
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巨人の物語を著したの

は16世紀のことです。豪放かつ大食いのガルガンチュアは無為なだ
けでなく「美食」の術に長けていることでも知られていました。こ
こで言う美食とは、招待客をもてなすことと、客のために料理を作
ることの両方を指していました。このように、フランス料理は歴史
を持つ習慣であるとともに伝統であり、この「おいしく食べる」と
いう伝統の存在こそ、美食がフランスの正真正銘の「国家的財産」
とされる理由です。  

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。タイユヴァン（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、カーン風もつ料理を考案したシ
ドワーヌ・ブノワなどは、フランスのガストロノミーの父といえ
ます。その後、アントワーヌ・パルマンティエ（ジャガイモの使
用、美味しいパンの作り方を提唱した）、アレクサンドル・デュマ
（父）、レストランを発明し『料理術（Art du Cuisinier）』（1814
年）を著したアントワーヌ・ボーヴィリエ、オーギュスト・エスコ
フィエ、さらには『万国大料理事典（Grand Dictionnaire universel 
de la cuisine）』を執筆しフランス料理アカデミーを創設したジョ
ゼフ・ファーヴルらが活躍し、フランスのガストロノミーの定評
を確固たるものにしました。ジョゼフ・ファーヴル（1849～1903
年）が創設し、世界の料理人・製菓人団体の中でも最古の歴史を持
つフランス料理アカデミーには料理界のエリートが名を連ねていま
す。  

フランスのレストランは大きく分けて4種類あります。  
高級レストランは非常に優れた分野です。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
中で念入りなサービスを尽くすことに力を入れます。  

テーマレストランとは、ガストロノミーの特別性、独自性、文
化的側面を強くアピールすることを重視するレストランです。  

ファストフードとは、使い捨て容器で出され、その場で食べる
かテイクアウトできる食事（ポテト、ハンバーガー、ピザ、サンド
イッチ、菓子パンなど）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。  

施設内食堂は、教育機関（小中高校・大学の食堂）、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つの分野で特に多く存在しています。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

国際的動向
2010年、フランス料理はUNESCOの無形文化遺産に登録されました。フランス料
理は「文化的アイデンティティおよび人類の文化的多様性、創造性の保全にとっ
て決定的な重要性」を帯びた文化的切り札といえます。  

 
ポール・ボキューズ、ミシェル・ブラ、アラン・デュカス、エリック・フレショ
ン、ピエール・ガニェール、アラン・パサール、ジョエル・ロビュション、ギ・
サヴォワ、ミシェル・トロワグロなどのフランス人シェフが、自らの腕前を世界
に広めています。 
うち6名は、世界のシェフ100人のうちベストテンに輝いています。彼ら料理人、
チーズ職人、パン職人、パティシエ（ピエール・エルメなど）、チョコレート・
糖菓製造職人（パトリック・ロジェなど）といった「食の専門家」こそ、フラン
スの特産物、味覚、奢侈が何であるか世界に伝える役割を果たしています。テー
ブルアートや給仕、料理、ソムリエの技術、チーズや製菓など様々な分野に及ぶ
フランス最優秀職人賞（MOF）も、優れたフランス料理の伝統を伝えています。
ガストロノミー、料理に関する批評も、世界的に認められたフランスならではの
ものです。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、コメントの
羅列に終わる場合もありますが、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（ギッド・ボッタン・グルマン、ギッド・シャンペラール、ギッ
ド・ゴーミヨー、ギッド・フーディング、ギッド・ユベール、赤ガイド別名ミシ
ュランガイドなど）。ミシュランガイド東京（星付きレストラン世界最多）の第8
号では551店が取り上げられ、うち226店が星付き（三つ星12店、二つ星53店）で
した。 

 
フランスにはまた1000種類近いチーズがあり、うち43種類は保護原産地呼称
（AOP）を持ちます。コルシカ島のブロッチュ、オーヴェルニュ地方のカンタ
ル、ペリゴール地方のカベクー、ジュラ地方のコンテ、ノルマンディー地方のカ
マンベール、ブルゴーニュ地方のエポワス、アルザス地方のマンステール、ピレ
ネー地方のオッソー＝イラティ、サヴォワ地方のルブロション、アヴェイロン地
方のロックフォールなどが挙げられます。 
9月にはフランスおよび全世界でグルメ祭が開催され、2014年には9000を超える
イベントが（うち230の企画はフランス国外）に達し、計28万人の職人が、180万
人の来訪者数の舌を魅了しました。 

 
関連する専攻分野
• Alimentation •  Arts de la table  •  Boulangerie •  Charcuterie  •  Chocolaterie •  Con� serie •  Cuisine 

• Fromagerie • Hôtellerie • Œnologie • Pain • Pâtisserie • Poissonnerie • Sommellerie  • Tourisme  
  
副専攻分野
• Bar •  Barman •  Bistrot •  Brasserie •  Café •  Commerces alimentaires •  Chocolatier • Con� seur

• Commis de cuisine • Crêpier • Cuisinier • Fromager • Garçon de café • Gérant • Glacier • Pain • Pâtissier 

• Pizzaïolo • Plongeur • Restaurant • Serveur • Sommelier • Traiteur • Vin  

数字で見る 

• 飲食業で働く従業員数は700,000人  

• 伝統的レストランの数は100,000軒  

• 企業数200,000社  

• 売上高618 億ユーロ（2013年）  
• 税抜ベースで売上高の40％は国外観光客から   

• 農産加工産業の売上高の10％が外食業から 

出典：経済・デジタル産業省 -
www.entreprises.gouv.fr

お役立ちリンク
• フランス料理アカデミー : www.academieculinairedefrance.com 
• 全国製菓業指導教員連合 : www.anfp.fr 
• ホテル・外食業全国資料センター : 

www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr 
• Le Collège culinaire de France : www.college-culinaire-de-france.fr 
• フランスチョコレート・糖菓製造職人連盟 : www.chocolatiers.fr 
• 全仏パン・製菓販売店連盟 : www.boulangerie.org
• パリ飲食・観光・ホテル業専門学校 : www.epmtth.org
• ガストロノミー祭 : www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie 
• France Alumni, フランスのガストロノミーに関する討論グループ : 

www.francealumni.fr 
• チーズ職人国際同業組合 : www.guildedesfromagers.fr 
• レストラン・ホテル・カフェジャーナル : 

www.lhotellerie-restauration.fr  
• 食に関わる職業 : www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr 
• 食の伝統 : http://alimentation.gouv.fr 
• フランスのホテル・観光業専門学校ネットワーク : 

www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr
• フランス最優秀職人賞（MOF）協会 : 

www.meilleursouvriersdefrance.info
• 全国チェーン系テーマレストラン業組合 : www.snrtc.fr 
• ホテル業職種・産業連合（HUMIH）: www.umih.fr  

プログラムを探す>教育機関の検索 >カタログから検索／キーワードを入力 >検索する
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ガストロノミー・外食業
免状取得に向け準備を行うのは主に、外国人留学生を受け入れているホテル
業専門学校や職業高校の初期教育課程となります。例えばヴェルサイユの
Lycée Auff ray（外国人留学生率10％）、マルセイユホテル高校、ニースの
Lycée Paul Augier、そのほか以下のような料理学校・専門教育機関がありま
す。                                                                                                                                                                            
l’École Le Cordon Bleu, Ferrandi l’école française de la Gastronomie, l’Institut 
Paul Bocuse à Lyon, アルジャントゥイユのAlain Ducasse Éducation , プレジ
ールのl’École Lenôtre, l’École Maxim's internationale de Paris, École de Savi-
gnac, ボルドーのÉcole supérieure de la table, ルーアンのl’Institut National de 
la Boulangerie et de la pâtisserie など  

Le Certifi cat d’Aptitude Professionnelle（CAP）という国家免状は、初級レ
ベルの職業技能を認定する資格です。サービスを担う職業（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者）を目指す課程、
精肉や製パン職人、料理人、パティシエなど食に関する職業を目指す課程の
両方があります。フランス全国で300以上の教育機関で取得が可能です。  

Le Brevet d’Études Professionnelles（BEP）は職業技能を証明する国家免状
で、取得により職業バカロレアコースの受け入れ条件を満たすことになりま
す。外食業分野については、外食・ホテル業課程と精肉・食肉加工品業課程
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。  

La Mention Complémentaire（MC）は専門技能を証明する免状です。すでに
職業教育、場合によっては総合教育を受けて最初の免状を取得した者がこの
課程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、「レセプ
ション」「レセプション企画者」「ケータリング業」「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「低脂肪の料理」「専門
的製パン」「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。  

Le Baccalauréat Professionnelとは所持者が高度な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免状です。フランスの職業バカロレアでは
「精肉・食肉加工品・ケータリング業」「製パン・製菓」「外食業」の3専
攻に分かれています。  

Le Brevet Professionnel（BP）は職業バカロレア取得後に課程進学が可能
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時間の課程を受講し、資格を取得
することができます。  

補修課程 ホテル・外食業高等技術者セクション – L1
約50の補修課程が、同程度の数のフランス各都市にある職業高校で開設されてい
ます。一般バカロレアまたは同等の資格を取得した場合、最初の1年目は、ホテ
ル・外食業分野の選択者を除きバカロレアのオプションに関係なく補修課程の履
修が必要です。課程を修了し、夏季の4か月の職業実習を終えると、BTS「ホテ
ル・外食業」BTS課程に進むことができます。 

 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
（バカロレア＋2年で修了可能な高等教育課程） - L2
BTS「ホテル・外食業」課程の履修は、職業高校または外食・ホテル業分野の見
習い訓練センター（CFA）で行われます。フランス7都市、合計8つの教育機関で
レストランのサービスに関わる職種の教育が行われており、「料理技術・テーブ
ルアート・サービス」と「マーケティング・ホテル経営」の2選択コースに分か
れています。 
www.campusfrance.org>Espace documentaire>O� re de formation
>Fiches Diplômes>BTSA 
 
BACHELOR
（バカロレア＋3年で修了可能な高等教育課程） - L3
フランスのガストロノミー専門学校フェランディおよびBordeaux Ecole Supé-
rieure de la Tableでは、店舗経営者 • レストラン経営者の職種を志す者向けに、2
種類の学士（Bachelor）レベルで教育機関独自のプログラムを開設しています。 
www.ferrandi-paris.fr>Bachelors 

 
LICENCE PROFESSIONNELLE
（バカロレア＋3年で修了可能な高等教育課程） - L2 +1
3種類の分野において、外食業と関わる様々な専攻・コース履修の可能な職業修
士課程が設けられています。  

Arts, lettres et langues mention Hôtellerie et tourisme, spécialité Restauration gas-
tronomique à vocation internationaleコース。   
Droit, économie, gestion, Hôtellerie et tourisme専攻。ホテル・外食施設経営、外
食商品・外食施設・施設内食堂・商業的食堂の経営、国際的経営、高級ホテル・
レストラン経営指導などのコースが設けられています。  

Sciences humaines et socialesのHôtellerie et tourisme専攻。施設内食堂・商業的
食堂の職種に関わる技術・マネジメント、ホテル・レストランのシステムに関す
るコースが設けられています。  

www.japon.campusfrance.org>教育機関の検索>学士 

 

 

 

教育機関独自の免状
（バカロレア＋5年で修了可能な高等教育課程） – M2
2つの教育機関で修士レベルの課程が設けられています。
 Institut Paul Bocuseにおけるホテル・外食業国際経営者養成課程、料理・イノベ
ーションマネジメント課程   

www.institutpaulbocuse.com>Management culinaire  

l’École supérieure internationale de Savignacのホテル・観光・外食企業経営者養
成課程  

www.ecole-de-savignac.com>Formations 

 
MASTER
（バカロレア＋5年で修了可能な高等教育課程） – M2
観光関連の様々な専攻を設けた大学の修士課程が以下の2分野で開設されていま
す。  
• 芸術・文学・言語、応用外国文学専攻、ホテル業・国際ビジネス外食業コース  
• 法学・経済学・経営学、経営専攻、観光・ホテル業開発、外食業コース  
• www.japon.campusfrance.org>教育機関の検索>修士  

Le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique（DNSEP）は2年間
（180ECTS）で取得可能な修士課程で、大学第2課程（修士課程）修了により個
人の研究成果が体系化されまとめられます。
20を超える学校でデザイン専攻課程が開設され、École supérieure d’art et de 
design de Reimsでは「料理デザインコース」が設けられています。DNSEP取得
により、修士後の課程あるいは博士課程への道が開かれます。  
 ESAD Reims : www.esad-reims.fr/page/70.html  
 
修士後の課程 
教育機関独自の資格証書
（修士取得後1年で修了可能な高等教育課程） 

« Post-diplôme en design culinaire »という免状はl’École nationale supérieure d’art 
et de design de Reimsから交付されます。   

ESAD Reims : www.esad-reims.fr/page/70.html  
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