもあり、パ

リのメニルモンタン近くにレストランとパン職人の研修セン

ターを開設して、資格を持たない失業中の若者に無料の研

修を提供しています。

Edjing

EdjingはDJ用の無料人気モバイル・アプリで、iOS、アン

ドロイド、ウィンドウズで利用可能です。Jean-Baptiste 

Hironde氏とNicolas Dupré氏が生み出しました。2012年

に公開され、1年後にはグーグルのイノベーション・オブ・ザ・

イヤーに選ばれました。現在では182カ国で2,000万人以上

のユーザーが利用しています。

Safran

Safranは、SAGEMとSnecmaが合併で誕生した企業で、

航空、宇宙、防衛、セキュリティ業界の世界的なリーダーです。

50カ国以上で事業を展開し、6万9,000人の従業員のうち

20％が研究開発に従事しています。年間売上高の11％を研

究開発に使用しています。

Philippe Starck

Philippe Starck氏は、プロダクト、インテリア、建築、工業

デザインをリードする、フランスの創造性とグローバルな事

業展開を具現化している人物です。高品質で万人向けのエシ

カル（論理的）デザインの生産に、その想像力と才能を捧げ

ています。作品には、文化・レジャー複合施設であるアルオ

ンディガ・ビルバオ、イケアおよびラルドゥート（La Redoute）

とラギオール（Laguiole）向けのクリエイション、ニューヨー

クのパラマウント、さらにはパリ、リヨン、マルセイユ、イスタ

ンブールのママ・シェルター（ホテル）などがあります。

Hélène Darroze

Hélène Darroze氏は、2015年の「ワールド・ベスト・フィー

メイル・シェフ」の称号を獲得し、フランスの地方料理を自分

流にアレンジしています。パリ、ロンドン、モスクワでレスト

ランを経営し、出身地である南西部の慣習と子供時代の料

理に忠実ながらも、伝統とモダン、大胆さと洗練さを極めて

良好にブレンドした料理を提供しています。

様々なツールが支える国際的な戦略

クリエイティブ・フランスの世界的なコミュニケーション・

アプローチは、フランスとその強みを描写して周知するた

め、強力でインパクトのある創造的なコンセプトを確立する

ことを目的としています。

キャンペーンは当初フランスにとって潜在成長性が最も

高い10カ国で展開します。10カ国とは、英国、米国、ドイツ、

日本、中国、シンガポール、インド、ブラジル、UAE、韓国です。

●この意欲的なキャンペーンは、多くのさまざまな要素で

構成されています。

●私たちの重要なメッセージの伝達を目的とする、国際的な

メディアを対象とする大規模な取り組み。

●できるだけ多くの人にキャンペーンを見てもらい、評判が

普及するよう、SNSにおけるプレゼンスを中心に広告活動

を行い、デジタルコンテンツを提供する。

●地域社会および国際社会との交流を含む、キャンペーンの

全ての内容を掲載したキャンペーン・ウェブサイト。

●海外在住の全てのフランス人、特に大使に対し、世界経済に

影響を及ぼす意思決定者とコンタクトを取るよう要請する。

●経済会議や国際的な主要イベントに参加するよう計画を

策定する。

海外で事業を行う全ての企業は、その価値、特に倫理上の

観点において、ラベルのために設定された基準に合致する限

り、クリエイティブ・フランスのラベルの使用、表示、共有が

可能です。その承認は、キャンペーンへの注目度を高め、イン

パクトを強めると同時に、参加企業に対してラベルの大胆で

革新的なイメージをもたらす機会を提供します。

フランスを売り込むための
世界的キャンペーン
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クリエイティブ・フランスのキャンペーンはどの
ように展開されるのか

クリエイティブ・フランスは、戦略とコミュニケーション資源

を整備しました。フランスの経済的イメージを周知する目的

で、写真や画像、数値、具体的な事例、成功ストーリー、キャン

ペーン・ウェブサイトのパーソナルアカウントが使用される予

定です。貿易と投資の潜在成長力を理由に日本を含む10カ

国が優先度の高い国として選ばれました。日本以外の国は、

米国、香港を含む中国、韓国、インド、ドイツ、英国、ブラジ

ル、アラブ首長国連邦（UAE）、シンガポールです。ハバス

社（Havas）がキャンペーンの実施に際しての実務を行い、

一部の国では現地パートナーの協力を仰ぎます。

クリエイティブ・フランスは、政府代表者、ビジネス界の

リーダー、メディア番組の司会者を前面に押し出し、全面的

な国際的キャンペーンを実施して、その影響を最大化させ

ます。登場する方々は、各居住国における私たちの「ミュー

ズ（女神たち）」であり、広報担当者でもあります。重要なメッ

セージをより広く伝えるため、各国での実施内容を計画し、

遂行する自由が与えられます。

コミュニケーション・キャンペーンを超えて：
フランスの新たな顔

フランスの大きな課題は、誤った概念を解消し、事実と

結果を反映したフランスの経済的イメージを再構築しつつ、

フランスが極めて近代的かつ創造的で、世界に門戸を広く開

いていることを示すことです。私たちは、欧州における事業

拡大を模索している全ての人に対し、フランスが最高の投資

対象であることをフランス独自の長所に基づいて示す必要

があります。

これらの目標を達成するため、コミュニケーション戦略

では「フランスの創造力」を周知することを目指します。こ

の「フランスの創造力」とは、既に世界的に知られている創

造性と、投資家が魅力を感じるその他の要素（自制心や詳

細へのこだわりなど、想像力と同様に確実ではあるがあまり

知られていない要素）との絶妙な組み合わせです。

キャンペーンの目的は、ハイテク技術、工業、ファッション、

料理、科学、アートといった分野での創造性とイノベーション

を示すフランスの取り組み事例や職人技を集め、スポットラ

イトを当てることです。フランスの創造性を示すフランス企

業であるか、私たちのアピールを確固たるものにしている外

国企業であるかにかかわらず、大手企業とスタートアップ企

業の両方に参加を呼び掛ける予定です。世界各国の大使も、

その経験を共有し、フランスが強力で意欲的で創造的である

というメッセージを伝えるために、参加いただく予定です。

フランスの経済的影響力を拡大させるこの一大キャンペー

ンの背景となるコンセプトは、2015年6月16日にパリで開催

されたフランス魅力向上委員会でフランソワ・オランド大統

領によって発表されました。同委員会は、創造性がフランス

経済の原動力として中心的な役割を果たすことを認識してお

り、フランスの強みである産業および経済のダイナミズム、

イノベーションの可能性、活気に満ちた芸術・文化を周知す

ることを目標としています。

このイニシアチブを日本で今展開する理由

フランスは、その創造的な可能性を周知し、経済的アピー

ルを強化するため、その大きな強みを活用する方針を明らか

にしています。これらの取り組みは、フランス貿易投資庁（ビ

ジネスフランス）が主導し、フランス「ブランド」に対する新

たな見方を提供する前例のない規模の宣伝キャンペーンを

通じ、世界のコミュニティに強力なシグナルを発信すること

になります。

本キャンペーンを世界で共有すると決めた理由

その理由は以下の通りです。

1）フランスは創造的かつ大胆で、世界の技術革新の牽引役

として傑出しています。

2）創造性は心の状態の表れであり、フランスのアイデンティ

ティの中核的要素となっています。

3）フランスは、優れた教育、堅牢な産業、着想に富んだ文化

の恩恵を受け、海外でも名声を獲得している優秀な起業

家を生み出しています。

4）フランスの強みである職業訓練、インフラ、生産性、欧州

市場へのアクセス、回復基調にある経済成長、公的医療

制度、研究、教育、物流、費用効率の高いサービスなどを

アピールする絶好の機会です。

5）フランス経済には活力があり（経済規模は世界第6位）、

成功につながる事業環境を生み出すにはどうすればよい

かを知るフランス本来の姿を伝えるタイミングが今です。

L’Oréal, Airbus, Total, Michelin, Danonをはじめとする

フランスの大手企業は、業界における世界的なリーダー

になるために、こうした環境を活用してきました。

6）クリエイティブ・フランスは、献身的で忠誠心があり、有能

な男女で構成されています。フランスは、単位時間当たり

生産性が世界トップクラスにあることを誇りに思っていま

す。フランスの生産性が高い主な要因は、非常に優れた教

育にあります。フランスの教育費はGDPの7％近くに相当

し、国家予算の中でも最大の支出項目となっています。

7）フランスは発明力と創造力を効果的に結び付けていま

す。2014年には、フランスの研究者は7万1,000件以上の

特許を申請し、4万3,000件の特許が認められました。こ

れは世界で4番目に多い数です。特許は、自動車産業から

バイオテクノロジー、繊維、原子力産業まで全ての分野に

またがっています。

Rosa

Rosaは、2002年にBertin Nahum氏が設立したメドテッ

クが開発した、欧州、米国およびカナダで脳神経外科手術の

アシスタントとして承認された最初のロボットです。「脳の

GPS」として機能するように設計され、手術の安全性と信頼

性を高めています。Nahum氏はこの革新的なソリューション

によって、2012年に世界的に革新的なハイテク起業家の仲

間入りをしました。

Cédric Villani

Cédric Vil lani氏は、クロード・ベルナー・リヨン第1大学

（Université Claude Bernard）の数学科教授で、フランス

科学アカデミーの会員で、数学分野で最高の名誉であるフィ

ールズ賞を2010年に受賞しています。また、科学的な考え方

を一般市民に懇切丁寧に説明する、社会と関わりを持った

市民で、献身的な欧州人です。

42
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Airbus
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の旅客機で853名が搭乗でき、ニューヨークから香港までを
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現在は、ミシュランの2つ星を獲得したマンダリン・オリエン

タル・パリの総料理長です。また活動的な市民でもあり、パ

リのメニルモンタン近くにレストランとパン職人の研修セン

ターを開設して、資格を持たない失業中の若者に無料の研
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Safranは、SAGEMとSnecmaが合併で誕生した企業で、

航空、宇宙、防衛、セキュリティ業界の世界的なリーダーです。

50カ国以上で事業を展開し、6万9,000人の従業員のうち

20％が研究開発に従事しています。年間売上高の11％を研

究開発に使用しています。

Philippe Starck

Philippe Starck氏は、プロダクト、インテリア、建築、工業

デザインをリードする、フランスの創造性とグローバルな事

業展開を具現化している人物です。高品質で万人向けのエシ

カル（論理的）デザインの生産に、その想像力と才能を捧げ

ています。作品には、文化・レジャー複合施設であるアルオ

ンディガ・ビルバオ、イケアおよびラルドゥート（La Redoute）

とラギオール（Laguiole）向けのクリエイション、ニューヨー

クのパラマウント、さらにはパリ、リヨン、マルセイユ、イスタ

ンブールのママ・シェルター（ホテル）などがあります。

Hélène Darroze

Hélène Darroze氏は、2015年の「ワールド・ベスト・フィー

メイル・シェフ」の称号を獲得し、フランスの地方料理を自分

流にアレンジしています。パリ、ロンドン、モスクワでレスト

ランを経営し、出身地である南西部の慣習と子供時代の料

理に忠実ながらも、伝統とモダン、大胆さと洗練さを極めて

良好にブレンドした料理を提供しています。

様々なツールが支える国際的な戦略

クリエイティブ・フランスの世界的なコミュニケーション・

アプローチは、フランスとその強みを描写して周知するた

め、強力でインパクトのある創造的なコンセプトを確立する

ことを目的としています。

キャンペーンは当初フランスにとって潜在成長性が最も

高い10カ国で展開します。10カ国とは、英国、米国、ドイツ、

日本、中国、シンガポール、インド、ブラジル、UAE、韓国です。

●この意欲的なキャンペーンは、多くのさまざまな要素で

構成されています。

●私たちの重要なメッセージの伝達を目的とする、国際的な

メディアを対象とする大規模な取り組み。

●できるだけ多くの人にキャンペーンを見てもらい、評判が

普及するよう、SNSにおけるプレゼンスを中心に広告活動

を行い、デジタルコンテンツを提供する。

●地域社会および国際社会との交流を含む、キャンペーンの

全ての内容を掲載したキャンペーン・ウェブサイト。

●海外在住の全てのフランス人、特に大使に対し、世界経済に

影響を及ぼす意思決定者とコンタクトを取るよう要請する。

●経済会議や国際的な主要イベントに参加するよう計画を

策定する。

海外で事業を行う全ての企業は、その価値、特に倫理上の

観点において、ラベルのために設定された基準に合致する限

り、クリエイティブ・フランスのラベルの使用、表示、共有が

可能です。その承認は、キャンペーンへの注目度を高め、イン

パクトを強めると同時に、参加企業に対してラベルの大胆で

革新的なイメージをもたらす機会を提供します。
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クリエイティブ・フランスのキャンペーンはどの
ように展開されるのか

クリエイティブ・フランスは、戦略とコミュニケーション資源

を整備しました。フランスの経済的イメージを周知する目的

で、写真や画像、数値、具体的な事例、成功ストーリー、キャン

ペーン・ウェブサイトのパーソナルアカウントが使用される予

定です。貿易と投資の潜在成長力を理由に日本を含む10カ

国が優先度の高い国として選ばれました。日本以外の国は、

米国、香港を含む中国、韓国、インド、ドイツ、英国、ブラジ

ル、アラブ首長国連邦（UAE）、シンガポールです。ハバス

社（Havas）がキャンペーンの実施に際しての実務を行い、

一部の国では現地パートナーの協力を仰ぎます。

クリエイティブ・フランスは、政府代表者、ビジネス界の

リーダー、メディア番組の司会者を前面に押し出し、全面的

な国際的キャンペーンを実施して、その影響を最大化させ

ます。登場する方々は、各居住国における私たちの「ミュー

ズ（女神たち）」であり、広報担当者でもあります。重要なメッ

セージをより広く伝えるため、各国での実施内容を計画し、

遂行する自由が与えられます。

コミュニケーション・キャンペーンを超えて：
フランスの新たな顔

フランスの大きな課題は、誤った概念を解消し、事実と

結果を反映したフランスの経済的イメージを再構築しつつ、

フランスが極めて近代的かつ創造的で、世界に門戸を広く開

いていることを示すことです。私たちは、欧州における事業

拡大を模索している全ての人に対し、フランスが最高の投資

対象であることをフランス独自の長所に基づいて示す必要

があります。

これらの目標を達成するため、コミュニケーション戦略

では「フランスの創造力」を周知することを目指します。こ

の「フランスの創造力」とは、既に世界的に知られている創

造性と、投資家が魅力を感じるその他の要素（自制心や詳

細へのこだわりなど、想像力と同様に確実ではあるがあまり

知られていない要素）との絶妙な組み合わせです。
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料理、科学、アートといった分野での創造性とイノベーション

を示すフランスの取り組み事例や職人技を集め、スポットラ

イトを当てることです。フランスの創造性を示すフランス企

業であるか、私たちのアピールを確固たるものにしている外

国企業であるかにかかわらず、大手企業とスタートアップ企

業の両方に参加を呼び掛ける予定です。世界各国の大使も、

その経験を共有し、フランスが強力で意欲的で創造的である

というメッセージを伝えるために、参加いただく予定です。

フランスの経済的影響力を拡大させるこの一大キャンペー

ンの背景となるコンセプトは、2015年6月16日にパリで開催

されたフランス魅力向上委員会でフランソワ・オランド大統

領によって発表されました。同委員会は、創造性がフランス

経済の原動力として中心的な役割を果たすことを認識してお

り、フランスの強みである産業および経済のダイナミズム、

イノベーションの可能性、活気に満ちた芸術・文化を周知す

ることを目標としています。

このイニシアチブを日本で今展開する理由

フランスは、その創造的な可能性を周知し、経済的アピー

ルを強化するため、その大きな強みを活用する方針を明らか

にしています。これらの取り組みは、フランス貿易投資庁（ビ

ジネスフランス）が主導し、フランス「ブランド」に対する新

たな見方を提供する前例のない規模の宣伝キャンペーンを

通じ、世界のコミュニティに強力なシグナルを発信すること

になります。

本キャンペーンを世界で共有すると決めた理由

その理由は以下の通りです。

1）フランスは創造的かつ大胆で、世界の技術革新の牽引役

として傑出しています。

2）創造性は心の状態の表れであり、フランスのアイデンティ

ティの中核的要素となっています。

3）フランスは、優れた教育、堅牢な産業、着想に富んだ文化

の恩恵を受け、海外でも名声を獲得している優秀な起業

家を生み出しています。

4）フランスの強みである職業訓練、インフラ、生産性、欧州

市場へのアクセス、回復基調にある経済成長、公的医療

制度、研究、教育、物流、費用効率の高いサービスなどを

アピールする絶好の機会です。

5）フランス経済には活力があり（経済規模は世界第6位）、

成功につながる事業環境を生み出すにはどうすればよい

かを知るフランス本来の姿を伝えるタイミングが今です。

L’Oréal, Airbus, Total, Michelin, Danonをはじめとする

フランスの大手企業は、業界における世界的なリーダー

になるために、こうした環境を活用してきました。

6）クリエイティブ・フランスは、献身的で忠誠心があり、有能

な男女で構成されています。フランスは、単位時間当たり

生産性が世界トップクラスにあることを誇りに思っていま

す。フランスの生産性が高い主な要因は、非常に優れた教

育にあります。フランスの教育費はGDPの7％近くに相当

し、国家予算の中でも最大の支出項目となっています。

7）フランスは発明力と創造力を効果的に結び付けていま

す。2014年には、フランスの研究者は7万1,000件以上の

特許を申請し、4万3,000件の特許が認められました。こ

れは世界で4番目に多い数です。特許は、自動車産業から

バイオテクノロジー、繊維、原子力産業まで全ての分野に

またがっています。

Rosa

Rosaは、2002年にBertin Nahum氏が設立したメドテッ

クが開発した、欧州、米国およびカナダで脳神経外科手術の

アシスタントとして承認された最初のロボットです。「脳の

GPS」として機能するように設計され、手術の安全性と信頼

性を高めています。Nahum氏はこの革新的なソリューション

によって、2012年に世界的に革新的なハイテク起業家の仲

間入りをしました。

Cédric Villani

Cédric Vil lani氏は、クロード・ベルナー・リヨン第1大学

（Université Claude Bernard）の数学科教授で、フランス

科学アカデミーの会員で、数学分野で最高の名誉であるフィ

ールズ賞を2010年に受賞しています。また、科学的な考え方

を一般市民に懇切丁寧に説明する、社会と関わりを持った

市民で、献身的な欧州人です。

42

42は、パリの17区に、Xavier Nie氏が設立した民間のコン

ピュータ教育学校です。同校は無料で、教育水準にかかわら

ず万人に向けて開放されており、今後5年間で1,000人の非

常に優秀な開発者を教育するという目的を達成するため、

24時間体制で教育を行っています。

Airbus

Airbusは航空産業の世界的なリーダーであり、世界最大

の旅客機で853名が搭乗でき、ニューヨークから香港までを

時速900kmでダイレクト飛行できるA380を含め、世界の旅

客機の半数以上を製造しています。

Airbus E-Fan

AirbusのE-Fanプロトタイプは、2011年に発表された電

気推進式航空機で、航空産業の新時代の先駆けとなってい

ます。E-Fanは、2014年に初飛行を、2015年には初の英仏

海峡横断飛行に成功しました。近い将来に量産開始が予定

されており、これが大型の電気飛行機の生産の第一歩となり

ます。今後20年で電気旅客機の生産を目標としています。

Thierry Marx

Thierry Marx氏は、分子ガストロノミーの専門家で、フラン

ス料理界のカリスマの1人です。ゴー・ミヨ（Gault & Millau）

では2006年に、「シェフ・オブ・ザ・イヤー」に選ばれました。

現在は、ミシュランの2つ星を獲得したマンダリン・オリエン

タル・パリの総料理長です。また活動的な市民でもあり、パ

リのメニルモンタン近くにレストランとパン職人の研修セン

ターを開設して、資格を持たない失業中の若者に無料の研

修を提供しています。

Edjing

EdjingはDJ用の無料人気モバイル・アプリで、iOS、アン

ドロイド、ウィンドウズで利用可能です。Jean-Baptiste 

Hironde氏とNicolas Dupré氏が生み出しました。2012年

に公開され、1年後にはグーグルのイノベーション・オブ・ザ・

イヤーに選ばれました。現在では182カ国で2,000万人以上

のユーザーが利用しています。

Safran

Safranは、SAGEMとSnecmaが合併で誕生した企業で、

航空、宇宙、防衛、セキュリティ業界の世界的なリーダーです。

50カ国以上で事業を展開し、6万9,000人の従業員のうち

20％が研究開発に従事しています。年間売上高の11％を研

究開発に使用しています。

Philippe Starck

Philippe Starck氏は、プロダクト、インテリア、建築、工業

デザインをリードする、フランスの創造性とグローバルな事

業展開を具現化している人物です。高品質で万人向けのエシ

カル（論理的）デザインの生産に、その想像力と才能を捧げ

ています。作品には、文化・レジャー複合施設であるアルオ

ンディガ・ビルバオ、イケアおよびラルドゥート（La Redoute）

とラギオール（Laguiole）向けのクリエイション、ニューヨー

クのパラマウント、さらにはパリ、リヨン、マルセイユ、イスタ

ンブールのママ・シェルター（ホテル）などがあります。

Hélène Darroze

Hélène Darroze氏は、2015年の「ワールド・ベスト・フィー

メイル・シェフ」の称号を獲得し、フランスの地方料理を自分

流にアレンジしています。パリ、ロンドン、モスクワでレスト

ランを経営し、出身地である南西部の慣習と子供時代の料

理に忠実ながらも、伝統とモダン、大胆さと洗練さを極めて

良好にブレンドした料理を提供しています。

様々なツールが支える国際的な戦略

クリエイティブ・フランスの世界的なコミュニケーション・

アプローチは、フランスとその強みを描写して周知するた

め、強力でインパクトのある創造的なコンセプトを確立する

ことを目的としています。

キャンペーンは当初フランスにとって潜在成長性が最も

高い10カ国で展開します。10カ国とは、英国、米国、ドイツ、

日本、中国、シンガポール、インド、ブラジル、UAE、韓国です。

●この意欲的なキャンペーンは、多くのさまざまな要素で

構成されています。

●私たちの重要なメッセージの伝達を目的とする、国際的な

メディアを対象とする大規模な取り組み。

●できるだけ多くの人にキャンペーンを見てもらい、評判が

普及するよう、SNSにおけるプレゼンスを中心に広告活動

を行い、デジタルコンテンツを提供する。

●地域社会および国際社会との交流を含む、キャンペーンの

全ての内容を掲載したキャンペーン・ウェブサイト。

●海外在住の全てのフランス人、特に大使に対し、世界経済に

影響を及ぼす意思決定者とコンタクトを取るよう要請する。

●経済会議や国際的な主要イベントに参加するよう計画を

策定する。

海外で事業を行う全ての企業は、その価値、特に倫理上の

観点において、ラベルのために設定された基準に合致する限

り、クリエイティブ・フランスのラベルの使用、表示、共有が

可能です。その承認は、キャンペーンへの注目度を高め、イン

パクトを強めると同時に、参加企業に対してラベルの大胆で

革新的なイメージをもたらす機会を提供します。
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クリエイティブ・フランスのキャンペーンはどの
ように展開されるのか

クリエイティブ・フランスは、戦略とコミュニケーション資源

を整備しました。フランスの経済的イメージを周知する目的

で、写真や画像、数値、具体的な事例、成功ストーリー、キャン

ペーン・ウェブサイトのパーソナルアカウントが使用される予

定です。貿易と投資の潜在成長力を理由に日本を含む10カ

国が優先度の高い国として選ばれました。日本以外の国は、

米国、香港を含む中国、韓国、インド、ドイツ、英国、ブラジ

ル、アラブ首長国連邦（UAE）、シンガポールです。ハバス

社（Havas）がキャンペーンの実施に際しての実務を行い、

一部の国では現地パートナーの協力を仰ぎます。

クリエイティブ・フランスは、政府代表者、ビジネス界の

リーダー、メディア番組の司会者を前面に押し出し、全面的

な国際的キャンペーンを実施して、その影響を最大化させ

ます。登場する方々は、各居住国における私たちの「ミュー

ズ（女神たち）」であり、広報担当者でもあります。重要なメッ

セージをより広く伝えるため、各国での実施内容を計画し、

遂行する自由が与えられます。

コミュニケーション・キャンペーンを超えて：
フランスの新たな顔

フランスの大きな課題は、誤った概念を解消し、事実と

結果を反映したフランスの経済的イメージを再構築しつつ、

フランスが極めて近代的かつ創造的で、世界に門戸を広く開

いていることを示すことです。私たちは、欧州における事業

拡大を模索している全ての人に対し、フランスが最高の投資

対象であることをフランス独自の長所に基づいて示す必要

があります。

これらの目標を達成するため、コミュニケーション戦略

では「フランスの創造力」を周知することを目指します。こ

の「フランスの創造力」とは、既に世界的に知られている創

造性と、投資家が魅力を感じるその他の要素（自制心や詳

細へのこだわりなど、想像力と同様に確実ではあるがあまり

知られていない要素）との絶妙な組み合わせです。

キャンペーンの目的は、ハイテク技術、工業、ファッション、

料理、科学、アートといった分野での創造性とイノベーション

を示すフランスの取り組み事例や職人技を集め、スポットラ

イトを当てることです。フランスの創造性を示すフランス企

業であるか、私たちのアピールを確固たるものにしている外

国企業であるかにかかわらず、大手企業とスタートアップ企

業の両方に参加を呼び掛ける予定です。世界各国の大使も、

その経験を共有し、フランスが強力で意欲的で創造的である

というメッセージを伝えるために、参加いただく予定です。

フランスの経済的影響力を拡大させるこの一大キャンペー

ンの背景となるコンセプトは、2015年6月16日にパリで開催

されたフランス魅力向上委員会でフランソワ・オランド大統

領によって発表されました。同委員会は、創造性がフランス

経済の原動力として中心的な役割を果たすことを認識してお

り、フランスの強みである産業および経済のダイナミズム、

イノベーションの可能性、活気に満ちた芸術・文化を周知す

ることを目標としています。

このイニシアチブを日本で今展開する理由

フランスは、その創造的な可能性を周知し、経済的アピー

ルを強化するため、その大きな強みを活用する方針を明らか

にしています。これらの取り組みは、フランス貿易投資庁（ビ

ジネスフランス）が主導し、フランス「ブランド」に対する新

たな見方を提供する前例のない規模の宣伝キャンペーンを

通じ、世界のコミュニティに強力なシグナルを発信すること

になります。

本キャンペーンを世界で共有すると決めた理由

その理由は以下の通りです。

1）フランスは創造的かつ大胆で、世界の技術革新の牽引役

として傑出しています。

2）創造性は心の状態の表れであり、フランスのアイデンティ

ティの中核的要素となっています。

3）フランスは、優れた教育、堅牢な産業、着想に富んだ文化

の恩恵を受け、海外でも名声を獲得している優秀な起業

家を生み出しています。

4）フランスの強みである職業訓練、インフラ、生産性、欧州

市場へのアクセス、回復基調にある経済成長、公的医療

制度、研究、教育、物流、費用効率の高いサービスなどを

アピールする絶好の機会です。

5）フランス経済には活力があり（経済規模は世界第6位）、

成功につながる事業環境を生み出すにはどうすればよい

かを知るフランス本来の姿を伝えるタイミングが今です。

L’Oréal, Airbus, Total, Michelin, Danonをはじめとする

フランスの大手企業は、業界における世界的なリーダー

になるために、こうした環境を活用してきました。

6）クリエイティブ・フランスは、献身的で忠誠心があり、有能

な男女で構成されています。フランスは、単位時間当たり

生産性が世界トップクラスにあることを誇りに思っていま

す。フランスの生産性が高い主な要因は、非常に優れた教

育にあります。フランスの教育費はGDPの7％近くに相当

し、国家予算の中でも最大の支出項目となっています。

7）フランスは発明力と創造力を効果的に結び付けていま

す。2014年には、フランスの研究者は7万1,000件以上の

特許を申請し、4万3,000件の特許が認められました。こ

れは世界で4番目に多い数です。特許は、自動車産業から

バイオテクノロジー、繊維、原子力産業まで全ての分野に

またがっています。

Rosa

Rosaは、2002年にBertin Nahum氏が設立したメドテッ

クが開発した、欧州、米国およびカナダで脳神経外科手術の

アシスタントとして承認された最初のロボットです。「脳の

GPS」として機能するように設計され、手術の安全性と信頼

性を高めています。Nahum氏はこの革新的なソリューション

によって、2012年に世界的に革新的なハイテク起業家の仲

間入りをしました。

Cédric Villani

Cédric Vil lani氏は、クロード・ベルナー・リヨン第1大学

（Université Claude Bernard）の数学科教授で、フランス

科学アカデミーの会員で、数学分野で最高の名誉であるフィ

ールズ賞を2010年に受賞しています。また、科学的な考え方

を一般市民に懇切丁寧に説明する、社会と関わりを持った

市民で、献身的な欧州人です。

42

42は、パリの17区に、Xavier Nie氏が設立した民間のコン

ピュータ教育学校です。同校は無料で、教育水準にかかわら

ず万人に向けて開放されており、今後5年間で1,000人の非

常に優秀な開発者を教育するという目的を達成するため、

24時間体制で教育を行っています。

Airbus

Airbusは航空産業の世界的なリーダーであり、世界最大

の旅客機で853名が搭乗でき、ニューヨークから香港までを

時速900kmでダイレクト飛行できるA380を含め、世界の旅

客機の半数以上を製造しています。

Airbus E-Fan

AirbusのE-Fanプロトタイプは、2011年に発表された電

気推進式航空機で、航空産業の新時代の先駆けとなってい

ます。E-Fanは、2014年に初飛行を、2015年には初の英仏

海峡横断飛行に成功しました。近い将来に量産開始が予定

されており、これが大型の電気飛行機の生産の第一歩となり

ます。今後20年で電気旅客機の生産を目標としています。

Thierry Marx

Thierry Marx氏は、分子ガストロノミーの専門家で、フラン

ス料理界のカリスマの1人です。ゴー・ミヨ（Gault & Millau）

では2006年に、「シェフ・オブ・ザ・イヤー」に選ばれました。

現在は、ミシュランの2つ星を獲得したマンダリン・オリエン

タル・パリの総料理長です。また活動的な市民でもあり、パ

リのメニルモンタン近くにレストランとパン職人の研修セン

ターを開設して、資格を持たない失業中の若者に無料の研

修を提供しています。

Edjing

EdjingはDJ用の無料人気モバイル・アプリで、iOS、アン

ドロイド、ウィンドウズで利用可能です。Jean-Baptiste 

Hironde氏とNicolas Dupré氏が生み出しました。2012年

に公開され、1年後にはグーグルのイノベーション・オブ・ザ・

イヤーに選ばれました。現在では182カ国で2,000万人以上

のユーザーが利用しています。

Safran

Safranは、SAGEMとSnecmaが合併で誕生した企業で、

航空、宇宙、防衛、セキュリティ業界の世界的なリーダーです。

50カ国以上で事業を展開し、6万9,000人の従業員のうち

20％が研究開発に従事しています。年間売上高の11％を研

究開発に使用しています。

Philippe Starck

Philippe Starck氏は、プロダクト、インテリア、建築、工業

デザインをリードする、フランスの創造性とグローバルな事

業展開を具現化している人物です。高品質で万人向けのエシ

カル（論理的）デザインの生産に、その想像力と才能を捧げ

ています。作品には、文化・レジャー複合施設であるアルオ

ンディガ・ビルバオ、イケアおよびラルドゥート（La Redoute）

とラギオール（Laguiole）向けのクリエイション、ニューヨー

クのパラマウント、さらにはパリ、リヨン、マルセイユ、イスタ

ンブールのママ・シェルター（ホテル）などがあります。

Hélène Darroze

Hélène Darroze氏は、2015年の「ワールド・ベスト・フィー

メイル・シェフ」の称号を獲得し、フランスの地方料理を自分

流にアレンジしています。パリ、ロンドン、モスクワでレスト

ランを経営し、出身地である南西部の慣習と子供時代の料

理に忠実ながらも、伝統とモダン、大胆さと洗練さを極めて

良好にブレンドした料理を提供しています。

様々なツールが支える国際的な戦略

クリエイティブ・フランスの世界的なコミュニケーション・

アプローチは、フランスとその強みを描写して周知するた

め、強力でインパクトのある創造的なコンセプトを確立する

ことを目的としています。

キャンペーンは当初フランスにとって潜在成長性が最も

高い10カ国で展開します。10カ国とは、英国、米国、ドイツ、

日本、中国、シンガポール、インド、ブラジル、UAE、韓国です。

●この意欲的なキャンペーンは、多くのさまざまな要素で

構成されています。

●私たちの重要なメッセージの伝達を目的とする、国際的な

メディアを対象とする大規模な取り組み。

●できるだけ多くの人にキャンペーンを見てもらい、評判が

普及するよう、SNSにおけるプレゼンスを中心に広告活動

を行い、デジタルコンテンツを提供する。

●地域社会および国際社会との交流を含む、キャンペーンの

全ての内容を掲載したキャンペーン・ウェブサイト。

●海外在住の全てのフランス人、特に大使に対し、世界経済に

影響を及ぼす意思決定者とコンタクトを取るよう要請する。

●経済会議や国際的な主要イベントに参加するよう計画を

策定する。

海外で事業を行う全ての企業は、その価値、特に倫理上の

観点において、ラベルのために設定された基準に合致する限

り、クリエイティブ・フランスのラベルの使用、表示、共有が

可能です。その承認は、キャンペーンへの注目度を高め、イン

パクトを強めると同時に、参加企業に対してラベルの大胆で

革新的なイメージをもたらす機会を提供します。
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クリエイティブ・フランスのキャンペーンはどの
ように展開されるのか

クリエイティブ・フランスは、戦略とコミュニケーション資源

を整備しました。フランスの経済的イメージを周知する目的

で、写真や画像、数値、具体的な事例、成功ストーリー、キャン

ペーン・ウェブサイトのパーソナルアカウントが使用される予

定です。貿易と投資の潜在成長力を理由に日本を含む10カ

国が優先度の高い国として選ばれました。日本以外の国は、

米国、香港を含む中国、韓国、インド、ドイツ、英国、ブラジ

ル、アラブ首長国連邦（UAE）、シンガポールです。ハバス

社（Havas）がキャンペーンの実施に際しての実務を行い、

一部の国では現地パートナーの協力を仰ぎます。

クリエイティブ・フランスは、政府代表者、ビジネス界の

リーダー、メディア番組の司会者を前面に押し出し、全面的

な国際的キャンペーンを実施して、その影響を最大化させ

ます。登場する方々は、各居住国における私たちの「ミュー

ズ（女神たち）」であり、広報担当者でもあります。重要なメッ

セージをより広く伝えるため、各国での実施内容を計画し、

遂行する自由が与えられます。

コミュニケーション・キャンペーンを超えて：
フランスの新たな顔

フランスの大きな課題は、誤った概念を解消し、事実と

結果を反映したフランスの経済的イメージを再構築しつつ、

フランスが極めて近代的かつ創造的で、世界に門戸を広く開

いていることを示すことです。私たちは、欧州における事業

拡大を模索している全ての人に対し、フランスが最高の投資

対象であることをフランス独自の長所に基づいて示す必要

があります。

これらの目標を達成するため、コミュニケーション戦略

では「フランスの創造力」を周知することを目指します。こ

の「フランスの創造力」とは、既に世界的に知られている創

造性と、投資家が魅力を感じるその他の要素（自制心や詳

細へのこだわりなど、想像力と同様に確実ではあるがあまり

知られていない要素）との絶妙な組み合わせです。

キャンペーンの目的は、ハイテク技術、工業、ファッション、

料理、科学、アートといった分野での創造性とイノベーション

を示すフランスの取り組み事例や職人技を集め、スポットラ

イトを当てることです。フランスの創造性を示すフランス企

業であるか、私たちのアピールを確固たるものにしている外

国企業であるかにかかわらず、大手企業とスタートアップ企

業の両方に参加を呼び掛ける予定です。世界各国の大使も、

その経験を共有し、フランスが強力で意欲的で創造的である

というメッセージを伝えるために、参加いただく予定です。

フランスの経済的影響力を拡大させるこの一大キャンペー

ンの背景となるコンセプトは、2015年6月16日にパリで開催

されたフランス魅力向上委員会でフランソワ・オランド大統

領によって発表されました。同委員会は、創造性がフランス

経済の原動力として中心的な役割を果たすことを認識してお

り、フランスの強みである産業および経済のダイナミズム、

イノベーションの可能性、活気に満ちた芸術・文化を周知す

ることを目標としています。

このイニシアチブを日本で今展開する理由

フランスは、その創造的な可能性を周知し、経済的アピー

ルを強化するため、その大きな強みを活用する方針を明らか

にしています。これらの取り組みは、フランス貿易投資庁（ビ

ジネスフランス）が主導し、フランス「ブランド」に対する新

たな見方を提供する前例のない規模の宣伝キャンペーンを

通じ、世界のコミュニティに強力なシグナルを発信すること

になります。

本キャンペーンを世界で共有すると決めた理由

その理由は以下の通りです。

1）フランスは創造的かつ大胆で、世界の技術革新の牽引役

として傑出しています。

2）創造性は心の状態の表れであり、フランスのアイデンティ

ティの中核的要素となっています。

3）フランスは、優れた教育、堅牢な産業、着想に富んだ文化

の恩恵を受け、海外でも名声を獲得している優秀な起業

家を生み出しています。

4）フランスの強みである職業訓練、インフラ、生産性、欧州

市場へのアクセス、回復基調にある経済成長、公的医療

制度、研究、教育、物流、費用効率の高いサービスなどを

アピールする絶好の機会です。

5）フランス経済には活力があり（経済規模は世界第6位）、

成功につながる事業環境を生み出すにはどうすればよい

かを知るフランス本来の姿を伝えるタイミングが今です。

L’Oréal, Airbus, Total, Michelin, Danonをはじめとする

フランスの大手企業は、業界における世界的なリーダー

になるために、こうした環境を活用してきました。

6）クリエイティブ・フランスは、献身的で忠誠心があり、有能

な男女で構成されています。フランスは、単位時間当たり

生産性が世界トップクラスにあることを誇りに思っていま

す。フランスの生産性が高い主な要因は、非常に優れた教

育にあります。フランスの教育費はGDPの7％近くに相当

し、国家予算の中でも最大の支出項目となっています。

7）フランスは発明力と創造力を効果的に結び付けていま

す。2014年には、フランスの研究者は7万1,000件以上の

特許を申請し、4万3,000件の特許が認められました。こ

れは世界で4番目に多い数です。特許は、自動車産業から

バイオテクノロジー、繊維、原子力産業まで全ての分野に

またがっています。

Rosa

Rosaは、2002年にBertin Nahum氏が設立したメドテッ

クが開発した、欧州、米国およびカナダで脳神経外科手術の

アシスタントとして承認された最初のロボットです。「脳の

GPS」として機能するように設計され、手術の安全性と信頼

性を高めています。Nahum氏はこの革新的なソリューション

によって、2012年に世界的に革新的なハイテク起業家の仲

間入りをしました。

Cédric Villani

Cédric Vil lani氏は、クロード・ベルナー・リヨン第1大学

（Université Claude Bernard）の数学科教授で、フランス

科学アカデミーの会員で、数学分野で最高の名誉であるフィ

ールズ賞を2010年に受賞しています。また、科学的な考え方

を一般市民に懇切丁寧に説明する、社会と関わりを持った

市民で、献身的な欧州人です。

42

42は、パリの17区に、Xavier Nie氏が設立した民間のコン

ピュータ教育学校です。同校は無料で、教育水準にかかわら

ず万人に向けて開放されており、今後5年間で1,000人の非

常に優秀な開発者を教育するという目的を達成するため、

24時間体制で教育を行っています。

Airbus

Airbusは航空産業の世界的なリーダーであり、世界最大

の旅客機で853名が搭乗でき、ニューヨークから香港までを

時速900kmでダイレクト飛行できるA380を含め、世界の旅

客機の半数以上を製造しています。

Airbus E-Fan

AirbusのE-Fanプロトタイプは、2011年に発表された電

気推進式航空機で、航空産業の新時代の先駆けとなってい

ます。E-Fanは、2014年に初飛行を、2015年には初の英仏

海峡横断飛行に成功しました。近い将来に量産開始が予定

されており、これが大型の電気飛行機の生産の第一歩となり

ます。今後20年で電気旅客機の生産を目標としています。

Thierry Marx

Thierry Marx氏は、分子ガストロノミーの専門家で、フラン

ス料理界のカリスマの1人です。ゴー・ミヨ（Gault & Millau）

では2006年に、「シェフ・オブ・ザ・イヤー」に選ばれました。

現在は、ミシュランの2つ星を獲得したマンダリン・オリエン

タル・パリの総料理長です。また活動的な市民でもあり、パ

リのメニルモンタン近くにレストランとパン職人の研修セン

ターを開設して、資格を持たない失業中の若者に無料の研

修を提供しています。

Edjing

EdjingはDJ用の無料人気モバイル・アプリで、iOS、アン

ドロイド、ウィンドウズで利用可能です。Jean-Baptiste 

Hironde氏とNicolas Dupré氏が生み出しました。2012年

に公開され、1年後にはグーグルのイノベーション・オブ・ザ・

イヤーに選ばれました。現在では182カ国で2,000万人以上

のユーザーが利用しています。

Safran

Safranは、SAGEMとSnecmaが合併で誕生した企業で、

航空、宇宙、防衛、セキュリティ業界の世界的なリーダーです。

50カ国以上で事業を展開し、6万9,000人の従業員のうち

20％が研究開発に従事しています。年間売上高の11％を研

究開発に使用しています。

Philippe Starck

Philippe Starck氏は、プロダクト、インテリア、建築、工業

デザインをリードする、フランスの創造性とグローバルな事

業展開を具現化している人物です。高品質で万人向けのエシ

カル（論理的）デザインの生産に、その想像力と才能を捧げ

ています。作品には、文化・レジャー複合施設であるアルオ

ンディガ・ビルバオ、イケアおよびラルドゥート（La Redoute）

とラギオール（Laguiole）向けのクリエイション、ニューヨー

クのパラマウント、さらにはパリ、リヨン、マルセイユ、イスタ

ンブールのママ・シェルター（ホテル）などがあります。

Hélène Darroze

Hélène Darroze氏は、2015年の「ワールド・ベスト・フィー

メイル・シェフ」の称号を獲得し、フランスの地方料理を自分

流にアレンジしています。パリ、ロンドン、モスクワでレスト

ランを経営し、出身地である南西部の慣習と子供時代の料

理に忠実ながらも、伝統とモダン、大胆さと洗練さを極めて

良好にブレンドした料理を提供しています。

様々なツールが支える国際的な戦略

クリエイティブ・フランスの世界的なコミュニケーション・

アプローチは、フランスとその強みを描写して周知するた

め、強力でインパクトのある創造的なコンセプトを確立する

ことを目的としています。

キャンペーンは当初フランスにとって潜在成長性が最も

高い10カ国で展開します。10カ国とは、英国、米国、ドイツ、

日本、中国、シンガポール、インド、ブラジル、UAE、韓国です。

●この意欲的なキャンペーンは、多くのさまざまな要素で

構成されています。

●私たちの重要なメッセージの伝達を目的とする、国際的な

メディアを対象とする大規模な取り組み。

●できるだけ多くの人にキャンペーンを見てもらい、評判が

普及するよう、SNSにおけるプレゼンスを中心に広告活動

を行い、デジタルコンテンツを提供する。

●地域社会および国際社会との交流を含む、キャンペーンの

全ての内容を掲載したキャンペーン・ウェブサイト。

●海外在住の全てのフランス人、特に大使に対し、世界経済に

影響を及ぼす意思決定者とコンタクトを取るよう要請する。

●経済会議や国際的な主要イベントに参加するよう計画を

策定する。

海外で事業を行う全ての企業は、その価値、特に倫理上の

観点において、ラベルのために設定された基準に合致する限

り、クリエイティブ・フランスのラベルの使用、表示、共有が

可能です。その承認は、キャンペーンへの注目度を高め、イン

パクトを強めると同時に、参加企業に対してラベルの大胆で

革新的なイメージをもたらす機会を提供します。

     キャンペーンのインパクトを  
      高めるように設計された
クリエイティブ・フランス
                               の「ラベル」
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いていることを示すことです。私たちは、欧州における事業

拡大を模索している全ての人に対し、フランスが最高の投資

対象であることをフランス独自の長所に基づいて示す必要

があります。

これらの目標を達成するため、コミュニケーション戦略

では「フランスの創造力」を周知することを目指します。こ

の「フランスの創造力」とは、既に世界的に知られている創

造性と、投資家が魅力を感じるその他の要素（自制心や詳

細へのこだわりなど、想像力と同様に確実ではあるがあまり
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を示すフランスの取り組み事例や職人技を集め、スポットラ
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国企業であるかにかかわらず、大手企業とスタートアップ企
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その経験を共有し、フランスが強力で意欲的で創造的である

というメッセージを伝えるために、参加いただく予定です。
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す。2014年には、フランスの研究者は7万1,000件以上の

特許を申請し、4万3,000件の特許が認められました。こ

れは世界で4番目に多い数です。特許は、自動車産業から

バイオテクノロジー、繊維、原子力産業まで全ての分野に

またがっています。

Rosa

Rosaは、2002年にBertin Nahum氏が設立したメドテッ

クが開発した、欧州、米国およびカナダで脳神経外科手術の

アシスタントとして承認された最初のロボットです。「脳の

GPS」として機能するように設計され、手術の安全性と信頼

性を高めています。Nahum氏はこの革新的なソリューション

によって、2012年に世界的に革新的なハイテク起業家の仲

間入りをしました。

Cédric Villani

Cédric Vil lani氏は、クロード・ベルナー・リヨン第1大学

（Université Claude Bernard）の数学科教授で、フランス

科学アカデミーの会員で、数学分野で最高の名誉であるフィ

ールズ賞を2010年に受賞しています。また、科学的な考え方

を一般市民に懇切丁寧に説明する、社会と関わりを持った

市民で、献身的な欧州人です。
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42は、パリの17区に、Xavier Nie氏が設立した民間のコン

ピュータ教育学校です。同校は無料で、教育水準にかかわら

ず万人に向けて開放されており、今後5年間で1,000人の非

常に優秀な開発者を教育するという目的を達成するため、

24時間体制で教育を行っています。

Airbus

Airbusは航空産業の世界的なリーダーであり、世界最大

の旅客機で853名が搭乗でき、ニューヨークから香港までを

時速900kmでダイレクト飛行できるA380を含め、世界の旅

客機の半数以上を製造しています。

Airbus E-Fan

AirbusのE-Fanプロトタイプは、2011年に発表された電

気推進式航空機で、航空産業の新時代の先駆けとなってい

ます。E-Fanは、2014年に初飛行を、2015年には初の英仏

海峡横断飛行に成功しました。近い将来に量産開始が予定

されており、これが大型の電気飛行機の生産の第一歩となり

ます。今後20年で電気旅客機の生産を目標としています。

Thierry Marx

Thierry Marx氏は、分子ガストロノミーの専門家で、フラン

ス料理界のカリスマの1人です。ゴー・ミヨ（Gault & Millau）

では2006年に、「シェフ・オブ・ザ・イヤー」に選ばれました。

現在は、ミシュランの2つ星を獲得したマンダリン・オリエン

タル・パリの総料理長です。また活動的な市民でもあり、パ

リのメニルモンタン近くにレストランとパン職人の研修セン

ターを開設して、資格を持たない失業中の若者に無料の研

修を提供しています。

Edjing

EdjingはDJ用の無料人気モバイル・アプリで、iOS、アン

ドロイド、ウィンドウズで利用可能です。Jean-Baptiste 

Hironde氏とNicolas Dupré氏が生み出しました。2012年

に公開され、1年後にはグーグルのイノベーション・オブ・ザ・

イヤーに選ばれました。現在では182カ国で2,000万人以上

のユーザーが利用しています。

Safran

Safranは、SAGEMとSnecmaが合併で誕生した企業で、

航空、宇宙、防衛、セキュリティ業界の世界的なリーダーです。

50カ国以上で事業を展開し、6万9,000人の従業員のうち

20％が研究開発に従事しています。年間売上高の11％を研

究開発に使用しています。

Philippe Starck

Philippe Starck氏は、プロダクト、インテリア、建築、工業

デザインをリードする、フランスの創造性とグローバルな事

業展開を具現化している人物です。高品質で万人向けのエシ

カル（論理的）デザインの生産に、その想像力と才能を捧げ

ています。作品には、文化・レジャー複合施設であるアルオ

ンディガ・ビルバオ、イケアおよびラルドゥート（La Redoute）

とラギオール（Laguiole）向けのクリエイション、ニューヨー

クのパラマウント、さらにはパリ、リヨン、マルセイユ、イスタ

ンブールのママ・シェルター（ホテル）などがあります。

Hélène Darroze

Hélène Darroze氏は、2015年の「ワールド・ベスト・フィー

メイル・シェフ」の称号を獲得し、フランスの地方料理を自分

流にアレンジしています。パリ、ロンドン、モスクワでレスト

ランを経営し、出身地である南西部の慣習と子供時代の料

理に忠実ながらも、伝統とモダン、大胆さと洗練さを極めて

良好にブレンドした料理を提供しています。

様々なツールが支える国際的な戦略

クリエイティブ・フランスの世界的なコミュニケーション・

アプローチは、フランスとその強みを描写して周知するた

め、強力でインパクトのある創造的なコンセプトを確立する

ことを目的としています。

キャンペーンは当初フランスにとって潜在成長性が最も

高い10カ国で展開します。10カ国とは、英国、米国、ドイツ、

日本、中国、シンガポール、インド、ブラジル、UAE、韓国です。

●この意欲的なキャンペーンは、多くのさまざまな要素で

構成されています。

●私たちの重要なメッセージの伝達を目的とする、国際的な

メディアを対象とする大規模な取り組み。

●できるだけ多くの人にキャンペーンを見てもらい、評判が

普及するよう、SNSにおけるプレゼンスを中心に広告活動

を行い、デジタルコンテンツを提供する。

●地域社会および国際社会との交流を含む、キャンペーンの

全ての内容を掲載したキャンペーン・ウェブサイト。

●海外在住の全てのフランス人、特に大使に対し、世界経済に

影響を及ぼす意思決定者とコンタクトを取るよう要請する。

●経済会議や国際的な主要イベントに参加するよう計画を

策定する。

クリエイティブ・フランスのために日本で使用するのに私た

ちが選んだ図案は、各分野の先駆者となった企業や個人を

示しています。それには、電気を動力源にするために特別に

開発されたAirbus Groupの電気飛行機E-Fanも含まれてい

ます。これは、電気駆動を航空産業に導入した初の試みであ

り、環境に優しい航空産業をリードするものです。Medtech

のロボットであるRosaは「脳のGPS」と称され、欧州と北米

で脳神経外科手術に承認された最初で唯一の医療用ロボッ

トです。ロボットのアームが人の腕の動きを再現するという

Rosaの先端的能力が、私たちの図案で目立つように描かれ

ています。数学者のCédric Villani氏は、フランスの創造的個

人の一人として示されるでしょう。同氏の数学に対する熱意

は、アートと科学の創造的なリンクを示しています。最後に

Xavier Niel氏は、42と呼ばれる画期的なITとコンピュータ・

プログラムの学校を創設し、最後の図案に選ばれました。同

氏は、全ての年齢層を対象にITスキルを開発するための革新

的な指導方法を伴ったユニークな無料教育を確立しました。

私たちが慎重に選んだ図柄とデジタル・イメージは、技術

革新の反映を意図しており、様々な分野での技術革新にお

ける日本の際立った評判を表しています。

海外で事業を行う全ての企業は、その価値、特に倫理上の

観点において、ラベルのために設定された基準に合致する限

り、クリエイティブ・フランスのラベルの使用、表示、共有が

可能です。その承認は、キャンペーンへの注目度を高め、イン

パクトを強めると同時に、参加企業に対してラベルの大胆で

革新的なイメージをもたらす機会を提供します。

日本とフランスは過去と将来を通じて
熱い思いを共有

私たちは両国間の文化的かつ創造的結び付きだけでなく、

ハイテク技術、工業、ファッション、料理、科学、アートの各

分野における将来の日仏パートナーシップの有望な見通しを

反映する形で、クリエイティブ・フランスを世界で最初に開始

する国として日本を選びました。日本とフランスは100年以上

にわたって文化、料理、芸術の分野で互いに深く尊敬し合っ

ており、過去数十年間にわたって航空宇宙やロボットさらに

はハイテク素材に至る様々な産業分野でこの関係を深め、

広めてきました。自動車業界の雄のトヨタ自動車や、世界的

な化粧品メーカーの資生堂など450社以上の日本企業が

フランスで事業を行っており、400社を超えるフランス企業

も日本で事業を展開しています。両国はまた、貿易および投

資の重要なパートナーでもあります。フランスは日本に対す

る直接投資では第3位、欧州大陸に投資する日本企業の中で

は最も人気の高い国でもあります。

日本での展開に選ばれたクリエイティブ・キャンペーンの

図案は、国境のない将来と、両国間の技術革新および創造

性の可能性を表現することを意図したもので、航空宇宙、環

境保全技術、ロボット、コンピュータ・プログラム、数学の分

野におけるフランスの創造的な人材を示しています。
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フランスの創造性を様々な形で促進する、
大胆で創造的な戦略
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カレンダー

2015/11
世界経済フォーラム
（インド）
ニューデリー 
2015年11月

Medica Trade Fair
デュッセルドルフ 
2015年11月

The Big 5 Show
ドバイ
2015年11月

2015/12
COP21 Paris 2015
パリ＝ル・ブールジェ
2015年11月-12月

Les Trophées de 
l’innovation 
（Innovation Trophies）
グランパレ
COP21パリ開催時 
2015年12月

2016/01
Consumer Electronics 
Show (CES)
ラスベガス
2016年1月

世界経済フォーラム
年次総会
ダボス
2016年1月

2016/04
ハノーバー・メッセ
Industrie 4.0
ハノーバー 
2016年4月

2016
Biotechnology 
Industry Organization 
(B10) 2016 
サンフランシスコ

Boao Forum
大連

Hello Tomorrow
Conference
パリ

18ヵ月間にわたり10ヵ国で展開される
コミュニケーションの協調的な取組み

＊上記リストは、当キャンペーン促進のためのプラットフォームとして活用可能なイベントの一例です。
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フランス貿易投資庁 - ビジネスフランスは、フランス経済の国際化を促進する政府機関です。フランス
企業の国際展開と貿易振興、また外国企業のフランス進出を支援します。フランスの経済国としてのイ
メージ向上、特に地方や企業の魅力を伝える広報活動を推進し、フランス国際企業インターンシップ・プ
ログラム（V.I.E）の発展も担います。2015年1月1日、対仏投資庁（AFII）とフランス企業振興機構（ユビ
フランス）の統合により「フランス貿易投資庁－ビジネスフランス」が発足しました。世界70カ国に在外
事務所を構え、1500人のスタッフが、国際的な官民ネットワークのもと活動し、企業へのサービスを提供
しています。
詳細情報はウェブサイトをご参照ください。www.businessfrance.fr
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