
環境
環境は、持続可能な発展･農業、資源や原材料

の節約、気候と大気、エコロジー・自然環境、
生態系、水と生物多様性、国土整備、天然資
源・廃棄物管理、代替エネルギーや輸送といっ
た問題に取り組むあらゆる分野と関わり合いが
あります。

環境関連の職種に就くには、2～3年間技術
系の高等教育課程を履修することが必要です。
一般教育課程では、例えば生命・保健科学、地
球・宇宙科学、海洋科学、そのほか農学や生物
学、化学、物理、経済学、社会学、経営学など
様々な分野から環境について学びます。このよ
うに、環境関連の学問は学際性が特徴です。

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。  

国際的動向
2020年に向けた欧州連合研究・イノベーションプログラムで挙げられ
た7つの社会的課題の中に、「気候・環境・原材料」という課題が入っ
ています。フランスは環境や気候に関する理解を深め、保健医療、水の
利用や管理、エネルギー分野で貢献すべくこの課題に取り組んでいま
す。 
欧州連合においても、フランスは意欲的な立場を擁護しており、温室効
果ガスを2030年までに－40％、2040年までに－60％（1990年比）削減
する目標を掲げています。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）で
表明された警鐘および気候変動に対する人間的責任に応じるべく、フラ
ンスは優先度の高い研究の取り組みを支援しています。 
 
関連する専攻分野
• Agriculture • Agronomie • Architecture • Biologie • Chimie • Écologie 
• Économie et gestion • Énergie • Droit • Éducation • Géographie • Géos-
ciences • Ingénierie • Météorologie • Océanographie • Physique • Santé 
publique • Sciences de la mer • Sciences de la terre et de l’univers • Sciences 
de la vie et de la santé • Tourisme • Transports • Urbanisme 
  
副専攻分野
• Agroalimentaire • Agroécologie • Alimentation • Animaux • Aménage-
ment du territoire et du paysage • Astronomie • Astrophysique • Atmos-
phère •  Biodiversité •  Biogéosciences •  Biotechnologies •  Changement 
climatique •  Climat •  Dé�  climatique •  Développement durable •  Eau 
•  Écotechnologies •  Émissions •  Empreinte écologique •  Empreinte Car-
bone • Énergies alternatives • Épidémiologie • Foresterie • Gaz à effet de 
serre • Génétique • Génie civil • Génie sanitaire • Génomique • Géochimie 
•  Géologie •  Géomatique •  Géophysique •  Géotechnique •  Gestion de 
l’eau • Glaciologie • Horticulture • Hydrologie • Ingénierie environnemen-
tale • Mer • Milieux naturel • Océan • Paléoclimatologie • Planétologie 
• Plantes • Pollution • Réchauffement climatique • Sciences halieutiques 
• Sol • Sylviculture • Techniques de l’eau • Terre • Territoires • Toxicologie 
• Urbanisme  

数字で見る 

• フランスにおける環境関連支出：6800万ユーロ（2012年）  

• 環境保護関連支出：4750万ユーロ（2012年）  

• 再生可能エネルギー関連支出：2400万ユーロ（2012年）  

• 再生可能エネルギー部門におけるエネルギー生産量：25 273 Ktoe（2013
年）  

• 地方自然公園の面積：83 148 km2 （2013年）  

• 海洋自然公園の面積：74 873 km2 （2013年）  

• 国立公園の面積：54,314 km2 （2013年）  

• 生物保護区の面積：38 034 km2 （2013年）  

• 温室効果ガス排出量 ：12％減少（1990～2012年） 

出典： INSEE - www.insee.fr

お役立ちリンク
• 全国環境研究連合 (AllEnvi) : www.allenvi.fr  

• 欧州地質科学・環境研究教育センター (CEREGE) : www.cerege.fr  

• 科学利益団体「気候・環境・社会」 : www.gisclimat.fr  

• 経済・社会・環境評議会 (CESE) : www.lecese.fr  

• 2015年 COP21-CMP11パリ会議 : www.cop21.gouv.fr  

• 国立気象学校（ENM Météo）‐フランス国立トゥールーズ工科大学 (INP) : 

www.enm.meteo.fr  

• EUの環境 : http://ec.europa.eu/environment/  

• 欧州地球科学連合: www.egu.eu  

• 環境史、学際的テーマ別ネットワーク：

 www.cnrs.fr/inshs/>La recherche en SHS>RTP Histoire de l’environnement 
• 国立宇宙科学研究所 (INSU): www.insu.cnrs.fr  

• 科学利益団体（GIS）「気候・環境・社会」が発表する研究・気候に関する文書 :

  www.gisclimat.fr>Nos activités>Diffusion scienti� que  

• 外務・国際開発省 (MAEDI):

  www.diplomatie.gouv.fr>Politique étrangère de la France >Environnement et développement 

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  

• 国家水・水生環境庁 (ONEMA) : www.onema.fr  

• 国家森林庁 (ONF) : www.onf.fr  

• 欧州環境研究パートナーシップ (PEER) : www.peer.eu  

• Sagascience, CNRS（フランス国立科学研究センター）のテーマ別マルチメディア資料コレ

クション（気候、地球気候、極地気候など） : www.cnrs.fr/cw/dossiers/saga.htm

• 環境・持続可能な開発バーチャル大学 (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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www.japon.campusfrance.org



環境 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
（バカロレア＋2年で修了可能な高等教育課程） – L2
環境関連職種に関わるBTS課程は約20の教育機関（公立・私立高校、見習い
訓練センター（CFA））で開設されており、衛生、施設・器具衛生、都市衛
生、廃棄物管理・浄化などの分野での業務の組織や遂行を専門とする技術教
育が実施されます。 
「漁業と海洋環境管理」に関するBTS課程がSèteのLycée de la Mer Paul 
Bousquetに設けられています。  
  
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
数多くの農業高校に設置されている農業系BTSA課程では、環境の管理・整
備に関わる様々な選択コースが設けられています。  
• 水の管理と制御  • 自然の管理・保護  

• 森林管理 • 農村地域の開発・活性化  

 
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
大学短期技術教育免状（DUT）課程は大学に付属する技術短期大学（IUT）
に設置されています。  
• 生物工学－環境工学オプション   

• 衛生、安全、環境   

 
LICENCES PROFESSIONNELLES
（バカロレア＋3年で修了可能な高等教育課程） - L2 +1
3分野で環境に関する教育が行われています。  
• 法学・経済学・経営学分野では、都市・環境開発計画の実施、安全、環境
について。  

• 人文・社会科学分野では、理性的な農業と環境認証、景観・環境整備計画
のフォローアップ、環境教育と持続可能な開発、地理情報学などについて。   

• 科学技術・保健医療分野では、建設、環境管理、環境音響、エネルギー制
御、保健衛生・安全の質、分析化学と環境、エンジン産業と環境、環境上の
リスク・影響、農業資源と環境、水処理など。  

この分野では、地球科学専攻の学士課程では地球・宇宙・環境科学分野の総
合的教育が行われています。 

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
環境関連を専攻・専門とする修士課程のプログラムが様々な大学に設けられてい
ます。 

•環境・地域・経済科学の以下に挙げる専攻・専門課程において：整備、エネル
ギーと地域のエコロジー、リスク管理、持続可能な建設、エコ建設、エコイノベ
ーション、生態系、海洋環境、観光、極地研究、保健医療、機能生態学、生態学
のモデル化、環境毒性学、産業・都市環境科学など。  
•生物・環境科学技術：人間や動物の食物と関連する生物汚染物質のリスク、製
品・工程技術、毒性と保健医療、生物多様性、大陸環境と水利科学、熱帯生態系
の管理。 

•科学技術・保健医療：産業環境、環境工学、生態学、持続可能な開発、リス
ク、診断、保健医療と安全性、船環境など。 

•工学 ：応用科学専攻土木工学・環境研究コース。  

•法学・経済学・経営学：化学的汚染、地質工学、品質、安全性、エネルギー、
建設、持続可能な開発など様々な専攻・専門研究分野があります。 

•人文・社会科学: 環境事業、地理情報学、考古学と環境、地中海・アフリカの古
環境学など。 

英語で開講されるプログラム：
• Agrosciences, environment, territory, landscape, forests : climate, land-use and ecosystem ser-
vices: www.universite-paris-saclay.fr/en/education/masters 

Science in Project Management for Environmental and Energy Engineering: www.mines-nantes.fr  

Sustainable management of pollution: 
www.isa-lille.com/programs/masters/msc-sustainable-management-of-pollution/ 

  
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、CTI（エンジニア資格委員会）から認証を受けた環
境分野の免状、技師資格、修士号を授与しています。  

• 水・環境工学  

• 生物・環境の科学と産業   

• 整備・環境工学  

• 環境、建設、エネルギー  

• 農学・環境科学  

• エネルギー、リスク、環境  
• 地球資源と持続可能な開発の工学  

 www.cti-commission.fr/-Liste-of� cielle-des-programmes-d- 

  

 

 

修士後の課程
MASTÈRE SPÉCIALISÉ (MS)
（修士号（M2）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、環境に
かかわる様々な専門分野で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。  

• 生物・環境の科学と産業  

• 国土と農業の持続可能な開発  

• エコ設計、環境マネジメント  

• 鉱山の開発と環境  

• 環境リスクの総合管理  

• 廃棄物の管理、処理、活用  

• 環境工学・管理  

• 環境リスクの工学と管理   

• 環境とエネルギーエコ効率の管理  

• 品質・安全性・環境管理  

• 健康・食物・環境リスクの管理  

• 環境に対する公共政策と戦略  

• 品質、安全性、環境  

• 産業安全と環境  

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  

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