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フランスは世界有数の緊密かつ優れた交通網を
備えています。高速道路網の総距離は11,000km
以上、鉄道網の総距離は30,000kmに達し、そのう
ち高速鉄道網が占める距離も2,000kmに及んで
います。さらに、航路網の長さも8,500kmに達す
るほか、公共交通(バス、地下鉄、路面電車)も幅広
く整備されています。ヨーロッパの企業連合エア
バス社、パリ空港公団、航空会社のエールフラン
ス-KLM、TGVやSNCF(フランス国鉄)、さらにはル
ノー、プジョー、シトロエンといった自動車業界の花
形企業は、技術力や生産・運用ロジスティクスの面
で国際的にも評価されている、フランスの交通分野
の優秀さを象徴しています。
過去40年ほど、ロジスティクスという用語は軍事用
語としてのみならず、企業においても大規模物流分
野では商品輸送の意味で、また自動車業界でも使
用されるほか、さらには幅広く生産・サービスの関わ
る全過程の計画立案という意味で用いられてきま
した。分野を超えたこのような業務を担うために、
現在大企業ではロジスティクスを専門的に取り扱う
部署が設立されており、フランス全国で4万人の専
門技能を持つ管理職が活躍しています。
交通ロジスティクスは、物理的なシステムの運用や
メンテナンスのほか、企業の経営・戦略立案に関わ
る情報システムの開発も対象に含まれています。
工場や倉庫の位置決定、交通車両の燃油を含む物
資の確保、生産中の製品の物理的管理、包装資材
の処理、在庫のシステムや管理など、顧客への確か
な配達を行うためにシステムや輸送作業の調整が
求められる作業が数多く存在します。工業・物流の
分野で、ロジスティクス専門家の専門知識の積み重
ねにより発展した企業の戦略立案は、製品の考案か
ら納品の段階に至るまでの情報や物資の流れを決
定・企画することを目標としており、高い水準の資格
(master、diplôme d’ingénieurなど)が求められま
す。交通ロジスティクスに関する教育は経営科学や
工学などの分野で受けることができ、技術・経済・経
営の発展について取り扱います。そこには技術分野
(車両メンテナンスなど)、企画(情報処理、フォロー 
アップ、フローの管理)、実務(ロジスティクスチェー
ンのプロセス全体の運用)が組み込まれています。

カリキュラムの編成

100近くのコースが用意されており、ロジスティクスに関わる輸送の管理を専
門とするコースのほか、それを補う形で法律や経済・経営学の専門課程、工学
の専門コースが設けられています。

Bac +2
Diplôme de technicien supérieur du transport international (inscrit au 
Répertoire National de Certifi cations Professionnelles)
Institut national des transports internationaux et des ports, ITIPの中に設
けられたInstitut supérieur du transport et de la logistique internationale, 
ISTELIでは、2年間で様々な国際交通網(海上交通、道路交通、鉄道、航空、河川
交通)の専門家を育成します。
www.aft-iftim.com/isteli

Brevet de Technicien Supérieur « Transport »
3種類のBTSが設けられており、そのうち交通分野のBTSコースは60程度の
教育機関(公立・私立高校、専門学校)に設置されています。

Diplôme d’Études Universitaires Scientifi ques et Techniques     « Gestion 
logistique et de transport »
大学に付属する22のInstitut Universitaire de Technologie(IUT)には、DUT de 
Gestion logistique et de transport が設けられており、運送業で用いられてい
る管理・開発技術を習得することが可能です。
www.iut-fr.net

Bac +3
Licence
20ほどある Licence professionnelle コースのうち、3分の2は法律学、経済
学、経営学の分野で設けられ、例えば交通計画立案・マネジメント・海上輸送
関連法律などといった、貨物・商業・ロジスティクス輸送と関連する法的業務
を専門的に学習します。科学・技術・保健分野に設けられている3つのLicence 
professionnelleコースでは、運送業界で用いられているロジスティクス、メン
テナンス、産業的処理(運送用機材の再利用および活用)、電子部品、産業情報
処理の分野を網羅しています。

Bac +5
Master
Master professionnelle、Master rechercheにほぼ同じ割合で、以下のような
専門分野において、約50のコースが設けられています。
• 新技術・交通・安全について扱う科学・技術・保健分野。自動化、情報システ
ム、ロジスティクス・交通における決定支援、航空・交通向けシステム設計、交
通手段の相互運用、国土整備などを学ぶことができます。
• 人文・社会科学。都市計画、開発、環境(公共交通網の活用・発展)などが扱わ
れます。
• 都市、環境、交通分野では、モビリティと交通、生活様式、都市環境、サービ
スなどを学習します。

Diplôme d’ingénieur(Master相当、bac +5)
工学系のグランゼコールでは、 CTI ( Commission des Titres d’Ingénieur )の
認定する資格が交付されます。

• ESTACAは、自動車、航空科学、宇宙、交通分野の技師を養成する5年制の
グランゼコールで、工学、交通工学分野の学際的技能を習得することができ
ます。www.estaca.fr
• Ponts Paris Tech 校の都市・環境・交通 (VET) 学部では、国土・都市整備、ネ
ットワークの整備・運営と関連する職業向けに、交通・環境分野のコースを設
けています。

www.enpc.fr/fr/formations/depts/vet/mod-ens.htm?sr=10&ur=3
• Université de Dijonに付属するInstitut supérieur de l’automobile et des 
transports de Neversでは、ブルゴーニュのInstitut des Techniques d’Ingé-
nieurs de l’Industrie (ITII)と共同で、 «CTI» により認可を受けた産業設計専攻
のdiplôme d’ingénieurを取得することが可能です。

www.u-bourgogne-formation.fr/-Diplome-d-ingenieur-de-l-institut146-.
html

職業分野:
• 商業(国際取引、在庫管理、調達、生産、交渉、車両の販売) 
• 法律(航空・海上輸送に関する国際法)
• エネルギー(燃油調達、汚染)
• 管理(事務、経理)
• 工業(貨物輸送、工業用車両、ロジスティックプラットフォーム) 
• 工学(メンテナンス、組込みシステム、自動化など)
• 情報処理(通信、情報システム、プラットフォーム、ネットワーク) 
• 機械・電子工学(メンテナンス、組込みシステム)
• マネジメント(人材の配置、プロジェクト運営、ロジスティクスチェーン) 
• サービス(支援、保険、移転、緊急対応)
• 観光(交通手段、旅客輸送、言語)
• 交通(航空、鉄道、河川、海上、道路交通)



• Université de technologie de Belfort-Montbéliartにはdiplôme d’ingé-
nierie et management des process取得コースが設けられています。産業
設備の運用や、人的側面(活性化)と技術的側面(機械の管理・フローの最適化)
を兼ね合わせたチーム・プロジェクト推進の手法を学んでいきます。

www.utbm.fr/formations-d-ingenieur/ingenierie-et-management-
deprocess.html
• Université du HavreのInstitut supérieur d’études logistiques (ISEL)
は、ロジスティクスを専門とするdiplôme d’ingénieurを付与する唯一の工
学系グランゼコールで す。Université du HavreはInstitut des techniques 
d’ingénieur de l’industrie de Haute Normandie (ITIIHN)と提携し、生産・機
械・産業ロジスティクスを専門とするdiplôme d’ingénieur取得に向けた教育
を実施しています。

www.isel-logistique.fr

Master 2 +1年に相当するコース
Diplôme d’ingénieur や Master、 あるいは相当する学位の取得後、    
Conférence des Grandes Ecoles から認定を受けた15ほどのMastère 
Spécialiséeを履修することで、交通やロジスティクス、あるいはその両方に関
わる技能を兼ね備えていることを証明する教育機関の資格を改めて取得す
ることができます。
海洋工学:交通、エネルギー、持続可能な開発
航空運輸マネジメント
鉄道交通、軌道交通システム
ロジスティクス・購入‐国際交易、組織革新、マネジメント(産業プロジェクト、
ロジスティックシステム、サプライチェーン)、ロジスティクスチェーン(業
務、購入、生産)について学びます。

www.cge.asso.fr/cadre_masteres.html

主な研究テーマ
ロジスティクスチェーンの管理に関する研究の概念・方法論・認識論上の基礎
は、経営科学の他の分野とも関連しています。交通経済・国土整備を専攻する
にあたっては、様々な分析に重点的に取り組みます。例えば、クロス分析・モデ
リング(人やモノの空間的モビリティ、住民活動、経済・社会活動の位置づけ)、
交通・国土整備に関する公共政策の分析および評価を実施します。
研究室では、空間整備やモビリティ政策、モビリティと都市開発、ネットワーク
経済と需要・供給のモデリング、都市再開発など、交通・国土整備に関わるテー
マを網羅した研究活動を行います。 
ロジスティクスに関する情報のやりとりは、情報網と合わせて研究されてい
ます。システムおよび交通に関しては、研究成果が生産、ロボット工学、テレコ   
ミュニケーションに応用されています。

博士課程の研究機関
ロジスティクス・交通分野では、独自の研究に取り組む博士課程付属の研究機
関が存在します。
• Centre d’études et de recherche en économie et gestion 
logistique(CERENE): 疫学、交通・労働・環境監視合同研究所に付属

 www.univ-lehavre.fr/recherche/cerene/
• Centre de recherche sur le transport et la logistique (CRET-LOG) : 
Ecole Doctorale Sciences économiques et de gestion(ED372)に付属 
www.cret-log.com
• Laboratoire d’économie des transports(LET) : Ecole Dotorale 
Sciences économiques et de gestion(ED 486)に付属する合同研究
室。www.let.fr
• Laboratoire de traitement et transport de l’information (L2TI) : Ecole 
Doctorale Galilée(ED 146)に属する研究室。

 www-l2ti.univ-paris13.fr
• Laboratoire ville, mobilité, transport (LVMT) : Ecole Doctorale Villes, 
transports et territoires(ED 528)に属する合同研究室。

 www.lvmt.fr
• Mobilité, réseaux, territoires, environnement(MRTE) : Ecole Doctorale 
Droit et sciences humaines(ED 284)に属する研究室。

 www.n.u-cergy.fr/spip.php?article11844
• Systèmes et transports : Ecole Doctorale Sciences physiques pour 
l’ingénieur et microtechniques(ED 37)に属する研究室。

 set.utbm.fr

世界におけるフランス
フランスのロジスティクス・交通系の大企業グループは、全世界で事業を展開
しています。

• Groupe ALSTOM(アルストム・グループ)は2011年10月に開業したインド・
バンガロール地下鉄や、オタワ(カナダ)の新しい近郊列車の信号・列車制御シ
ステムを提供しています。アルストムとその中国における合弁企業Shanghai 
Alstom Transport Electrical Equipment(SATTE、 上海阿尔斯通交通电气有
限责任公司)社は、車両の運転装置も提供しています(南京地下鉄) 。

 www.alstom.com/Transport/fr
• SNCF(フランス国鉄)およびRATP(パリ交通公団)の2社が主に出資してい
るGroupe SYSTRA(シストラグループ)は、都市交通・鉄道交通の設計を専門
としています。例えば、アルジェやドバイ、チリのサンチアゴ、メキシコといっ
た各地の事業計画で導入が予定されている路面電車や地下鉄(自動走行)、
バス・ラピッド・トランジット(BHNS)、ソウル・釜山(韓国)を結ぶ新幹線、ハノイ地

下鉄、ニューデリー地下鉄、深圳(中国)地下鉄、高雄(台湾)地下鉄などの設計を
担っています。 www.systra.com
• CMA CGMは、マルセイユに拠点を置く海上コンテナ輸送分野で世界3位の
企業グループです。150以上の国に、650を超える事務所や代理店が設けられ
ており、同社が運航する定期航路の数は170を超えます。河川交通(リバー・シャ
トル・コンテナーズ社)や鉄道交通(CMAレール社)のほか、港湾管理や陸上ロジ
スティクスを組み込み、完全な個別訪問サービスを提供する体制を整えてお
り、ロジスティクスチェーン全体を掌握しています。www.cma-cgm.fr
• Bolloré Africa logistics(ボローレ・アフリカ・ロジスティクス社)は、アフリカに
拠点を置くロジスティクスのネットワークを構築しており、43ヶ国に拠点を置
き、代理店の数は250に達しています。港湾運営事業者(コンテナを扱う港湾タ
ーミナルの管理、船舶の寄港する港湾の管理、積み出し)ならびに陸上輸送事
業者(貨物輸送、道路・河川輸送、倉庫保管・仕入れ、梱包、配達)として事業を営
んでいます。 www.bollore-africa-logistics.com
• 2010年の旅客取扱数が8,340万人に達したAéroport de Paris(パリ空港公
団)は、サウジアラビア、ベルギー、ヨルダン、モーリシャス、メキシコなどの26
の空港の株主となっており、また管理・技術支援契約(アルジェリア、カンボジ
ア、エジプト)に調印しました。 www.aeroportsdeparis.fr
• フランス国鉄(SNCF)はカサブランカとアルジェを結ぶ高速鉄道(資金はモロ
ッコ政府およびフランス開発庁が拠出)の事業管理を支援しています。  
 www.sncf.com

役に立つリンク

• AFT-IFTIM - Association pour la formation dans les transports et Institut 
de formation aux techniques d’implantation et de manutention :  
www.aft-iftim.com
• ASLOG - Association française pour la logistique : 

 www.aslog.org
• CTUE - Conducteur de Transports Urbains en Europe   
 (projet européen) : www.ctue-project.org
• Energeco ―道路交通における燃料消費の制御を目指す団体 :

 www.energeco.org
• EuroTra - European transport training association :

 www.eurotra.eu
• EURO TRANS LOG(projet européen) - BTS transport européen : www.
eurotranslog.eu
• GroupePromotrans ―交通、ロジスティクス、産業用車両のメンテナンス、
安全管理、 旅行の専門職養成を目指す団体 : 

 www.promotrans.fr
• INRETS - Institut national de recherche sur les transports et leur sécu-
rité : www.inrets.fr
• ISTLI - Institut supérieur du transport et de la logistique internationale : 
www.aft-iftim.com
• ISTL Marocain - Institut supérieur du transport et de la logistique à 
Casablanca : www.istl.ma
• ITII Bourgogne : www.itiibourgogne.com
• LCPC - Laboratoire central des ponts et chaussées : www.lcpc.fr
• Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et 
du logement :

 www.developpement-durable.gouv.fr/-Transports
• TLF - Fédération des entreprises de transport et de logistique de 
France : www.e-tlf.com
• Trace ton chemin - formations en transport, logistique et tourisme : 
www.aft-iftim-tracetonchemin.com
• Transports combinés : www.viacombi.fr
• Union Européenne – activités des transports :

 europa.eu./pol/trans/index_fr.htm
• Union Internationale ses sociétés de transport combiné rail-route : 
www.uirr.com
• Union internationale des transports routiers : www.iru.org
• Voies navigables de France(VNF) : www.vnf.fr

　　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/


