
情報・コミュニケーション科学は、さまざまな形でフランスの大学課
程に組み込まれています　
まず、その履修形態が多様で、大学の履修単位（情報・コミュニケー
ション科学の教養・研究単位）や独立した学科（工学系大学、研究所
内の情報・コミュニケーション学科）として設置されています。さら
に、学際的な研究や各専門分野では、教育上の実際的な手法として
も用いられており、情報・コミュニケーション科学の研究だけに限定
されるものではありません。その一例として挙げられるのが、芸術文
化運営、情報処理と文書管理、近代文学、歴史学です。したがって、情
報・コミュニケーション科学は、全国大学評議会によって制度化され
た71番目の専門分野であると同時に、複数の学問が互いに関係す
る学際的な領域を形成する学問であるといえます。そして、学士課程
(Licence), 修士課程（Master）,博士課程（Doctorat)の高等教育3課程
構造改革の結果、情報・コミュニケーション科学教育は以下のとおり
に分類されています。

BTS : Les Brevets de Technicien Supérieur （上級技術者免状）
BTSは、情報・コミュニケーションに関する専門職養成の資格で、以下
の4つに分類されます。 
-企業コミュニケーション（Communication des entreprises）のBTS 
- コ ミュ ニ ケ ー ショ ン と イ ン ダ ス ト リ ア ル・グ ラ フィッ ク

（Communication et industries graphiques）
のBTS 
-ビジュアル・コミュニケーション（Communication visuelle）のBTS
-ビジュアル表現（Expression visuelle）のBTS  »

DUT  :  Diplômes  Universitaires  de  Technologie（技術短期大学部 
修了免状）
DUTには、情報・コミュニケーションに関する専門職養成のための2
つの資格があります：　
• DUT en 《Information Communication》(情報・コミュニケーション
のDUT）
- option 《Communication d'entreprise》
- option 《Journalisme》
- option 《Métiers du livre》
- option 《Publicité》
- option 《Gestion de l'information et du document dans les 
organisations》• サービスとコミュニケーション・ネットワーク

（Services et réseaux de communication）のDUT

学士課程(Licence généraleまたはLicence professionelle)
フランスでは、情報・コミュニケーション科学という専門分野（フラン
ス大学評議会認定による71番目のセクション）の正統的な入門編
のひとつが、学士課程（Licence）です。上級課程（修士課程Masterや 
職業専門学校）、あるいは就職の準備として履修されます。
ジェネラリストの養成を目的とした修業年限3年(180 ECTS)の課程
で、理論教育（経済学、歴史、社会学など）、実務方法の会得（語学、情
報処理、文書検索など）、ノウハウの習得（表現法、口頭表現、メディア
技術等）、の三点を連動させた教育を行います。学士課程（Licence）
のなかには１年次から専門分野を学ぶところもあります。
情報・コミュニケーション科学においても、多くのLicence profes-
sionelle(職業学士)が設けられました。Licence professionnelle（職業
学士）は専門課程の一年として設置されており、DUT（工業技術短期

カリキュラムの編成フランスには、一千に及ぶ情報・コミュ
ニケーション科学（いずれか、あるいは
その両方）の高等教育ディプロムがあり、
（2010年フランス情報・コミュニケーシ
ョン科学学会SFSIC調査による）その半
数（46パーセント）を公立の教育機関
が交付しています。およそ100のMaster 
professionnel（職業修士）は、主な職業
と研究分野に従って次の4つに分類され
ます。
・組織コミュニケーション（Communica-
tion d’organisation）
・情報処理と文書管理（Information et 
documentation）
・ジャーナリズムとメディア（Journalis-
me et médias）
・コミュニケーション・システムとコミュニ
ケーション・ネットワーク（Systèmes et ré-
seaux de communication）
有数拠点として挙げられるのは、リール、
グルノーブル、ナンシー＝メッツ、リヨン、
エクス＝マルセイユ、トゥールーズ、ボル
ドー、レンヌ、パリです。

大学ならではの教育という意味では、情
報･コミュニケーション科学は基本的に人
文社会科学に属しますが、学問の学際的
側面から以下の4分野で扱われる場合が
あります。
 
・芸術、文学と言語学 （Arts,  Lettres  et 
Langues,　ALL)
・人文社会科学（Sciences Humaines et 
Sociales,　SHS)
・法学、経済学、経営学（Droit,  Econo-
mie, Gestion, DEG)
・科学・工学・医療関連分野（Sciences, 
Technologie et Santé, STS)
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大学資格）の取得に続く一年という位置づけで主にIUT（工業技術短
期大学部）で学ぶことができます。

修士課程（Master 1年次と2年次）
フランス領土内には400を超える修士課程があります。今後、Master 
professionnel M1（職業修士１年次）の前提となるMaster recherche 

（研究修士）も予定されることをから、Master recherche（研究修士）
とMaster professionnel（職業修士）の区別をなくそうとする動きがあ
ります。

博士課程（Doctorat） 
Master recherche 2（研究修士2年次）修了後、第3課程の博士論文提
出を目標とする課程です。フランスのほとんどの大学は情報・コミュニ
ケーション科学の研究所を擁し、セミナー形式や個人指導による博士
号取得のための環境が整えられています。

フランス情報・コミュニケーション科学学会（SFSIC）の研究グループ
が定める情報・コミュニケーション科学（SIC）の学術活動方針に基づ
き、SICは主要テーマ毎に以下の4分野に大別されます。  

- 組織における情報・コミュニケーション科学のプロセスと実用 
- メディアのディスクール（新聞記事、音声映像とマルチメディア） ;
- 情報・文書管理システムとコミュニケーション・ネットワーク 
- メディエーションの仕組み

情報・コミュニケーション科学（SIC）が70年代（1974年）に学問として
制度化された際、フランスは例外となりました。アングロサクソン型と
呼ばれる方法が情報科学（情報システム）とコミュニケーション科学 

（パブリック･コミュニケーション、ソーシャル・コミュニケーション）と
いう区別化を選択したのに対し、フランス情報・コミュニケーション科
学学会（SFSIC）は、増幅された対象と課題をひとつの学術団体に集結
させたのです。集められたテーマは、コミュニケーションとメディア、ジ
ャーナリズム、文書管理情報、情報システムとネットワーク、組織コミュ
ニケーション、政治的コミュニケーション、パブリック・コミュニケーショ
ンなどでした。

その後、情報・コミュニケーション科学の教員・研究者達は、以下のよう
な海外の研究者達との恒常的な協力体制を拡大してきました。
- ベルギーをはじめとするフランス語圏：ブリュッセル自由大学（Uni-
versité Libre de Bruxelles）、ルーヴァン・ラ・ヌーヴカトリック大学

（Université Catholique de Louvain-la-Neuve）、ケベック： ラヴァル 
大学(Université Laval)、シャーブルック大学（Université de Sherbroo-
ke）、モントリオール大学（Université de Montréal）、ケベック大学モン
トリオール校（UQAM）、トロワリヴィエール大学（Université de Trois-
Rivières）、スイス (ジュネーヴ) 
- マグレブ諸国:チュニジア(チュニジアとスファックス)、モロッコ (ラバ、
カサブランカ) 
- スペイン(マドリード) 
- 東ヨーロッパ: ルーマニア (ブカレスト) 
- 北米: カナダ（英語圏） (オタワ大学Université d’Ottawa)
- ラテンアメリカ: ブラジル(サンパウロ) 

また、フランス情報・コミュニケーション科学学会（SFSIC）は、国際情報・
コミュニケーション研究協会（AIERI）と緊密な関係を維持しています。

以下の職能協会が、情報・コミュニケーション科学教育の充実に携わ
っています。 
• Association des Agences Conseils en Communication (AACC) : 
www.aacc.fr  
• Communication Publique : www.communication-publique.fr
• Association Française de Communication Interne (AFCI) : 
www.afci.asso.fr
• Union des Journaux et Journalistes d’Entreprise de France (UJJEF) 
- Communication et Entreprise : www.ujjef.com
• L’association des professionnels de l’information et de la 
documentation (ADBS) : www.adbs.fr

　役に立つリンク

• Société française des sciences de l’information et de la 
communication : www.sfsic.org
• École des hautes études en sciences de l’information et de la 
communication :  www.celsa.fr
• Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC) :
www.iscc.cnrs.fr 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr

　検索キーワード

Sciences de l’information et de la communication - formations - 
enseignement supérieur

主な研究テーマ

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/

世界におけるフランス


