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「物体を分解・分析し、新たに再構成する術」
(アカデミーフランセーズ辞典、1762年)とも
言われる化学は、薬学や化粧品、農業、物質、
金属工業、エレクトロニクス、航空工学など、
活動により物質への作用が生じるあらゆる
分野と関わりを持っています。化学者は他の
分野とも協力し、実にあらゆる場所で活躍し
ており、化学者の活動範囲を特定することは
もはや不可能です。
化学産業は輸出面で最も重要な分野となっ
ており、安定 した成長を続け、フランスにお
いて自動車産業に続き2番目に規模の大き
な産業分野となっています。フランスはま
た、化学製品、医薬品の輸出高が世界第3位
の国です。
フランスの化学産業(製薬産業を含む)は、ア
メリカ、日本、ドイツ、最近では中国に続き世
界5位の座を占めています。肥料のほかプ
ラスチック物質、塗料、化粧品、接着剤、医薬
品、香料、殺菌・殺虫剤など化学の活躍する範
囲は多岐に及んでいます。さらに今日では、
環境保全・保護の原則が重視されるようにな
っています。

サブカテゴリー:
• 生化学:水、ヌクレオチド酸、糖質、脂質、タンパク質に関する研究 
• 分析化学:計量科学、クロマトグラフィー、分光法
• 物質化学:生体材料、セラミック・ガラス、複合材料、金属、  
   ポリマー、半導体
• 無機化学:錯体化学、無機工業化学、有機金属化学
• 有機化学: 炭素化学、ポリマー化学、石油化学
• 物理化学: 反応速度論、電気化学、放射化学、超音波化学、  
   分光学、熱化学
• 理論化学: 量子化学、計算化学(計算機化学)

職業分野:
産業部門:
• 有機化学:炭素化学、ポリマー化学、糖類化学、生化学(免疫化 
学、薬理学)、石油化学、光化学
• 金属化学:有機金属化学、粘土・ゼオライト化学
• 物理化学、核化学、燃焼・プラズマ環境化学、界面化学、溶液化
学、電気化学
研究部門:
• グリーンケミストリー:環境化学、地球化学、植物化学
• 基礎研究:宇宙化学、大気・高層大気化学、量子化学、計算化学

カリキュラムの編成

化学は、数多くの業界や、大学や工学系グランゼコールにおけ
る職業教育、研究、学術活動など、フランスの高等教育課程と
関わりを持っ ています。

短期課程、専門教育課程:
30近くの DUT : Diplôme Universitaire Technologie (大学短期
技術教育免状)課程が設けられており、化学、物質、CAD/CAM
の3つの専攻に分かれています。
化学教育の組み込まれた BTS : Brevet de Technicien 
Supérieur(職業免状)課程が12ほど存在し、生物学、分析、品
質、水に関わる職種などと関連付けた教育を実施しています。

Licence(学士課程):
工学のほか物理、環境、物質科学、化学的手法、保健などを広
く専門的に学ぶ学際的教育を実施する120の大学教育課程が
設けられています。うち40近くが職業学士課程で、製薬・農産
物加工業や保健衛生、品質管理を専門的に学びます。

Master(修士課程):  
400以上の教育課程が設けられ、生物学、製薬学、生態学、物
理学、物質科学や工学系の数々の分野に加えて、教職課程な
ども含めた数々の分野を専攻することができます。

Doctorat(博士課程):
80近くの博士課程において、化学と物理、保健衛生、環境学、
地球科学、生命科学を組み合わせた研究が実施されていま
す。物質理解や宇宙の成り立ちを専門とする学際的研究・基礎
研究に取り組む人たちも、化学を活用して研究を進めていま
す。

主な研究テーマ

化学研究の方向性を、化学産業部門と切り離して考えることは
できません。フランスでは、製薬を含む化学産業は、もっとも多
くの研究開発費が費やされているセクターとなっています。化
学産業の将来について戦略的に考えるには、いかなる場合も
研究や技術革新の果たす重要な役割、さらには環境保護や持
続可能な開発のための必要不可欠な取り組みを考慮すること
が欠かせません。



　　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/

生命科学
化学者は、 CNRS : Centre National pour la Recherche 
Scientifi que(国立科学研究センター)の、 Institut des sciences 
biologiques (生物科学研究所) の生物科学研究所に所属する
研究者と協力し、以下の目標に向けてあらゆるツールを活用
しています。 
• 基礎科学、ファインケミストリー分野では、生合成、微生物に
よる分解に関する新たな仕組みを発見、理解、利用し、化石燃
料の代替となるバイオマスを利用しエネルギーを生産する。 
• 農産物加工業やバイオテクノロジー向けに生み出される化
学製品の毒性を診断し、その化学製品の環境への影響につ
いて評価する。 
• 医薬品のベクトル化および追跡を行う。 
• 診断や細胞内・医用画像処理に用いる追跡子を合成する。

グリーンケミストリー、持続可能な開発
環境や持続可能な開発、人文・社会科学、生命科学など、環境
分野の研究を担う当事者全ての間に緊密な協力関係が存在
します。 様々な化学反応の研究が、この分野の立場をより確
かなものとしています。
• 原子、手順、エネルギー、廃棄物のより少ない使用。
• より効果的かつよりセレクティブ。
• 一層安全な試薬の使用。 新しい化学反応を導く上で不可
欠な作業といえる触媒の研究(反応速度を変えるために物質
が化学変化に影響を及ぼす作用)は、グリーンケミストリー分
野で発展が進んでいます。

物質の機能化
物質の特性を発見し管理するために、自然科学・工学分野との
協力が数多く進められています。現在、以下の分野で新物質
の発見が優先的に進められています。
• 機能的酸素
• ガラス、アモルファス・フッ素化学
• エネルギー材料
• 混成材料
• 冶金工学

世界におけるフランス

化学研究に対して与えられる非常に有名で誉れ高い賞(デー
ビーメダル、ノーベル化学賞、ハドソン賞、レバーハルム賞)の
受賞者の中には数多くのフランス人がいます。例えばアント
ワーヌ=ジェローム・バラール(臭素の発見)、アンリ・ベクレル(ピ
エール・キュリーおよびマリ ー・キュリーとともに自然放射能
を発見し研究)、マルセラン・ベルテロ (エステル化反応に関す
る業績、熱や燃焼の原理、油性物質の鹸化、 グリセリンに関す
る研究)、ルイ・ポール・カイユテ(酸素や水素、大気の液化)、アン
トワーヌ・ラヴォワジエ(質量保存の法則、酸素の発見および命
名)、フランソワ・ルコック・ド・ボワボードラン(ガリウムの発見)、
アンリ・モワサン(フッ素の分離)、フランソワ=マリー・ラウール  
(凝固の一般法則)などの名が挙げられます。こうしてみると、
フランスには本当の意味で化学研究の歴史があることに間違
いありません。

化学的研究の国際化は着実に進んでおり、今日では世界中
の研究者や研究機関の間で常に協力関係が保たれていま
す。CNRSの Institut de Chimie (化学研究所)では、自ら様々
な協力活動(二国間ワークショップ、CERC3など)に参加するな
どして、自発的に国際的関係を築く方針を推進しています。例
えば、PICS : Programmes Internationaux de Coopération 
Scientifi que (国際科学協力プログラム)、 LIA : Laboratoires 
Internationaux Associés (国際研究室提携事業)、 GDRI : 
Groupements de Recherches Internationaux (国際研究グ

ループ)や UMI : Unités Mixtes Internationales (国際共同研究
室)など、 国際的な活動の仕組みを導入しています。

しかし、化学はまたフランスならではの得意分野を引き立てる
役割も果たしています。分子ガストロノミーの研究が進む外食
業界がその例です。パリのAgroParisTech-INRAの科学研究所
で分子ガストロノミーの研究に携わるエルヴェ・ティスが発展
させた、料理の最中に生じている現象に関するこの新しい研
究は、フェラン・アドリア(カタルーニャ)、ヘストン・ブルメンサー
ル  (イギリス)、ピエール・ガニェール、トマス・ケラー(アメリカ合
衆国)、ティエリ・マルクスなど、数多くのシェフに影響を与え、フ
ランス生まれの「分子料理」というべきものの普及につながり
ました。

役に立つリンク

• Centre National de la Recherche Scientifi que (CNRS) :                 
   www.cnrs.fr
• Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 
(IFREMER) : www.ifremer.fr
• Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) :                  
   www.inra.fr
• Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM) : http://biblioinserm.inist.fr
• Société Française de Chimie (SFC) : www.sfc.fr
• Les entreprises du médicament : www.leem.org
• Union des Industries Chimiques : www.uic.fr
• 化学、薬学、パラファーマシーに関する情報サイト・データベース:  
   www.france-chimie.com
• ヨーロッパの研究者の国際交流に関するポータルサイト:          
   www.ec.europa.eu/euraxess
• Agence Nationale de la Recherche (ANR) :                           
   www.agence-nationale-recherche.fr
• Fondation Alfred Kastler (フランスに外国人研究者を受け入れて
いる) : www.fnak.fr
• Association Bernard Gregory (de la thèse à l’emploi) :           
   www.abg.asso.fr
• 化学物質の登録、評価、認可、規制に関する欧州委員会の新たな規
則(2007年6月): http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_fr.htm
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