
大学と政治学院
Bac+2、組織会計・組織経営の高等技術者免状（BTS）タイプ、あるい
は企業経営と企業行政（gestion des  et des adminis-trations GEA）
の技術短期大学部修了免状（DUT）は、技術的能力の高さと就職
への適応性から評価されていますが、社会において主な需要に
応えるには、さらに高いレベルの職業資格が必要です。政治学
院と商業グランゼコールのほかに、経済学では経済・社会行政
学（administration économique et sociale AES）、経済学、経営
学の3つの大学専門課程があります。経営学には約60のLicence 
professionnelle（職業学士課程)があり、Bac+2修了後に専攻できま
す。

入学後の研究をスムーズにするため、一般的な教養を学ぶ学士 
課程（L i c e n c e、B a c + 3 )の履修後に、一例として専門性が 
より高く、経済学研究や開発経済学が主体となる修士課程（Mas-
ter、Bac+5)や、MSG : Maîtrise de sciences de gestion（経営学修士）
での継続が不可欠です。高等教育機関では、政治学院(IEP)と大学が
経済学を教育の柱としています。政治学院は一般教育を、大学は教育
と研究を行いますが、そのいずれもが厳格さと一般教養を重視して
おり、結果として学生は企業や公共部門でのキャリア形成を定めるこ
とができるのです。留意点として、政治学院には本来の経済学と政治
学の教育課程がある一方、伝統のある大学でも政治学を教えていま
すが、今日では登録している学生は少数です。

パリ政治学院は、フランスで最も評価の高い高等教育機関のひとつ
です。第1課程の修業年限は3年で、大教室での講義と少数クラスに
よる方法論の講義を通して、歴史、経済、法律、社会学などの根本を
学び、修了時に12ある専門課程（Master、修業年限は2年）のうちひと
つを選択、進学します。エクス＝アン＝プロヴァンス、ボルドー、グル
ノーブル、リール、リヨン、レンヌ、ストラスブール、トゥールーズの政
治学院は、パリ政治学院のカリキュラムに従って運営されています
が、それぞれの専門領域、学校の歴史、また所在する地方の伝統に即
して、そのシステムが同様のものとならない場合もあります。（一例と
して、リール政治学院は、仏独、仏英、仏西共通ディプロムを設けてい
ます。）

商業学校
商業学校はBac+2履修後の課程で、修業年限は3年から5年です。商
業系グランゼコールの多くが、2年間の準備学級の後に選抜試験を
行います。全国試験データバンク(banques d’épreuves  communes）
に登録した受験生は、学校の一覧表と配点指数を参考にして合格基
準が異なる複数の学校を同時に受験できます。各専門課程（一般、
経済、工学あるいは文学）が独自の選抜試験内容と配点指数を定め
ており、文学系の準備学級に在籍する学生は文学専門課程を受験す
ることになります。また、IESEGマネージメントスクールのようにバカ
ロレア取得後の学生を統合準備学級への入学という形で受け入れ
る学校もあります。さらに、学士入学（Bac+2か3を履修後）も可能で
す。商業系グランゼコールの大半は私立で、授業料は年間4500から
7000ユーロです。

フランス思想家についての研究に加え、金融、労働経済、エネルギー

為替指標の変動、企業合併、あるいは
減税に関する閣僚声明など、経済情
報は現代社会を前面から牽引してい
ます。
経済学とはつまり、生産、流通、財貨
の消 費といった活 動の総 体であり、
国民の生活を維持しながらその活動
を実施に移すために不可欠な学問な
のです。また、経済学は横断的な分野
であり、法律、経済、文化、言語、地政
学、外交、歴史、数式モデル、さらには
通信まで、様々な分野に関心を広げ
ていなければなりません。
ミクロ経済学、マクロ経済学、計量経
済学、産業経済学、国際経済学、労働
経済学、公共経済学、国際経済・財政
学、経済・経営学、政治学、金融等、専
門分野は多数かつ多彩ですが、実際
に専門課程が始まるのは3年次から
です。

サブカテゴリ : 行政学・公共経営学
以下の項目もご参照ください。
「エンジニア育成」「マネージメント論」「行政学と公
共経営学」「連帯・人道・発展への援助に関する経済
学と持続可能な発展」「法学」等

職業分野・職種  :  企業行政と戦略、財務管理、人材管
理、マーケテイング、金融、銀行・保険、会計、事業分
析、経済研究と予測、開発経済、教育、商業、情報通
信、研究、公務員、ジャーナリズム等
商業学校、MBA、銀行教育については、「マネージメン
トに関する職業」、「銀行」の項目をご参照ください。
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経済、自然資源経済、環境経済、国際経済等、フランスの経済学・経営
学研究は、現在世界レベルで議論が交わされている分野全体を網羅
しています。フランス人研究者たちは、現在の経済学思想研究のすべ
てにおいて際立った業績を残しています。

古典学派の創始者であるフランソワ・ケネーやジャン＝バテイスト・
セイ、数理経済学派のレオン・ワルラスに始まり、市場と資源の効率的
な利用に関する理論で1998年にノーベル経済学賞を受賞したパリ国
立高等鉱業学校教授のモーリス・アレに至るまで、フランスは経済学
の豊かな伝統を育んできました。なかでも最も有名なフランス人研究
者として挙げられるのは、トゥールーズ第1大学教授で公共・産業経済
学者であり、電気通信分野をはじめとする競争と公共企業の規制に関
する専門家のジャン・ティロル、パリ社会科学高等研究員(EHESS)教授
で、格差への戦いに関する問題の専門家であり、世界銀行の主任エコ
ノミストでもあるフランソワ・ブルギニヨンです。
さらに、経済学・社会学・公共政策分析・人口学の世界的な研究拠点
のひとつとなるべく設立されたパリ経済研究所（パリ・スクール・オ
ブ・エコノミクス）があり、著名な大学教授であるトーマス・ピケテイ
（EHESS研究部長、元パリ経済研究所長）が名を連ねています。
イギリスの権威ある日刊紙フィナンシャル・タイムズは、パリ高等商業
学校（HEC）、グルノーブル高等商業学校（ESC　  Grenoble）、ルーアン
高等商業学校（ESC  Rouen）を含むフランスの7つの専門学校を、ヨー
ロッパで最も秀でた修士課程（Master）であると評価しています。
また、フランスの政治学院に対する国際的評価は志望者の増加、なら
びに入学競争率の高さに表れています。パリ政治学院はこの選抜方
式によって、学生総数の3割を占める外国人学生を受け入れています。

　役に立つリンク
• Association Française de Sciences Economiques 
フランス経済学協会
www.afse.fr 
•　Centre de recherche en gestion de l’École Polytechnique 
エコール・ポリテクニーク経営研究センター
www.crg.polytechnique.fr
• Centre de recherche européen en finance et gestion, Paris IX　
パリ第9大学　欧州金融・経営研究センター 
www.crefige.dauphine.fr 
• Centre d’études et de recherches internationales　
国際問題研究所  
www.ceri-sciencespo.com 
• Centre National de la Recherche Scientifique
フランス国立科学研究センター
www.cnrs.fr
• Ecole d’économie de Paris　
パリ・経済研究所（パリ・スクール・オブ・エコノミクス）
www.parisschoolofeconomics.eu 
• EconomiX : 
http://economix.u-paris10.fr/
•  Fédération  nationale  pour  l’enseignement  de  la  gestion  des 
enterprises
企業教育・企業経営のための国立連合
www.fnege.net
• Fondation pour la recherche stratégique　
フランス戦術研究財団
www.frstrategie.org 
• Institut de relations internationales et stratégiques　
国際関係・国際戦術研究所
www.iris-france.org 
• Institut français des relations internationales　
フランス国際関係研究所
www.ifri.org 
• Institut National de la Recherche Agronomique　
国立農学研究所
www.inra.fr/
• Ministère des Affaires étrangères　
フランス外務省
www.diplomatie.gouv.fr 
• Toulouse School of Economics 

トゥールーズ経済研究所（トゥールーズ・スクール・オブ・エコノミクス）
www.tse-fr.eu

Sites Internet des IEP 　
（各政治学院のホームページ）　
• Aix-en-Provence : www.iep-aix.fr 
• Bordeaux : www.sciencespobordeaux.fr 
• Grenoble : http://sciences-po.upmf-grenoble.fr 
• Lyon : http://iep.univ-lyon2.fr/ 
• Paris : www.sciences-po.fr 
• Rennes : www.sciencespo-rennes.fr/ 
• Strasbourg : http://www-iep.u-strasbg.fr 
• Toulouse : www.sciencespo-toulouse.fr 

　検索キーワード
administration – achat – affaires – agroalimentaire – aménagement 
du territoire  analyse – analyse financière – assurances – audit social 
– banque – bourse – calcul économique – commerce international/ 
électronique – commercialisation communication – compétences 
–  concurrence  –  conseil  –  contrôle  de  gestion  coopération 
–  création  d’entreprise  –  culture  –  diagnostic  –  distribution  – 
droit  –  développement  –  développement  durable  –  diplomatie 
–  e-business  –  économie  de  l’entreprise/  de  l’environnement/ 
de  la  santé/  des  organisations/  du  développement/  du  travail/ 
européenne/  industrielle/  internationale/  publique/  territoriale  – 
économétrie  –  encadrement  –  entrepreneuriat  –  environnement 
–  Europe  –  évaluation  –  finance  de  marché  –  géographie  – 
géopolitique  –  gestion  financière  –  globalisation  –  gouvernance 
– gouvernement – histoire – industrie – informatique – ingénierie – 
innovation – intelligence économique – internationale journalisme 
–  lettres  –  libertés  –  logistique  –  management  –  marketing  – 
migrations – monde – mondialisation – monnaie – négociation – 
organisation  parlementaire – performances – politique – presse – 
recherche – réformes – relations – ressources humaines  – services 
– société – sociologie – statistiques  stratégie

世界におけるフランス

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。

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

学士～修士課程：課程ごとに分かれた検索エンジン、分野別、専攻別にコースの 
検索が可能。
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/

博士課程：Ecoles doctoralesの検索エンジン。
www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm

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


