
フランス に お けるデ ザイン 分 野 の 教 育コース に は 、B a c + 2レ ベ ル の
教 育 課 程 が 約 1 0 0 、B a c + 3レ ベ ル の 教 育 課 程 が 6 0 近く、B a c + 4レ ベ
ル の 課 程 が 約 2 0 、B a c + 5レ ベ ル の 課 程 が 4 0 ほど設 けられています。 
これらの教育課程は国公立および私立の教育機関に分かれています。
い ず れ の 課 程も十 分 なレ ベ ル のフランス語 力 が 要 求されます（C E C R 

（欧州共通参照レベル）のB2以上）。相応の学習時間または職業経験を積ん
でいることを証明することができれば、課程の中途学年から編入することも 
可能です。

公立教育機関のネットワーク

デザイン分野の含まれる「ビジュアルアート」の分野では、公立の教育機関は 
2つのネットワークに分かれて存在しています。

文化省管轄の学校

文化省の管轄する45校のEcoles supérieures d’artのうち、27校でデザイン 
専攻のコースが設けられています。
DNAT  : Diplôme national d’arts et  techniques  : バカロレアまたは同等の
資格取得後3年間の短い課程で、プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、
テキスタイルデザインの3つの専攻に分かれています。技術を実践することに
重点を置いたこの課程を修了すると、Réalisateur Designerのディプロムを取
得できます。
DNSEP: Diplôme national supérieur d’expression plastique : 長期の課程 
で、3年間でDNAP(Diplôme  national  d’arts  plastiques）を取得し、続いて 
2年でDNSEPを取得できます。芸術表現がより重視されたこの課程を修了する
と、consepteur designerのディプロムを取得できます。

2012年には、これらの学校が国の認定する学士・修士の学位を授与できる 
ようになる点にも注目です。
フランスのEcole supérieure d’artに入学するには、第一学年から入る場合は
入学試験に合格する必要があり、また課程の中途年次から編入を希望する 
場合はCommission d’admission ou d’équivalence (入学審査委員会)による
審査を受けます。

国立学校のうち2校では、学校独自のディプロムが設けられています。
ENSCI : École Nationale Supérieure de Création Industrielle / Les Ateliers
DNSEP課程はテキスタイルデザイナー養成課程と産業クリエイター養成 
課程の2つ、またMastères Spécialisés（修士＋1年に相当）課程は「Création 
et Technologie Contemporaine」「Innovation by Design」の2つが設けら
れています。英語で入学試験を受けることが可能です。入学試験に合格した 
場合、第1セメスターは英語で指導を受け学業を進めるとともに、学生の費用
負担によりフランス語の集中講座を受講します。この第1セメスターの履修が
認定された後、学生は3年間の通常課程に編入することができます。本学校で
はまた、Université Pierre et Marie Curie（パリ第6大学）との共同課程「Design 
et Science」が設けられています。課程終了後は、Master of European Design 
(http://medes.kisd.de)課程に登録することも可能です。　www.ensci.com 

ENSAD : École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
装飾芸術分野では、本学校は第2学年以降に専門コースを用意しており、オブ
ジェデザイン、グラフィックデザイン／マルチメディア、テキスタイルデザイン、
ファッションデザインについて学ぶことができます。
www.ensad.fr

国民教育省管轄の学校

以下のディプロム取得に向けた準備を行います。 

• BTS : Brevet de Technicien Supérieur (Bac+2) 
バカロレアまたは同等の資格の取得が必要です。公立高校では40近くのデザ

カリキュラムの編成豊かな産業・文化的遺産を背景に、フラ 
ンスはデザイン分野で国際的にも確固たる
地位を確立しており、Matali Crasset, Ora-
Ito, Charlotte Perriand, Andrée Put-
man, Philippe Starckなどの著名なフラ 
ンス人が活躍してきました。
過去30年間にわたり、宣伝・技術革新を図る
ための施設の数は増加の一途を辿ってきま
した。
- 1980年代、教育・プロモーションのため
の機関（Ecole  Nationale  Supérieure  de 
Création  Industrielle,  Agence  pour  la 
promotion  de  la  création  industrielle, 
Centre  de  c réat ion   industr ie l le  au 
Centre Pompidou, …）が創設されました。
- 1990年代に入ると、プロモーションのた
めのフェアが相次いで開催されるように
なりました（Biennale internationale à 
Saint-Etienne,  Observateur  du  Design 
à Paris...）。
- 2000年代になると、デザイン大衆化の方
針が追求されます（Lieu du Design d’ Île- 
de-France,  C i té  du  Des ign à  Sa int-
Etienne）。
フォルムを生み出す芸術ともいえるデザイ
ンは、多くの分野に取り入れられています。
今や工業製品、食品、音声、テキスタイル、
データ（資料）、さらには医薬品もデザイン
と関わるようになりました。デザイナーとは、
モノと使用者との関係（外観やコンセプト）
を理解することのできる創作力あふれた発
案者です。デッサンや様々な技術的知識、 
さらには情報科学（マルチメディアの登場
は、２Dおよび3Dの分野で多くの就職先
を生み出しました）を使いこなしています。 
そして、現在フランスの芸術・デザイン学校
は数多くの質の高いコースを提供するよう
になりました。全教育課程の期間は5年で、
未来のクリエイターに求められる総合的な
教育内容を提供しています。芸術と工学、 
情報科学を結びつけた、芸術・科学能力の
向上を目標とする教育が行われています。
この総合的な教育課程を終えると、様々な
表現媒体、素材、業務分野を専門に勉強 
することが可能です。

デザイン

サブカテゴリー：音響、建築、インテリアアーキテクチ
ュア、造形芸術、自動車、ビジュアルコミュニケーショ
ン、ガストロノミー、音響工学、家具、モード、デジタ
ル、都市計画



イン専攻BTS課程が設けられています。プロダクトデザイン、モードとテキスタ
イルが主に専門分野として設けられています。この教育課程は、産業界でプロ
として素早く活躍できるようにすることを目標としています。

• Licence Professionnelle (Bac+3) 
バカロレア（または同等の資格）取得後、3年間にわたり教育課程を履修する
Licence Professionnelle課程は約15あり、専攻分野における技術的能力を磨く 
ことができます。設置されている専攻の中にはテキスタイルデザイン、音響 
デザイン、パッケージデザイン、３Dモデリング（自動車製造に軸足を置く）、 
グラフィックデザインなどがあります。

• DMA : Diplôme des Métiers d’Arts (Bac＋2) 
デザイン関連の職種に特化した教育課程ではありませんが、間接的にこの 
分野の教育も行われます。 « Ecole d’art » タイプの教育機関では、特定の工芸
を専門とする教育課程が設けられており、専門科目は学校により異なります。 
伝統的な技能を職業分野で開花させることが狙いです。20程開設されている
デザイン系のDMA課程には、ジュエリー、インテリア、セラミック、テキスタイ
ル、ブックデザインなどのアートを学ぶコースが用意されています。取得済みの 
学位によって変わりますが、書類審査、面接または筆記試験により入学選考が
行われます。Technicien supérieur arts appliquésのセクションでは、ほとんど 
の学校に1年間の準備クラスMise à niveau aux art appliqués (MANAA）が 
設けられています。

• DSAA : Diplôme supérieur des arts appliqués（Bac＋4）
DMAの取得後、DSAAの取得に向けて学業を継続することができます。工芸に
関する専門教育の後、デザインを含む近代的部門を学び、芸術的能力の向上
を図ることができます。
デザイン系のDSAA課程は20程設けられており、ビジュアルコミュニケーション

（タイポグラフィ、イラストレーション、グラフィックデザイン）、インダストリアル
デザイン、モードとテキスタイルなど、様々な専門分野があります。

以下の４つの教育機関では、自国でアート分野の専門教育を3年以上受けた経
験のある外国人学生向けに、最大1年間の準備課程を設けています。課程修了
後、ディプロムの付与はありませんが、DSAAなどの課程に進むことが可能となり
ます。
École Supérieure d’Arts Appliqués Boulle　www.ecole-boulle.org
ENSAAMA : École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d’Art 
Olivier de Serres 　http://ensaama.net
ESAA : École Supérieure des Arts Appliqués Duperré 　www.duperre.org
École Estienne　www.ecole-estienne.fr

私立の教育機関

約30の私立高校に、BTS en design (option Produits, Mode et Textile)の課程
が設けられています。私立の教育機関の中には、5年間の学校独自のディプロ
ムコースを設置しているところもあります（一般教育を行う3年間の第一課程修
了後、2年間の専門課程に進む）。企業での実務能力修得が重視されています。
素材の技術革新やデザインプロジェクトのマネジメントに関わる専攻コースも
あります（デザインとビジネス、乗り物デザイン・プロダクトデザイン・デジタル
デザインのマネジメントなど）。このような課程は、多くの場合公立の教育機関
と比べて授業料が高く設定されています。
École de design de Nantes　
www.lecolededesign.com 
ナント商工会議所（CCIN）の運営するこの学校は、Bac+3以上の高等教育課
程を修了した外国人学生向けに、第二サイクル(修士課程相当）のデザイン
専攻コースを開設しており、次の４つのプログラムは英語で行われていま
す：Nouvelle mobilité, Innovation responsable, Design et interculturalité, 
Chine ou Inde(上海の学生またはバンガロールのSrishti学校の学生との共同
課程）。
ISD : Institut Supérieur de Design
www.design-valenciennes.com 
この学校では学士号が授与され、その後修士相当の課程である2年間のデザイ
ンマネージャー（デジタルデザインまたプロダクト・トランスポーテーションデ
ザイン）課程に進むことができます。

主な研究テーマ
Université de Valenciennesの« Design Visuel et Urbain »研究室で
は、Université de LilleのEcole doctorale des Sciences de l’Homme et de la 
Sociétéと提携し、フランスにおけるデザインに関する研究を行っています。
Ecoles d’artの中には、研究の方法論や特定の分野におけるクリエーション（料
理デザインの活用など）を専門に学ぶ、ディプロム取得者向けのコースが設け
られている場合もあります。
公立の教育機関にはAteliers de recherche et de création (ARC）が設けられ、
教授や芸術家が分野を超えて、チームを組み教育・実験を行う空間を作り出し
ています。

1999年以降、フランスはデザインによる産業分野の技術革新を最も進めてい

る国の一つに輝いています。Observeur du Designとは、特に創造性に優れ
た製品を表彰することを目的としたパリの科学産業都市で開催されるサロン
です。このイベントは、ICSID(International Council of Societies of Industrial 
Design)の« Compétition internationale »の認定を受けています。Saint-
EtienneのBiennale internationale du Designにはデザイン専攻の学生が
招待され（毎年15,000人）、未来を見据えた作品を発見し展示する機会が設
けられています。パリ首都圏にあるLieu du DesignやCentre francilien de 
l’Innovationのように、各地域でも知を共有するための空間が整備されてきま
した。

・Agence pour la promotion de la création industrielle 
http://www.apci.asso.fr 

・Association Nationale des classes préparatoires publiques aux écoles 
supérieures d’art : www.appea.fr/v1/index.php?id=90

・Association Nationale des Directeurs d’Écoles d’Art 
www.andea.fr
• Centre George Pompidou 
www.centrepompidou.fr
• Centre National des Arts plastiques 
www.cnap.fr
• Cité du Design 
www.citedudesign.com 
• Cité de la Mode et du Design 
2012年中にオーステルリッツ河岸に開設予定です。
それまでの間は、Magasins générauxの古い産業用建築物が若手クリエイター
向けに開かれる予定です。
www.cite-de-la-mode-et-du-design.f

・Docks en Seine : www.paris-docks-en-seine.fr
分野を超えた国際的な作品創作を手掛ける研究室で、あらゆる形態のモード、
美、デザインを大衆に発信し、様々な分野における才能を開花させる場となっ
ています。
• Fédération d’association nationale des professionnels du secteur de l’art 
contemporain
www.cipac.net
• Le Lieu du Design 
www.lelieududesign.com 
• Ministère de la Culture et de la Communication 
www.culture.fr/fr/sections
www.culture.gouv.fr/culture/dap/dap/html/ecole.htm 
• Palais de Tokyo 
www.palaisdetokyo.com/fo3/low/programme/ 
• Valorisation de l’innovation dans l’ameublement(VIA) 
www.via.fr/fr/home.htm
•Webzine hebdomadaire français sur toutes les formes du Design :
www.admirabledesign.com 

　検索キーワード
arts appliqués – arts plastiques – arts visuels – céramique – communication 
visuelle – conception 3D – designer aéro - designer auto - designer graphiste 
-designer industriel -designer mobilier -designer produit -designer son 
-designer textile - imagerie - graphisme - matériaux – mode – produit 
industriel – textile – verre 　

世界におけるフランス

役に立つリンク

ディプロムや専攻に関する情報をCampusFranceのサイト上
でご覧いただけます。

CampusArtのサイトでは、学士から修士レベルまでの60のEcoles  d’art、200の芸術
系教育課程にオンラインで志願することができます。 www.campusart.org 

CampusFranceのサイトにある高等教育機関検索エンジンで、学士課程から博士課
程にいたる、高等教育機関で受講が可能なコースを検索することができます。
campusfrance.org>Trouvez votre formation 

Programs taught in English : 英語で指導を受けられる教育課程を検索できます。
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/programs_taught_english/programs.
html

CampusBourses：奨学金検索エンジン。
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/


