
再生可能エネルギー
フランスで最先端の研究が進められている

再生可能エネルギーは、バイオエネルギー、地
熱、熱ポンプ暖房、太陽（太陽熱、太陽光、集
光）、風力、水力、海洋エネルギー、水素エネ
ルギーが挙げられます。

環境にとって有益な再生可能エネルギーに
は、太陽、風力、水力、地熱由来のエネルギー
のほか、燃料用木材、収穫に伴うバイオマス、
バイオガス、バイオ燃料、家庭ゴミ・産業ゴ
ミ、熱ポンプなどが含まれます。環境保護の観
点から、二酸化炭素を排出しないエネルギーや
持続可能な開発が、気候変動対策上も重視され
ています。

クリーン技術を用いてエネルギー効率を高
め、化石燃料エネルギーの代替手段を開発する
必要があります。再生可能エネルギーはその効
率性およびCO2排出量の低さゆえに開発が進め
られています。

再生可能エネルギーに関するプログラムは、
高等教育の最初の段階から気候・熱工学技術や
商用化について学ぶ形で用意されています。し
かし、工学（システム、エネルギー効率）、物
理（電気、材料など）、化学の各分野で専門を
決めて学ぶのは修士レベルからです。持続可能
な開発は、管理・環境に関するプログラムの一
部として扱われます。  

国際的動向
再生可能エネルギー資源に恵まれたフランスの森林面積は、スウェーデ
ン、フィンランド、スペインに次ぎ欧州第4位です（出典：国連食糧農
業機関‐FAO）。また、水力、風力、地熱のポテンシャルにも恵まれ、
欧州ではドイツに次いで再生可能エネルギーの利用が進んでいます。森
林に恵まれ、再生可能エネルギーのうち43％がバイオマスであり、水
力25％、バイオ燃料10％、熱ポンプ7％と続きます。 

 
2008年、欧州連合の「2020年エネルギー気候パッケージ」の調印にあ
たり、フランスはエネルギー最終消費量の23％を再生可能エネルギー
で賄う目標を定めました。2013年末時点で14.2％に達しており、主に
木材や水力のエネルギーが使用されています。太陽光発電は目標を超過
し、フランス本土では発電量5,300MW、島嶼地域を含めると5,700MW
に達しています。その他の海洋エネルギーも発展途上で、2016～2017
年は2つのパイロット発電所で合計11基の海流発電機が稼働していま
す。2030年に向け、エネルギー転換法ではフランスのエネルギー消費
量の32％を再生エネルギーで賄うことが計画されており、同時期まで
に欧州連合が達成目標として掲げる27％より高い目標となっています。 

 
関連する専攻分野
• Écologie • Énergie • Physique • Santé publique • Sciences de l’environnement • Sciences 
de la mer • Sciences de la terre et de l’univers • Sciences de la vie et de la santé • Trans-
ports • Urbanisme 

 
副専攻分野
• Bioénergie • Biomasse • Éolien • E�  cacité énergétique • Géothermie 
• Hydraulique • Énergie décarbonnée • Énergie marine • Photovoltaïque                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                  

数字で見る 

• 再生エネルギーへの支出額：2400万ユーロ（2012年）  

• 再生可能エネルギー部門による一次エネルギー生産量：2480万TOE（2013
年）  

• 2020年に目標とする再生可能エネルギー割合：23％    
• 最終総エネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合：14.2％
（2013年）   

• 2012年と2013年の間に再生可能な一次エネルギーの生産量は11％増加 

出典：エコロジー・持続可能な開発、エネルギー省 -
www.developpement-durable.gouv.fr

お役立ちリンク
• Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) : 

www.ademe.fr

• Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE) : 
www.allianceenergie.fr  

• Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables (ASDER) : 
www.asder.asso.fr  

• Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) : www.cea.fr   

• Comité de Liaison des Énergies Renouvelables (CLER) : www.cler.org  

• Écosources.info, 再生可能エネルギー情報ポータルサイト : 
www.ecosources.info/  

• EDF 新エネルギー : www.edf-energies-nouvelles.com  

• Enercoop, グリーンエネルギー供給組合 : www.enercoop.fr  

• Grenelle Environnement : www.legrenelle-environnement.fr  

• Groupe Énergies renouvelables, environnement et solidarités (GERES) : www.geres.eu  

• 外務・国際開発省(MAEDI):  
www.diplomatie.gouv.fr>Politique étrangère de la France>Environnement et dévelop-
pement durable  

• エコロジー・持続可能な開発・エネルギー省 (MEDDE) :  
www.developpement-durable.gouv.fr>Énergie, air et climat  

• 再生エネルギー観察サイト  (Observ’ER) : www.energies-renouvelables.org  

• Planète énergies, オンライン百科事典 : www.planete-energies.com  

• Pôle d’excellence rurale Énergies nouvelles (PEREN) : www.peren.org  

• 再生可能エネルギー組合 (SER) : www.enr.fr  

• Université virtuelle Environnement & développement durable (UVED) : www.uved.fr 

プログラムを探す>教育機関の検索 >カタログから選択／キーワードを入力 >検索する 
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再生可能エネルギー 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE
（バカロレア＋2年で修了可能な高等教育課程） – L2
BTS Fluides, énergies, domotiqueでは3つのコースから選択できます。   

• 気候・流体工学  

• 空気の冷却および調節   

• ホームオートメーション、スマート建築   
www.campusfrance.org>Espace documentaire>O� re de formation>
Fiches Diplômes>BTS 

 
DIPLÔME D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES

（バカロレア＋2年で修了可能な高等教育課程） – L2
DUT 課程は大学に付属する Instituts Universitaires de Technologie (IUT) で開
設されています。 

• DUT Génie civil construction durableでは、エネルギー節約や新エネルギー
について学びます。再生エネルギー開発分野で働く道が切り開かれます。  

• DUT Génie thermique et énergieでは、産業部門における熱エネルギーの生
産、管理、貯蔵、輸送を専門とする技術者を養成します。再生エネルギー分
野で働くことも可能となります。 
www.campusfrance.org>Espace documentaire>O� re de formation>
Fiches Diplômes>DUT 
  
LICENCES PROFESSIONNELLES
（バカロレア＋3年で修了可能な高等教育課程） - L2 +1
Sciences, technologies, santé分野では、再生可能エネルギーに関する20以上
の専門課程が用意されています。  

• 気候工学 

• 再生可能エネルギーの制御  

• 商用化・マネジメント  

• エネルギー効率   

• 建築物の再生エネルギー  

• 再生可能・代替エネルギーを用いたシステム  

• 再生エネルギーの活用 

• エネルギー技術など 

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

MASTER
（バカロレア＋5年で修了可能な高等教育課程） – M2
Sciences, technologies, santé分野では、再生可能エネルギーを専門に学ぶ修士課
程が10種類程度開設されています。 

•　再生可能エネルギー・スマートシステム専攻では、環境技術・メカトロニク
ス・情報処理の3分野を専門に研究できます。  
•　化学分野では新エネルギー・再生可能エネルギーを専攻できます。  
•　電子工学・エネルギー管理分野では新エネルギー・再生可能エネルギーを専
門にできます。  
•　物理・工学分野では次の分野を専門に研究できます：エネルギー学・再生可
能エネルギーの戦略と遂行、新エネルギー・再生可能エネルギー、再生可能エネ
ルギーと電力の効率的管理  
•　材料科学分野では再生可能エネルギー向け材料を専門に学べます。  
•　環境物理学分野では、エネルギーシステムと再生可能エネルギーを専攻でき
ます。  
•　再生可能エネルギーの科学技術  
www.japon.campusfrance.org>教育機関の検索>修士 

英語で開講されるプログラム 
Master Energy : Renewable energy, science and technology 

www.universite-paris-saclay.fr/en/education/masters 

 
MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT (MSC) 
（バカロレア＋5年で修了可能な高等教育課程） – M2
• European joint Masters of Science in Management and Engineering of Environment 

and Energy : 

www.mines-nantes.fr/en/Study/Masters-of-Science-English-taught/ME3

• Project Management for Environmental and Energy Engineering :
www.mines-nantes.fr/en/Study/Masters-of-Science-English-taught/PM3E  

 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
（バカロレア＋5年で修了可能な高等教育課程） – M2
私立高等教育機関のMBA課程を英語で受講できます。  

Energy and Sustainable Development Management : www.ipag.fr/programmes/mba/ 

 

 

 

 

 

DIPLÔME D’INGÉNIEUR / MASTER
（バカロレア＋5年で修了可能な高等教育課程） – M2
工学系グランゼコールでは、様々な専門分野にまたがるCTI（エンジニア資格委
員会）の認証を受けた免状、技師資格、修士号を授与しています。  
• エネルギーの未来を見据えた代替エネルギー 

• エネルギー熱学 

• 環境、建築、エネルギー 

• エネルギー工学と環境 

• 気候・エネルギー工学 

• エネルギーシステムと再生可能エネルギーなど 

• 認証を受けた工学課程の一覧： 
www.cti-commission.fr/-Liste-of� cielle-des-programmes-d- 

 
修士後の課程
MASTÈRE SPÉCIALISÉ (MS)
（修士号取得後1年で修了可能な高等教育課程）
Mastère Spécialiséはグランゼコール評議会（CGE）が認可する資格で、Environ-
nementの様々な専門分野を対象に、二重に技能を持つことを証明する教育機関
独自の免状です。 

• エネルギー効率  

• 再生可能な海洋エネルギー 

• 再生可能エネルギー 

• 再生可能エネルギーとその生産システム 

• エネルギー性能と再生可能エネルギー 

英語で開講されるプログラム 
• International environmental management

• Water utility management 

Fiche diplôme Mastères Spécialisés :
www.campusfrance.org/fr/ressource/les-masteres-specialises-ms 

• Mastère spécialisé（MS）一覧 : www.cge.asso.fr/nos-labels/ms

修 士 レ ベ ル 学 士 レ ベ ル 


