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ガストロノミー・外食業

フランソワ・ラブレーがガルガンチュア 
物語を著したのは16世紀のことで
す。豪放かつ大食いの巨人、ガルガン 
チュアは、優雅な「美食家」として 
知られていました。「美食」« Bonne 
chè re   »  とは、招待客をもてなす、 
客のために料理を作るという意味も持
ち合わせています。
近年、ガストロノミー・外食業の分野は 
細分化が進み、食品の製造・加工に 
携わる様々なサービス業・職種が登場 
し まし た 。この 分 野 に 関 わ る 
全ての職種を合わせると17万5千社を
超える企業が活躍するフランスでは、
外食産業の分野は経済的にも力強い
成長を続けています（過去10年間で
11万人の雇用が生み出されました）。
外食産業の雇用数はフランスで第5
位となっています。現在の売上は年間
500億ユーロを上回っています。

ディプロムは主に職業高校で取得することが可能で、例えばヴェ
ルサイユのLycée Auffray（外国人生徒の割合10％）、マルセイユ
のLycée hôtelier de Marseille、ニースのLycée Paul Augierなどで
外国人を受け入れています。しかし、このほかにもパリ商工会議所
の運営する学校École  Supérieure  de  Cuisine  Française-  Ferrandi, 
TECOMAH、Cordon Bleu（コルドンブルー）、École Supérieure 
Internationale de Savignac、Institut Paul Bocuse、Institut Nationale 
de la Boulangerie Pâtisserie（国立製パン製菓学院）、Institut 
Univeriaなどのように、料理学校や専門学校も存在します。

職業高校における教育

職業高校には、外食産業ならではの職種に就くための数々のコース
が用意されています。この職業分野において、国際的に活躍できる 
将来のプロを育成しており、フランスは歴史的にみても、この分野に
おけるエキスパートを多く輩出してきました。

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle（職業適性証）とは、職業 
適性を証明するための国家資格のうちの第一段階のディプロムで
す。CAPの取得コースには、サービス業の仕事（レストラン従業員、 
ブラッスリー、カフェ、レストランのサービス担当）に関する教育、 
精肉業やパン屋、料理人、パティシエなど食品を扱う職業に就くため
の教育も盛り込まれています。フランス全国で300以上の教育機関で
取得が可能です。

BEP : Brevet d’Études Professionnelles（職業教育修了証書）とは、
職業能力を証明する国家資格で、取得により職業バカロレアの受験
が可能になります。外食業界に関していえば、レストラン・ホテル業課
程と精肉業者・食肉加工品販売者向け課程の2つの専門に分かれて 
います。フランス全土の150近くの教育機関で取得可能です。

MC : Mention Complémentaireとは、専門的な能力を証明するディプ 
ロムです。すでに職業教育または場合によっては総合教育を受けて、
最初のディプロムを取得した者がMC取得コースに進むことができ 
ます。外食業のサービスに関わる分野では、「受付・レセプション業務」
「レセプション主催者」「惣菜販売者」「バーテンダー」の補充資格が
用意されています。食品取扱者については「軽食」「製パン」「レスト 
ランのデザート職人」「製菓製パン」「ソムリエ」の資格を得ることが 
できます。

Bac Pro : Baccalauréat Professionnel : 所持者が高い技能の必要な
職業活動を営む能力があることを証明する国家資格です。フランス
のBac Proは「精肉業者・食肉加工品販売者・総菜販売者」「製パン・製
菓」「外食業」という3つの専門分野に分かれています。

BP : Brevet Professionnel（職業免状）とは、Bac Pro取得後進学がで
きる課程で、バーテンダー、精肉業者、パン職人、料理人など食品の
製造・加工に関わる職種が対象となっています。最低400時間の受講
が必要で、受講後に資格取得の準備を開始することができます。

高等教育

職業高校で取得準備の可能なBTS : Brevet de Technicien Supérieur 
（高等技術者免状）は、レストランのサービス職種に就くための

カリキュラムの編成

サブカテゴリー
バー、製パン、食肉加工業、料理、ワイン科学、製菓、
食品科学、ソムリエ、ワイン、ワイン醸造、ブドウ栽培
職業分野、職種
バーテンダー、食肉業者、パン職人、食肉加工品販売
者、チョコレート職人、菓子職人、料理人、レストラン
経営者、アイスクリーム販売者、パティシエ、魚介販売
業者、ソムリエ、ブラッスリーやビストロ・カフェ・レス
トランのウェイターサービス、食品取引技術者

フランスの外食産業の四大分類
- 給食：教育機関（小中高校・大学食堂）、保健・社会施設（病院内、老人 
ホーム、刑務所などの食堂）、職場（企業、行政機関の食堂）の3つの 
分野で年間40億食近くが提供されており、1日当たり提供される食事の
数は平均で1100万食となります。
- ガストロノミー：フランスが何よりも誇りとする分野で、顧客に質の高い
料理や個性的なワインを提供し、丁重にもてなし、居心地のいい環境の 
中でサービスを尽くすことを目的としています。高級レストランの主な業
務は、料理の技術や価値に合わせて様々なメニューを提案することです。
- ファストフード：ファストフードとは、使い捨ての容器に入れて出され、
その場で食べるかテイクアウトできる食事（フライ、ハンバーガー、ピザ、
サンドイッチ、菓子パン）を提供する形態の外食産業です。このカテゴ 
リーの外食産業には、アイスクリーム屋や喫茶店なども含まれます。
- テーマレストラン：この分野に属する外食産業では、ガストロノミーの 
特別性・独自性・文化といった側面が強くアピールされます。劇的な 
変化を受けている外食産業界をリードする存在で、チェーンのレスト 
ランが外食産業の中で著しい成長を遂げていることも珍しくありません。
このような外食チェーン（Buffalo  Grill、Courtepaille、Léon  de  Bruxelles
など）の2009年の売上高は13億ユーロ以上に達しました。



教育を提供するものです。「マーケティング・ホテル業経営」と「料理 
技術、テーブルアート、サービス技術」の2つの選択コースに分かれて 
います。

Licence（学士）
大学に設けられた約10のLicence Professionnelleでは、法学や人文・
社会科学の教育を受ける中で各種外食業（給食業、テーマレストラン、
ガストロノミー、ファストフード）の経営・運営について学びます。分野
により、経済学、工学、科学技術の科目が設けられています。

Master（修士）
法学、経営学、経済学、ホテル・外食業経営を専門とする約10の職業 
修士・研究修士 Master Professionnel・Master rechercheは、大学
（IAE :  Institut  d’Administration  des  Entreprises）のほか、Ecole 
Supérieure  de  Commerce  de  la  Rochelleなど専門の商業学校でも 
準備することができます。また、Institut  Bocuseにはホテル・外食業で
国際的に働くことを想定した特別な教育課程が設けられています。

この分野での研究は2部門に分けられます。一つはサービスに関する 
研究で、もう一つは食品加工に関するものです。人的資源や組織の 
管理というテーマのほか、食品に関する研究を行う人もいます。

独自の研究を行う組織であるボキューズ学院は、リヨン第3大学IAEと
協力し、料理や外食産業、ホテル業界、農産物加工産業に関する若手
研究者や専門家の教育にあたっています。健康や味覚、経済に関連 
した研究テーマを扱います。

フランスにおける経営研究では、外食産業の分野に関心が集まって 
います。60の研究室、40近くのecole doctoraleでテーマ研究が行われ
ています。研究対象は外食産業の範囲にとどまらず、金融、生産管理、
人材管理、マーケティング、会計学、戦略、情報システムなど関連する数
々の分野が分析対象となっています。また、栄養学や栄養摂取、食品の
質、食品の安全性に関するテーマについても、フランスの30以上の研
究室で研究が行われています。

フランス料理は、古くから伝わる伝統のある料理です。中世には、
フランスの偉大な料理人がすでにフランス料理の原型を作り 
上げていました。Taillevent（パリの名高い高級レストランの名前に
もなっています）や、カーン風トリップ料理を発明したSidoine Benoît
などは、フランスのガストロノミーの父と言えます。その後、Antoine 
Parmentier（ジャガイモの使用、美味しいパンの作り方を提唱した）、 
Alexandre Dumas (père)、レストランを創案し『Art du Cuisinier(料理 
術）』（1814年）を著したAntoine Beauvilliers、Auguste Escoffier、 
さらには『Grand Dictionnaire universel de la cuisine(世界料理 
事典）』を執筆しフランス料理アカデミーを創設したJoseph Favreら

が活躍し、フランスの「美食」を生み出した先人の業績を一層豊かな
ものにしました。Joseph Favre（1849～1903年）が1883年に創設した
Académie Culinaire de France(フランス料理アカデミーは)、世界の 
料理人・パティシエ団体の中でも最も古い歴史を持つもので、 
料理界のエリートが名を連ねました。
今日では、Alain Ducasse、frères Troisgros、Gaston Lenôtre、Joël 
Robuchonなどのフランス人シェフが、自らの料理のノウハウを 
世界に広めています。彼ら料理人やパン職人、パティシエなどの「食の
専門家」こそが、フランスならではの美食文化を世界に伝える役割を
果たしています。そしてフランスで教育を受けた外国人学生もまた、 
フランスの味覚を伝える最高の民間大使として世界で活躍して 
います。

MOF : Meilleur Ouvrier  de  France(フランス最優秀職人)コンテストも 
また、世界的に知られています。ガストロノミーの分野では、製菓・ 
糖菓、精肉加工品販売、食肉業、料理・外食業・ソムリエ、製パン、チョ 
コレート・製菓、チーズ製造業、魚介類販売業の専門知識が評価・ 
表彰の対象となります。また、MOFで表彰されたシェフが料理・製菓 
分野の世界的な美食コンクールを主催し、高級料理・製菓世界 
大会の審査員を務めます。このコンクールに参加するには、数か月、 
数年もの準備が必要とされます。ガストロノミー、料理に関する 
評論でも、フランスは世界的に認められています。時として芸術批評
のような本格的な批評が記されることもあれば、簡単なコメントが 
並ぶ場合もありますが、レストランガイドはレストランと同様に多岐に
わたっています（Guide Bottin Gourmand、Guide Champérard、Guide 
Gault-Millau、Guide Hubert、ミシュランガイドなど）。新しく出版 
されたミシュランガイドでは、2010年の星付きレストランの数197店、
星獲得数261と世界一の座に輝いた東京の特集が行われました。

　役に立つリンク

• Académie Culinaire de France :
www.academieculinairedefrance.com
• Centre de Ressources Nationales en Hôtellerie Restauration :
www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr
• Confédération Nationale de la Boulangerie : www.boulangerie.org
• Formations courtes et professionnelles sur le site du ministère de 
l’éducation :
http://eduscol.education.fr/pid23177/voie-professionnelle.html
• Journal des Restaurants Hôtels et Cafés :
www.lhotellerie-restauration.fr
• Meilleurs Ouvriers de France : www.meilleursouvriersdefrance.info
• Portail français de la viticulture et du vin : www.viti-net.com
• Syndicat National de la Restauration Thématique des Chaînes : 
www.snrtc.fr
• Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie : www.umih.fr

Quelques instituts et centres de formation : 
• École Le Cordon Bleu : www.cordonbleu.edu
• École Supérieure de Cuisine Française – Ecole Ferrandi :
www.egf.ccip.fr
• École Supérieure Internationale de Savignac : 
www.ecole-de-savignac.com
• Institut National de la Boulangerie Pâtisserie : www.inbp.com
• Institut  Paul  Bocuse,  École  de  management  Hôtellerie, 
Restauration, Arts : www.institutpaulbocuse.com
• Institut Univeria de Grenoble : www.univeria.fr
• Lycée René Auffray : www.lyc-auffray-clichy.ac-versailles.fr
• Lycée Paul Augier : www.lycee-paul-augier.com
• Lycée Hôtelier de Marseille : www.lyc-hotelier.ac-aix-marseille.fr
• TECOMAH - Paris : www.tecomah.fr

　検索キーワード

aliment  -  biscuiterie  industrielle  -  boucherie  -  boulangerie  - 
boulangerie  - brasserie - cafétéria - cantine - charcuterie - confiserie 
-  crêperie  -  cuisine  artisanale  -  épicerie  fine  -  fast-food  -  fournil  - 
fournisseur  -  traiteur  -  fromagerie  -  glacerie  -  laiterie  -  matériel 
de  cuisine  -  pain  -  pâtisserie  -  pâtisserie  -  pizzeria  -  poissonnerie 
-  restaurant  d’entreprise  -  restaurant  végétarien  -  restauration 
à  domicile  -  restauration  à  thème  -  restauration  classique  - 
restauration mobile - restauration rapide - restauration scolaire et 
universitaire - sandwicherie - self-service - sommellerie - sucrerie - 
viennoiserie – vin

世界におけるフランスのジャーナリズム

 主要な研究テーマ

ワイン・ガストロノミー
フランスでは、ワイン醸造に関する教育は特別な地位を 
占めています。全世界に向けて幅広く開かれた教育が行われて 
いるからです。ワインテイスティング専門のDU  :  D ip lôme 
Universitaire（Université de Bordeaux）から、ブドウ栽培・ワイン醸
造欧州修士 Master Européen（Montpellier SupAgro）、さらには 
ソムリエの専門教育やワイン・スピリット販売学士（Institut 
Bocuse）に至るまで、フランスでは、職業上の目的に合わせた、 
様々なレベルの教育課程（1～5年）が用意されており、履修期間も
短期、中期、長期と多様になっています。
研究内容については、品質の高いワインを生産するために優れた 
ブドウが収穫できるよう、ブドウの木の遺伝的特質・改良を扱う 
研究が主流を占めています。ブドウ栽培・ワイン醸造に関する 
規則、EU規格と国内・国際規則の関わり合い、原産地表示に 
関する法制度、ワインの評判の定着や評判を後押しする要因など 
を分析するという形で、人文・社会科学分野における学際的 
研究の枠組みでも、ブドウの木やワインに関する研究が行われる 
場合があります。フランスのブドウ畑の風景がユネスコの世界 
遺産に登録されるまでに至ったのも、このような研究の積み重 
なった成果です。


