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日本におけるケベック州

1 9 7 3 年 から
日 本と共 に

独自の外交
憲法権限に関して独自のスタンスを持つケベック州は、
カナダ連邦の下、
より広い権限を活かし、国際活動にも携わっています。実際に、
経済開発、
文化、健康、教育、農業、環境、天然資源、移民といった様々な分野で
独自の政策を、国際社会にアピールしています。
ケベック州は、世界に向けて直接、
その特殊な社会の選択肢を紹介し、
諸外国政府と国際協定を締結することができるのです。
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ケベック州
人口 840万人

面積

166万7,712平方キロメートル

フランス語圏
•
•

フランス語はケベック州の公用語で、
州民の78％の母語

州民の43％はフランス語と英語のバイリンガルで、
10％が3か国語を話します

• 日本の面積の5倍

モントリオール：オープンで創造性に
富んだ実験室
• アメリカ大陸では最大、
世界でも最も大規模な
フランス語圏の街の一つ
• 市の人口に対する大学生の比率は、
ボストンに
次いで、
北米で第二位
• 都市圏の住民数は400万人、
80以上の民族
の出身者がおり、
日本生まれの人は
2,000人以上
• 本部を置く国際機関の数は60
• ユネスコ・デザイン都市
• 東京を含め世界に五つある、
環境と持続可能
な発展に関する研究プログラム
『Future
Earth』
の国際本部事務局の一つが置かれてい
ます
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ケベック市：アメリカ大陸発祥の地にして
ユネスコ世界遺産の街
• 1603年の江戸幕府
（東京）
と同時期の
1608年に設立
• メキシコ以北で唯一の要塞都市
• 歴史地区のケベック旧市街は、
1985年からユ
ネスコ世界遺産リストに登録されています
• ユネスコ創造都市ネットワークの文学都市に
認定
• フェスティバルの街：カナダで最も重要な野外
音楽イベントのケベック・サマーフェスティバ
ルや、
世界最大の冬の祭典ケベック・カーニバ
ルなど
• テクノカルチャーの中心都市：6,000人以上の
研究者関係者からなるテクノロジー･トランス
ファー研究所がカナダ国内で最も集中してい
る都市のひとつ
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北米で唯一無二の文化
ケベック州のアートは、時に繊細で時にクレイジー、
控えめかと思えば弾ける、
とにかく常に独創的
サーカスアートの世界的中心地であるモントリオールには、
シルク・ドゥ・ソ
レイユ、
シルク・エロワーズ、7フィンガーズといった名だたるケベックカンパ
ニーや州立サーカス学校などが拠点を構えており、毎年夏には
『モントリオー
ル･コンプレットマン・シルク・フェスティバル』
が開催されています。
セリーヌ・ディオン、
ケント・ナガノ率いるモントリオール交響楽団、
そしてピア
ニストのシャルル・リシャール＝アムランやマルク＝アンドレ・アムランなど、
数多くのアーティストが日本の聴衆からも支持されています。
モントリオールで生まれたエレクトロ･ミュージックとデジタル・クリエイ
ティビティの祭典『MUTEK』は、2016年東京で、初の日本版が開催され、
2 0 1 7 年 にはマスタークラス の パイロット・プロジェクトが 京 都 でも
始動しました。
演出家でクリエーターのロベール・ルパージュとワジディ・ムワワド、振付家
兼ダンサーのマリー・シュイナール、
そして数々の青少年向けの劇団が日本
公演で大成功を収めています。
ケベックの映画監督、
グザヴィエ・ドラン、
フランソワ・ジラール、
ドゥニ・
ヴィルヌーブ、ジャン＝マルク・ヴァレ、レア・プール、
アンヌ・エモンらの、
権威ある国際賞を受賞した数多くの作品が日本でも上映されてきました。
また、
アニメーション作家フレデリック・バックの名作は日本でも感動を呼び
起こしました。
ここ数年は、多くのケベックの作家やバンド･デシネ作家が日本の読者を魅
了してきました。
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日本におけるケベック州の卓越した分野
人工知能（AI）

人工知能（AI）研究の中心地であり、高度な
専門知識で高い評価を得ているモントリオー
ルは、データ活用の拠点となっています。モ
ントリオール大学のヨシュア・ベンジオ教授
は、ディープ・ラーニングの生みの親のひと
りで、MILA（モントリオール学習アルゴリズ
ム研究所）所長およびIVADO（データ活用研
究所）
の科学部長を兼任しています。

テクノロジーにアートを、
革新に創造性を上手く
調和させたデジタルアートは、ケベック州の文
化・経済発展の重要な分野です。同分野のリー
ダーであるモーメント・ファクトリーは、
その作品
の独創性で抜きん出た存在であり、
東京に創作
と没入型環境制作のためのスタジオを構え、
そ
こからアジアでの数々のプロジェクトを展開し
ています。

• モントリオール大学とマギル大学で250名
以上のAI研究者を擁しています

エネルギー

• 80,000人以上がAI関連の分野での研究や
仕事に携わっており、
その内9,000人近く
が学生です
• フェイスブック、
グーグル、
マイクロソフト、
タ
レス、
ディープマインドがモントリオールに
AI研究所を置いています
ケベック州では、
最も優秀な人材を集め、
活発
なビジネス環境を作りだすために、AIの産業
クラスター創設に1億ドルを投資しています。
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デジタルアート

水力発電の多くの大規模プロジェクトや送電線
網の高い安定性と共に、
その突出した高度専門
知識を認められているケベック州は、世界最大
の水力による電力生産地の一つです。ハイド
ロ・ケベックは、風力発電部門で部品やノウハ
ウを輸出しながら、エネルギー効率、再生可能
エネルギー、および陸上交通の電化とインテリ
ジェント・ネットワークに特化した研究機関を
有しています。ケベック州では、
トヨタ自動車
とパートナーシップを組み、燃料電池車の導入
と水素供給ステーションの設置に取り組んでい
ます。
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航空産業

米国のシアトル、
フランスのトゥールーズと共
に、
モントリオールは世界航空機産業の三大拠
点の一つを占めています。
世界第三位の民間航
空機メーカーであるボンバルディア社の航空機
は、
ANAやJALおよび海上保安庁で使用されてい
ます。フライト・シュミレーターとパイロット
養成の世界的リーダーであるケベック企業CAE
社は、JALとパイロットおよび客席乗務員の訓
練事業に向けた合弁会社を設立しました。

ビデオゲーム

ビデオゲームと3Dアニメーションの制作におい
て、
カリフォルニアと日本に次ぐ世界第三位に
つけているケベック州では、日本のスクウェ
ア・エニックスをはじめ、ユービーアイソフト、
エ レクトロ ニック・ア ー ツ、オ ートデ スク、
ワーナー 、ビヘイヴィア・インタラクティブ、
オーディオキネティックといった数々の国際企
業を迎え入れています。
『デウスエクス：ヒュー
マンレボリュー ション 』
『 ア サ シン・クリー
ド』
『ウォッチ・ドックス 』などの ゲームはケ
ベック州で制作されました。
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農食糧品

海外市場におけるケベックの食品生産・加工
産業は、
その製品クオリティと提供の多様性で
他と一線を画しています。世界最大のメープル
シロップ生産者として、
ケベック州は、
この別名
『ブロンド色の金』
と呼ばれるシロップの世界
生 産 量 の 約 7 0 ％ 強 を 供 給 して い ま す 。
日本人は、
アメリカ人とドイツ人に次ぐメープル
シロップ の 最 大 の 消 費 者 に含まれており、
ケベック産の豚肉では世界第二位の消費者です。

木材

ケベック木材製品輸出振興会（QWEB）は、世
界に類のない豊富なハードウッドと仕上材の
数々に直接アクセスできる機会を提供していま
す。
ケベックのメープル材は、
硬度、
耐久性、
白く
明るい色、そしてシルキーな木肌に定評があ
り、
日本のデザイナーからの要望も高い高級品
です。

ライフサイエンス

ライフサイエンスと健康産業の主要拠点である
ケベック州には、
世界の10大製薬会社の8社が
拠点を置いており、その中には日本の大塚製
薬と田辺三菱製薬
（メディカゴ社）
も含まれてい
ます。
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ケベック州と日本：第一に、
人々のつながり！
ケベック州は研究と革新を
最重視

日本と同じように革新が最優先課題である
ケベック州は、
カナダ全州で最も高い国内
総生産を生み出しています。
その重要なパー
センテージを研究、開発、そして研究者同
士の国際交流の拡大に割り当てています。

フランス語推進活動への
取り組み

ケベック州は日本フランコフォニー推進評議
会の活発なメンバーです。同評議会は、
フラ
ンス語圏の国々で連携を取り、
日本における
フランス語の習得と活用を奨励することを
目的にしています。

日本国内での存在感

日本各地でケベック州民と日本人の友好関
係が育まれてきました。東京都、広島県、北
海道および関西地方が活発で、
ケベック州
政府は2016年5月に京都府と友好提携協
定を締結しました。
また、
モントリオール市と
広島市は1998年から姉妹都市として交流を
続けています。

開かれた投資への門戸

金融機関と経済開発局の役割を同時に担
うケベック州投資公社は、北米進出を希望
し、ケベック州での新設の可能性を検討す
べき日本企業にとって、
もってこいの相談
相手です。既にブリヂストン、豊田合成（トヨ
タ）、富士通、丸紅、YKK、
スクウェア・エニッ
クス、
オリンパス、田辺三菱製薬などの名だ
たる日本の大企業が多数、
ケベック州に拠
点を構えています。

ケベック勲章の日本人受章者

2017年11月15日、
ケベック州首相から鏑木
武弥氏にケベック勲章シュヴァリエが授与
されました。同氏は商業・文化面での長年
にわたるケベック州の日本側パートナーで
す。
1984年に創設されたケベック勲章は、
ケ
ベック州政府から授与される最も権威ある
栄典です。

革新的で世界に開かれた創造的な経済エコシステムと、
広大な領土と豊富な天然資源を持つケベック州は、
日本にとって有望なパートナーです。
ケベック州政府在日事務所代表

Luci Tremblay ルーシー・トランブレ
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ケベックの優先課題
ケベック州の国際活動は政府の重要優先課題に連結しており、
海外事務所のネットワークがその促進に努めています。

交通の電化

ケベック州の水力による電力：競争力ある価格
でのクリーンエネルギー、
車両の電化移行を
推進する高い信頼性を持つ供給網
• 電気自動車のバッテリーに必要な原材料
の豊富な埋蔵量
（アルミニウム、
リチウム、
黒
鉛、
チタン、
リン酸エステル、
コバルト）
• カナダで最大規模の公共充電ステーション
ネットワーク
• 自動車メーカーに排出ガスゼロ車を義務付
ける法律
（VZE法）
を導入したカナダで初め
ての州政府

海事戦略

セント・ローレンス川、
ヨーロッパの港と北米
大陸の産業中心地を結ぶ戦略的な接点
• 1億3500万人を超える消費者市場への
アクセス
• 世界レベルの商業港湾ネットワーク
• 物流輸送の流動性を高めるためのインフラ
整備
• 研究開発、科学技術協力関係の構築、およ
び投資に最適な場所としてのケベック州

気候変動への挑戦

ケベック州は気候変動に挑戦している北米での
リーダーです。
• ケベック州はカナダ全土の中で温室効果ガス排
出率が最も低い州の一つ
• 2015年、
ケベック州は2030年までに温室効果ガ
ス排出量を1990年比37.5％削減することを表明
• ケベック州、
オンタリオ州及び米カリフォルニア
州は共同で北米最大の炭素市場を構築。
これは
異なる国の州政府によって設計、
運営される初め
ての市場

北部開発プロジェクト
（プラン・ノール）

ケベック州の全北部地域で展開する長期間にわた
る持続的な開発戦略
• ケベック州の北部とは
- 州全域の3分の2以上を占め北緯49度線より
北に位置する120万平方キロメートルの地域
- 豊富な天然資源、
高いエネルギー潜在力と
多くのビジネスチャンス

• ケベック州は専門知識を共有し、北部の再生可
能エネルギー、林業、探鉱、鉱業に関するベスト
プラクティスを引き出すことを希求しています
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すべては鶏肉から始まったといわれています！1960年代の終わり、大量の鶏肉の売り先を
捜し求めていたケベック州の養鶏業者は、
余剰生産分の販売により日本市場へ参入すること
に成功します。
これが、
ケベック州が1973年に東京事務所の開設を決めるには、充分有望
な、長い関係の始まりでした。45年後の今でも、
ケベック州から日本への輸出の40％は農
食糧品が占めています。鶏肉は、鴨肉とフォアグラ、豚肉、大豆、
スモークサーモン、
メー
プルシロップ、そしてクランベリーなどに、その座を譲り、日本のシェフは今日、
これらの
ケベック産の食材を調理し、
創意工夫を凝らしたレシピを作り出しておられます。
年月を経て、ケベック州と日本の関係は、航空宇宙産業、エネルギー、情報技術（IT）、
ビ
デオゲームとエンターテインメント産業まで広がり、今ではデジタルアートにも及んでいま
す。文化交流も強化されました。音楽はあらゆるかたちで常に存在しています。演劇、
ダン
ス、
ビジュアルアートも加わりました。研究と革新の熱は高まり、新たな協力関係が生まれ、
誰もが人工知能（AI）の話題を口にしています。
ケベック州が、
ここ日出る国で益々大きな
場所を占めていくだろうということは疑う余地もありません。
ケベック州を定義し、
その特
徴となっている創造性が、
日本の皆様を魅了しています。
日本の方々がケベック州で行われ
ていることに、
より興味を寄せ、
投資が次第に増えていることも時世を反映しています。
気候変動への挑戦、
北部開発プロジェクト、
交通の電化、
海事戦略といったケベック州政府
の優先課題は、
天然資源が少ない状況で、
強固で有能かつ伝統を重んじるパートナーを求め
る日本に呼応するものです。
包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定の締結は、
ケベック州にとって、世界
の広域に渡る参加国、
とりわけ日本との関係が新しい段階に進み、扉が大きく開くことを
示しています。
この合意は、ケベック州が全州民はもとより、その日本のパートナーの利
益のためにもつかみ取りたい、
新しい展望とチャンスを約束するものです。

ケベック州政府在日事務所代表

Luci Tremblay ルーシー・トランブレ
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ケベック州と
日本

ケベック州政府在日事務所
〒105-6032
東京都港区虎ノ門4-3-1
城山トラストタワー32階
電話番号：03-5733-4001
qc.tokyo@mri.gouv.qc.ca
quebec.jp
@QuebecJP
@QuebecJapon
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international.gouv.qc.ca

