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観光

外国人観光客の受け入れ数が世界で 
最も多い（毎年8000万人以上）フラ
ンスでは、エコツーリズム、産業観光、 
農村観光、家族旅行、文化遺産や 
歴史をたどる旅など、様々な形態の 
観光のニーズに合わせた幅広い可能
性を提供しています。
旅行企画、観光客受け入れ（旅行代
理店、ガイド、通訳）のセクターでは、
宿泊業（ホテル、キャンプ場など）が 
最も発展した分野となっています。
マーケティングあるいはITは、観光 
案内所、景勝地、博物館、城などの 
デジタル環境を管理する上で必要と
なっています。観光ルートの企画担当
者は、多くの場合ビジネススクールで
専門のコースを修了しています。
競争の激しい市場ですが、遊園地や
自然公園、テーマパークなどの訪問
者数は引き続き高い数字を維持して
います。
世界的に観光業が発展する中で、新
たな形の観光が提唱されています。
例えば出張旅行、島嶼観光、立場（若
者、ファミリー、シニア、障害者など）や 
共通の関心事を持った人々に合わ 
せたマーケティング、地域の独自性の
アピール、産業観光などが推進されて 
います。
ペリエやバドワなどの企業見学といっ
たような現在稼働中の産業資産を 
見学するツアーなども可能となって 
います。

観光関連分野

- ビジネス（シンポジウム、会議、国際展示会、見本市）
- 建設（レジャー施設の不動産取引、観光施設リノベーション）
- 文化（戦争跡地、フェスティバル、庭園、史跡、博物館、文化遺産、 
景勝地、エンターテインメント、ワイン関連）、宗教（教会建築、巡礼）
- 環境（国土整備、自転車専用道路、緑道）
- 宿泊施設・ホテル業（キャンプ場、B&B、簡易宿泊所、ホテル、山小
屋）
- 娯楽（カジノ、遊園地、ハイキング）
- 外食業（オーベルジュ、バー、カフェ、カフェテリア、レストラン）
- 健康ビジネス（治癒目的の滞在、タラソテラピー、温泉療法、体力 
回復、治療）
- スポーツ（競技大会、登山、水上スポーツ、スキー、スポーツ興行、 
自転車競技）
- 旅客運送（航空、自動車、都市交通）およびレジャー娯楽用交通手段
（クルージング、レジャーボート）

フランスの高等教育機関では、バカロレア取得後1年目を対象とする 
コースから博士課程に至るまであらゆる段階にわたり、300以上の 
学位及びディプロムが設けられています。

主要な3つの分野： 
- 法学、経済学、経営学
- 人文社会科学
-（運動・スポーツ活動の科学・技術（STAPS  : Sciences et  techniques 
des activités physiques et sportives）には、様々な専攻分野（スポー
ツ、保健、社会など）、専門科目（レジャー、環境、マネジメント、環境 
整備）が用意されています。

BTS : Brevet de Technicien Supérieur（高等技術者免状 ; Bac＋2） 
70以上のBTSがあり、3つの主要分野が設けられています。 
- 地方観光振興・経営
- ホテル・外食業（料理、サービス、マーケティング、ホテル経営） 
- 観光セールス・企画
専攻：欧州共通基準に準じたBTS Responsable d’un  hébergement； 
BTS de gestion hôtelièreは、客室の稼働率や予約状況に応じて宿泊
料金を変動させる「収益管理者」と呼ばれる職種に就くためのコース
です。

Licence（学士 ; Bac＋3）
80近くのLicence professionnelleが設けられており、12～16週の 
企業研修が組み込まれています。3分の1は法学部、経済学部、経営 
学部に設置され、観光マネジメント・工学を専攻します。
- 商業、経営、流通分野では、企業訪問を組み込んだ産業観光という
新たな専門科目が設けられています。
- 経済学、ホテル・観光経営の分野では、観光・宿泊施設の管理・ 
経営を学びます。
- 人文・社会科学では、国土整備、都市計画、組織経営が専門科目 
として取り扱われます。
- ホテルや飲食、外食業のシステムの設計、考案、管理、経営が主要 
選択科目に盛り込まれます。

カリキュラムの編成

サブカテゴリー：国土整備、持続可能な開発、ガスト
ロノミー、ホテル業、外食業、スポーツ、交通・運輸、都
市計画

職業分野・職種：接客担当職員、旅行代理店経営者、
観光案内所長、旅行会社経営、通訳ガイド、レストラ
ン経営、観光・イベント企画、文化・レクリエーション
施設（遊園地、庭園、動物園など）責任者、旅行業者



- 科学・工学・医療関連分野を学ぶことで、スポーツ活動とレジャー、
スポーツマネジメントとスポーツ観光、財産・旅行者の安全確保を 
より一層結びつけて考えることができるようになります。

- 芸術、文学、言語分野では、近年、文化事業の一環として、ワイン 
醸造学をアピールする傾向があります。法学、経済学、経営学の分野の 
およそ10のコースでは、人文・社会科学（地理、歴史、芸術史、建築学）
の科目も教えられています。

欧州連合によって認定されている、およそ15の観光・接客業のマネジ
メント分野のDiplôme européen d’études supérieuresを取得する 
ことによりMaster européen取得に向けて学業を継続することが可能
です。  www.fede.org

Master（修士 ; Bac＋5）
100コース程度の教育課程が設けられており、うち3分の2はMaster 
professionnelです。
- 法律、経済、経営学 ： スポーツ・文化遺産・文化活動・舞台芸術に関 
する経済およびマネジメントについて学ぶことができます。
- 科学、テクノロジー、医療 ： 不動産メンテナンス、リスク管理、レ 
ジャーと環境、スポーツと地方開発を専門として選ぶことができます。
- 人文・社会科学：地理と国土整備、国土の開発整備を進める上での 
持続可能な観光などについて学ぶことができます。

観光は科学というよりも活動の一つとみなされていますが、実は科学の 
様々な分野から技術や手法を取り入れています。国内・国際的な 
観光の発展に伴い、大学では専門の学部や研究拠点などを開設し、 
数多くのコースを提供しています。このように、観光に関する教育や 
研究は、観光業界の発展と共に進歩しています。

• CIRET（Centre International de Recherches et d’Études Touristique）： 
Université d’Aix-Marseilleが運営する、観光・レジャー・ホテル業界に
関するデータバンク（大学・研究者の国際ネットワーク）。
www.ciret-tourism.com

• CREJETA （Centre de Recherches et d’Études Juridiques sur 
l’Environnement,  le  Tourisme  et  l’Aménagement）：Université  des 
Antilles  et  de  la  Guyaneに設けられた学際的博士課程です。Agence 
Universitaire de la Francophonieが設けている「環境権」に関するテー
マ別ネットワークに参加し、地域（アメリカ大陸のフランス海外県・ハ
イチ・レユニオン・ケベック）の持続的開発のための水資源管理という
テーマやエコツーリズムに関わる問題に関する研究の指導を行って 
います。www.univ-ag.fr

• EIREST （Équipe Interdisciplinaire de Recherches sur le Touris- 
me）： IREST  Institut  de  Recherche  et  d’Etudes  Supérieures  du 
Tourismeの1機関。Université  Paris  1  Panthéon-Sorbonneで次の 
テーマに関する研究を進めています：ヨーロッパにおける都市観光と
都市化、観光地－レジャーとイノベーション、観光地の魅力と競争力、
文化遺産観光と開発、観光と貧困、映像表現と観光イメージ。
www.univ-paris1.fr

• ESTHUA （Études Supérieures de Tourisme et d’Hôtellerie）： 
Université d’Angersに設けられ、55ヶ国から学生を受け入れて 
います。Master recherche Tourisme et Sociétéのほか、Magistère de 
Tourisme（Bac＋5）のコースでは、ホテル経営およびホテル業界の 
職種、商談・イベント企画技術のマネジメントコースが設けられて 
います。 www.univ-angers.fr

• GEREM（Groupe  d’Études  et  de  Recherche  en  Économie 
Management）：IAE  de  Université  de  Perpignanを拠点とする経済・
経営分野調査・研究グループ。経済・経営に関する研究を集約する 
役割を果たしており、企画・経営実績評価と観光マネジメントの2つの
部門で構成されています。 www.univ-perp.fr

• Veille info Tourisme：フランス経済財政産業省が提供する観光 
関連の研究に関する年報。観光に関わる研究者、機関などを紹介して
います。www.veilleinfotourisme.fr

フランスは、ヨーロッパのみならず全世界で見ても、引き続き外国人
観光客の最大の受け入れ国となっており（2008年は8190万人）、スペ
イン（6000万人）やアメリカ合衆国（5600万人）を上回っています。フラ
ンスが国際協力を進める上で重要な役割を担っているのはそのため
です。国際化を進めてきたフランス企業のノウハウも評価されており、
例えばホテル業ではAccor社、フードサービス経営で全世界を先導 
するSodexo社、海外旅行ではClub Med社が活躍しています。
交通の分野では、1981年に運行が開始されたフランス高速鉄道の 
路線網は現在では、2000㎞近くに及んでいます。Alsthom社のTGVの
テクノロジーによりヨーロッパ諸国のみならず、その他の国でも高速
鉄道網の整備が進んでいます（アルゼンチン、韓国、イタリアなど）。

　役に立つリンク

• Centre de ressources nationales Hôtellerie Restauration : 
www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr
• Commission Nationale de Certification Professionnelle (CNCP) : 
www.cncp.gouv.fr
• Espaces Tourisme & Loisirs : www.revue-espaces.com
• Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme 
(FFTST) : www.fftst.org
• Fédération Nationale des Guides Interprètes (FNGI) : www.fngi.fr
• Institut Français du Tourisme (IFT) : www.i-f-t.fr
• Métiers Hôtel Resto : www.metiers-hotel-resto.fr
• Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi : 
www.tourisme.gouv.fr
• Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative : www.tourisme.fr
• Qualité Tourisme™ par métier : www.qualite-tourisme.gouv.fr
• Toute l’Europe Transports Tourisme : 
www.touteleurope.fr/fr/actions/economie/transports-tourisme.html
• Voyager en Europe : http://europa.eu/abc/travel/

　検索キーワード 

accueil – action culturelle – agence de voyage – animateur – aqualudique 
– canaux – chemin de fer touristique – circuit – congrès – croisière – cures 
–  destination    –  développement  territorial  –  e-tourisme  –  écoprocédé  
–  écotourisme  –  équipement  de  loisirs    –  équipement  touristique  – 
environnement  –  escapade  en  ville  –  espace  protégé  –  excursion  – 
évènements culturels et  sportifs – guide – hébergement –  immobilier de 
loisirs  –  impact du  tourisme –  interprète –  littoral  –  loisirs  – mobil-home  
– monument – nautisme – navigation de plaisance – œnotourisme – office 
de  tourisme  –  parc  à  thème  –  parc  d’attractions  –  parc  de  loisirs  –  parc 
naturel – patrimoine  industriel – patrimoine mondial – pèlerinage – port 
de plaisance – projet  touristique – qualité  tourisme –  remise  en  forme – 
résidence de tourisme – rural – séjour – sites touristiques – sport – station 
classée  –  station  d’hiver  –  station  de montagne  –  table  –  temps  libre  – 
thalassothérapie  –  thermalisme  –  tour  opérateur  –  tourisme  alternatif 
–  tourisme  culturel  –  tourisme  d’affaires  –  tourisme  de  luxe  –  tourisme 
de montagne –  tourisme de santé et de bien-être –  tourisme des seniors 
– tourisme durable – tourisme et handicap – tourisme éthique – tourisme 
européen  –  tourisme  fluvial  –  tourisme  insulaire  –  tourisme  médical  – 
tourisme  polaire  –  tourisme  réceptif  –  tourisme  responsable  –  tourisme 
social – tourisme solidaire – tourisme spatial – tourisme sportif –tourisme 
urbain – tourisme vini-viticole – tour opérateur – transport – transporteur 
– vacances – véloroutes – vente touristique – village de vacances – village 
écologique – voies vertes – voyages – voyagistes – zone,touristique

 主要な研究テーマ

世界におけるフランスのジャーナリズム

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


